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2020 年 4 月２４日に予定しておりました、第 35 回プレミアムフライデーセミナー「応募者が集まる求

人票の作り方」は、７月 31 日に延期とさせていただきました。ご了承ください。 

 

 

すでにご活用いただいている方も多いと思いますが、新型コロナウイルスの雇用調整助成金の最新情

報を掲載いたしましたので、ぜひご活用ください。 
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経営・労務に役立つ・・・ 

M o n t h l y  T o p i c s   
 

プレミアムフライデーセミナー 

 

会員専用ページのご案内 

 

① 社会保険労務士法人出口事務所の

ホームページの「トップ画面」から

「会員専用ページ」をクリックして

ください。※会員とは社会保険労務

士法人出口事務所と顧問契約をさ

せていただいている企業様になり

ます。 

←会員専用ページ 
② ログイン ID とパスワードを入力

し、「ログイン」してください。 

ログイン ID やパスワードにつきま

しては、各担当者にお問い合わせく

ださい。 

③・ネット de 顧問：ネット de 顧問をご

契約の企業様はこちら。 

・ＭｙＫｏｍｏｎ：共有フォルダ・電子会

議室をご契約の企業様はこちら。 

・プレミアムフライデーセミナー資料：セ

ミナー資料のダウンロードはこちら。 

・資料集 

雇用調整助成金関連の資料はこちら。 
・診断ツール（助成金・就業規則・就業規

則労務リスク）：無料で診断を行うことが

可能です。 

①  

③ 

② 

javascript:void(0);


新型コロナウイルス感染症の感染拡大が止まらない状況となり、経済活動

への影響も甚大となっています。政府も雇用対策を重要課題の一つとして位

置づけ、助成金の特例措置として、支給要件の緩和や期間延長が行われま

した。

いずれの助成金も細かな要件が設けられており、特に雇用調整助成金については、休業等

の計画の作成および計画届の提出が前提となり、その上で休業等を実施し、休業等の結果に

応じて支給申請を行うという流れが原則となっています。計画届の提出に特例措置が設けら

れているものの、かなり煩雑な手続きになりますので、お困りごとがありましたら、厚生労

働省が設けているコールセンターや労働局、または当事務所までお気軽にご相談ください。

助成金情報

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事

業活動の縮小を余儀なくされた企業が、雇用の

維持を図るため、従業員に支払う休業手当とし

て要した費用の一部を助成する制度です。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い数回

に亘り、特例措置が講じられてきましたが、改

めて2020年4月1日から6月30日までを「緊急対

応期間」と位置づけ、以下のような更なる特例

措置（主なもの）を設けました。

なお、これらとあわせて、短時間一斉休業

の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化の

ため事務処理体制の強化、手続きの簡素化な

ども行われます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防

止を目的とし、小学校等を臨時休業とする対

応が行われています。これに伴い、小学校休

業等対応助成金が創設されました。

この助成金は、小学校等が臨時休業した場

合等に、その小学校等に通う子どもの保護者

である従業員が勤務できない場合の所得の減

少に対応するため、年次有給休暇とは別に、

有給休暇を取得させた企業に対し助成が行わ

れるものです。

当初の助成対象期間は、2020年2月27日か

ら3月31日までの臨時休業等でしたが、この

期間が2020年6月30日まで延長されます。

また、2020年4月1日以降は、「医療的ケア

が日常的に必要な子ども又は新型コロナウイ

ルスに感染した場合に重症化するリスクの高

い基礎疾患等を有する子ども」が小学校等を

休む際の有給休暇も助成金の対象に加わりま

した。

2.小学校休業等対応助成金

May 2020

1.雇用調整助成金

拡充される新型コロナウイルス
感染症に関連した助成金

① 生産指標要件の緩和

原則：3ヶ月10％以上低下→1ヶ月5％以上低下

② 休業規模要件の緩和

中小企業 1/20、大企業 1/15以上

→中小企業 1/40、大企業 1/30以上

③ 助成率の変更

中小企業 2/3、大企業 1/2

→中小企業 4/5、大企業 2/3

※解雇等を行わない場合

中小企業 9/10、大企業 3/4

④ 計画届の提出

原則：事前提出

→2020年1月24日から6月30日までの

休業について事後提出を認める

⑤ 支給限度日数

原則：1年100日

→1年100日＋緊急対応期間

※2020年4月10日現在の情報です。
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改正前の民法では、月またはこれより短い

