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2020 年 1 月 31 日、第 32 回プレミアムフライデーセミナー「～働き方改革実践編 第 11 弾～同一労働

同一賃金のための賃金制度【基礎編】を東京オフィスセミナールームにて開催いたしました。 

2017 年 8 月の第 6 回セミナーでも、「同一労働同一賃金」の概要をお話させていただきましたが、今回

は以下の厚生労働省の同一労働同一賃金の資料を基に、出口事務所を記入例としてご紹介しながら、ご参加

いただきました企業様の「雇用区分による処遇の現状、現状の課題」を点検しました。次回、2 月 28 日の

セミナーでは、その点検した内容を基に今後の待遇を検討する予定です。 

参照：厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html 

 

 

 

新型コロナウイルスのニュースが流れる中、今後、万が一、職場で感染者が発生した場合にはどのよ

うに対応すべきかを考えている職場も多いことかと思います。厚生労働省では電話相談窓口が設置され

たほか、感染症情報として様々な情報を公開しています。その一部をご紹介させていただきます。 

問 1 職場で取り組むべき新型コロナウイルス対策にはどのようなことがありますか。 

予防法としては、一般的な衛生対策として、咳エチケット※や手洗いなどを行っていた

だくようお願いします。 

※咳エチケットとは、感染症を他人に感染させないために、個人が咳・くしゃみをする

際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえることです。特に

電車や職場、学校など人が集まるところで実践することが重要です。 

問 2 労働安全衛生法第 68 条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。 

労働安全衛生法第 68 条に基づく病者の就業制限の措置については対象となりません。 

ただし、２月１日付けで新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者

が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就

業制限や入院の勧告等を行うことができることとなりますので、それに従っていただく必要があります。 

問３ 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得した

こととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。 

年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものですので、使用者が一

方的に取得させることはできません。 

なお、労働者から請求がある場合は、年次有給休暇を取得することは可能です。 

参照：厚生労働省 新型コロナウイルスに関する事業者・職場の Q＆A 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00002.html 
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このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会
話形式で、分かりやすくお伝えします。

【ワンポイントアドバイス】

1. 非正規社員の雇入れ時には、賃金 、教育・訓練、福利厚生施設の利用など雇用管理上の

措置の内容を説明する義務がある(※)。

2. 非正規社員から求めがあったときには、待遇差の内容や理由を説明する義務が今後課せら

れる。

3. 説明は口頭で行う他、文書を交付することも考えられる。

※フルタイムの有期労働者についても同一労働同一賃金の施行時期に義務化される。
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パートタイマーに対する
待遇等の説明義務

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

先日入社したパートさんに「私の時給はどのようにしたら上がるのですか？」と尋
ねられました。当社では、正社員の昇給時期に、勤務成績が優秀なパートさんにつ
いて個別に時給を引上げているのですが、このような説明をする必要があるので
しょうか。

総務部長はい、パートタイマーを雇ったときには賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用など
について、説明する義務があります。例えば「給与はどのように決まるのか」とい
うことや「どのような教育訓練を実施しているのか」等です。

社労士
そうなのですか。どのような方法で説明するのでしょうか。

これ以外にも、「正社員への転換制度にはどのようなものがあるか」といった質問
が寄せられたときにも、説明をする義務があります。

口頭で行うことが原則ですが、説明すべき事項が漏れなく記載されていて、容易に
理解できる内容となっていれば、文書を交付すること等も認められています。

なるほど、わかりました。一度まとめて、パートさんに渡せるようなものを作って
みます。

当社では、勤続3年以上の者で、本人が希望し、上司からの推薦があるときに正社員
登用試験を受けることができるので、この内容を説明することになりますね。

パートさんから「正社員には通勤手当が支給されるのに、私には支給されないのは
なぜか？」という質問に答える必要があるということですね。

はい、そうですね。また、大企業では今年4月から、中小企業では来年4月から、正
社員と非正規社員の不合理な待遇差の禁止（いわゆる同一労働同一賃金）が始まり
ます。これとともに、非正規社員に対する待遇に関する説明義務が強化され、非正
規社員から求めがあった場合には、待遇差の内容や理由を説明することが義務とな
ります。

そうですね。正社員と非正規社員の不合理な待遇差の是正はもちろん、これに加え
非正規社員から説明を求められたときに対応できるよう、いまから待遇差の整理と
必要に応じて是正をし、説明できるように準備しておきましょう。
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懲戒処分は、いくつかの段階を設けて、懲

