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【コンサルティング業務】             【アウトソーシング業務】 

・就業規則、給与規程等の作成、運用サポート     ・社会保険に関する事務手続きおよび提出代行 

・人事、給与、退職金制度の構築           ・労働保険に関する事務手続きおよび提出代行 

・募集、採用、教育、評価システムの設計       ・給与計算業務 

・個別労使紛争（労使間トラブル）の解決支援     ・各種助成金、奨励金申請 

・労働基準監督署による是正勧告対応         ・経営者、一人親方の労災保険加入             

業務案内業務案内業務案内業務案内 
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新・人事マネジメント戦略新・人事マネジメント戦略新・人事マネジメント戦略新・人事マネジメント戦略    

 

    

2018201820182018 年問題「無期転換ルール」年問題「無期転換ルール」年問題「無期転換ルール」年問題「無期転換ルール」へへへへのののの対応対応対応対応②②②②    
～～～～    平成平成平成平成 30303030 年年年年 4444 月から第月から第月から第月から第 1111 号適用者！号適用者！号適用者！号適用者！    ～～～～    

    

    

田中社会保険労務士事務所田中社会保険労務士事務所田中社会保険労務士事務所田中社会保険労務士事務所    

特定社会保険労務士特定社会保険労務士特定社会保険労務士特定社会保険労務士    田中田中田中田中    洋洋洋洋 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   
無期転換申込みをされた場合、全員正社員へしなければならないのでしょうか？ 

答えは、「NO」です。「必ずしも正社員にする必要はない」です。 

 

無期転換後、どのようにその労働者を受け入れるかについては、言われてから考える

のでは遅いため、今から対応を考えておきましょう。 

区分としては、以下が考えられます。 

 

正社員正社員正社員正社員とするとするとするとする    通常の正社員と同じ労働条件 

多様な多様な多様な多様な正社員とする正社員とする正社員とする正社員とする    
勤務地限定、勤務時間限定など、労働者の都 

合にも配慮した労働条件 

無期無期無期無期転換社員とする転換社員とする転換社員とする転換社員とする    契約期間のみを無期とした労働条件 

 

 

 

通常の正社員と同じ労働条件の正社員とする対応です。 

この場合、昇給、賞与、退職金等も対象となってきます。このため、正社員化のみし

か対応がない場合、賃金シュミレーション等をしておかないと、急激な人件費負担増と

なり経営自体に影響してくる場合があります。ただし、人材確保という意味では、労働

者の人となりや勤務態度も分かっているので、すぐ辞めてしまう等も考えにくく、メリ

ットがあります。 

労働者にとってはメリットばかりのように思いがちですが、通常の正社員と同じ労働

条件となりますので、時間外労働や転勤などが発生する可能性があります。 

 

先月号に引き続き、無期転換ルールへの対応を特集します。 

今月からは、転換後はどのような対応があるのか？ 就業規則等の整備は必要と

なってくるのか？ など…、より具体的に対応策を説明していきます。 

 

返済不要の公的助成金活用診断サービス受付中返済不要の公的助成金活用診断サービス受付中返済不要の公的助成金活用診断サービス受付中返済不要の公的助成金活用診断サービス受付中 info@srinfo@srinfo@srinfo@sr----tanakaoffice.comtanakaoffice.comtanakaoffice.comtanakaoffice.com 

 

無期転換無期転換無期転換無期転換後後後後は全員は全員は全員は全員正社員正社員正社員正社員…………？？？？？？？？    

    

正社員とする正社員とする正社員とする正社員とする！！！！    
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勤務地や職務、勤務時間を限定した社員とする対応です。一般的に「多様な正社員」

と呼ばれます。 

 

・・・・勤務地限定正社員勤務地限定正社員勤務地限定正社員勤務地限定正社員    

 勤務地を限定とする正社員となります。遠方への転勤がないため、 

地元志向の労働者の定着・人材確保が期待できます。 

 

・・・・職務限定正社員職務限定正社員職務限定正社員職務限定正社員    

 職務を限定とする正社員のため、明確に「◯◯業務」という仕事の区分が必要とな

ります。工場でのライン生産職や、一般職など職務自体が限定されます。原則は、

明示した業務以外の業務は行わせることが出来ないため、仕事内容と責任を明確に

しておく必要があります。 

 

