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2019 年 1 月 25 日、第 21 回プレミアムフライデーセミナー「～働き方改革実践編 第 3 弾～年次有

給休暇の取得義務への対応」を東京オフィスセミナールームにて開催いたしました。１月のセミナーは、

皆様関心が高く、オンラインセミナーも含め多くの方にご参加いただきました。ありがとうございまし

た。 

2019 年４月から、全ての企業において、年 10 日以上の年次有給休暇が付与される従業員（管理監督

者を含む）に対して、年次有給休暇の日数のうち年５日については、取得させることが義務付けられま

した。 

毎年、すべての従業員が年次有給休暇を年 5 日以上取得できているの

であれば問題はございません。 

なお、時間単位年休及び特別休暇は、2019 年 4 月から義務付けられ

る「年 5 日の年次有給休暇の確実な取得」の対象とはなりませんので、

ご注意ください。 

まずは、「働き方改革法改正」について、現状

をチェックしていただき、ひとつでも「NO」

があれば、ぜひセミナーにご参加ください！ 

過去のセミナーにつきましては、ホームページの会員専用ページをご参照、 

または担当者にご相談ください。 

チェック項目  主なﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾗｲﾃﾞｰｾﾐﾅｰ 

①すべての従業員が年次有給休暇を年５日以上取得している □YES □NO→第 16.17.21 回 

②年次有給休暇付与日や残日数を従業員ごとにきちんと管理

している 
□YES □NO→第 17.21 回 

③管理職や裁量労働制が適用される人を含むすべての従業員

の労働時間をタイムカードなどで把握している 
□YES □NO→第 17 回 

④残業が必要なので３６協定を締結、届出している □YES □NO→第 23 回 

⑤時間外労働は月 45 時間、年 360 時間の範囲内である □YES □NO→第 16.17.20.22.23 回 
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h t t p : / / w w w . d e g u c h i - o f f i c e . c o m / 

バックナンバー http://www.deguchi-office.com/blog/ 

  

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 ～働き方改革実践編 第３弾～年次有給休暇の取得義務への対応 



News
LetterR oumu news

働き方改革関連法は2019年4月より、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得義務化と

いった労働時間規制が先行して施行されますが、その後、大企業は2020年4月から、中小企業

は2021年4月から施行される同一労働同一賃金への対応も重要となります。その同一労働同一

賃金の内容について見ていきましょう。

早めの着手が求められる
同一労働同一賃金への対応

労務管理情報

1.同一労働同一賃金の背景

2019.2

以前から示されていた「同一労働同一賃金ガイドライン（案）」が、厚生労働省で審議を

経て、2018年12月28日に「同一労働同一賃金ガイドライン」として公開されました。自社を

分析し、取組が必要と判断したときは、このガイドラインに従って企業ごとに対応を進めて

いく必要があります。

2.同一労働同一賃金への取組手順

これまでは、正社員が事業の中心となる業

務を担当し、一時的な繁忙時の対応や補助的

な業務をパートタイマー等の非正規社員が行

うといった役割分担により、日本の雇用制度

は成り立っていました。一方で、優秀な非正

規社員が業務の幅を広げ、正社員の職務の一

部を担うようになり、人件費が相対的に低い

まま非正規社員に業務を任せる企業が増加し

たことにより、正社員と非正規社員の賃金を

始めとする待遇の差が生まれてきました。

そこで、同一企業内における正社員と非正

規社員との間の不合理な待遇の差をなくし、

どのような雇用形態を選択しても待遇に納得

して働き続けられるようにし、多様で柔軟な

働き方を選択できるようにすることを目的に、

働き方改革関連法で同一労働同一賃金が規定

されました。

正社員や非正規社員の職務内容等は、企業

ごとに定められており、その待遇の差も様々

です。そのため、同一労働同一賃金へ向けた

対応は企業ごとに異なります。東京労働局が

企業向けに開催した説明会の資料によると、

取組手順の全体の流れを下図のように示して

います。まずは自社の状況を分析することか

ら、始めていきましょう。

　ある

　できる

　　　できない

　　　　　　　　　いないいる

ない

短時間労働者・有期雇用労働者
（非正規社員）はいますか？

正社員と非正規社員の待遇に違
いはありますか？

待遇に違いがある場合は、待遇の
違いが働き方や役割の違いに応じ
たものであると説明できますか。

待遇の違いが不合理であると判断
される可能性があるので、不合理
な待遇の違いの改善に向けて、取
組を進めましょう。

対応の必要はありません。将来雇
用の予定がある場合は、準備をし
ておきましょう。

いますぐ対応すべき課題はありませ
ん。

労働者から説明を求められたとき
に待遇の違いの内容や不合理な
待遇差ではない理由について説
明できるよう、整理しておきましょう。
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なるほど。来年以降も5月を予定しており、この従業員だけ異なる時期に実施するわ
けにはいかないので、今年5月の定期健康診断も受けさせることにします。

News
LetterR oumu news

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に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。

