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　労働契約法の第３条第３項に「労働契約は、労働者

及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結

し、又は変更すべきものとする」と明記されている様に、

これからの労務管理はワーク･ライフバランスの視点が

欠かせなくなっています。

　また少子高齢化と社会構造の変化の中で、企業が生き残っていくためには、育児や介護な

どの様々な私生活上の事情を抱えていたとしても、誰もが最大限に能力を発揮できる職場作

りが大切です。

　そのためには、長時間労働をなくし、メリハリのある生産性の高い働き方を進めていく必

要があります。

　NPO法人ファザーリング･ジャパンでは、女性の活躍、イクメン、家族の介護など社員が多

様化する時代に必要とされる「イクボス」を増やしていくために、積極的に管理職の意識改革

を行って、新しい時代の理想の上司・イクボスを育て、普及していこうとする「イクボス･プロジ

ェクト」を進めてまいりました。

　その一環として製作した今回の「イクボス式会社の就業規則集」は、単に労使間のルール

を定めるだけでなく、ワーク・ライフバランスを実現するための制度の柔軟な利用方法や、ま

た周囲の協力を得ながら制度の利用が可能になるための考え方などを盛り込んでいる点が、

従来の就業規則とは異なると考えています。

　リスク回避を目的とした就業規則ではなく、社員のワーク・ライフバランスを重視した文言

が就業規則に少し加わるだけでも、社員のやる気は大きくアップし、会社にとって有効な就業

規則になると思われますので、就業規則を新たに作りたい会社や、内容を変更したいと考え

ている会社に参考にしていただけましたら幸いです。

はじめに

「イクボス」とは、職場で共に働く部下・スタッフのワークライフバランス（仕事と生活の両立）
を考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事
と私生活を楽しむことができる男性および女性上司（経営者・管理職）のことを指します。

平成28年３月
イクボス式会社の就業規則集　制作リーダー
グラース社労士事務所　特定社会保険労務士

新田香織
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就業規則
この章では、私生活上の様々な理由（育児、介護、病気など）や柔軟な働き方
を会社全体で認め合うことで、誰もが気持ちよく働ける職場となることができる
ような規定例とその考え方を提案しています。

※�この就業規則は「モデル就業規則」（平成25年３月　厚生労働省労働基準局監督課）をもとに、一般的な時間管理を行う正社
員を想定した就業規則となるように編集したものとなっています。
　出典：http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0140/9537/20151126121734.pdf
※�実際に就業規則を作成（変更）するに当たっては、事業所の実態を踏まえつつ十分な検討を加え、事業所の実態に合った就業規
則を作成するようにしてください。
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　就業規則は本来、各社の事情に合わせたきめ細かい検証を行って作るものですので、汎用性の高い

サンプルとして示すことは難しいと考えています。しかし皆様にイクボス式就業規則の考え方をお示し

するうえで、何らかの見本が必要となりますので、今回は厚生労働省の「モデル就業規則」「育児･介護

休業等に関する規則の規定例」「パートタイム労働者就業規則の規定例」に、イクボス式就業規則制

作チームが若干の編集を加えたものを利用いたしました。

　規定例はあくまでも考え方としての参考にしていただき、会社の実情に合わせて適宜内容を修正す

るなどしてご利用いただけたらと思います。

　また法定を上回る措置をたくさん盛り込むことで労働者の働く環境を良くすることも考えられます

が、一度定めた就業規則を後になって不利益に変更することは労働契約法第９条の定めにより原則と

してできません。

　そうした観点からこのイクボス式就業規則では、法定以上の手厚い制度を導入するのではなく、む

しろ法定通りの措置に少しの工夫を加え、各規定の考え方などを理解していただくことで、育児等様々

な制約を受ける人々であってもいきいきと働き続けられる職場を目指したものをご提案しています。

●イクボス式就業規則について

企業の具体的な取組みは、イクボスの普及･啓発に賛同し「イクボス中小企業同盟」（NPO法人ファ

ザーリング･ジャパン運営）に加入の企業を中心にご紹介しています。

●取組事例企業について

※平成29年１月１日に育児・介護休業法が改正になる予定ですので、育児に関する部分については現時点で把握している部分は
法改正を見越した表現としています。また介護に関する部分については法改正で大きく変わる可能性が高いため、規程には盛り込
んでいませんのでご了承ください。

厚労省の規定例に対する追加の文案を示しています。

厚労省の規定例にイクボス式考え方を盛り込み、原文の一部を変更した方がより良く
なると思われる文案を示したものです。
加筆修正部分を緑色の文字にしています。

●説明
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CHAPTER   

1就業規則

第１章　総　　則

（目的）
第１条　この就業規則（以下「規則」という。）は、労働基準法（以下「労基法」という。）第８９条に基づ

き、○○株式会社の労働者の就業に関する事項を定めるものである。
２　この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによる。

（適用範囲）
第２条　�この規則は、○○株式会社の労働者に適用する。
２　パートタイム労働者の就業に関する事項については、別に定めるところによる。
３　�前項については、別に定める規則に定めのない事項は、この規則を適用する。

（規則の遵守）
第３条　会社は、この規則に定める労働条件により、労働者に就業させる義務を負う。また、労働者は、こ

の規則を遵守しなければならない。

第２章　採用、異動等

（採用手続）
第４条　会社は、入社を希望する者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用する。

（採用時の提出書類）
第５条　�労働者として採用された者は、採用された日から○週間以内に次の書類を提出しなければならない。
　� �・履歴書
　��・住民票記載事項証明書
　��・自動車運転免許証の写し（ただし、自動車運転免許証を有する場合に限る。）
　��・資格証明書の写し（ただし、何らかの資格証明書を有する場合に限る。）
　��・�個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された事項がその者

に係るものであることを証するものとして行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律（以下「番号法」という。）施行規則で定める書類（ただし、対面で本人確認を行
う場合は原本を提示する。）

　��・�その他会社が指定するもの
２　�前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項
を届け出なければならない。

（試用期間）
第６条　労働者として新たに採用した者については、採用した日から○ヵ月間を試用期間とする。
２　�前項について、会社が特に認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。
３　�試用期間中に労働者として不適切と認めた者は、解雇することがある。ただし入社後１４日を経過した
者については第４８条第２２項に定める手続きによって行う。

４　�試用期間は勤続年数に通算する。

○○株式会社（以下「会社」という）は変化する社会の中で常に業績を出し続けるために、本就業
規則を通じて、労働者一人ひとりのキャリアの成長と人生を応援する。　
そのため、労使一体となって多様性を尊重し、個人の能力を最大限に発揮できる職場づくりに励む
ものとする。また、労働者が私生活上の責任を果たしながら働くことは、社員の幸せに留まらず、会
社、地域、ひいては次世代に連鎖するものと考え、本規則を制定（変更）した。

［解説］イクボス式就業規則では、労働者のワーク・ライフバランスを大切にしつつも、会社としての
成果に結びつく労務管理が大切と考えているため、冒頭でどういうメッセージを伝えたいのか、またなぜ

その様に考えるのかを明示しています。
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1（労働条件の明示）
第７�条　会社は、労働者を採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その
他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。

（人事異動）
第８�条　会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所及び従事する業務の変更を命
ずることがある。

２　�会社は、業務上必要がある場合に、労働者を在籍のまま関係会社へ出向させることがある。
３　�前２項の場合、労働者は正当な理由なくこれを拒むことはできない。

（休職）
第９�条　労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。
　　①�業務外の傷病による欠勤が○か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○年以内
　　②�ほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき　　必要な期間　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の
　　職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
３　�第１項第１号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職
期間の満了をもって退職とする。

事例紹介

　保育サービスは現場中心の事業だが、現場シフトに入る必要のない業務（報告書作成等）や人の調整や
企画等のマネジメント業務は、基本在宅可能にしている。社員80名中20名は在宅勤務を選択している。
　その効果としては、保育業界は人手不足感が高まっている中、現社員からの口コミで応募者が集まってお
り、求人に関しての告知活動がなくとも意欲的人材が確保できるというメリットを享受している。

（株）OZ Company

「在宅可能、を労働条件に明示」

事例紹介

　社員に女性が多い株式会社ダッドウェイでは、多様な人材が活躍できるため、短時間勤務や在宅勤務な
どが可能な人事制度を構築している。ただ、制度を構築して終わりではなく、入社時に説明するほか、「社
内掲示板」を活用して周知を行うことで、制度の利用が進んでいる。（事業部長が在宅勤務、育休復帰率
１００％など）　
　制度が機能するためには、社員に寄り添う姿勢が大切と考えている。「重要な商談と子どもの運動会が
重なったら運動会に行け」と本気で伝える会社であり、そのような風土があるため、社員が制度を安心して
使うことができる。法律に定められた範囲の労働条件を明示するだけでなく、各種制度の詳細や社員に寄
り添う姿勢まで伝えていくことが、充実した制度を機能させ、多様な人材の活躍に繋がっている。

（株）ダッドウェイ

「多様な人事制度の広報」
［育児、ペット用品の企画・輸入・販売　社員数281名］

２　前項の労働条件を明示する際に会社は、育児・介護休業規程について説明するものとする。

［解説］キャリアについても明示しておきましょう。特に中小企業は中途採用も多いため、育児休業や介
護休業等を取得することでキャリアにどのような影響があるかを説明することは社員の定着につながります。

（人事異動）
第８�条　会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所、従事する業務の変更及
び在籍のまま関係会社への出向を命ずることがある。ただし労働者本人または家族の事情（病
気、育児、介護等）により、労働者からの申出があれば、異動場所、時期、その他の事項につい
て労使による話し合いのもと、最善の方法を見出すものとする。

［解説］育児や介護、その他の理由で異動が私生活上の相当な負担を強いるケースが増えて
います。そのため会社からの一方的な業務命令ではなく、社員の私生活の事情を汲んだ人事異

動を可能とすることで、優秀な人材の退職を防ぐことにつながります。

２　�休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職
務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせ、または時間等を制限し
たリハビリ出社をさせることがある。

３　前項に定めるリハビリ出社は、休職期間に算入しない。
４　�第１項第１号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、

休職期間の満了をもって退職とする。

［解説］メンタルヘルス疾患者が増えています。この場合、休職期間を終了した翌日から通常
勤務にすることで再発して再び休職に入ったり、退職に至ることも考えられます。一人ひとりの

状態を確認しながら、リハビリ出社が可能になる様に、表記の追加をおすすめします

［イベント保育、事業所内保育　社員数80名］
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1第３章　服務規律

（服務）
第１０条　労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、

職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。

（遵守事項）
第１１条　労働者は、以下の事項を守らなければならない。
　　①許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
　　②�職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正

な行為を行わないこと。
　　③勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
　　④会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
　　⑤在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。
　　⑥許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
　　⑦酒気を帯びて就業しないこと。
　　⑧その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと

（セクシュアルハラスメントの禁止）
第１２条　性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをして

はならない。

（パワーハラスメントの禁止）
第１３条　職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言

動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはなら
ない。

第１４条　労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関
係のない情報を不当に取得してはならない。

２　�労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に
関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

３　�前２項については、特定個人情報についても対象とする。

（始業及び終業時刻の記録）
第１５条　労働者は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業の時刻を記録しなけれ

ばならない。

事例紹介

　以前は、訪問先から一度会社に戻って報告業務をさせていた。そのため、直接売り上げに繋がらない移動
時間が膨大に発生していた。特に、冬場は雪が多い地域であるため移動時間のロスが大きくなり、課題に感
じていた。そこで、会社に来ることを義務化せず、モバイルワークや在宅勤務も併せて、直行直帰できるよう
にした。このことにより、始業から終業までの時間における移動時間が削減され、会社の売上や利益に直
結する体制を構築することができた。
　なお、直行直帰が増えると報告が疎かになったり、社内のコミュニケーションが希薄になったりすること
が懸念されるため、社内ＳＮＳを活用して情報共有を図るとともに、家族新年会やチーム対抗ＢＢＱなど社
員およびその家族までがコミュニケーションを取り、繋がることができるイベントを実施している。

（株）大堀商会 

「直行直帰と時間効率」

（再雇用）
第○�条　育児、介護、その他私生活上のやむを得ない理由により退職した者で希望する者について

は、次の要件を満たした場合、再雇用することがある。
　　①勤続○年以上で円満退職した者
　　②従事していた業務に関する人員補充の必要があるとき

［解説］私生活上の様々な理由で退職せざるを得ない状況にあった社員を、再び雇入れるために再
雇用制度を導入されるとよいでしょう。ただし一定の基準を設けておかないと、トラブルになることも考え