時期によって定めた使用人の給料に係る債権

の消滅時効（賃金債権の時効）の期間は、1年

と定められていました。しかし、それでは労

働者保護に欠くという理由から、特別法であ

る労働基準法により2年に延長していました。

今回、改正民法の施行に伴い、労働基準法

の規定を民法が上回ったことが課題とされ、

労働基準法も改正されています。

改正労働基準法では、以下の3つの項目に

ついて、すべて民法に合わせて5年と規定し

たうえで、企業への影響を考慮し、当分の間

3年という経過措置を設けています。

①賃金請求権の消滅時効期間

②付加金の請求期間

③賃金台帳等の書類保存義務

時効が3年となる部分は、改正労働基準法

施行日である2020年4月1日以降に支払日のあ

る給与からであり、2020年3月31日以前に支

払日があるものは対象になりません。

なお、5年への時効の延長は、改正労働基

準法の施行から5年経過後の状況を勘案して

検討し、必要があるときは措置を講じるとさ

れています。そのため、少なくとも2020年4

月1日から5年間は、3年の経過措置が続くと

予想されます。

今回、賃金債権の消滅時効期間が延長とな

ることで、未払い残業等が発生したときに、

最大3年分を遡って支払う可能性が出てきま

す。

また、給与計算の誤り等により、本来、従

業員に支給すべき手当が支給されていなかっ

たようなケースでは、同様に最大3年分を遡っ

て支払うことになるでしょう。これに伴い、

未払い残業代請求などを支援するビジネス

がより活性化し、結果的にはトラブルも増

加することが予想されます。

労務管理情報

賃金債権の消滅時効
まずは3年へ延長

May 2020

民法が120年振りの大改正となり、2020年4月1日に施行されました。今回

の民法改正では、契約に基づく債権の消滅時効の期間の原則5年への統一が

行われており、これに合わせて、賃金債権の時効を定める労働基準法も改正

されました。今回はその改正内容と実務上の影響についてとり上げます。

2018年度に労働基準監督署が監督指導を行い、時間外労働に対する割増賃金を支払ってい

ない企業に対して、労働基準法違反で是正指導した結果、支払われた割増賃金合計額は124億

4,883万円、労働者1人当たりの割増賃金の平均額は10万円となっています。今後は 大3年分

となることから、この金額の1.5倍に相当する額を支払う可能性も考えられます。

今回の法改正は、そもそも未払い賃金がなければ、実務上影響は少ない話です。改めて、

適正な労働時間の把握と、正しい賃金計算を行うと共に、問題となりやすい管理監督者の範

囲や固定残業制度の運用などについてもチェックを行っておきましょう。

1.改正内容

3.実務上の影響

2.改正労働基準法の内容

①賃金請求権の消滅時効期間

②付加金の請求期間

③賃金台帳等の書類保存義務
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2020年3月31日、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立し、

同日に公布されました。この改正法には、雇用保険法の他にも、高年齢者雇用安

定法、労働者災害補償保険法（労災保険法）、労働施策総合推進法等、全部で8

つの法律の改正が盛り込まれ、一括で成立しました。今回は、それらのうち、雇

用保険法と労災保険法の主な改正点を確認しておきます。

法改正情報

高年齢雇用継続給付とは、従業員が60歳に

達したときと比較して、それ以降の給与が一

定額以上引き下がった場合に、従業員に支給

される給付金であり、高年齢者の就業意欲を

維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、

促進することを目的としてきました。

しかし、社会情勢の変化により、原則65歳

までの雇用の義務化が浸透し、更には70歳ま

での就業機会の確保が努力義務として求めら

れるようになったこともあり、高年齢雇用継

続給付の役割は薄れてきました。そこで、

2025年度より給付率の上限を15％から10％に

引き下げることとなりました。

働き方改革では、副業を促進する動きが

みられました。実際に副業を積極的に認め

る企業もあり、複数の事業所に勤務する労

働者（複数就業者）は増加傾向にあります。

一方で、複数就業者のセーフティーネット

は弱く、その整備の重要性が高まったことか

ら、以下の法改正が行われました。

これらの施行日は、①が今後政令で決定さ

れ、②は2022年1月、③は2020年8月となりま

す。

今回の改正ですぐに大きな影響が出る従業員は多くないと考えられますが、実務上、対象

者が発生した場合に対応が求められます。今後、詳細の情報が厚生労働省等から案内されま

すので、内容をしっかり押さえておきましょう。

1.高年齢雇用継続給付の縮小・廃止

May 2020

高年齢雇用継続給付の縮小等、
順次施行される労働保険の改正

2.複数就業者の保護

①労災保険による給付が行われるときは、複数の

就業先から支払われた賃金に基づき、給付基礎

日額の算定を行ったり、給付の対象範囲の拡充

等を行う。

②複数の就業先で勤務する65歳以上の労働者につ

いて、いずれの就業先でも雇用保険の加入要件

を満たさないような労働時間数での勤務であっ

ても、2つの就業先での週の所定労働時間の合

計が20時間以上であれば雇用保険に加入できる

ようにする。

③勤務日数が少ない雇用保険の被保険者でも、失

業時に適切に雇用保険の給付が受けられるよう

にするため、離職証明書を作成する際の被保険

者期間について、日数だけでなく労働時間によ

る基準も補完的に設定する。
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