事務所だより
令和 2 年 12 月号
こんにちは。はやくも 12 月に突入しあっという間のコロナに振り回
された 1 年でした。来年もコロナの他に社労士業界を取り巻く環境は激
変しており、何とか変化に対応すべく皆でくらいついていこうと考えて
おります。さて、今月は同一労働同一賃金関係の最高裁判決についての
詳細をご案内致します。正社員と非正規社員(契約社員、パートタイマ
ー)の給与の各項目、福利厚生等の全ての待遇について比較し、不合理
な待遇格差があれば是正してくださいというものです。中小企業の場
合、この法律の施行は来年の 4 月 1 日となりますので今から準備をして
おく必要があります。これらの対応について不明点等あればお気軽にお
問い合わせください。今月もどうぞよろしくお願い致します。
安藤

1.裁 判 例
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同一労働同一賃金に関する最高裁判決

10 月 13 日、15 日に正社員と非正規社員の待遇差（いわゆる同一労働同一賃金）について、3 社の最高裁判決が出さ
れました。争点となった労働契約法旧第 20 条は、現在のパートタイム・有期雇用労働法第 8 条に受け継がれ、大企業は
今年の 4 月から、中小企業は来年の 4 月から施行となっています。このことから、本裁判は今後の同一労働同一賃金につ
いての判断基準として世間的にも大きく注目されました。
本稿では、判決を考えるにあたっての基本的な考え方をお伝えしながら、3 社の判決の内容を概説いたします。

１．基本的な考え方

２．最高裁判決の内容

労働契約法旧第20条では、以下の通り記載されてい
ます。

今回の3社の最高裁判決を簡潔にまとめると以下の
とおりです。
事件名

■労働契約法旧第20条抜粋
（期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止）

対象待遇
賞与

大阪医科大学事件

業務上の疾病による
欠勤中の賃金

業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下こ

メトロコマース事件 退職金

の条において「職務の内容」という。）
、当該職務の
内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮し

扶養手当

て、不合理と認められるものであってはならない。

年末年始勤務手当

この通り、不合理であるか否かの判断は、①職務の
内容（業務の内容および責任の程度）、②職務の内容お
よび配置の変更の範囲、③その他の事情を考慮するこ
とになります。これは、おおむねパートタイム・有期
雇用労働法第8条の記載と同じとなっております。
なお「その他の事情」について、労働契約法に関す
る通達では、
「合理的な労使の慣行などの諸事情が想定
される」としています。その点、パートタイム・有期
雇用労働法第8条においては、
「当該待遇の性質及び当
該待遇を行う目的に照らして適切と認められるもの」
と、より明確に記載がなされていますが、どちらも企
業ごとに個別具体的に判断することとされています。
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日本郵便事件

夏期冬期休暇
祝日給

判断
不支給は
不合理
ではない

いずれも
不合理

病気休暇
賞与・退職金については、
「職務内容等に違いがある」
としながら、
「待遇の趣旨を個別に考慮」した結果、
「不
支給は不合理ではない」と判示しています。
しかしながら、賞与・退職金の不支給を全面的に肯
定しているわけではない点は留意すべきです。特に退
職金については、
「不支給が不合理となる場合はあり得
る」との補足意見や反対意見も述べられています。支
給の目的や要件次第では、不支給が不合理とされる可
能性は十分にあることから、賞与や退職金については、
その意味合いを改めて見直してみるとよいでしょう。

反面、日本郵便事件で争われた手当などは、
「職務内
容等に違いがある」としながらも、
「待遇の趣旨を個別
に考慮」した結果、
「不支給は不合理」と判示していま
す。
例えば、扶養手当については、
「⾧期にわたり継続し
て勤務することが期待されることから、その生活保障
や福利厚生を図り、扶養親族のある者の生活設計等を
容易にさせることを通じて、その継続的な雇用を確保
するという目的」を踏まえ、
「本件契約社員についても，
扶養親族があり、かつ、相応に継続的な勤務が見込ま
れるのであれば、扶養手当を支給することとした趣旨
は妥当するというべき」としました。また、年末年始
勤務手当については、
「勤務の特殊性から基本給に加え
て支給される対価としての性質」
「従事した業務の内容
やその難度等に関わらず、所定の期間において実際に

2. 行政資料

勤務したこと自体を支給要件とするものであり、その
支給金額も、実際に勤務した時期と時間に応じて一律
である」という性質、支給要件・支給金額を考慮し、
「本件契約社員にも妥当するものである」としました。
3．おわりに
今回の3社の判決を見ると、賞与・退職金のように
基本給との関連が強いものについては、経営判断も含
めて合理性を判断され、一方、諸手当のように支給の
趣旨・目的が明確なものについては、企業ごとの趣旨・
目的に則ってシンプルに合理性を判断なされているよ
うです。
まずは、今回の判決を考慮しながら、社内の非正規
社員に関する現行制度に不合理な点がないか確認して
みることが肝要です。

令和 2 年版過労死等防止対策白書について

10 月 30 日、厚生労働省は令和 2 年版の「過労死等防止対策白書」を公表しました。
「過労死等防止対策白書」は過労
死等防止対策推進法第 6 条に基づいて政府が国会に報告を行う法定白書で、過労死等の概要や過労死等の防止のために講
じた施策の状況に関して取りまとめられています。本稿ではそのうち、精神障害に関する現状をピックアップしてご紹介
いたします。
１．精神障害の支給決定状況について