られるので、一例として上記要件を入れています

（あらゆるハラスメントの禁止）
第１２�条　個人の尊厳と職場の多様性を重視する会社の方針を乱し、就業環境を害するような次の行為を行っては

ならない。
　　�①�セクシャルハラスメント
　�������性的言動により、他の労働者に不快感を与えること
　　�②パワーハラスメント
　　　��職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動により、他

の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えること
　　�③マタニティハラスメント、パタニティハラスメント
　��������妊産婦、男女子育て社員に対し、性別役割分担意識に基づく言動を行ったり、職場内で不利益な扱いをすること
　　�④その他①から③に準ずる行為　

［解説］すべての労働者が尊重される職場づくりのためには、あらゆるハラスメントをなくす必
要があります。特に、子育てに対する従来の性別役割分担意識から発した言動により、トラブル

になるケースが増えていますので、男女共に働きながら子どもを育てることが自然なこととして

受け止められる様に、積極的な意識啓発が望まれます。

［建設業　社員数25名］
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1（遅刻、早退、欠勤等）
第１６条　労働者は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事

前に申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出るこ
とができなかった場合は事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。

２　�前項の場合は、第３８条に定めるところにより、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。
３　�傷病のため継続して○日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。

第４章　労働時間、休憩及び休日
　　
※�モデル規則例では交替勤務、変形労働時間制の場合の例も記載されていますが、ここでは通常の勤務
時間、完全週休2日制の場合のみ記載しています。

（労働時間及び休憩時間）�
第１７条　�労働時間は、１週間については４０時間、１日については８時間とする。
２　�始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情
により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに労働者に通知する。

（休日）
第１８条　�休日は、次のとおりとする。
　　①土曜日及び日曜日
　　②国民の祝日（日曜日と重なったときは翌日）
　　③年末年始（１２月○日～１月○日）
　　④夏季休日（○月○日～○月○日）
　　⑤その他会社が指定する日
　　　業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えること
　　　がある。

（時間外及び休日労働等）
第１９条　業務の都合により、第１７条の所定労働時間を超え、又は第１８条の所定休日に労働させること

がある。
２　前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじ
　　め会社は労働者の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所轄の
　　労働基準監督署長に届け出るものとする。
３　妊娠中の女性、産後１年を経過しない女性労働者（以下「妊産婦」というであって請求し
　　た者及び１８歳未満の者については、第２項による時間外労働又は休日若しくは深夜（午
　　後１０時から午前５時まで）労働に従事させない。
４　災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第１項から前
　　�項までの制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただしこの場合であって
も、請求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労働に従事させない。

（始業終業時間の繰上げ下げ）
第○�条　労働者の私生活上の理由により必要がある時には、○日前までに上長に申し出て承認を

受けることにより、始業終業時間を○時間の範囲で繰上げ下げすることができる。

［解説］年次有給休暇を利用するほどではないけれど、私生活上の理由により終業時間を数時間ス
ライドさせることができる旨規定することで柔軟な働き方が可能になります

（時間外及び休日労働等）
第１９条　業務の都合により、第１７条の所定労働時間を超え、又は第１８条の所定休日に労働さ

せることがある。
２　�前項による労働は、会社はその時間数を最大限少なくなるように努力するものとする。
３　�第１項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ

会社は労働者の過半数労働者と書面による労使協定を　締結するとともに、これを所轄の労
働基準監督所長に届け出るものとする。

－　以下省略　－

［解説］時間外労働が多くなると仕事の能率が下がるばかりでなく、脳・血管疾患やうつ病等
のリスクも高まります。労働者に時間外労働をさせることには一定のリスクがあることを理解
し、企業として時間外労働を減らす努力をしましょう。

（在宅勤務）
第○条　在宅勤務をする場合は、事前に直属の上司に申し出て、許可を得なければならない。
２　在宅勤務した日については、労働基準法第３８条の２に基づき、所定労働時間勤務したものとみなす。
３　在宅勤務が利用できるのは次に掲げる部署とする。
　　①総務課
　　②○○課
４　在宅勤務の利用を希望する者は、原則として○日前までに直属の上司に申し出て、承認を得なければならない。

［解説］ＩＴの発達により、在宅勤務も以前に比べて導入しやすくなりました。都市部では通勤時間が
長くなることも多く、また子どもの急病の際などの対応策としても在宅勤務制度は有効でしょう。

　本事例ではみなし労働時間制を前提としましたが、パソコン等を利用して労働時間を管理する方法

もあります。なお「在宅勤務規程」を別に作り、利用ルールを具体的に示すことをおすすめします。
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1事例紹介

　毎週火曜日15:00～15:30、喫茶スペースに集まりおやつを食べながら雑談をする取り組み。この30分
間は、就業時間として扱い、全員が仕事から離れる時間となる。お菓子は会社負担で用意。趣味の話や、家
事・育児の話、週末の出来事話などを通して、お互いのプライベート面を知り、その人の価値観や大切にして
いることなどを理解、尊重することにつながる。結果として、一緒に仕事をするメンバー間の信頼関係を構
築することにつながっている。信頼して仕事を任せることができれば、管理工数が減り、仕事生産性があが
り、残業が減り、無駄なコストが減り、経営成績がよくなり、社員のプライベートは充実、社員満足度アップ
といいことだらけの好循環が生まれている。

（株）WYRD　 　株式会社WYRD　

「おやつタイム」

事例紹介

　子育て期社員より、夕方はプライベートで早めに退社したいがフルタイムでしっかり働きたい、との要望が
あり、これまで9時から18時だった勤務時間を、8時から17時でも選択できるように変更した。
　この結果、子育て期の社員が私生活と仕事との調和がとれる環境を作ることになり、宮崎県内で同様の
例も少ないため、関心を持たれるようになった。

　(株)Aman- Style

  「制約社員のニーズに沿った労働時間設定」

事例紹介

　働き方変革は、20年以上前から。新卒採用のために合同説明会に参加した際、学生が誰も来てくれなか
ったことが契機となっている。まずは若い学生から選ばれる会社を目指して、「労基法をきっちり守る」から
スタートした。残業を少なくするため、また育休者や年次有給休暇の休み期間もスムーズに業務が進むよ
う、計画的な業務運用と人員配置を心がけ、プラス１の人員配置を進めてきた。
　その結果、残業もほぼなく（年間平均2時間）、年次有給休暇も100％消化というほどの働きやすい環境
をつくったことで、新卒採用時には200人を超える学生が応募するようになった。また、業務効率化による
生産性の向上が利益をもたらし、毎年の昇給と、決算賞与の支給を実現している。

　拓新産業（株）

「プラス１配置による残業ゼロ」

事例紹介

　保育園を運営するスマイルキッズでは、職員がしっかり能力を発揮することができるように休憩時間の過
ごし方に気を配っている。多くの保育園では、職員が昼の休憩時間を十分に確保ができていないケースが
多く、職員の負荷やストレスが高くなっている。休憩を取れないことは社員のモチベーションに影響するだけ
でなく、事故に繋がるリスクが高まるため、スマイルキッズは別室または外出することにより業務から完全に
離れて休憩を取れるようにしている。
　休憩をしっかり取ることで心身がリフレッシュできて、午後からの業務の高パフォーマンスに繋がってい
る。保育業界に限らず、忙しいとつい疎かになってしまう休憩時間の確保だが、休むときはしっかり休むこと
でメリハリが出て、結局は高い成果を上げることに繋がっている。

一般財団法人損保ジャパン日本興亜スマイルキッズ　

「質の高い休憩時間を確保」

事例紹介

　教材販売の事業を展開しているため、卒業式や新年度の時期が繁忙期となる。
一方、夏休みの時期は取引先である学校が休みになるため閑散期となり、年間を通じて繁閑の差が大き
い。
　そこで、夏休みの時期は社員が子どもとゆっくり時間を過ごせるように少なくとも１２日間の夏季休暇を取
得できるようにしている。「子育てを楽しく、充実させるためのツールや教材」を日常提供しているからこそ、
社員自身が子どもと過ごす時間を大切にしたいと考えている。
　１２日以上の休暇を取ろうと思うと、事務手続きのマニュアル化など業務の標準化が欠かせない。日頃か
ら自分が休暇を取ることを想定して業務のマニュアル化や効率化を進め、チームで業務に取り組めるように
している。このことは夏季休暇だけでなく、子どもの運動会や授業参観などの行事の際に年次有給休暇を
取得しやすいチーム体制にも繋がっている。

グランコーヨー（株）

「繁忙期を避けた長期休暇取得の促進」　

事例紹介

　マザーリーフでは、出社するスタッフとは別に、在宅スタッフ及び講師陣の登録者を200名有している。う
ち約180名が在宅業務に従事し、経理等のデータ入力や助成金申請の書類チェックなどを担当している。
そのため、スポット的に業務が繁忙になった際は、業務従事スタッフの数を柔軟に調整できるため、社員の
残業はほとんどない状況となっている。
　その他の効果として、この在宅勤務という柔軟な働き方があるために、制約がありつつも能力の高い女
性達が、紹介で応募してくれるため、採用・育成コストが少ないことも挙げられる。
　労働力不足の時代、イクボスとしての制度を取り入れることがいい組織を作り、いい人材が集まってくるこ
とを経営者は実感している。

（株）マザーリーフ

「在宅スタッフの力で、残業ゼロ」
［建設機材レンタル業　社員数72名］

［web制作・EC事業　社員数14名］

［webシステム開発　社員数12名］ ［保育園　職員数30名］

［学校教材卸売業　社員数25名］

［研修・事務代行業　社員数8名］
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1第５章　休暇等

※�モデル規則例ではパートタイム労働者の場合の例も記載されていますが、ここでは正社員の年次有給休
暇の記載しています
 
（年次有給休暇）
第２０条　採用日から６か月間継続勤務し、所定労働日の８割以上出勤した労働者に対しては、１０日の年

次有給休暇を与える。その後１年間継続勤務するごとに、当該１年間において所定労働日の８割以上出
勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

２　�第１項の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、労働者が請求し
た時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させ
ることがある。

３　�前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日
数のうち５日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

４　�第１項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱う。
　　・年次有給休暇を取得した期間
　　・産前産後の休業期間
　　・�育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６

号。以下「育児・介護休業法」という。）に基づく育児休業及び介護休業した期間
　　・業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間
５　�付与日から１年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から２年以内に限り繰り越して取得す
ることができる。

６　�前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる
場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。

７　�会社は、毎月の賃金計算締切日における年次有給休暇の残日数を、当該賃金の支払明細書に記載し
て各労働者に通知する。

（年次有給休暇の時間単位での付与）　�
第２１条　労働者代表との書面による協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、１年について５

日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇（以下「時間単位年休」という。）を付与する。
（１）時間単位年休付与の対象者は、すべての労働者とする。
（２）時間単位年休は１時間単位で付与する。
（３）�本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の

１時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
（４）上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。

勤続期間

付与日数

5年
６ヵ月

18日

6年
６ヵ月以上

20日

4年
６ヵ月

16日

3年
６ヵ月

14日

2年
６ヵ月

12日

１年
６ヵ月

11日

６ヵ月

10日

事例紹介

　年次有給休暇を１０分単位で取得できるようにしている。朝、子どもの通院のため少し遅れて出社する場
合や家庭の事情による勤務時間中の中抜けなどに活用されている。会社側の労務管理は煩雑になるが、一
人ひとりの社員が働きやすく、様々な事情で脱落しない労働環境を整備することが、経営戦略において重要
だと考えている。特に、職人がどんどん少なっていく業界にいるので、長く働き、良い技術を身に付けた職人
を育てていきたい。

（株）大堀商会

「10分単位の有給休暇」

２　�年次有給休暇の利用により、私生活の充実と心身の健康回復が図れるように、家族の誕生
日、学校行事、地域活動、旅行、その他あらゆる理由による利用を推奨する。

３　�年次有給休暇の利用者および他の労働者は、互いに協力し業務が円滑に行われるようにしな
ければならない。

［解説］病気の時だけ利用する年次有給休暇ではなく、誰もが周りに気兼ねすることなく休めるため
に、休みやすい工夫が必要と考えます。そのため、敢えて取得の例示や、利用者と職場のメンバーの協力
についても明記してみました。また企業によっては時効消滅した日数分を積み立てて、育児や介護、また
は私傷病等の理由に限定して使えるようにしている企業もありますので、規定に加えても良いでしょう。

６　年次有給休暇は半日単位で取得することができる。

［解説］半日単位の取得ができると利用しやすくなります。半日単位の利用は「年○日まで」と規定す
ることもできます。

［建設業　社員数25名］



18 19

就
業
規
則

CHAPTER   

1
（産前産後の休業）　
第２２�条　６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産予定の女性労働者から請求があったときは、休業させる。
２　�産後８週間を経過していない女性労働者は、就業させない。
３　�前項の規定にかかわらず、産後６週間を経過した女性労働者から請求があった場合は、その者について医師が
支障がないと認めた業務に就かせることがある。