・・・・勤務時間限定正社員（短時間正社員）勤務時間限定正社員（短時間正社員）勤務時間限定正社員（短時間正社員）勤務時間限定正社員（短時間正社員）    

 時間を限定とする正社員となります。通常の正社員より短い時間で勤務することに

なります。 

 

上記３つだけという訳ではなく、複数組み合わせで導入することも可能です（例えば、

勤務地・時間限定正社員など）。どのような「限定」対応をするか、また仕事内容や責

任の程度についても、実態と条件を検討し、定めておく必要があります。 

「限定」することで、通常の正社員と違う部分（賃金や福利厚生など）を明確にし、

労働者へ説明が出来るようにしておきましょう。 

通常の正社員化ほど急激な人件費増加とはならないとしても、事前に賃金シュミレー

ションはしておく必要がありそうです。 

 

 

 

契約期間のみを無期とする社員となります。 

契約期間のみ無期となるため、その他の労働条件（賃金、勤務地、

福利厚生など）は有期契約労働者の時となんら変わりありません。労

働者としては、有期 ⇒ 無期契約となるため、契約を切られるかもし

れないという不安はなくなります。ただし、基本条件は変わらないた

め、賞与や退職金の対象とならない場合も多く、「自分は正社員とな

った」との勘違いからトラブルとなることも予想されますので、しっ

かりと事前に説明する必要があります。 

 

人件費負担から言えば、基本的には負担は変わらないものの、長期的には無期転換社

員分は増えるわけですから、その辺りを確認しておくと良いでしょう。 

 

多様な多様な多様な多様な正正正正社員とする社員とする社員とする社員とする！！！！    

返済不要の公的助成金活用診断サービス受付中返済不要の公的助成金活用診断サービス受付中返済不要の公的助成金活用診断サービス受付中返済不要の公的助成金活用診断サービス受付中 info@srinfo@srinfo@srinfo@sr----tanakaoffice.comtanakaoffice.comtanakaoffice.comtanakaoffice.com 

 

無期転換無期転換無期転換無期転換社員とする社員とする社員とする社員とする！！！！    
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無期転換後、通常の正社員とする場合以外については、新たな労働契約区分ができる

ため、それに対応する就業規則等の作成が必要となります。また、正社員とする場合で

あっても、正社員の定義、適用範囲など変更する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労務問題労務問題労務問題労務問題    その決断の前にご相談くださいその決断の前にご相談くださいその決断の前にご相談くださいその決断の前にご相談ください    info@srinfo@srinfo@srinfo@sr----tanakaoffice.comtanakaoffice.comtanakaoffice.comtanakaoffice.com 

就業規則就業規則就業規則就業規則のののの改訂改訂改訂改訂が必要が必要が必要が必要…………？！？！？！？！    

    

第◯条（正社員群の定義・適用範囲） 
この規定でいう正社員群とは、本規程に定める手続きにより新規に採用された者、
あるいは契約社員の中から一定の条件を満たして転換された基幹的な役割を担う
従業員のことをいう。 
 

2.前項の正社員群の他、嘱託、契約社員及びパートタイマー・アルバイト（以下、「パ
ート」という）を置く。 

 
3.嘱託については、嘱託就業規則、契約社員については契約社員就業規則、パートに

ついてはパート就業規則を、それぞれ別に定めて適用する。 

厚生労働省（規定例厚生労働省（規定例厚生労働省（規定例厚生労働省（規定例よりよりよりより抜粋）抜粋）抜粋）抜粋）    「「「「適用範囲」の規定例適用範囲」の規定例適用範囲」の規定例適用範囲」の規定例    

第◯条（正社員群の区分と各区分正社員の定義） 
前条第 1 項に定める正社員群は、職種・職務、勤務時間及び勤務地等に関する雇
用条件の違いにより、正社員と限定正社員とに区分する。 
 

2.正社員及び限定正社員は次の通り定義する。 
 （1）正社員…職種・職務、勤務時間や勤務地等に関し全く限定がなく、業務上基

幹的役割を担う正社員群 
（2）限定正社員…雇用契約上、職種・職務、勤務時間や勤務地等について一定の

限定があるが、業務上は基幹的役割を担う正社員群 
 
 