500件前後で推移し、令和元年度は509件と前年度比

業務における強い心理的負荷による精神障害の労災

44件の増加となり、過去10年間で最高となりました。

支給決定（認定）件数は、平成24（2012）年度以降

※厚生労働省「過労死等の労災補償状況」

２．精神障害の原因となった出来事

の順位となっています。

精神障害の労災支給決定を具体的出来事別にみると

また、別の資料で仕事のストレスの要因について見

「恒常的な⾧時間労働」25.6％、
「仕事内容・仕事量

てみると、次の通りとなっています。おおむね平時の

の（大きな）変化を生じさせる出来事があった」

ストレスの内容の延⾧線上に、労災支給決定の具体的

21.9％、
「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受

出来事が潜んでいると言えましょう。

けた」17.7％、
「上司とのトラブルがあった」15.5％
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■「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる」とした労働者のうち、その内容（平成 30 年）

※厚生労働省「過労死等の労災補償状況」
※厚生労働省「平成 30 年労働安全衛生調査（実態調査）
」

３．精神障害を未然に防ぐための課題と取組

・業務なんでも相談箱の設置…聞きにくい点を投函し

白書ではメンタルヘルス不調を未然に防止するため

てもらい、それに対して一般論で分かりやすく回答

の対策として実企業の取組事例を掲載しています。こ

するなど、相談しやすい職場環境の整備

こに概要をご紹介します。
＜課題＞

これは、一例ではありますが、セルフケアを促すと

日勤・夜勤など変則的な交代制勤務下で、毎日少人数

ともに、前述の仕事や対人関係のストレスに事前に対

で業務を行っており、職場内でのチームワークとコミ

処すべくアプローチしている好事例と言えましょう。

ュニケーションが重要となる。

４．おわりに

＜取組＞

精神障害を原因とした労災を避けることは言わずも

・良好な睡眠の確保…産業医監修のもと、交代制勤務

がなですが、従業員が過度にストレスを感じる職場で

における効果的な睡眠をとる方法のポイントを小

は、平常業務にも支障をきたすことでしょう。逆に一

冊子にまとめて社員に配布

人ひとりが生き生きと働ける環境を整えることによ

・各種相談窓口等の充実…社内のコンプライアンス通

り、生産性向上などの副次的効果を生み出すかもしれ

報・相談窓口に加え、ハラスメント専用の相談窓口

ません。まずは自社におけるストレスとなり得る要素

の設置

Q&A

を顧みながら、一つ一つ見直していくと良いでしょう。
記事の中でちょっと気になる豆知識をご案内。今回は、1 ページ目の「同一労働同一賃金に関する最高裁判決」
に関連する豆知識をお伝えします。

Q．
A．

同一労働同一賃金への対応で活用できる助成金はありますか。
有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用し
た場合に助成される「キャリアアップ助成金 諸手当制度共通化コース」があります。
対象となる手当と助成額について以下にご案内します。

＜対象となる手当＞
賞与、役職手当、特殊作業手当・特殊勤務手当、精皆勤手当、食事手当、単身赴任手当、地域手当、家族手当、
住宅手当、時間外労働手当、深夜・休日労働手当のいずれか。
＜助成額＞

※＜ ＞は生産性の向上が認められる場合の額

１事業所当たり

中小企業

大企業

38 万円＜48 万円＞

28 万 5,000 円＜36 万円＞

対象労働者（２人目以降）について助成額を加算～１人当たり

15,000 円＜18,000 円＞

12,000 円＜14,000 円＞

同時に共通化した諸手当について助成額を加算～１制度当たり

16 万円＜19.2 万円＞

12 万円＜14.4 万円＞
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✿事務所スタッフより✿
11 月下旬になり冬の訪れを感じる気温となりました。
寒い時期は体が縮こまり、肩こりや背中のこりが酷くなる時期ではないでしょうか。
今年は新型コロナウィルスの影響で在宅勤務をする事がありますが、皆様はどの様に運動不足を
解消されてますでしょうか。私自身は、在宅勤務は運動不足になるので、何日も続くのはキツイと思ってしま
います。なるべく運動しようと、通勤の際は歩くことを心掛けています。
通勤だけでは運動が足りないな、と自覚し、5 月から休会していたピラティスを再開しました。先生の指示
が細かい（気がします）ので、時々頭がついていかず、ポーズが少し違っていたりもしますが、55 分間
まあまあ頑張っています。普段使わない筋肉を正しく動かすので、終わった後は体がスッキリとします。
冬の間に体力をつけて、春にはたくさん出掛けたいものです。 （千葉）

先日、コンビニで娘が某メーカーのお菓子（チョコボール）を買ったところ「金のエンゼル」マークが出ま
した。銀のエンゼルマークは 5 枚、金のエンゼルマークは 1 枚で「おもちゃの缶」と交換してもらえるそうで
す。自分も子供の頃に憧れた記憶がありますが、実際に金のエンゼルマークを見たのは初めて。◯◯ちゃん、
金を当てるなんてすごいね！と家族で盛り上がりました。ところが、エンゼルマークが付いているのを最初に
見つけたお兄ちゃん、僕が見つけたんだからおもちゃは僕の物だ！と主張…(ｰ ｰ;)、恐ろしいです。昔は男の
子用、女の子用が選べたそうですが今はどうなのでしょう。HP で調べてみましたが、おもちゃの中身はお楽し
み(秘密)だそうで…わかりませんでした。そして月に 1 万人もおもちゃを受け取っているそうです！男女共通
のおもちゃである事を祈りつつ、届くのを楽しみに待ちたいと思います！ （明星）
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