（母性健康管理の措置）　
第２３条　妊娠中又は出産後１年を経過しない女性労働者から、所定労働時間内に、母子保健法（昭和４０年法律

第１４１号）に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申出があったときは、次の範囲で時間内通院を認め
る。

　　�①産前の場合
　　　�妊娠２３週まで・・・・・・・・・・・４週に１回
　　　�妊娠２４週から３５週まで・・・・・２週に１回
　　　�妊娠３６週から出産まで・・・・・・１週に１回
　　　�ただし、医師又は助産師（以下「医師等」という。）がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要
　　����な時間
　　�②産後（１年以内）の場合・・・・・・医師等の指示により必要な時間
２　��妊娠中又は出産後１年を経過しない女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医
　����師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。
　　�①�妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として１時間の勤務時間

の短縮又は１時間以内の時差出勤を認める。
　　�②�妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数を増やす。
　　�③�妊娠中又は出産後の女性労働者が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の指導事項を遵守する

ための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。

（育児時間及び生理休暇）　
第２４条　１歳に満たない子を養育する女性労働者から請求があったときは、休憩時間のほか１日について２回、１

回について３０分の育児時間を与える。
２　��生理日の就業が著しく困難な女性労働者から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。

（育児・介護休業、子の看護休暇等）　
第２５条　労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休

暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間
の短縮措置等（以下「育児・介護休業等」という。）の適用を受けることができる。

２　�育児休業、介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定める。

（慶弔休暇）　
第２６条　労働者が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
　　�①本人が結婚したとき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○日
　　�②妻が出産したとき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○日
　　�③配偶者、子又は父母が死亡したとき　　　　　　　　　　　　　　　　��○日
　　�④兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき　　　　��○日

（病気休暇）
第２７条　労働者が私的な負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認めら

れる場合に、病気休暇を○日与える。

（裁判員等のための休暇）　
第２８条　労働者が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合には、次のとおり休暇

を与える。
　　�①裁判員又は補充裁判員となった場合　　　　　　　　必要な日数
　　�②裁判員候補者となった場合　　　　　　　　　　　　必要な時間

事例紹介

　通常の年次有給休暇に加えて年２日の疾病休暇を付与している（年度持ち越しは不可）。
　年次有給休暇は積極的にワークライフバランスのために使ってほしいと考えていたが、実際は、病気理由
でしか年次有給休暇を取得しない風土であった。そこで、疾病休暇制度を導入して休暇の意味づけを明確
にすることで、病気の時は疾病休暇を利用し、ワークライフバランスのために年次有給休暇を取得してもら
うように意識改革を進めた。（疾病休暇は、子どもや介護中の親の看病でも取得可能）
　その結果、旅行などの理由で積極的に年次有給休暇を取得する社員が増え、社内の風土が変わりつつある。

愛建電工（株）

「年次有給休暇は疾病理由に使わない」
［建設業　社員数221名］
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1第６章　賃　　金　
※�モデル就業規則では月給制、日給制、時給制の場合の規定例が記載されていますが、ここでは月給制のみ
記載いたします

（賃金の構成）
第２９条　賃金の構成は、次のとおりとする。

（基本給）
第３０条　基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。

（家族手当）
第３１条　家族手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。
　����①配偶者　　　　　　月額　　　○○円　　
　����②１８歳未満の子
　　　�１人につき　　　　�月額　　　○○円　
　����③６５歳以上の父母
　　����１人につき　　　�　月額　　　○○円
　
（通勤手当）
第３２条　�通勤手当は、月額○○円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。

（役付手当）
第３３条　役付手当は、以下の職位にある者に対し支給する。
　　　　　��部長　　月額　　　　○○円
　　　　　��課長　　月額　　　　○○円
　　　　　��係長　　月額　　　　○○円
２　�昇格によるときは、発令日の属する賃金月から支給する。この場合、当該賃金月においてそれまで属して
いた役付手当は支給しない。

３　�降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から支給する。

（技能・資格手当）
第３４�条　技能・資格手当は、次の資格を持ち、その職務に就く者に対し支給する。
　　　　　��安全・衛生管理者（安全衛生推進者を含む。）　月額　　　　○○円
　　　　　食品衛生責任者�　　　　　　　　　　　　　　月額　　　　○○円
　　　　　調理師　　　　　　　　　　　　　　　　　　�月額　　　　○○円
　　　　　栄養士�　�　　　　　　　　　　　　　　　　��月額　　　　○○円

（精勤手当）
第３５条　�精勤手当は、当該賃金計算期間における出勤成績により、次のとおり支給する。
　　　　��　無欠勤の場合　　�����月額　　　　○○円
　　　　�　欠勤1日以内の場合　�月額　　　　○○円
２　前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤したものとみなす。
　　①年次有給休暇を取得したとき
　　②業務上の負傷又は疾病により療養のため休業したとき
３　第１項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退○回をもって、欠勤１日とみなす。

賃金

基本給

手当

割増賃金

家族手当
通勤手当
役付手当
技能・資格手当
精勤手当
時間外労働割増賃金
休日労働割増賃金
深夜労働割増賃金

（次世代育成手当）
第31条　
　　次世代育成手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。
　　　中学校未就学の子　1人につき　　　月額　　　　　○○円
　　　中学校～高校就学の子　1人につき　月額　　　　　○○円（←②に増額した額）

［解説］配偶者に対する手当は、その配偶者の就労する意欲を抑制してしまうことがあり、女
性活躍の観点からそうした手当を廃止する企業も出てきています。
　その反面、子育て支援という観点から、子どもへの手当てを拡充しているところが増えてきて
います。例えば学費負担の重くなる子どもがいる世帯や多子世帯への手当を増額するなどが挙
げられます。

事例紹介

　小菅株式会社は「社員が平等公正に幸せを実感できる会社」を理念に掲げている。その一例としては役
職によらず机やイスやロッカーのサイズは全員同じであること、多くの企業で出張旅費や日当が役職により
異なる場合があるが、小菅株式会社は全員一律の金額にしていることなどが挙げられる。役職により業務の
幅や責任が変わってくるので、給与に違いはあるが、出張費用を職位によって変える必要はないと考えてい
る。全員一律の金額にすることで、経費計算がシンプルになり総務の判断業務が軽減され、効率化にも繋
がっている。

小菅（株）

「平等公平な手当」

事例紹介

　在宅勤務を導入すると、主に在宅で仕事をする育児期女性と、出社して勤務するスタッフとの間で不公平
感が生じるので、それをなくすために「フレックス賃金制度」を導入し、運用している。フレックス賃金制度
とは、同社で従来支給していた「基本給」を、能力を評価する基本給と働き方の違い（在宅勤務や短時間
勤務、フルタイム勤務など）による時間と場所の拘束を考慮した4種類の手当(*)とに分け、各自の働き方に
連動して手当が増減することを可能とした制度である。この制度の導入により、例えば毎日出勤して所定労
働時間働いていたスタッフが、親の介護等の理由で週3日の在宅勤務のみになった場合でも、能力の評価
となる「基本給ベース部分」は変わらないまま、働き方の変化に応じた手当の支給とすることができるので、
社員間で納得感を持って就労することができている。
＊「フルタイム手当」「フルウィーク手当」「時間拘束手当」「出社手当」

（株）テレワークマネジメント

「フレックス賃金制度」

［商社　社員数４３名］

［テレワーク導入支援業　社員数８名］
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1（割増賃金）
第３６�条　時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。
（1）�１か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の１か月は毎月��

○日を起算日とする。
　���①時間外労働４５時間以下・・・２５％
　���②時間外労働４５時間超～６０時間以下・・・３５％
　���③時間外労働６０時間超・・・・・５０％
　���④�③の時間外労働のうち代替休暇を取得した時間・・・３５％（残り１５％の割増賃金は代替休暇　

に充当する。）
（２）�１年間の時間外労働の時間数が３６０時間を超えた部分については、４０％とする。この場合の１年

は毎年○月○日を起算日とする。
（３）�時間外労働に対する割増賃金の計算において、上記（１）及び（２）のいずれにも該当する時間外労

働の時間数については、いずれか高い率で計算することとする。

２　割増賃金は、次の算式により計算して支給する。
　　①時間外労働の割増賃金

（時間外労働が１ヵ月４５時間以下の部分）

基本給＋役付手当＋技能・資格手当＋精勤手当

１ヵ月の平均所定労働時間数
×　1.25�×　時間外労働の時間数

（時間外労働が１ヵ月４５時間超～60時間以下の部分）

基本給＋役付手当＋技能・資格手当＋精勤手当

１ヵ月の平均所定労働時間数
×　1.35�×　時間外労働の時間数

（時間外労働が１ヵ月60時間を超える部分）

基本給＋役付手当＋技能・資格手当＋精勤手当

１ヵ月の平均所定労働時間数
×　1.50�×　時間外労働の時間数

（時間外労働が１年360時間を超える部分）

基本給＋役付手当＋技能・資格手当＋精勤手当

１ヵ月の平均所定労働時間数
×　1.40�×　時間外労働の時間数

②休日労働の割増賃金（法定休日に労働させた場合）

基本給＋役付手当＋技能・資格手当＋精勤手当

１ヵ月の平均所定労働時間数
×　1.35�×　休日労働の時間数

③深夜労働の割増賃金（午後１０時から午前５時までの間に労働させた場合）

基本給＋役付手当＋技能・資格手当＋精勤手当

１ヵ月の平均所定労働時間数
×　0.25�×　深夜労働の時間数

イクボスロールモデルインタビュー�

※このコラムは、「イクボスロールモデルインタビュー」から、再編集しました。 http://fathering.jp/ikuboss/

1924年創業、本年で９２年の社歴があ

るので、それなりの仕事の蓄積と資産形

成が後ろ盾としてあったわけです。しかし、

当時の働き方では年間売上150億規模

のビジネスを支え続けることが難しくなるこ

とが、実感としてわかりました。そこで、社

員の残業に負担をかけながら売り上げを

のばし続けるよりも、まずは自分たちができ

る仕事のサイズを考え直し、これまでの社

内の無駄をなくして長時間労働しなくても

利益が出るしくみをつくる、つまり、これまで

の「拡大路線」から「身の丈路線」にかじ

を切り直そうと思いました。45歳で社長を

継ぐことになったとき、15年くらいかけてや

れないかと思い、スタートしました。

僕らは兄弟で会社を経営しているので

すが、自分たちでマネジメントできる従業

員数50人くらいでできる仕事の量でめざ

す売り上げを逆算し、業務改善をはかろう

と考えました。当時は従業員が70人くら

いで、業種柄男性社員が多かったのです

が、業務のシステム化を取り入れて女性

の雇用を増やし、効率化を進めました。そし

て、定年退職や結婚退職などを受け入れ

ながら、最終的には女性従業員が半数に

なることをめざして意識的に採用を行いま

した。正社員が増えれば社会保険など会

社の負担は増えることになりますが、社員

にとってより幸せな方法を選びました。

目標として「年間労働時間1800時間」

を宣言し、2008年にはそれを達成するこ

とができました。計画性をもって仕事がで

きるよう、毎年年度はじめに年間の勤休日

数と労働時間が入ったカレンダーを従業

員全員に渡しています。僕は常々、従業員

には「夜７時のニュースを見ながら家族と

晩ご飯を食べてほしい」と話しています。

能率良く仕事を終わらせて７時には家に帰

り、家族で晩ごはんをいっしょに食べる。家

族が安心して暮らし、充実した家庭生活を

おくることが、企業にとっても生産性向上

に結びつくと考えています。

＜プロフィール＞
３代目社長として就任後、改革に際して思い描い
てきた会社の姿がほぼ完成してきた2011年４月
に社長を退き会長に。2児の父。多彩な趣味を
もち、東日本大震災遺児を支援する「みちのく未
来基金」の活動なども積極的に行う。

売り上げ偏重の「拡大路線」
から「身の丈路線」へ。
年間1800労働時間を達成
古い業界の商慣習で長時間労働を繰り返して
いた会社の働き方を、40代で父親から会社を受
け継ぎ改革に着手。約7年かけて年間労働時間
1800時間、全社員残業なしを達成。

小菅株式会社 
代表取締役会長

小菅崇行さん
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1（代替休暇）�
第３７条　１か月の時間外労働が６０時間を超えた労働者に対して、労使協定に基づき、次により代替休暇を与える