厚生労働省（規定例厚生労働省（規定例厚生労働省（規定例厚生労働省（規定例よりよりよりより抜粋）抜粋）抜粋）抜粋）    「「「「限定限定限定限定正社員の定義正社員の定義正社員の定義正社員の定義」の規定例」の規定例」の規定例」の規定例    

第◯条（無期労働契約への転換） 
期間の定めのある労働契約で雇用する従業員のうち、通算契約期間が 5 年を超え
る従業員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約
の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換すること
ができる。 
 

2.前項の通算契約期間は、平成 25 年 4 月 1 日以降に開始する有期労働契約の契約
期間を通算するのとし、現在締結している有期労働契約については、その末日まで
の期間とする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して６ヵ月以上あ
る従業員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。 
 

3.この規定に定める労働条件は、第 1 項の規定により期間の定めのない労働契約で
の雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した従業員
に係わる定年は満◯歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とす
る。 

 
 

厚生労働省（規定例厚生労働省（規定例厚生労働省（規定例厚生労働省（規定例よりよりよりより抜粋）抜粋）抜粋）抜粋）    「「「「無期無期無期無期労働契約への転換労働契約への転換労働契約への転換労働契約への転換」の規定例」の規定例」の規定例」の規定例    
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短時間労働者の社会保険の資格取得要件に、 

 

「「「「1111 週間の所定労働時間」および週間の所定労働時間」および週間の所定労働時間」および週間の所定労働時間」および「「「「1111 ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月間の所定労働日数」が間の所定労働日数」が間の所定労働日数」が間の所定労働日数」が同一同一同一同一の事業所にの事業所にの事業所にの事業所に使用使用使用使用ささささ

れるれるれるれる通常通常通常通常の労働者の所定の労働者の所定の労働者の所定の労働者の所定労働労働労働労働時間および時間および時間および時間および所定所定所定所定労働日数の労働日数の労働日数の労働日数の 4444 分の分の分の分の 3333 以上であること以上であること以上であること以上であること    

 

という条件があります。つまり、週 40 時間が所定労働時間の会社では、週 30 時間以

上でないと社会保険の被保険者になれず、資格喪失をしなければならいのか？ という疑

問が出てきます（※平成 28 年 10 月より被保険者数が 501 人以上の事業所では適用拡大となってい

ます）。 

 

回答としては、育児のための短時間勤務者ですので、資格喪失の必要はありません。上

記条件は「短時間労働者」つまり、パート・アルバイト労働者の場合の適用条件となりま

す。「短時間正社員」の場合は、労働契約、就業規則および給与規定等に、短時間正社員

に係わる規定があり、期間の定めのない労働契約（正社員）で、時間当たり基本給および

賞与・退職金等の算出方法が、同一事業所に雇用される同種のフルタイム社員と同等であ

れば、週 30 時間未満になったとしても、資格喪失とはなりません。 

もちろん育児短時間勤務中に、パート等へ身分変更となった場合には、4 分の 3 以上の

適用条件が必要となるため、その場合の状況で継続、喪失判断をすることになります。 

 

また、雇用保険については週 20 時間以上なので資格喪失とはなりません。もし、週

20 時間以下となった場合はどうなるでしょうか？ これは短時間正社員であっても、資格

喪失となります。ただし、従前の労働条件に復帰することを前提とした臨時・一時期期な

場合であれば、被保険者資格は継続となります。継続できる期間としては、育児のための

短時間勤務であれば、対象の子が「小学校就学の式に達するまで」、その他の理由の場合

は概ね３ヵ月以内となっています。 

 

 

～ その他ご不明な点があれば、お気軽にお問合せください～ 

 

    田中社会保険労務士事務所田中社会保険労務士事務所田中社会保険労務士事務所田中社会保険労務士事務所相談室相談室相談室相談室    

育児育児育児育児短時間勤務で週短時間勤務で週短時間勤務で週短時間勤務で週 30303030 時間未満に時間未満に時間未満に時間未満に…………    社会保険社会保険社会保険社会保険の資格の資格の資格の資格は喪失は喪失は喪失は喪失？？？？？？？？    

