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「令和３年度地方労働行政運営方

新型コロナウイルス感染で、
国はテレワーク

針」にみる労務管理のポイント

ドブック等が充実しています。

◆気になるポイントは？

を非常に重視しているように思います。
ガイ

クに関しても、取組みを強化するようです。人材確保等

今後の労働基準監督署等による監督・指導方針の傾向

支援助成金による支援があります。テレワークに関して

がわかる「令和３年度地方労働行政運営方針」が策定さ

は技術的な面からも、労働時間の管理、健康管理などの

れました。気になるポイントを見ていきましょう。

労務管理の面からも、これから人事労務担当者の必須の
知識となるでしょう。

◆雇用の維持・継続に向けた支援

また、新型コロナ感染症による労災にも注意しておき
ましょう。医療関係の職種だけではなく、ビルメンテナ

新型コロナへの緊急的な対応期を経て、ポストコロナ

ンス業の清掃員や建設業の施工管理者・営業職従事者・

へ政策の重心が移っていくようです。

建設作業員、港湾荷役作業員、販売店員でもコロナによ

産業雇用安定助成金やトライアル雇用助成金などを活

る労災が認められた事例があります。

用した、在籍型出向の活用や再就職支援を支援する、と
あります。出向契約や出向に関する意向の確認などが重

監督・指導は長時間労働の是正に関する監督指導が中

要となるでしょう。

心にはありますが、今年度の運営方針では、職場のハラ

◆女性活躍・男性の育児休業取得等の推進

スメントや勤務間インターバル、同一労働同一賃金など
についても触れられていますので、昨今の傾向を反映し

女性活躍推進法の行動計画策定義務対象企業が、この

た調査・指導にも注意が必要です。

４月より 101 人以上に拡大されています。また、新設が
予定される、いわゆる男性版産休制度（子の出生後８週
間に４週間の休みを取得可能とすること等が柱）も、制
度の施行は 2022 年秋頃が予定されているようですが、
どのような内容になるのか確認しておく必要があるでし
ょう。

◆テレワーク、労災
今や、やっている・知っていて当然となったテレワー
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無期転換をめぐる裁判の動

無期転換について、労働者側にも雇用側に
も分りづらいと思います。
「多様化する労働

向と厚生労働省の動き

契約」とは複雑化ではないはずです。

◆無期転換をめぐる裁判の動向

応するにあたって問題となるポイントを中心に、ワーク

物流大手の日本通運で有期雇用で働いていた男性（40） 形式の演習を交えながら解説したもの」で、平成 30 年
が、契約期間が通算５年を過ぎ、無期契約への転換を希

の「多様な正社員及び無期転換ルールに係るモデル就業

望できる日の直前に雇用を打ち切られたのは不当だと訴

規則と解説（全業種版）
」とともに使用して、無期転換ル

えた訴訟で、横浜地裁川崎支部が訴えを棄却する判決を

ールに適法に対応した社内制度を整備してほしいという

言い渡しました。男性は 2012 年９月から同社に派遣社

ものです。巻末には８ステップからなるワークシートが

員として勤務。労働契約法の改正で５年ルールが導入さ

掲載されており、これを活用することで、無期転換ルー

れた後の 13 年７月に、１年間の契約社員として日通に

ルに対応するための手順を実践することができるとして

直接雇われ、４回の契約更新を重ねましたが、18 年６月

います。

末に契約を打ち切られました。判決では、雇用契約書に
「更新限度が 18 年６月 30 日までの５年」と明記され

◆「多様化する労働契約のルールに関する

ていると指摘。男性が「契約内容を十分認識した上で契

検討会」始まる

約を締結した」と認定し、改正労契法の「５年ルール」

また、厚労省では３月 24 日から、無期転換ルールの

については、
「５年を超えて労働者を雇用する意図がない

見直しを主要テーマのひとつとする検討会も始まりまし

場合に、当初から更新上限を定めることが直ちに違法に

た。現行法下での適正な運用を心がけたいのはもちろん

はならない」と指摘しました。男性は控訴する方針とい

ですが、今後の制度の見直しへの動きも気になるところ

うことです。

です。

無期転換については、無期転換申込権が発生する５年
の直前での雇止めに関するトラブルが増加。裁判も相次

厚生労働省「無期転換ルールに対応するための取組支援

いでいて、２月の山口地裁判決（山口県立病院機構）
、３

ワークブック」
】

月の福岡地裁判決（博報堂）などでは、不更新条項の効

https://muki.mhlw.go.jp/policy/workbook_201125

果を否定して「雇止め法理」を踏まえて雇い止めを無効

_01.pdf

とする判決が出ています。

◆厚労省が「取組支援ワークブック」公開
こうしたなか、厚生労働省では、
「無期転換ルールに対
応するための取組支援ワークブック」を作成・公開しま
した。このワークブックは、
「企業が無期転換ルールに対
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職場における新型コロナウイルス
集団感染事例にみる感染予防対策
◆まん延防止等重点措置の適用地域が拡大