ものとする。
２　�代替休暇を取得できる期間は、直前の賃金締切日の翌日から起算して、翌 月々の賃金締切日までの２か月とす
る。

３　�代替休暇は、半日又は１日で与える。この場合の半日とは、午前（○○�：�○○�～�○○�:�○○）又は
　　午後（○○�：�○○�～�○○�:�○○）のことをいう。
４　�代替休暇の時間数は、１か月６０時間を超える時間外労働時間数に換算率を乗じた時間数とする。この場合に
おいて、換算率とは、代替休暇を取得しなかった場合に支払う割増賃金率５０％から代替休暇を取得した場合
に支払う割増賃金率３５％を差し引いた１５％とする。また、労働者が代替休暇を取得した場合は、取得した時
間数を換算率（１５％）で除した時間数については、１５％の割増賃金の支払を要しないこととする。

５　�代替休暇の時間数が半日又は１日に満たない端数がある場合には、その満たない部分についても有給の休暇と
し、半日又は１日の休暇として与えることができる。ただし、前項の割増賃金の支払を要しないこととなる時間
の計算においては、代替休暇の時間数を上回って休暇とした部分は算定せず、代替休暇の時間数のみで計算
することとする。

６　�代替休暇を取得しようとする者は、１か月に６０時間を超える時間外労働を行った月の賃金締切日の翌日から５
日以内に、会社に申し出ることとする。代替休暇取得日は、労働者の意向を踏まえ決定することとする。

７　�会社は、前項の申出があった場合には、支払うべき割増賃金額のうち代替休暇に代替される割増賃金額を除い
た部分を通常の賃金支払日に支払うこととする。ただし、当該月の末日の翌日から２か月以内に取得がなされな
かった場合には、取得がなされないことが確定した月に係る賃金支払日に残りの１５％の割増賃金を支払うこと
とする。

８　�会社は、第６項に定める期間内に申出がなかった場合は、当該月に行われた時間外労働に係る割増賃金の総額
を通常の賃金支払日に支払うこととする。ただし、第６項に定める期間内に申出を行わなかった労働者から、第
２項に定める代替休暇を取得できる期間内に改めて代替休暇の取得の申出があった場合には、会社の承認に
より、代替休暇を与えることができる。この場合、代替休暇の取得があった月に係る賃金支払日に過払分の賃
金を精算するものとする。

（休暇等の賃金）
第３８条　�年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う。
２　�産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業
期間、介護休業期間及び子の看護休暇期間、裁判員等のための休暇の期間は、無給／通常の賃金を支払うこ
ととする。

３　�第９条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない（○か月までは○割を支給する）。

（臨時休業の賃金）
第３９条　会社側の都合により、所定労働日に労働者を休業させた場合は、休業１日につき労基法第１２条に規定す

る平均賃金の６割を支給する。ただし、１日のうちの一部を休業させた場合にあっては、その日の賃金について
は労基法第２６条に定めるところにより、平均賃金の６割に相当する賃金を保障する。

（欠勤等の扱い）
第４０条　欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃金を控除する。
２　前項の場合、控除すべき賃金の１時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。
　　　　基本給÷１か月平均所定労働時間数
　　　　（１か月平均所定労働時間数は第３６条第３項の算式により計算する。）
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創業時から「休める会社」を意識してい

ましたが、創業時はもちろんそんな余裕が

ありません。直接のきっかけとなったのは、

当社が25年ほど前に中途から新卒採用

に切り替え、初めて合同説明会に参加し

たとき、私のテーブルには学生が誰も来な

かったことです。屈辱を味わい、どうしたら

若い学生が当社を選んでくれるかなと考

え、まずは就業規則を改正。きちんと守る

ところからスタートしました。つまり職場環

境の改善ですね。

顧客満足の部分は、最大にはできない

けれど、最低でも何とか売上がつくように

バランスを取ろうと決めました。土曜は交

替で数人出勤するようにスケジュールを組

み、出たらその週の水曜は必ず休むことで

完全週休２日制を維持するという解決策

を話し合いました。

中小企業ですから、僕が関わらないとで

きない。そうする中で、２、３人しかできない

業務があれば、数年かけてその業務ができ

る人を増やし、休むときに替われるようにし

た。業務を異動させ、複数の業務ができる

ようにしているので、育児休業や介護休業

も問題がなく、休みが取れる社内の体制

ができました。

当社の場合、成長をある程度抑えてい

る。成長を優先すると、どうしても社員満

足が落ちますから。成長を抑えるということ

は、売上はそんなに伸びないわけです。特

に建設関連ですから、ここ20年くらいずー

っと売上は下がっているわけです。2016

年は最高益でしたが、ピーク時に比べて売

上は２割近く下がっています。それでもずっ

と利益が出ている。とすると、こういう経営

をしているから、社員の質が上がっている

のだと思っています。仕事を広げると売上

は伸びるけど、管理費がかかる。バランス

を考え、１点集中主義にしています。福岡

市内だけで、商品構成も絞れば、大きな企

業と対等に戦えるし、大企業に頼らなくて

もやっていけます。

＜プロフィール＞
福岡市出身。福岡の大学を卒業後、地元の建材
商社に勤め、1977年に30歳で拓新産業株式会
社を設立。妻、横浜で働く子どもがいる。ライフ
ワークは山登り。

若い学生が
当社を選んでくれるよう
就業規則を改正
1977年に建設用機材のレンタル会社を設立し、20
年以上前から週休２日、有休100％消化、ノー残業を
実践。業務を効率化して生産性を上げているため、
夏冬の賞与以外に決算賞与もここ10年出ている。

拓新産業株式会社 
代表取締役

藤河次宏さん
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1（賃金の計算期間及び支払日）
第４１条　賃金は、毎月○日に締め切って計算し、翌月○日に支払う。ただし、支払日が休日に当たる場合

は、その前日に繰り上げて支払う。
２　�前項の計算期間の中途で採用された労働者又は退職した労働者については、月額の賃金は当該計算
期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。

（賃金の支払と控除）
第４２条　�賃金は、労働者に対し、通貨で直接その全額を支払う。
２　�前項について、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する金融機関の預貯金口座又は証券総
合口座へ振込により賃金を支払う。

３　次に掲げるものは、賃金から控除する。
　　①源泉所得税
　　②住民税
　　③健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分
　　�④�労働者代表との書面による協定により賃金から控除することとした社宅入居料、財形貯蓄の積立

金及び組合費

（賃金の非常時払い）
第４３条　労働者又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかの場合に該当し、そのために

労働者から請求があったときは、賃金支払日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払う。
　　①やむを得ない事由によって１週間以上帰郷する場合
　　②結婚又は死亡の場合
　　③出産、疾病又は災害の場合
　　④退職又は解雇により離職した場合

（昇給）
第４４条　昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年○月○日をもって行うものとする。ただ

し、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。
２　�顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。
３　昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

（賞与）
第４５条　賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して

下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時
期を延期し、又は支給しないことがある。

２　�前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。

算定対象期間
○月○日から○月○日まで ○月○日

○月○日○月○日から○月○日まで

支給日
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入職してすぐ人事労務担当になったの

ですが、育休の実績が２人くらい。「国家

資格を持っている看護師さんたちが、なぜ

辞めてしまうのだろう」と、不思議に思った

んですよね。私自身の母はずっと仕事をし

ていて、私の中では「おかあさん＝働く」と

いう図式ができあがっていました。

そこでお辞めになる方々に、差し障り

の無い範囲内で退職の理由を聞いてい

ると、結婚や出産がきっかけの方もいて、

「なぜ”結婚するから”という理由でお辞め

になるのですか」と聞くと、皆さん答えが出

てこなくなるんです。そんな中から、「結婚

しても、出産しても、本当は仕事を続けた

い」という意見が、ぽろっと出てきたことが

あったんです。そこで、「本当は辞めたくな

い人もいる」ということが分かったんです

ね。

それから、どうしたら辞めなくて良いの

かと、みんなでアイデアを出して行ったら、

「院内保育園」「期間限定パート」「ママ

のかわりにお迎え」など様々な面白い意見

が出てきました。それらを書き留めて上司

である総務部長に提出したところ、「これ

なら皆、働き続けられる職場ができるかも

しれない」と、すぐに院長へ伝えて下さり、

「いろいろアイデアを出してごらん」との

返事でした。

職員同士が自由に意見を交換しあう場

として、「職場環境改善提案会議」が発足

しました。その後、外部より有識者の方に

来ていただいて管理職を対象にお話をし

ていただいたり、全員参加の研修会でワー

クライフバランス講座をしたりして、あの手

この手の活動をしました。また、廊下ですれ

違う上司に、「○○さんは、育休から戻られ

たら、働き方変わりましたよね！」と声をかけ

るなど、地道に広げて行きました。そして、

だんだんと制度も使われ始め、その中から

また改善点を見つけては修正を繰り返し

て行きました。

平成19年に初めての男性職員の育休

取得があり、以降はそれから１年に１件ほど

のペースで、男性職員が育休を取得してい

ます。

＜プロフィール＞
平成１４年（２００２年）芳野病院に入職。総務
部広報、院長秘書など事務方の仕事を続け、課
長職へ昇任。１女の母。

「職場環境改善提案会議」で
意見交換。社会的な背景の
理解も大切
職場で「職場環境改善提案会議」を開催。院長が
福岡県”子育て応援宣言”で子育て支援をする旨を
公表した平成16年に、６人が育休を取得。それ以降
希望者がほぼ１００％取得。

医療法人寿芳会 芳野病院 総務課課長　
WLB＆ダイバーシティ推進室長

小川美里さん
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1第７章　定年、退職及び解雇

（定年等）　
第４６条　�労働者の定年は、満６０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。
２　�前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当
しない労働者については、満６５歳までこれを継続雇用する。

（退職）
第４７条　�前条に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。　
　　①退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して１４日を経過したとき　　　　　
　　②期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
　　③第９条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき
　　④死亡したとき
２　�労働者が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は
退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。

（解雇）
第４８条　労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
　　①�勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。
　　②�勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等
　　　�就業に適さないとき。
　　③�業務上の負傷又は疾病による療養の開始後３年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合で

あって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき（会社が打ち切り補
償を支払ったときを含む。）。

　　④精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。
　　⑤�試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認められ

たとき。
　　⑥第６０条第２項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。
　　⑦�事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の

閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。
　　⑧その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。
２　�前項の規定により労働者を解雇する場合は、少なくとも３０日前に予告をする。予告しないときは、平
均賃金の３０日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予
告手当を支払った日数だけ短縮することができる。

３　�前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて労働者を第５９条に定める懲戒解雇する場合又は
次の各号のいずれかに該当する労働者を解雇する場合は適用しない。

　　①�日々雇い入れられる労働者（ただし、１か月を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）
　　②�２か月以内の期間を定めて使用する労働者（ただし、その期間を超えて引き続き使用されるに至っ

た者を除く。）
　　③�試用期間中の労働者（ただし、１４日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）
４　�第１項の規定による労働者の解雇に際して労働者から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した
証明書を交付する。

事例紹介

　若年社員の定着を促進する目的で、1998年から再雇用制度を導入した。建設関連分野では人手不足と
いう課題と合わせて、人を育てる期間が10年と長期に亘り、必要な経験値と現場の知恵を有する技能者
が、指導者としても大切な存在であることから、６０歳定年後の再雇用から、定年は６５歳と改めた。再雇
用後は、給与のみが減額となるものの、職務内容や身分も変わらず、年次有給休暇も通算して取得が可能
である。雇用保険の助成金も活用し、手取り賃金が再雇用前と変わらない社員も多い。その結果、再雇用
後の定年もさらに拡張し、2009年より定年は70歳となっている。また高齢社員には、月15日勤務等の希
望に応じた働き方を可能にし、最高齢67歳の社員が現役で活躍しているが、その存在は、着実に若年社員
の育成につながっている。

（株）長岡塗装店

「定年延長による知恵と経験の伝承」
［塗装業　社員数30名］
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1第８章　退職金

（退職金の支給）
第４９条　勤続○年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。

ただし、自己都合による退職者で、勤続○年未満の者には退職金を支給しない。また、第６０条第２項により懲
戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

２　�継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を
支給しない。

（退職金の額）
第５０条　退職金の額は、退職又は解雇の時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた下表の支給率を乗じた金額

とする。

２　�第９条により休職する期間については、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。

（退職金の支払方法及び支払時期）
第５１条　退職金は、支給事由の生じた日から○か月以内に、退職した労働者（死亡による退職の場合はその遺族）

に対して支払う。

第９章　安全衛生及び災害補償

（遵守事項）
第５２条　�会社は、労働者の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のために必要な措置を講ずる。
２　�労働者は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければなら
ない。