入社後すぐに定期健康診断が
ある場合、雇入時の健康診断を
実施しなくてよいか

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

2019.2

【ワンポイントアドバイス】

1. 雇入時の健康診断は、雇入後の適正配置や健康管理の基礎資料とするためのものであり、

必ず実施しなければならない。

2. 入社時に健康診断を受けてから3ヶ月以内の人が、健康診断の結果を提出した場合、その

実施項目については省略することができる。

2月に中途採用の従業員が入社します。会社では、毎年5月に定期健康診断を実施し
ているので、この従業員は雇入時の健康診断を実施せずに、定期健康診断を受けさ
せようと思いますが、問題はありますか？

総務部長雇入時の健康診断は、雇入後、従業員を配属する際に健康上の配慮が必要であるか
どうかを確認したり、入社後の健康管理の基礎資料としたりするために行うもので
す。これに対し、定期健康診断は、従業員の健康状態を定期的に把握し、その結果
によって就業上の必要な措置を講じることとなります。同じ健康診断ではあります
が、目的に違いがあるため雇入時の健康診断は実施しなければなりません。

社労士
なるほど、承知しました。ちなみに、雇入時の健康診断はいつ実施するべきもので
すか。

はい、そのようなケースが想定されます。労働安全衛生法で定められている健康診
断は、健康診断の種類ごとに実施項目が決められています。定期健康診断は、医師
が必要でないと認めるときは一定の項目について省略することができますが、雇入
時の健康診断では省略することが認められていません。前職の定期健康診断の結果
を提出するようなときには、実施項目を満たしているかどうか確認してください。
満たしていないときには、少なくともその項目について実施する必要があります。

承知しました。雇入時の健康診断に関しては分かりましたが、5月の定期健康診断も
受けさせる必要があるのでしょうか？

はい、先ほど説明したような目的があるため、入社の直前または直後に行うと通達
で示されています。ただし、入社の際に健康診断を受けてから3ヶ月以内の人が、健
康診断の結果を提出したときには、雇入時の健康診断を省略することができます。

転職者が前の職場で3ヶ月以内に定期健康診断を受け、その結果を提出するような
ケースですね。

雇入時の健康診断を受けた人については、健康診断の実施日から1年間は定期健康診
断の実施項目に相当するものを省略できることになっています。つまり、2月に雇入
時の健康診断をしたとすると、少なくとも翌年2月には定期健康診断の実施が必要に
なります。来年も5月に定期健康診断を実施する予定であれば、問題となりますね。
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ハラスメント対策としては、まずハラスメ

ントが発生しないように予防に力を入れるこ

とが重要ですが、万が一、問題が発生したと

きに適切な対応を行い、確実に解決できるよ

うにするために、被害者やその周囲の従業員

が相談できる窓口を作ることも重要です。

相談窓口が効果的に利用されるためには、

男性および女性担当者を置くこと、電話や面

談のみならず相談をしたことが周囲に気づか

れにくいよう、メールによる相談も受け付け

ること等の対応を行うことが好ましいとされ

ています。その他、社内の相談窓口だけでな

く、外部機関に相談窓口を作るケースもあり

ます。

相談窓口に相談があったときには、ハラス

メントの被害が拡大しないように、迅速な対

応が求められます。

被害者の意向を踏まえた上で、解決のため

には事実関係を正確に把握することが求めら

れ、相談を受けた際の流れについてマニュア

ルを作成し、それに基づき対応します。

相談者および行為者とされた従業員にヒア

リングを行う際には、確認すべき事項に漏れ

がないように、あらかじめ、発生日時、場所、

状況、他者への相談状況、相談者の希望など

の項目を記載したヒアリングシートを作成し

ておくことが有効です。

また、相談をした被害者にとって、会社が

どのような対応を行ったかは、とても気にな

るものです。確認や対応方法の決定に時間を

要することもありますが、時間が経過するこ

とで、相談のあった内容を悪化させたり、被

害を拡大させたり、また会社が適切に対応し

ていないと誤解を生じさせるおそれもありま

す。相談者には対応の目途等の状況を伝えて

おき、時間を要するときには随時、状況を伝

えるといった工夫も必要になります。

News
LetterR oumu information

会社には、セクシュアルハラスメントやいわゆるマタニティハラスメント（以下、「ハラス

メント」という）の防止措置を講じることが、法律で義務付けられています。具体的には、会

社の方針を明確にし、相談窓口を設置、相談があったときには迅速で正確な対応を行うこと等

が求められています。ここでは、ハラスメントの相談窓口を設置するときのポイントと、相談

があった際の対応について確認しておきます。

1.相談窓口設置のポイント

ハラスメントの相談窓口設置と
相談があった際に求められる
適切な対応

労務管理情報

2019.2

2018年12月14日に行われた厚生労働省の労働政策審議会では、職場のパワーハラスメント

（以下、「パワハラ」という）の防止対策について今後の制度改正に向けた報告書がまとめ

られ、パワハラの定義や典型的なケース、企業がとるべき対応などについて、今後、指針で

示すことが適当であるとされました。企業はパワハラも含めた総合的なハラスメント防止対

策が求められることになります。

2.相談があった際の対応
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