新型コロナウイルスは、今までの常識では
考えられない感染力があります。また、無症
状というのも怖いところです。

◆外勤時や移動時の感染対策

４月５日から宮城県、大阪府、兵庫県の一部地域、加

研修など宿泊を伴う業務において、集団活動や生活す

えて 12 日からは東京都・京都府・沖縄県の一部地域に

る場で密集していたことが原因で集団感染が発生したり、

も、まん延防止等重点措置が適用されています。

複数の労働者が車両で移動し、同乗した複数の労働者に

特に、１月 31 日時点では日に５例の報告であった変

感染が見つかったりしています。

異株への感染が、３月 31 日には 23 例に増える等、従来

対策としては、３密回避やマスクの着用、手洗い・手

型より感染力が強いとされる変異株への感染増加が懸念

指消毒といった基本的な対策に加えて、日常生活用品の

されています。

複数人での共用は避けるなどがあります。また、車両で
の移動についても、
人との間隔を空け、
マスクを着用し、

◆職場における集団感染はどこで発生して

換気を行うなどがあります。

いる？
◆勤務時間外等の感染対策

厚生労働省がまとめた「新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）
に係る職場における集団感染事例」
では、

政府は４人以上の会食を行わないよう呼びかけていま

次の４つの事例が紹介されています。

すが、就業時間後の飲み会などでの集団感染が発生して

・事業場（執務室）

います。改めて一人ひとりが感染予防の行動をとるよう

・事業場（休憩スペースや社員食堂等）

全員に周知することが求められます。

・事業場外（外勤時や移動時）
・事業場外（勤務時間外等）

◆執務スペース以外の感染対策
多くの労働者が同時に休憩を取ったり更衣室の消毒が
不十分であったり、食堂の飛まつ対策が不十分であった
りしたために集団感染が発生しています。
対策としては、休憩時間等を分散したりスペースの消
毒を定期的に実施したり、入退室後の手洗い・手指消毒
を徹底したりするなどがあります。また、食堂における
感染防止対策としては、座席数を減らす、座る位置を制
限する、会話をしない、昼休み等の休憩時間に幅を持た
せる、などがあります。
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不妊治療と仕事の両立のた

不妊治療にかかる費用の助成金と共に、結
婚に対する助成金があっても良いのではな

めの助成金

いかと思います、
。

不妊治療に取り組む従業員を支援する中小事業主を対

求められます。

象とした助成金（厚生労働省）をご紹介します。

(1) 不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査の実
施

◆両立支援等助成金（不妊治療両立支援コ

(2) 整備した上記①～⑥の制度について、労働協約また

ース）

は就業規則への規定および周知

不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度

(3) 不妊治療を行う従業員の相談に対応し、
支援する
「両

（①不妊治療のための休暇制度（特定目的・多目的とも

立支援担当者」の選任

可）
）
、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時

(4) 「両立支援担当者」が不妊治療を行う従業員のため

間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥テレワーク、の

に「不妊治療両立支援プラン」を策定

いずれかまたは複数）について、利用しやすい環境整備
に取り組み、不妊治療を行う従業員に休暇制度・両立支

◆働き方改革推進支援助成金（労働時間短

援制度を利用させた中小企業事業主は、本助成を受ける

縮・年休促進支援コース）

ことができます。

不妊治療のための休暇を新たに導入したい場合に活用

【支給額は？】※要件を満たした場合、Ａ、Ｂそれぞれが

できる助成金で、不妊治療等のために利用できる特別休

支給されます。

暇制度（多目的・特定目的とも可）を導入した中小企業

Ａ：環境整備、休暇の取得等

事業主が受給できます。

支給要件のすべてを満たし、最初の従業員が、不妊

【支給額は？】

治療のための休暇制度・両立支援制度を合計５日

外部専門家によるコンサルティングや就業規則等の作

（回）利用した場合

成・変更などの休暇制度の導入に関する経費の３／４
（一

…１中小企業事業主 28.5 万円＜生産性要件を満た

定の要件を満たした場合４／５。上限 50 万円）
。

した場合 36 万円＞
Ｂ：長期休暇の加算
Ａを受給した事業主であって、従業員に不妊治療休
暇制度を 20 日以上連続して取得させ、原職等に復
帰させ３カ月以上継続勤務させた場合
…１中小企業事業主 28.5 万円＜生産性要件を満た
した場合 36 万円＞
※１事業主当たり１年度に５人まで
【支給要件は？】※次のすべての条件を満たすことが
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「最低賃金引上げの影響に関