３　労働者は安全衛生の確保のため、特に下記の事項を遵守しなければならない。
　　①�機械設備、工具等の就業前点検を徹底すること。また、異常を認めたときは、速やかに会社に報告し、指示に

従うこと。
　��②安全装置を取り外したり、その効力を失わせるようなことはしないこと。
　��③保護具の着用が必要な作業については、必ず着用すること。
　��④喫煙は、所定の場所以外では行わないこと。
　��⑤立入禁止又は通行禁止区域には立ち入らないこと。
　��⑥常に整理整頓に努め、通路、避難口又は消火設備のある所に物品を置かないこと。
　��⑦�火災等非常災害の発生を発見したときは、直ちに臨機の措置をとり、会社に報告し、その指示に従うこと。

支給率 
1.0
3.0
5.0
7.0
10.0
15.0
20.0
25.0

勤続年数 
5年未満 
5年～10年 
10年～15年 
15年～20年 
20年～25年 
25年～30年 
35年～40年 
40年～ 
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長岡塗装店は、創業７８年です。塗装業

のみでスタートし、今ではリフォームなども行

っていますが、建設業ですからいわゆる３Ｋ、

「きつい」「汚い」「危険」な仕事です。20

年前は会社に入っても、「こんな仕事だった

のか」と、辞めていく人がいるのは当たり前

な感じでした。

地域的に求人が多いわけではないので、

当時は人材募集を出せばすぐに人は集まり

ました。でも、働きながら、自分の一生を楽し

んで続けていってもらうにはどうしたらいいの

かと、考えました。私自身の一生も含めてで

す。それで思い当たったのが、「会社に発生

するモデルケースに対し働き方を柔軟に変

えていけばいいじゃないか」と思いました。

そんな流れの中で２００２年「子の看護休

暇」を取り入れました。子ども１人に年間５日

間の特別休暇を付与します。子どもが４人い

れば有給２０日間の休暇が付与されること

になります。これは基本、国の「子の看護休

暇」と同じです。が、国の場合は、子が１人の

場合は１年に５日、２人以上の場合は１年に

１０日と定められているので、子どもが３人以

上と人数が多くても、その人数に掛け算した

日数を休めるのは、会社独自だと思います。

他には、２００２年当初から申請書類を簡

単に記入しやすいものにしたり、３０分単位

で取れるようにしました。子どもは急に病気

になりますから、前もって書くことは基本的に

難しい。だから、書類も、後から出せばＯＫで

す。子どもを朝病院に連れて行って３０分だ

け遅れるということもありますよね。１日分の

子の看護休暇を３０分に分割して複数日に

分けて使えるということです。子どもを病児

保育に連れて行くために、朝３０分、夕方３０

分を分けて使うこともできます。その場合は

合計で１日１時間分の「子の看護休暇」を使

ったことになります。

保育園や病児保育も、保育料の１／３を

補助しています。半年に１度計算して、振り

込んでいます。子育て中の従業員は、ちょっ

とした臨時収入でうれしいと思いますよ。育

児中の従業員は、ここ20年間で退職者が１

名のみとなっています。

＜プロフィール＞
1983年入社、1997年常務取締役任。2006年
ファミリー・フレンドリー企業島根労働局長賞、
2008年「子どもと家族を応援する日本」内閣
総理大臣表彰、2008年 第2回｢ワーク･ライフ･
バランス大賞｣優秀賞受賞（社会経済生産性本
部）。8年間退職者ゼロ。

コミュニケーションから、
従業員の情報が集まり、
そこから働き方を変革
従業員数２５名の島根県松江市の塗装店。家・住
宅・建物の外壁塗装・塗り替え・リフォーム・改修・補
修などを行う会社。２００８年の第２回「ワーク・ライ
フ・バランス大賞」をはじめ、数々の賞を受賞。

株式会社
長岡塗装店 
常務取締役

古志野純子さん
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1（健康診断）
第５３条　労働者に対しては、採用の際及び毎年１回（深夜労働に従事する者は６かごとに１回）、定期に

健康診断を行う。
２　�前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する労働者に対しては、特別の項目につ
いての健康診断を行う。

３　�長時間の労働により疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その者の申出により医師による面接指
導を行う。

４　�第１項及び第２項の健康診断並びに前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、
労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。

（健康管理上の個人情報の取扱い）
第５４条　会社への提出書類及び身上その他の個人情報（家族状況も含む）並びに健康診断書その他の

健康情報は、次の目的のために利用する。
　　①会社の労務管理、賃金管理、健康管理
　　②出向、転籍等のための人事管理
２　�労働者の定期健康診断の結果、労働者から提出された診断書、産業医等からの意見書、過重労働対
策による面接指導結果その他労働者の健康管理に関する情報は、労働者の健康管理のために利用す
るとともに、必要な場合には産業医等に診断、意見聴取のために提供するものとする。

（安全衛生教育）
第５５条　労働者に対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した場合、その従事する業務

に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。
２　労働者は、安全衛生教育を受けた事項を遵守しなければならない。

（災害補償）
第５６条　労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労基法及

び労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に定めるところにより災害補償を行う。

第１０章　職業訓練

（教育訓練）
第５７条　会社は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、労働者に対し、必要な教育

訓練を行う。
２　�労働者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り教育訓練
を受けなければならない。

３　�前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも○週間前までに該当労働者に対し文書で通知する。

事例紹介

　社員数が４３人の会社で、ＩＳＯ審査員の資格保持者が２２人。社員の半数以上が資格を取得している
が、費用は会社が負担している。資格取得のための講習や試験を受けたりすることは一時的にコストが掛か
るが、個々の資質の向上と共通の手法を取得することが重要であると考えている。
以前は様々な雇用形態の社員がいて、合計で７０人ほどの規模であったが、全員正社員雇用へとシフトさせ
るために年月をかけ、定年退職などの自然減から今では正社員のみの４３人となった。社員数を多くして事
業拡大をするのではなく、「まずは人から」という精神で、一人ひとりの社員と接しているが、このことが、お
客さんから信頼を得ることになり、また社員の幸せにもつながっている。

小菅（株）

「資格取得をサポート」

事例紹介

　少数精鋭の組織において、職員一人ひとりのスキルは会社の業績に直結する。そのため、スマイルキッズ
は教育訓練への意識が高い。会社からの指示により外部研修や講習に参加することもあるが、職員個人の
スキルアップ意欲にも積極的に支援している。保育士や幼稚園教諭だけでなく、英語ソムリエなどの民間資
格も対象資格とし、資格取得にかかった全額を会社が負担する資格取得支援制度を明文化し、職員に周知
している。今後も職員から希望をヒアリングし、対象となる資格を増やす予定である。資格取得支援制度を
会社視点でつくるだけでなく、職員の声を聞いて改善していき、積極的に活用を促すことで、スキルの高い
職員が定着し、高レベルのサービス提供に繋がっている。

一般財団法人損保ジャパン日本興亜スマイルキッズ

「多様な資格取得サポートによる高スキル職員の定着」

（キャリア形成のための対応）
第○�条　労働者の良好なキャリア形成を図るため、会社は労働者の私生活上の事情を考慮しつつ、

次の各号に応じた人材育成を行う。
　　①�年に１回、労働者と上長は一人ひとりのキャリアについて話し合い、中長期に亘るキャリアプ

ランを作成する。
　　②性別による差を設けず、①に応じた適正な職務経験を与える。
　　③�性別による差を設けず、会社は必要に応じ、キャリアアップにつながる知識の習得のための

研修・受講の機会を与える。

［解説］中長期的に労働者のキャリア形成を捉える視点が必要です。女性活躍推進法でも、人
材定着と育成のために事業主が労働者のキャリア形成に対応することを推奨しています。

第１０章　人材育成、その他

［解説］技術的な訓練のほか、労働者のキャリア形成の視点で捉えるのが良いと思われます

［商社　社員数43名］

［保育園　職員数30名］
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1第１１章　表彰及び制裁

（表彰）
第５８条　�会社は、労働者が次のいずれかに該当するときは、表彰することがある。
　　①業務上有益な発明、考案を行い、会社の業績に貢献したとき。
　　②永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。
　　③永年にわたり無事故で継続勤務したとき。
　　④社会的功績があり、会社及び労働者の名誉となったとき。
　　⑤前各号に準ずる善行又は功労のあったとき。
２　表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。また、賞状のほか賞金を授与する。

（懲戒の種類）
第５９条　会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を

行う。
　　①けん責
　　　始末書を提出させて将来を戒める。
　　②減給
　　　�始末書を提出させて減給する。ただし、減給は１回の額が平均賃金の１日分の５割を超えることは

なく、また、総額が１賃金支払期における賃金総額の１割を超えることはない。
　　③出勤停止
　　　始末書を提出させるほか、○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
　　④懲戒解雇
　　　�予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定

を受けたときは、解雇予告手当（平均賃金の３０日分）を
　　　支給しない。

（懲戒の事由）
第６０条　�労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
　　①正当な理由なく無断欠勤が○日以上に及ぶとき。
　　②正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。
　　③過失により会社に損害を与えたとき。
　　④素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。
　　⑤性的な言動により、他の労働者に不快な思いをさせ、又は職場の環境を悪くしたとき。
　　⑥�性的な関心を示し、又は性的な行為をしかけることにより、他の労働者の業務に支障を与えたとき。
　　⑦第１１条、第１３条、第１４条に違反したとき。
　　⑧その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
２　�労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によ
っては、第４９条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止とすることがある。

　　①重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
　　②正当な理由なく無断欠勤が○日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
　　③�正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改

めなかったとき。
　　④正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
　　⑤故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
　　⑥�会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとな

ったとき（当該行為が軽微な違反である場合を除く。）。
　　⑦素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。
　　⑧�数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。
　　⑨職責を利用して交際を強要し、又は性的な関係を強要したとき。

イクボスロールモデルインタビュー�

※このコラムは、「イクボスロールモデルインタビュー」から、再編集しました。 http://fathering.jp/ikuboss/

以前いた会社の上司が、自分より年下でし

た。その頃（2002年）ぼくは３1歳で、上司は

２8歳で外国人、MIT（マサチューセッツ工科

大学）出身。「世の中こういう時代なんだ、こ

れからこうなって行くんだ」と強く感じました。

その頃から、ぼくは自分のまわりの方を全員

「さん」付けするようにしました。自分より年

下の人はたくさん今後出てくるだろうし、プロ

ジェクトの中で社長とか部長とか役職名でよ

んでいたりすると、どうもやりづらかったりする

んです。なので、どんな立場の方でも基本的

に「さん」付けで呼ぶのが、とても理にかなっ

ていると思いました。それが、ダイバーシティに

気付くきっかけでしたね。その頃から、週４日

仕事をして、ほかの日は自分の仕事をするとい

う形にして、ホームページを作ったりほかのサ

ポートをしたりして、SO-HO向けの求人サイト

を自分で運営し始めたんです。

2007年にビジネスパートナーと会社を立

ち上げましたが、ワークライフバランスとして、

会社で取り組んだこととしては、CTOが２人

目の子どもが産まれたとき、２週間育休のよう

な形で、リモートで仕事をしながら、ずっと家に

いるという働き方をしていました。私たちの会

社は医療に関わっていますので、社員のそう

いったことは、例えば病気をしたら患者さんや

お医者さんはどのように感じるのかニーズを

知るきっかけになりますし、それを解決するサ

ービスをつくることで、その人の仕事や人生が

より豊かになる経験なんですよね。

育児というのはある程度時間やタイミング

が計算できますよね。あとはその人自身が、会

社でどうやりくりするかだと思います。私たち

の会社は切磋琢磨することで、工夫し続け、

結果、残業が少く、方針に沿っていれば、細

かいことを言わずに自由に働いてもらってい

ます。あと、社員に外国人が多いので（フラン

ス、ポーランド、ウクライナ、アメリカ人が２人

と、社員の３人に１人が外国人）、仕事の後

に他社の人と会うということをみんな積極的

にやっていたり、イベントでプレゼンしたり、当

社でも主催できるように企画中です。常にお

客様志向で、メジャラブルな目標を適切に設

定し、決められた時間の中でどう工夫するかと

いうところにクリエイティビティがあって、それ

を大事にしたいなと思っています。

＜プロフィール＞
病医院や医療関連企業向けの業務ウェブサービ
スを提供。クリニック経営支援サービス3Bees
（スリービーズ）は、現在3000以上のクリニッ
クで登録・利用されている。従業員数は開発担
当を含めて１５人。妻、娘の３人家族。FJ会員。

ダイバーシティな
人材がいるからこそ、発想も
ワークスタイルも柔軟に
時代の先端を行くITベンチャー企業。ダイバーシティ
な人材がいるからこそ、提供するサービスも最初から
マルチリンガル対応。今後、社員の出身国でも使える
ようになればいい。

