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2020 年 3 月 27 日に予定しておりました、第 34 回プレミアムフライデーセミナー「～急増が予想され

る未払い残業代請求への準備～」は、東京都より 25 日に新型コロナウイルス拡大による感染防止の要請が

出されたことに伴い、セミナー会場の東京オフィスでは、急遽、有給休暇の取得促進、交代勤務の実施に加

えてセミナー、会議、訪問外出禁止の措置を取らせていただきました。 

ご参加を楽しみにされていた方には申し訳ございませんが、6 月 26 日に延期させていただきますのでご

了承ください。 

 

 

 

出口事務所は、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、次のとおり営業時間の変更や、訪問外

出を Web・テレビ会議等に変更させていただきます。なお、栃木オフィスは、現在、通常営業しており

ますが、状況により変更することもありますのでご了承ください。 

皆様には、ご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。 

営業時間の変更について 

東京オフィスでは、平日午後 7 時まで電話受付の時間延長を行っておりますが、

通常営業時間の午後 6 時までとさせていただきます。 

セミナー、会議、訪問外出について 

3 月のセミナーは急遽延期とさせていただきましたが、現時点では 4 月は原則オンラインセミナーを

開催予定としております。延期決定等ございましたら、お申し込みいただいているみなさまにはご連絡

させていただきます。 

また、東京オフィスでは、来所いただいての会議、訪問外出は、当分の間、行うことができません。お

手数ですが、メール対応、Web・テレビ会議、お電話にて対応させていただきます。 

よくあるご質問について 

最近、企業が新型コロナウイルス感染防止のために、何ができるかというご質問をいただきます。 

出口事務所の取り組みをご紹介しますので、ご参考ください。 

【出口事務所 東京オフィスの取り組み】  

・有給休暇の取得促進       ・休暇取得時期・要件緩和     ・子連れ出勤 

・自転車通勤           ・労働条件の変更         ・留守電の導入 

・時差出勤            ・勤務地（栃木オフィス）の変更            等 

発行：社会保険労務士法人出口事務所 TEL 03-6205-5405 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-24-16 内田ビル 3 階 

ホームページ ht t p s : / /www .deguch i-o f f i c e . com/ 

バックナンバー https://www.deguchi-office.com/blog/ 
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プレミアムフライデーセミナー～急増が予想される未払い残業代請求への準備～ 

新型コロナウイルス感染防止に関するお知らせ（2020 年 3 月 31 日時点） 



今回のパワハラ防止措置は、労働施策総合

推進法の中で、相談体制の整備等の雇用管理

上の措置が義務づけられ、また従業員が会社

に相談等したことに対して不利益に取扱うこ

との禁止が規定されています。施行時期は、

大企業が2020年6月1日、中小企業は2022年4

月1日（2022年3月31日までは努力義務）となっ

ています。

今回、パワハラの定義が、パワーハラスメ

ント防止のための指針（以下、「指針」とい

う）の中で明確にされ、職場において行われ

る①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より、③労働者の就業環境が害されるもので

あり、①～③までの要素をすべて満たすもの

とされました。

客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲

で行われる適正な業務指示や指導については

パワハラには該当しません。

指針では、パワハラに該当すると考えられ

る例と該当しないと考えられる例が示されて

います。例えば、「精神的な攻撃」では以下

の例が示されています。

この他、さまざまな例が示されていますが、

個別の事案の状況によって判断が異なる場合

があり、また例は限定列挙ではありません。

そのため、パワハラに該当するか微妙なもの

も含め広く相談に対応するといった、適切な

対応を行うことが求められます。

3.パワハラの例示

R oumu news

パワハラ防止措置は6月より
大企業で義務化に

労務管理情報

2020.4 NewsLetter

職場におけるパワーハラスメント（以下、「パワハラ」という）も、セクシュアルハラスメ

ントや妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントと同様に法制化され、企業に

対して防止措置が義務化されます。以下では、パワハラの定義を確認するとともに、どのよう

な防止措置が求められているのかを確認しましょう。

1.パワハラ防止措置の法制化

今回の法制化により、会社の責務のみでなく、従業員の責務も規定されました。会社は、

パワハラを行ってはならないこと等に対して従業員の関心と理解を高めたり、他の従業員

(取引先等の他社の従業員や、求職者も含む)に対する言動に注意を払うような研修の実施な

どが求められています。また従業員については、会社が講ずるパワハラ防止措置に協力する

よう努めなければならないとされています。今後、ハラスメント防止研修を行うこと等によ

り、パワハラの発生防止を推進しましょう。

[該当すると考えられる例]

業務の遂行に関する必要以上に長時間にわた

る厳しい叱責を繰り返し行う

[該当しないと考えられる例]

遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、

再三注意してもそれが改善されない労働者に対

して一定程度強く注意をする

※優越的な関係を背景として行われたものであるこ

とが前提

2.パワハラの定義

Labor and Social Security Attorneys　Deguchi Labor Management



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. 2020年4月より、パートタイマーだけでなく有期雇用労働者についても、正社員への転換

推進措置の対象となり、措置を講じなければならない。

2. 長期間にわたって、正社員に転換された実績がない場合、措置が形骸化していないか検証

することが求められる。

R oumu news 2020.4 NewsLetter
パートタイマー等に求められる
正社員への転換推進措置

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

先日、同業の社長から労働局の調査で、パートタイマーから正社員への転換推進措
置に関して指導を受けたという話を聞きました。当社は、対応ができていますか？

総務部長

そうでした。正社員を募集する際に、求人票を社内の掲示板に貼り出し、パートタ
イマーにもお知らせしています。すべてのパートタイマーを対象に周知することが
必要でしたね。

長期間にわたって正社員に転換された実績がない場合、転換推進措置を講じたとは
言えないと指摘される可能性があります。周知のみでは応募しにくい環境になって
いるなど、措置が形骸化していないか検証することが求められています。
また、2020年4月以降は、「パートタイム労働法」が、「パートタイム・有期雇用労
働法」に変更となるため、パートタイマーの他に、有期雇用労働者もこの転換推進
措置の対象とする必要があります。

そのとおりです。正社員に転換するところまでは求められていませんが、正社員に
なるチャンスを与えることが必要です。

実はまったく応募がなく、正社員に転換した実績がない状況ですが、問題ないので
しょうか？

つまり、フルタイムの有期契約社員も対象になるということですね。

そのとおりです。フルタイムの有期契約社員に対する就業規則が、パートタイ
マーと別にある場合には、その就業規則にも正社員への転換推進措置を講じてい
るかを確認してください。

正社員への転換推進措置としては、次のいずれかの措置を講じることになっていま
す。

① 通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム
労働者等に周知する

② 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労
働者等にも応募する機会を与える

③ パートタイム労働者等が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける
④ その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる

社労士

御社では、①のしくみが導入されており、そのことがパートタイム就業規則に記載
されています。

わかりました。さっそく就業規則を確認してみます。
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現在の健康保険証は、医療機関や薬局（以下、

「医療機関等」という）の窓口で提示しますが、

マイナンバーカードでは、医療機関等の窓口

に設置されるカードリーダーにかざすことに

なります。併せて、カードの顔写真を機器が

確認したり、窓口の職員が目視で本人の確認

をします。

マイナンバーカードをカードリーダーにか

ざした後は、マイナンバーカードのICチップ

にある電子証明書により健康保険の加入情報

等がオンラインで確認されることになってい

ます。

マイナンバーカードを健康保険証として利

用することによるメリットはいくつか示され

ています。そのひとつに、会社が被保険者の

社会保険に関する手続きをすることで、マイ

ナンバーカードの中の情報が書き換わるため、

従業員（被保険者）やその家族（被扶養者）

にとっては、就職や転職、引っ越しをしても、

健康保険証の切り替え（交付）を待つことな

く、マイナンバーカードで医療機関等を受診

できるということが挙げられています。

なお、医療機関等の窓口でマイナンバーを

取扱うことはなく、マイナンバーカードにあ

るICチップに受診歴や薬剤情報等は記録され

ない作りになっています。

マイナンバーカードを健康保険証として利

用するためには、マイナンバーカードの申請

を行うとともに、申請後に、マイナポータル

（行政手続をワンストップでしたり、行政機

関からのお知らせを確認する個人向け政府運

営サイト）で事前に登録をする必要がありま

す。登録の申し込みは2020年度はじめからで

きる予定となっています。実際に運用が開始

されるときには、従業員に手続きを促す必要

が出てくると思われます。

R oumu news 2020.4 NewsLetter

現在の健康保険証は、会社に入社し社会保険の取得手続きが完了すると、協会けんぽ等の保

険者から発行され、会社を通じて従業員やその扶養家族に交付される流れとなっています。今

後、2021年3月（予定）からは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるように整

備が進められています。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになった後も、健康保険証は交付

されることになっており、カードリーダーが設置されていない医療機関等では、健康保険証

で被保険者資格の確認が行われることになります。ちなみに、2020年度から医療機関等で順

次、必要な機器が導入され、2021年3月に予定される利用開始時には、全国の医療機関等の6

割程度、2023年3月末には、おおむね全ての医療機関等での導入が目指されています。

1.マイナンバーカードの利用
イメージ

2021年3月からマイナンバー
カードが健康保険証として
利用できる予定です

社会保険情報

3.利用のための事前手続き

2.マイナンバーカードを利用する
メリット
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