現在は新型コロナウイルス禍の中にありま
すが、終息後には最低賃金にこだわってい

する調査」
（商工会議所）

ては良い人材の確保は難しいのでは。

日本商工会議所ならびに東京商工会議所から「最低賃

割に達した（78.0％）
。目安ランク別でみると、Ｄラン

金引上げの影響に関する調査」の結果が公表されました。

ク（青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛

この調査は、最低賃金について、2016 年から 2019 年

媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、

まで４年連続で３％台の大幅な引上げが行われてきたこ

沖縄）の企業において、
「反対」と回答した企業の割合

とを踏まえ、コロナ禍における中小企業の負担感や経営

が 83.9％と最も高かった。

への影響等を把握し、今後の要望活動に活かしていくた

○仮に、今年、最低賃金が 30 円の引上げとなった場合

めに実施されたものです。

の経営への影響について聞いたところ、
「影響がある」

具体的には、2021 年２月１日～22 日までに全国の中

と回答した企業の割合は６割に達した（63.4％）
。

小企業 6,007 社を対象に調査が行われ、3,001 社から回

○「影響がある」と回答した企業に対して対応策を聞い

答が得られました（回答率：50.0％）
。

たところ、
「設備投資の抑制等」
（42.1％）が最も多く、

調査結果のポイントは以下のとおりです。

次いで、
「一時金を削減する」
（28.4％）
、
「非正規社員

○昨年の最低賃金の全国加重平均額は、コロナ禍による

の採用を抑制する」
（24.9％）との回答が多かった。

厳しい経済情勢が考慮され、１円の引上げにとどまっ

○したがって、最低賃金の大幅な引上げは、設備投資に

たが、
2016 年から 2019 年まで４年連続で３％台
（25

よる生産性向上の阻害要因になることに加え、賃金増

円～27 円）の大幅な引上げが行われてきた。

に必ずしも直結しないことや採用の抑制につながるこ

○こうした経緯を踏まえ、現在の最低賃金額の負担感に

とがうかがえる。

ついて聞いたところ、
「負担になっている」
（
「大いに負
担になっている」
、
「多少負担になっている」の合計）
と回答した企業の割合は過半数に達した（55.0％）
。
○業種別でみると、特に、コロナ禍で大きな影響を受け
ている「宿泊・飲食業」では、
「負担になっている」と
回答した企業の割合は８割に達した（82.0％）
。
○また、現在の最低賃金額の経営への影響について聞い
たところ、
「影響があった」
（
「大いに影響があった」
、
「多少は影響があった」の合計）と回答した企業の割
合は４割に達した（43.9％）
。
○最低賃金額を全国で一元化すべきとの論調に対する考
えについて、
「反対」
（
「反対である」
、
「どちらかと言う
と反対である」の合計）と回答した企業の割合は約８
5
杉野社会保険労務士事務所

コロナ禍での採用活動と「リモ
ートネイティブ世代」
◆採用活動で求められる「オンラインの活

◆「リモートネイティブ世代」の採用と労務

用」

管理

日本経済団体連合会（経団連）は、2022 年度卒業・修

22 年新卒は、リモートコミュニケーションのスキルを

了予定者等の就職・採用活動に関して、政府からの要請

自然に身につけているだけでなく、
「リモートファースト」

の趣旨を踏まえた採用選考活動を行うよう周知しました。 な価値観を持っている、
との指摘もあります。
そのため、
要請の内容は多岐にわたりますが、その１つとして新

組織への所属意識が希薄で、利便なリモートワークがで

型コロナウイルス感染拡大の影響も踏まえて「オンライ

きるかどうかが企業志向に影響を与えるともいわれてい

ンの活用」が挙げられており、
「オンラインによる企業説

ます。このような特性を踏まえ、採用・労務管理を行っ

明会や面接・試験を実施する場合には、その旨を積極的

ていくことが必要であるといえそうです。

に情報発信すること」
「通信手段や使用ツールなど、どの
ような条件で実施するかについて事前に明示し、学生が

5 月の労務と税務の手続

準備する時間を確保すること」などが要請されています。
また、オンライン環境にアクセスすることが困難な学生

10 日 ○源泉徴収税・住民税特別徴収税の納付

や、遠隔地の学生への配慮も求められています。

31 日 〇軽自動車税（種別割）納付［市区町村］
〇自動車税（種別割）の納付［都道府県］

◆22 年新卒は「真性リモートネイティブ世

〇確定申告税額の延納届出額の納付［税務

代」

署］
今月号の内容に関しまして、ご不明点などございま

このように今年もコロナの影響下で採用活動が進行し

したら、お気軽にお問い合わせください。

ていくことになりそうですが、22 年新卒は、
「真性リモ
ートネイティブ世代」とも呼ばれます。20 年新卒以降は

当事務所より一言

入社後すぐにリモートワークを行わざるを得なくなりま

新型コロナウイルスの感染が止まりません。

したが、中でも 22 年新卒は、学校でオンライン授業と

昨年 4 月に「緊急事態宣言」が初めて発出され

リアルでの授業、ハイブリッド型の授業パターンを経験

て以来、何度も発出が繰り返され今後の状況も

し、リモートと対面を目的・シーンによって上手に使い

不透明です。国民全員へのワクチン接種も年内

分けることができるようになった世代です。仕方なくリ

には終わらないようです。

モートとなった層とは異なり、リモートの利便性をしっ

ここは基本的ではありますが、忠実に手洗い、

かりと知り活用できる世代といえます。

マスクをしてコロナ菌を拡散させないよう心掛
ける必要性を再度確認しましょう。
6
杉野社会保険労務士事務所