株式会社メディ・ウェブ　
代表取締役社長

佐竹 隆さん
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※ この就業規則は「就業規則への記載はもうお済ですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例」P4-37（平成２５年８月　厚
生労働省雇用均等室）を基に育児に関する部分を編集したものです。

　出典：http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/02.html
※ 平成29年1月1日に育児介護休業法が改正になる予定ですので、育児に関する部分については現時点で把握している部分は法改

正を見越した表現としています。また介護に関する部分については法改正で大きく変わる可能性が高いため、規程には盛り込ん
でいませんのでご了承ください。

※ 実際に就業規則を作成（変更）するに当たっては、事業所の実態を踏まえつつ十分な検討を加え、事業所の実態に合った規則を
作成するようにしてください。

育児に関わる各種制度（育児休業、短時間勤務、所定外労働の制限など）を利用しやすく
するには、柔軟な運用はもとより、労働者と会社が対話することが必要です。この章では、
職場の皆の協力の下、労働者が仕事と育児の両立を行うことが可能になり、キャリアを継続
することで得た能力がやがて、職場で活かすことができるような規定例を提案しています。

36 37

第１２章　公益通報者保護

（公益通報者の保護）
第６１条　会社は、労働者から組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報があった場合

には、別に定めるところにより処理を行う。

附　則
　
（施行期日）
第１条　この規則は、平成○○年○月○日から施行する。

　　⑩第１３条に違反し、その情状が悪質と認められるとき。
　　⑪許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。
　　⑫�職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め若しくは

供応を受けたとき。
　　⑬�私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損

ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。
　　⑭�正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な

運営を阻害したとき。
　　⑮その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。
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2
育児休業等に関する規則の規定例

第１章　目　　的

（目的）
第１条
本規則は、従業員の育児休業、子の看護休暇、育児のための所定外労働の制限、育児のための時間外労働
及び深夜業の制限並びに育児短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。

第２章　育児休業制度

（育児休業の対象者）
第２条
１　�育児のために休業することを希望する従業員（日雇従業員を除く）であって、1歳に満たない子と同居
し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、期間契約従
業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り育児休業をすることができる。

　　イ　入社1年以上であること。
　　口　子が１歳６ヵ月に達するまでの間に、労働契約を終了することが明らかでないこと。
２　�１にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
　　一　入社1年未満の従業員
　　二　�申出の日から１年（本条第３項の申し出にあっては６か月）以内に雇用関係が終了することが明ら

かな従業員
　　三　1週間の所定労働日数が２日以下の従業員
３　�配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2か月
に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、
育児休業をすることができる。

４　�次のいずれにも該当する従業員は、子が１歳６か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業
をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るもの
とする。�

　　（1）従業員又は配偶者が原則として子の１歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
　　（2）次のいずれかの事情があること
　　　（ｱ）保育所に入所を希望しているが、入所できない場合�
　　　（ｲ）�従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳以降育児に当たる予定で

あった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

育児休業は男性でも取得できます。父親としての意識醸成のためにも、次のようなケースの場合には男性
の育児休業を積極的に推進して子育てを応援しましょう！
・里帰りしないで出産するとき　
・出生児の兄弟姉妹の世話が必要なとき　
・妻の産後、心身が不安定なとき　
・妻の職場復帰を円滑にするとき　　　etc.　

２　�この規程に定める制度は、労働者の育児による退職を防ぐと同時に、仕事と私生活の責任を
果たすことが可能な職場環境の実現を目的とする。

３　�前項を円滑に行うため、制度を利用する労働者は、会社と会社で働く他の労働者との互いの理
解と協力を得ることに努めなければならない。

４　�制度を利用しない他の労働者は、相互扶助の意識のもと、仕事と育児の両立がしやすい環境
を作らなければならない。

［解説］この規程で定める制度の本来の趣旨を伝えることで、利用時に権利の行使だけでなく、上手
に利用するためには周囲への理解と協力を得る必要があるということを啓発する必要があります。また
これらの制度を利用していない他の労働者も育児や介護をしながら働く者を助けるのが当たり前である
ということを規程の初めに謳うことがポイントです。

（相談）
第○�条　妊娠が分かった従業員もしくは配偶者の妊娠が分かった従業員は、会社にその旨を報告し、就

業上の配慮等について相談することができる。
２　�会社は、前項の相談を受けた場合、産前産後休業、育児休業等の制度および給付金等の情報を提
供するとともに、従業員の希望に最大限に配慮して、今後の就業について検討しなければならない。

［解説］労働基準法では、妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換するなどの対応
を求めています。
　また育児休業等の制度は複雑なため、直属の上司を含めて、人事担当者から利用者へ説明すると
良いでしょう。また、育児休業等の制度のみならず、復帰後も見通したキャリア等について説明できると
利用者が安心します。
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（育児休業の申出の手続等）
第３条
１　�育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日（以下「育児休業開
始予定日」という。）の１か月前（第２条第４項に基づく1歳を超える休業の場合は、２週間前）までに育
児休業申出書を会社に提出することにより申し出るものとする。なお、育児休業中の期間契約従業員が
労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育
児休業開始予定日として、育児休業申出書（※）により再度の申出を行うものとする。（※P５６参照）�

２　�申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき１回限りとする。ただし、産後休業をしてい
ない従業員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から８週間以内にした最初の育児休業
については、１回の申出にカウントしない。

　　（1）�第２条第１項に基づく休業をした者が同条第4項に基づく休業の申出をしようとする場合又は本
条第１項後段の申出をしようとする場合

　　（2）�配偶者の死亡等特別の事情がある場合�
３　�会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがあ
る。

４　�育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者（以下この章
において「申出者」という。）に対し、育児休業取扱通知書（※）を交付する。（※P５７参照）

５　�申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後２週間以内に会社にその旨を書面で
提出しなければならない。

（育児休業の申出の撤回等）
第４条
１　申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業の申出を撤回することができる。�
２　�育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることがで
きない。ただし、第２条第１項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第４項に基づく休業
の申出をすることができる。�

３　�育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないことと
なった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則と
して当該事由が発生した日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。

イクボスロールモデルインタビュー�

※このコラムは、「イクボスロールモデルインタビュー」から、再編集しました。 http://fathering.jp/ikuboss/

「ハードワーク。でも、子どものためなら

いつでも休める会社」というビジョンを立

て、社長である自ら実践することにしまし

た。

社内インフラを整備して、社内ＳＮＳとグ

ループウェアで情報を共有しています。北

海道にも従業員がいますが会議はオンラ

イン会議ツールで行います。会社にいな

いと話が進まないということにならないよう

に、会議も極力減らしています。議論も社

内ＳＮＳで交換するため、会議の時間を設

定することも少なくなり、会議をする場合で

も15分から30分程度にとどめています。

情報共有を進めているから、子どもの行事

はもちろん、急な病気でも気兼ねなく休め

る。ただし、仕事に向かうときは、最大限の

パフォーマンスを発揮できるよう、仕事の

権限や責任も与えています。

我が社の場合は、子育て中の女性はも

ちろん、みんなにバリバリ仕事することを

期待しています。一般的な職場では、毎晩

深夜まで働く企業戦士になるか、時短で働

くアシスタントかの２コースしかないのです

が、「決まった時間内で徹底的に仕事す

る」という活躍の場があることで、優秀な

女性もどんどん入社してきてくれています。

子どもがいるいないに関わらず、担当者

が急に休まざるを得ない状況はありますよ

ね。それが起きることを前提に、情報共有、

仕事の標準化、前倒しの進行などを意識

的に進めています。各スタッフは専門性の

高い仕事をしているのですが、その人がい

ないとダメという状況をできるだけ作らない

ようにしています。

こういったやり方は、「強い組織を作って

高い成果を出し続ける」ための戦略なんで

す。「会社への忠誠を誓う男性中心の組

織で長時間労働を前提に事業を行う」とい

うのもひとつのやり方ですが、我が社は違

うやり方で強い組織を作る覚悟をしていま

す。子育てを通じた活き活きとした体験や

視点をもとに、新しい発想やイノベーション

が生まれていて、それが強みになっていま

す。

＜プロフィール＞
大手シンクタンクに勤務していたが、2001年愛
娘の誕生にあわせて退職。約半年間、子育てに
専念した後、株式会社絵本ナビを設立し、代表
取締役社長に就任。2002年、絵本選びが100
倍楽しくなるサイト『絵本ナビ』をオープン。

納期やサービスの質を
追求するのは当たり前
でも、やり方はひとつじゃない
「子どもに絵本を選ぶための情報を集めた参加型絵
本紹介サイト」というコンセプトで、2002年４月にオー
プンしたインターネットの絵本情報・通販サイト『絵本
ナビ』を運営。

株式会社絵本ナビ 
代表取締役社長

金柿秀幸さん
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（育児休業の期間等）
第５条�
１　�育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまで（第２条第２項及び第４項に基づく休業の場合
は、それぞれ定められた時期まで）を限度として育児休業申出書に記載された期間とする。�

２　�1にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行うこ
とができる。

３　�従業員は、育児休業期間変更の申出を書面にて育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることに
より、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日（以下「育児休業
終了予定日」という。）の１か月前（第２条第４項に基づく休業をしている場合は、２週間前）までに申
し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。

　　�育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、原則として1回に
限り行うことができるが、第２条第４項に基づく休業の場合には、第２条第１項に基づく休業とは別
に、子が１歳から１歳６か月に達するまでの期間内で、一回、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行
うことができる。�

４　�次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の
終了日は当該各号に掲げる日とする。�

　　（1）子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
�　　　�当該事由が発生した日（なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以

内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。）
　　（2）�育児休業に係る子が１歳に達した場合等
�　　　�子が１歳に達した日（第２条第３項に基づく休業の場合を除く。第２条第４項に基づく休業の場合

は、子が１歳６か月に達した日）�
　　（3）�申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合
�　　　�産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日
　　（4）�第２条第３項に基づく休業において、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計

が１年に達した場合　　　　　　　当該１年に達した日
５　�４（1）の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に会社にその旨を通知しな
ければならない。

1　�育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまで（第2条第2項及び第4項に基づく休業の
場合は、それぞれ定められた時期まで）を限度として従業員の希望により育児休業申出書（※）
に記載された期間とする。※P56参照

［解説］ここで敢えて「従業員の希望により」と入れました。それは、育児休業は子が１歳に達
する時まで取るものと思い込んでいるケースを散見するからです。休業期間は従業員本人の希
望に基づきます。できるだけ早く復帰し、会社に貢献したいと考えている従業員もいますので、ま
ずは従業員の希望を聞くようにしてください。また反対に、本人の希望よりも短い期間を会社が
決めることもできません。

　4　�労働者は会社の承認を得たうえで、育児休業申出書にて申出た育児休業の終了日を繰り上げ
ることができる場合がある。

［解説］第４項　育児介護休業法では労働者の希望のみで予定していた休業期間より早く復帰できるこ
とは定められていません。会社側は育児休業者の休業期間を考慮して業務の人員配置等を行っていること
もありますので、対応できない場合もあるでしょう。しかし育児休業者が預け先を早めに確保できた場合に復
帰を望むケースが増えていることから、職場の実情に合わせて柔軟に運用できる様に規定しています。

（育児休業中の情報提供）
第○�条　育児休業からの復帰が円滑に行われるために、育児休業中の従業員が従事していた職務

または復帰後に従事する予定の職務に関する情報および資料について、会社は適宜提供する
ように努めなければならない。

［解説］育児休業期間が長ければ長いほど、復帰への不安が増すことが考えられます。過度な情報提供
により、育児休業中の労働者に負担を強いることは望ましくありませんが、休業中の職場や職務の状況を
適宜知らせることは、会社が復帰を待っているというメッセージとなり、育児休業からの復帰時のモチベーシ
ョンに大きく影響します。
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（子の看護休暇）
第６条�
１　�小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（日雇従業員を除く）は、負傷し、又は疾病に
かかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業
規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が１人の場合は1年間につき５日、２人以上の
場合は１年間につき１０日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間と
は、4月1日から翌年３月３１日までの期間とする。ただし、労使協定によって除外された次の従業員か
らの子の看護休暇の申出は拒むことができる。

　　一　入社６か月未満の従業員
　　ニ　１週間の所定労働日数が２日以下の従業員�
２　子の看護休暇は、時間単位で取得することができる。
３　取得しようとする者は、原則として、事前に会社に申し出るものとする。�
４　�給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。

（育児休業中の臨時的就業）
第○条　�従業員からの申し出があり会社が認めた場合、育児休業中の従業員は就業することができる。
２　前条の就業の日数、時間、業務内容等については、会社と従業員の双方で話し合い、決定する。