 

当社では、育児短時間勤務での時間短縮を 2～3 時間の範囲で設定出来るよう

にしています。今までは 2 時間短縮の社員しかいなかったため、あまり気にして

いなかったのですが、今回遠方から来ている社員が、3 時間短縮を選択しました。

通常は 1 日 8 時間、週 40 時間勤務のため、3 時間短縮となると、1 日 5 時間、週

25 時間となります。この場合、社会保険の資格は喪失になるのでしょうか？ 

相談室では、皆様からのご質問・取り相談室では、皆様からのご質問・取り相談室では、皆様からのご質問・取り相談室では、皆様からのご質問・取り上げ上げ上げ上げて欲しい記事のリクエストを募集しています。て欲しい記事のリクエストを募集しています。て欲しい記事のリクエストを募集しています。て欲しい記事のリクエストを募集しています。        
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★★★★最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金改定額、改定額、改定額、改定額、愛知愛知愛知愛知はははは 888871717171 円へ円へ円へ円へ！！！！｜｜｜｜厚生労厚生労厚生労厚生労

働省働省働省働省 

厚生労働省が、答申された平成 29 年度の地

域別最低賃金の改定額を取りまとめ、公表しま

した。答申された改定額は、都道府県労働局で

の手続きを経て、都道府県労働局長の決定によ

り、9月 30 日から 10 月中旬までに順次発効さ

れる予定です。 

改定額の全国加重平均額は 848 円。全国加重

平均額 25 円引き上げで、昨年と並び最大の引

き上げとなっており、最高額は東京都の958円、

最低額は高知県等 8県の 737 円。 
 

 

 

★★★★平成平成平成平成 28282828 年度の賃金不払年度の賃金不払年度の賃金不払年度の賃金不払残業残業残業残業、是正額は、是正額は、是正額は、是正額は 1111 企業企業企業企業

平均平均平均平均 943943943943 万円！万円！万円！万円！｜｜｜｜厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省 

平成28年度の監督指導による賃金不払い残

業の是正結果が、厚生労働省より公表されま

した。是正企業数は 1,349 企業、うち 1,000

万円以上の割増賃金を支払った企業が 184 企

業。支払われた割増賃金合計額は 127 億 2,327

万円、支払われた割増賃金の平均額は、1企業

あたり 943 万円、労働者 1 人あたり 13 万円と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■編集後記編集後記編集後記編集後記 
 

 まだまだ残暑厳しいことが予想されますが、9
月となり、今年も 2/3 が経過しました。年始に今
年の目標を立てる方も多いですが、達成度の方は
いかがでしょうか？ 2/3 が過ぎたとはいえ、あ
と 1/3 残っています。今からでも巻き返しは十分
可能ではないでしょうか？ 
目標も人により立て方も、達成までの行程も様々
です。比較的達成可能な目標を立て、達成するこ
とで満足感を得る人、達成が難しい目標をたて、
試行錯誤し、何年もかけ目標を達成する人…。プ
ライベートな目標であれば人それぞれ、で結構で
すが、会社での業務目標となると、「人それぞれ」
では済まないこともあります。それぞれの適正な
目標を立てさせ、指導し、達成させるためには会
社や管理職のバックアップも必要となってきま
す。 
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■■■■9999 月月月月 11111111 日日日日（月）（月）（月）（月）    

8 月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の納付期限となります。 

 

■社会保険■社会保険■社会保険■社会保険 9999 月月月月のののの月額変更月額変更月額変更月額変更届届届届、戻り算定届をお忘れなく！、戻り算定届をお忘れなく！、戻り算定届をお忘れなく！、戻り算定届をお忘れなく！    

 9 月の月額変更届に該当した社員の届出、また、月額変更届に該当する可能性があり届出を保留 

 していた社員の算定届の提出を忘れずにご提出下さい。 

 

■■■■厚生年金保険料率厚生年金保険料率厚生年金保険料率厚生年金保険料率の変更！の変更！の変更！の変更！    

9 月に厚生年金保険料率が変更になります。（18.182％→18.30018.30018.30018.300％％％％） 

給与の保険料について、当月控除の事業所は変更が必要です 

（9月支給の賞与も変更になります）。 
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