戒すべき事案が発生するたびに、どの懲戒処

分を下すかを決定します。厚生労働省が公開

する「モデル就業規則 （平成31年3月）」

では、以下の4種類の懲戒処分を設けていま

す。

なお、降格や降職、諭旨解雇（諭旨退職）

等、これら以外の懲戒処分を定めることも認

められています。

1.にある「②減給」は、よく見かける懲戒

処分の一つですが、処分内容として記載され

ているとおり、1回の額が平均賃金の1日分の

半額を超えることはできず、同一月において

懲戒の事案が複数となり、その複数の事案に

ついて減給を行うときであっても、減給の総

額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超

えることはできないと、労働基準法に定めら

れています。

減給は賃金で行いますが、賞与で行うこと

も認められています。この場合、賞与から減

給を行う旨を就業規則に定めておくことが必

要です。そして、賞与で減給を行うときで

あっても、1回の額が平均賃金の1日分の半額

を超え、総額が一賃金支払期の賃金総額の10

分の1を超えることはできません。

なお、賞与の支給額を会社の業績や、賞与

の算定期間中の人事評価に基づき決定するこ

とがあります。この際、懲戒の事案がこの人

事評価のマイナスの要素となり、結果として

減給の上限を超える額が賞与支給額から減額

されたとしても、問題はありません。
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従業員が労働契約の内容に違反したり、就業規則の服務規律を守らない場合に、会社は懲戒

処分を下すことがあります。懲戒処分を下すためには、就業規則に事前にその内容を定め、定

められた就業規則の規定に基づいて対応する必要があります。そこで、以下では一般的な懲戒

処分の種類と、その中でも減給処分を行う際の留意点を確認します。

減給の上限は、従業員の生活を過度に脅かすことのないように、設けられたものです。そ

もそもの事案に対する処分として、減給が妥当なのかを十分に検討するとともに、誤った取

扱いをしないようにしましょう。

1.懲戒処分の種類

懲戒処分の種類と減給処分を
行うときの留意点

労務管理情報

3.賞与で減給を行う際の留意点

2.減給の上限

①けん責

始末書を提出させて将来を戒める。

②減給

始末書を提出させて減給する。ただし、減

給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超え

ることはなく、また、総額が1賃金支払期に

おける賃金総額の1割を超えることはない。

③出勤停止

始末書を提出させるほか、〇日間を限度と

して出勤を停止し、その間の賃金は支給しな

い。

④懲戒解雇

予告期間を設けることなく即時に解雇する。

この場合において、所轄の労働基準監督署長

の認定を受けたときは、解雇予告手当（平均

賃金の30日分）を支給しない。
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労働基準法で定める1日あたりの労働時間

は原則8時間までとされていますが、今回の

調査結果における1日の所定労働時間は1企業

平均7時間46分、週所定労働時間は1企業平均

39時間26分となっています。この週所定労働

時間について、主な業種でみてみると以下の

とおりです。

業種によって若干開きがあり、それぞれの

業務形態等が影響していると考えられます。

労働基準法では、1週に少なくとも1日の休

日を与えることとなっており、調査結果にお

ける週休制の形態は、「何らかの週休2日

制」を採用している企業の割合が82.1％を占

めています。そのうち、「完全週休2日制」

を採用している企業の割合は44.3％となって

います。この内訳は図表1のとおりです。

次に、年間休日総数は、1企業平均で108.9

日、企業規模別では1,000人以上が115.5日、

300～999人が113.7日、100～299人が111.1日、

30～99人が107.5日となっており、従業員数

が多くなるに従って、年間休日総数が増えて

いることがわかります。企業規模別に詳細な

内訳をみると、図表2のとおりです。

求人募集の場面では、給与の額も重要です

が、応募者が年間休日総数などの勤務条件を

重視した上で応募することが増えています。

自社と同規模の他社の状況を比較し、必要に

応じ年間休日総数の見直しを行いたいもので

す。

所定労働時間や休日日数を見直した際には、就業規則や賃金規程等の変更が必要

になります。見直しに伴いお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽に

ご連絡ください。
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働き方改革として、所定労働時間数や休日日数などを変更することにより、従業員の働き方

を見直す企業も少なくないでしょう。その際、他社の状況と比較する場合に活用できるのが、

厚生労働省の「就労条件総合調査の概況」です。平成31年の統計データをみてみましょう。

2.所定休日

自社の労働時間制度・休日日数
を見直す際に参考となる
統計データ

労務管理情報

1.所定労働時間

製造業：39時間26分

卸売業、小売業：39時間34分

金融業、保険業：38時間18分

宿泊業、飲食サービス業：39時間57分

医療、福祉：39時間20分

69日
以下

70〜
79日

80〜
89日

90〜
99日

100〜
109日

110〜
119日

120〜
129日

130日
以上

30〜99⼈ 1.6 4.2 6.6 10.5 33.9 17.7 23.5 1.9

100〜299⼈ 0.8 2.4 4.5 4.7 31.6 20.8 33.5 1.7

300〜999⼈ 0.5 1.0 2.2 3.7 28.3 20.7 42.0 1.6

1,000⼈以上 0.2 1.1 0.5 2.9 22.1 24.2 48.2 1.0

図表2　企業規模別の年間休日総数　　単位︓％
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