［解説］育児休業中は絶対に働いてはならないということではありません。雇用保険の育児休業給付
金を受給していても、月80時間以下であり、その分の賃金が休業前賃金の８割を超えていなければ給
付金は賃金を受けた分だけ減額調整されますが、原則として支給停止にはなりません。育児休業者に
とっても、働いた分の賃金と給付金を併せると不利益にはなりません。しかし計画的に週に数日就労し
たり、半日勤務×月２０日就労するケースなどは、育児休業とは言えず短時間勤務と解釈することもでき
ます。あくまでも育児休業中の就労は、繁忙期のヘルプ、重要案件への対応など臨時的な働き方にと
どめるべきと考えます。また育休者本人の希望に関係なく、会社からの一方的な業務命令としての就
労は法に反することになりますので、ご注意ください。

事例紹介

　玄米ご飯や野菜を中心としたヘルシーメニューを提供する飲食店を運営しているため、社員は若い女性が
多い。結婚や出産を機に退職する社員もいるが、育児休業を取得して継続的に働く社員も増えてきている。
　ランチ時には店舗の外まで行列ができることが多く、店内の社員はフル稼働状態。そんなとき、育児休業
中のベテラン社員が数時間の臨時出勤をすることができる。育児休業中、ずっと現場から離れていて、いき
なり復職するとブランクの影響が出てしまうことがあるが、臨時出勤をすることでブランクを解消すること
に繋がる。会社としても忙しい時間帯のベテラン社員のヘルプは大変ありがたい。臨時出勤時に他の社員
とのコミュニケーションも取れるため、育児休業からのスムーズな復職にも繋がっている。

（株）Ｍｉｊｏａ

「育児休業中の臨時出勤」

事例紹介

　株式会社テレワークマネジメントでは、育児休業中の社員による短時間のテレワーク（在宅勤務）就労を
認めており、現在、1名が利用している。労働現場が見えにくいという問題点を解消するために、勤務の開
始・終業、途中の退席・着席を管理することができるソフトを利用して、労働時間の把握を行っている。ま
た、在宅時でも会議やチャットを可能にするITツールも導入し、オフィスにいるのと変わらない環境を整え
た。これらの効果として、長期に亘る育児休業の場合でも、復帰に向けた自信喪失やスキル低下を予防する
ことが可能となっている。

（株）テレワークマネジメント

「育児休業中の臨時出勤」

事例紹介

　子育て期の男性社員のために、有給での看護休暇を創設した。子ども1人（対象は高校生まで含む）につ
き、5日間の特別有給休暇となるので、例えば４人いれば、最大20日間、子どもの病気の時に利用できる。
配偶者が専業主婦であっても利用でき、女性はもちろんのこと、男性社員もほぼ全員が活用している。30
分単位で取得できるため、急な発熱での呼び出し、朝だけの通院という形での利用も多い。病気は急な発
生が多いため、事後申請でも対応できるようになっている。
　そのため入社を希望する女性技術者が増えている。また、メディア等の影響も重なり、広告宣伝費を使う
ことなく、地元で社名を認識されるようになり、受注に結びついている。

（株）長岡塗装

「男性も活用する、有給の看護休暇」
［塗装業　社員数30名］

［テレワーク導入支援業　社員数８名］

［飲食業　社員数60名］
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第４章　所定外労働の制限

 
（育児のための所定外労働の制限）
第７条�
１　�３歳に満たない子を養育する従業員（日雇従業員を除く）が当該子を養育するために申し出た場合に
は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。

２　�１にかかわらず、労使協定によって除外された次の従業員からの所定外労働の制限の申出は拒むこと
ができる。�

　　（1）入社1年未満の従業員�
　　（2）１週間の所定労働日数が２日以下の従業員
３　�申出をしようとする者は、１回につき、１か月以上１年以内の期間（以下この条において「制限期間」と
いう。）について、制限を開始しようとする日（以下この条において「制限開始予定日」という。）及び
制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の１か月前までに、申出書を
提出するものとする。この場合において、制限期間は、次条第３項に規定する制限期間と重複しないよ
うにしなければならない。

４　�会社は、所定外労働の制限の申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求め
ることがある。

５　�制限開始予定日の前日までに、申出に係る子の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった場
合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生し
た日に、会社にその旨を通知しなければならない。

６　�次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の
終了日は当該各号に掲げる日とする。�

　　（1）子の死亡等制限に係る子を養育しないこととなった場合　当該事由が発生した日�
　　（2）制限に係る子が３歳に達した場合　　　　　　　　　　���当該３歳に達した日�
　　（3）�申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日�
７　�６（1）の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知し
なければならない。

4　�前項で申出た期間内で、所定外労働の制限を適用する日については、会社と協議の上、曜日や
日数を選定することができる。

［解説］申し出た期間すべてに適用しなくても、曜日や日数を選定することができると、柔軟な運用が可能
になります。たとえば妻が月、水、金に利用し、夫が火、木に利用できれば、子育ての当事者だけでなく、会社
にとっても有意義な制度の利用方法となります。

事例紹介

　育児中の社員は、子どもの発熱などで急に休まなければならない事態に直面するケースが少なくない。し
かし、取引先とのアポイントやその社員が行かなければならない出張とバッティングすることもあり、対応に
苦慮したり、強いストレスを感じることがあるため、同社では、そのような場合、子連れ勤務を認めている。
　月１回、会社が行っている食事会や忘年会などは子連れ参加ＯＫとしているため、子どもたちと社員は面
識がある。そのため、子連れ勤務となっても子どもも会社にいる他の社員も抵抗がなく、スムーズに迎える
ことができる。社員全員で、みんなの子どもたちを見ていこうという意識が高まり、子育て中の社員にとって
心強いサポートとなっている。

（株）ワーク・ライフバランス

「子連れ出勤」
［コンサルティング業　社員数20名］



48 49

育
児
休
業
規
程

CHAPTER   

2

第５章　時間外労働の制限

 
（育児のための時間外労働の制限）
第８条�
１　�小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するために申し出た場合に
は、就業規則第◯条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障が
ある場合を除き、１か月について２４時間、１年について１５０時間を超えて時間外労働をさせること
はない。�

２�　�１にかかわらず、次の（1）から（3）のいずれかに該当する従業員からの時間外労働の制限の申出は
拒むことができる。

　　（1）日雇従業員�
　　（2）入社１年未満の従業員�
　　（3）１週間の所定労働日数が２日以下の従業員�
３　�申出をしようとする者は、１回につき、１か月以上1年以内の期間（以下この条において「制限期間」と
いう。）について、制限を開始しようとする日（以下この条において「制限開始予定日」という。）及び
制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の１か月前までに、申出書を
提出するものとする。この場合において、制限期間は、前条第３項に規定する免除期間と重複しないよ
うにしなければならない。

４　�会社は、時間外労働の制限の申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求め
ることがある。�

５　�制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が子を養育又は家族を介護し
ないこととなった場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として
当該事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

６　�次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の
終了日は当該各号に掲げる日とする。�

　　（1）�家族の死亡等制限に係る子を養育しないこととなった場合・・・当該事由が発生した日�
　　（2）制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合・・・子が６歳に達する日の属する年度の３月３１日�
　　（3）申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合
　��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・産前産後休業、育児休業の開始日の前日�
７　�６（1）の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知し
なければならない。

イクボスロールモデルインタビュー�

※このコラムは、「イクボスロールモデルインタビュー」から、再編集しました。 http://fathering.jp/ikuboss/

大堀商会は、リフォームの会社です。大

学卒業後、父の会社に入社して働いてい

ましたが、２８歳で父から受け継ぎ社長に

なりました。現場管理は古参の部長達が

行っていて、当初はダメダメな２代目ボンボ

ン社長でしたね。仕事の仕方自体、とても

生産性が悪かった。

そうこうしているうちに、会社がつぶれそ

うになったんですよ。従業員は離脱してい

くし、残る人は給料が高い激ボスばかり。

生産性もどんどん落ちていったし、メンバー

も仕事をやりにくくなったので、激ボスには

辞めていただきました。

会社の子育ての制度などは、基本的に

いじっていません。育休もありますが、従業

員は取らないし取れなかった。そこを、育休

はもちろん、家族の行事なども優先しよう

と従業員に伝え続けました。子どもを病院

に連れて行くとか、授業参観とか、三者面

談とか、子育てしていると用事や行事も多

いですからね。

業務部に女性が４人いますが、家族の

イベントにどれだけ参加できたか、スケジュ

ールで見えるようにしています。私自身の

出社は、５時から６時くらい。朝型に社風

を変えたいという意識はありましたね。午

後は生産性が上がらないし、１５時以降は

仕事したくなくなりますから（笑）。17－18

時には必ず帰るようにしています。そうする

と、子どもとの時間も取れますから。今の

生活サイクルは、本当にいいペースだと思

っています。

今後は、移動時間や業務そのものの時

間を減らせるようにしたいと思っています。Ｉ

Ｔツールを利用して、全社員にスマートフォ

ンを持たせています。先日サーバーも入れ

替えて、スケジュール共有もしやすくしまし

た。

全体で15％労働時間が減ったんです

が、売り上げは落ちなかった。つまり生産

性が上がったということです。社内でワーク

ライフバランスを実現するための「スマイル

プロジェクト」を立ち上げました。「社員が

やりがいを持って働き、家庭や地域社会で

も多様な生き方を選択・実現できる会社を

目指すこと」を目標に掲げています。

＜プロフィール＞
大堀商会は２０１３年度に３５周年を迎えた。入
社５年目、２８歳にして社長となり、よりお客様
の住まいを安心かつ快適にするには企業として
水道業だけでは対応が難しいと感じ、住宅リフ
ォームをスタート。３歳＆５歳の子のパパ。

制度は変えずとも風土を変えて
新発田市のリフォーム店の
トップ企業の立場を確立
住宅リフォーム（外装・内装・外構工事）、公共工事な
どを行っている株式会社大堀商会。地域シェア５％
以上、近隣お客様率５０％を誇る、超地域密着経営
で3年間で労働時間１５％削減の実践企業だ。

株式会社大堀商会 
代表取締役

大堀正幸さん
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第６章　深夜業の制限

 
（育児のための深夜業の制限）
第９条�
１　�小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するために申し出た場合に
は、就業規則第◯条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後１０時か
ら午前５時までの間（以下「深夜」という。）に労働させることはない。�

２　１にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの深夜業の制限の申出は拒むことができる。�
　　（1）日雇従業員�
　　（2）入社１年未満の従業員�
　　（3）申出に係る家族の１６歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員
　　　���①�深夜において就業していない者（1か月について深夜における就業が３日以下の者を含む。）で

あること。
　　　��②�心身の状況が申出に係る子の保育をすることができる者であること。�
　　　��③�６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産予定でなく、かつ産後８週間以内

でない者であること。�
　　（4）１週間の所定労働日数が２日以下の従業員�
　　（5）所定労働時間の全部が深夜にある従業員�
３　�申出をしようとする者は、１回につき、１か月以上６か月以内の期間（以下この条において「制限期間」
という。）について、制限を開始しようとする日（以下この条において「制限開始予定日」という。）及
び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の１か月前までに、申出書
を提出するものとする。�

４　�会社は、深夜業の制限の申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めるこ
とがある。�

５　�制限開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった
場合には、申出されなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生
した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

６　�次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間の
終了日は当該各号に掲げる日とする。�

　　（1）家族の死亡等制限に係る子を養育しないこととなった場合・・・当該事由が発生した日�
　　（2）制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合・・・子が６歳に達する日の属する年度の３月３１日�
　　（3）申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合　
　��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�・・・産前産後休業、育児休業の開始日の前日
７　�６（1）の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に、会社にその旨を通知し
なければならない。

８　�制限期間中の給与については、別途定める給与規定に基づく基本給を時間換算した額を基礎とした
実労働時間分の基本給と諸手当の全額を支給する。�

９　�深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務ヘ転換させることがある。

イクボスロールモデルインタビュー�

※このコラムは、「イクボスロールモデルインタビュー」から、再編集しました。 http://fathering.jp/ikuboss/

会社を立ち上げて６年目の２０１１年に、
システム開発プロジェクトマネージャーの
ための、土日のセミナーを受講。そこでた
またま小室さん（株式会社ワークライフ・
バランス代表取締役社長）の講義に出席
したんです。周りはシステム開発のマネー
ジャーばかりですので、会場の雰囲気もワ
ークライフ・バランスについて全く理解も
共感もできない感じでした。でも自分には
結構刺さって、「理想論かもしれないけれ
ど、これが実現できたらすごいな」と思いま
した。

まずは既存のインフラですぐできる「朝・
夜メール」を実践しました（注：職場の現状
把握に有効とされる手法。朝は各メンバ
ーが当日の予定を上司に送りチェックを
受ける。夜は退社前に朝メールした内容
をもとに実際の業務内容を記入して上司
にメールする、というもの）。それで誰が何
をやっているのかは共有できるようになっ
たのは良かったのですが、無駄を省いて
個人の生産性を追い求めるようになった
ら、コミュニケーションが少なくなりチーム
がギスギスするようになってしまいまして。
「楽しくない、これは違う」と思い、生産

性ばかりに目を向けるのではなく、コミュニ

ケーションを取って一緒に働く仲間のこと
をもっと知ろうと思って始めたのが現在ま
で続いている、毎週火曜日午後に３０分
間行う「おやつタイム」です。その日オフィ
スにいるメンバー全員で一旦仕事の手を
とめて、おやつを食べながらおしゃべりする
というものです。「週末こういうことをした」
「今、ハマっている趣味はこれ」とか、子
育てやプライベートのことについて話しま
す。各自がプライベートのことを話してくれ
るようになったので、それぞれの置かれて
いる状況をより深く共有できるようになりま
した。

会社立ち上げ当初は短期間で離職す
る社員もいたのですが、ここ３～４年はひ
とりも辞めていません。２年かけてようやく
働きやすい環境が整い、皆が職務を果た
し生産性を上げる努力をした結果、昨年
は経営的にもいい数字が出せました。今
期も人不足のなか採用も順調でさらにい
い数字を残せそうです。

＜プロフィール＞
IT企業でのサラリーマンを経て、２００６年に株
式会社ウィルド設立。現在、社員は社長含めて
１３名。家庭では、妻、長男（１２歳）、長女（１１
歳）、次男（８歳）、三男（６歳）の６人家族

社員数12名。IT企業勤務時代は、深夜残業当たり
前だった社長の大越氏。新聞でも取り上げられたユ
ニークな施策「おやつタイム」を導入した意図と効
果、そして社員定着率アップについて語った。

株式会社WYRD
社長

大越賢治さん

新聞でも取り上げられた
ユニークな施策「おやつタイム」を
導入した意図と効果
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第７章　所定労働時間の短縮措置等

 
（育児短時間勤務）
第１０条
１　�３歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の所定労働時間につい
て、以下のように変更することができる。

　　�所定労働時間を午前９時から午後４時まで（うち休憩時間は、午前１２時から午後１時までの１時間
とする。）の６時間とする（１歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途３０分ずつ２回の育児時
間を請求することができる。）。

２　�1にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
　　（1）日雇従業員
　　（2）１日の所定労働時間が6時間以下である従業員
　　（3）労使協定によって除外された次の従業員
　�　　（ｱ）入社１年未満の従業員
　�　　（ｲ）１週間の所定労働日数が２日以下の従業員
３　�申出をしようとする者は、１回につき、１か月以上１年以内の期間について、短縮を開始しようとする日
及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の１か月前までに、書面
にて申し出なければならない。その他適用のための手続等については、第３条から第５条までの規定
（第３条第２項及び第４条第３項を除く。）を準用する。

４　�本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間
分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。

５　�賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した
時間に対応する賞与は支給しない。

６　�定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているもの
とみなす。

1　�3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の所定労働時間
について、次のいずれかに変更することができる。

（１）�所定労働時間を午前9時から午後4時まで（うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とす
る。）の6時間とする（1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を
請求することができる。）、もしくは週の所定労働日数を４日とする。

（２）週の所定労働日数を４日とする
（３）月の所定労働日数を１６日とする

［解説］短時間勤務は１日の労働時間を短くするだけでなく、上記のように週や月の労働日数を減
らす方法もあります。家族のサポートの状況などによっては、労働日数が少ない制度の方が働きや
すい労働者もいますので、従業員や職場の状況によって柔軟に対応することをおすすめします。

5　�賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合であっても、業績
等に基づき評価し、賞与を支給する。

［解説］賞与については、算定期間内に本短時間勤務制度を利用した時間の分だけ一律に控
除するのではなく、短時間でも成果を出しているのであれば、成果について支給することをお
すすめします。時間が短くともフルタイムに劣らぬ成果を出すために工夫し、努力している場合
は、その努力を認め評価する姿勢も大切です。

4　�前項で申出た期間内で、育児短時間勤務を適用する日については、会社と協議の上、曜日や日
数を選定することができる。

［解説］「育児のための所定外労働の制限」と同様に、曜日や日数を選定できると、柔軟な運用が可能になります。
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第８章　その他の事項

 
（給与等の取扱い）
第１１条
１　育児休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
２　�賞与については、その算定対象期間に育児休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割
りで計算した額を支給する。

３　�定期昇給は、育児休業の期間中は行わないものとし、育児休業期間中に定期昇給日が到来した者につ
いては、復職後に昇給させるものとする。�

４　�退職金の算定に当たっては、育児休業をした期間を勤務したものとして勤続年数を計算するものとす
る。

 
（教育訓練）
第１２条
１　�会社は、３か月以上の育児休業をする従業員で、休業期間中、職場復帰プログラムの受講を希望する
者に同プログラムを実施する。

２　�会社は、別に定める職場復帰プログラム基本計画に沿って、当該従業員が休業をしている間、同プロ
グラムを行う。

３　同プログラムの実施に要する費用は会社が負担する。

（復職後の勤務）
第１３条
１　育児休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。
２　�１にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署
及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の１か月前までに正式に決定し
通知する。

（年次有給休暇）
第１４条
年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児休業をした日並びに子の看護休暇を
取得した日は出勤したものとみなす。
 
（法令との関係）
第１５条
育児休業、子の看護休暇、育児のための所定外労働の制限、育児のための時間外労働及び深夜業の制限
並びに所定労働時間の短縮措置等に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法そ
の他の法令の定めるところによる。
 
（附則）
本規則は、平成◯年◯月◯日から適用する。

2　�1にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、
部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、労働条件面での変更の有無やその程度を
説明し、本人の同意を得たうえで育児休業終了予定日の1か月前までに正式に決定し通知する。

［解説］育休復帰後の職務の変更等でのトラブルが絶えません。特に会社の事情により原職
に就かせることが不可能な場合には、業務の負担が従前よりも増えない配慮をしたり、労働条
件面での変更について、きちんと説明を行い、本人の同意を得ることが大切です。

事例紹介

　ある日、双子を妊娠した女性社員から「中途半端な復帰は会社に迷惑をかけるので退職したい」と申し出
があった。
その申し出者は創業期メンバーでスキルが高かったこと、本人は働けるなら働き続けたいという意志があっ
たこと、代替要員を採用して教育するのはとてもコストがかかることから、会社側としては短い時間の勤務
であってもなんとか残って欲しいと説得した。本人との面談の末、10:00～15:30の4.5時間勤務であれば
「なんとか頑張れる！」とのことだったので、その条件で復帰継続が可能となった。高スキル人材が継続雇
用できたことが最大の効果である。

（株）WYRD

「希望に応じた勤務時間」

事例紹介

　育休から復帰した社員の働き方は、それぞれの事情により異なるため、働き方と業務上のポジションにつ
いて丁寧に面談し、その上で給与や勤務時間などを決めている。その結果、短時間勤務だけでなく、在宅勤
務や勤務日数を減らした働き方（週３日勤務）など多様な働き方が可能になる。
　社員としては自分の事情にあった勤務が可能になるため、その範囲内でしっかりその能力を発揮してくれ
ている。優秀で社内業務の経験も多く積んだ社員が継続して働ける体制を取ることが、人材面で余裕がな
い中でも安定した戦力確保に繋がっている。クライアントから「計画情報研究所さんは、働きやすそうだよ
ね」という声を聞くこともあり、社外にも理解が広がっていることを感じている。

（株）計画情報研究所

「多様な復帰形態」

事例紹介

　人事考課を半期ごとに行っているが、昇格に関しては評価対象期間の出勤率は評価項目として設定して
いない。そのため、育休から復職後比較的早く昇格するケースがある。特に男性の育休取得者については、
復帰後に昇格し、中間管理職や施設長として活躍している職員もいる。「育休を経て『段取り力』が上が
り、業務効率化が進むためではないか」と病院長はコメントしている。
この効果として、男女問わず職員本人にとっては、出産・育児を経ても働き続けられるだけでなくキャリアア
ップを臨むことができ、企業にとっては、責任感と具体的目標を持って仕事に取り組む愛社精神のある人財
の育成へと繋がっている。

医療法人寿芳会　芳野病院

「復職後の昇格」

［webシステム開発　社員数12名］

［学術研究、専門・技術サービス業　社員数20名］

［病院　職員数286名］
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［参考資料］ ※育児休業を利用する社員は、休業開始日の1ヵ月前までに会社に申し出を行う必要があります。

育児休業申出書 
 

人事部長          殿 
［申出日］平成  年  月  日 
［申出者］    部    課 

氏 名 
 
私は、下記のとおり育児休業の申出をします。 
 

記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 休業に係る子の
状況 

2 1 の子が生まれて
いない場合の出産
予定者の状況 

3 休業の期間 

4 申出に係る状況 

（1）氏名 
（2）生年月日 
（3）本人との続柄 
（4）養子の場合、縁組成立の
年月日 

平成  年  月  日 

（1）氏名 
（2）出産予定日 
（3）本人との続柄 

平成  年  月  日から  年  月  日まで     
（職場復帰予定日 平成  年  月   日） 

（1）1歳までの育児休業の場
合は休業開始予定日の 1 か
月前、1 歳を超えての休業
の場合は 2 週間前に申し出
て 

（2）1の子について育児休業
の申出を撤回したことが 

（3）1の子について育児休業
をしたことが 

※ 1 歳を超えての休業の場
合は記入の必要はありませ
ん 

（5）（4）以外で 1歳を超えて
の休業の申出の場合 

（6）1歳を超えての育児休業
の申出の場合で申出者が育
児休業中でない場合 

いる・いない→申出が遅れた理由 
〔               〕 

ない・ある→再度申出の理由 
〔               〕 
ない・ある 
再度休業の理由 
〔               〕 

休業が必要な理由 
〔               〕 
配偶者が休業 している・していない 

（4）配偶者も育児休業をして
おり、規則第 2 条第 2 項に基
づき１歳を超えて休業しよ
うとする場合 

配偶者の休業開始（予定）日 
 
平成  年  月  日 

配偶者が休業　している・していない

［氏　名］

［参考資料］ ※社員から育児休業申出書の届けがあったら、会社は休業期間を明記した以下の様な通知書を社
　員に渡さなければなりません、

育児休業取扱通知書 
 
              殿 

平成  年  月  日 
株式会社 人事部長 

 
あなたから平成  年  月  日に育児休業の〔申出・期間変更の申出・申出の撤回〕がありま

したので下記のとおり通知します（ただし、期間の変更の申出があった場合には下記の事項の若干の
変更があり得ます。）。 
 

記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）上記のうち、１(1)から(4)までの事項は事業主の義務となっている部分、それ以外の事項は努力

義務となっている部分です。 

1 休業の期間
等 

2 休業期間中
の取扱い等 

3 休業後の労
働条件 

4 その他 

(1)適正な申出がされていましたので申出どおり平成  年  月  日から平成  年  
月  日まで休業してください。職場復帰予定日は、平成   年  月   日です。 

(2)申し出た期日が遅かったので休業を開始する日を平成  年  月  日にしてください。 
(3)あなたは以下の理由により休業の対象者でないので休業することはできません。 
 
 
 
 
(4)あなたが平成  年  月  日にした休業申出は撤回されました。 

(1）休業期間中については給与を支払いません。 
(2）所属は 部のままとします。 
(3）あなたの社会保険料は免除されます。 
(4）税については市区町村より直接納税通知書が届きますので、それに従って支払ってくださ
い。 

(5）毎月の給与から天引きされる社内融資返済金がある場合には、支払い猶予の措置を受ける
ことができますので、人事部労務課に申し出てください。 

(6）職場復帰プログラムを受講できますので、希望の場合は人事部労務課に申し出てください。 

(1）休業後のあなたの基本給は、  級  号      円です。  
(2）平成  年  月の賞与については算定対象期間に  日の出勤日がありますので、出勤
日数により日割りで計算した額を支給します。  

(3）退職金の算定に当たっては、休業期間を勤務したものとみなして勤続年数を計算します。 
(4）復職後は原則として   部で休業をする前と同じ職務についていただく予定ですが、休
業終了1か月前までに正式に決定し通知します。 

(5）あなたの 年度の有給休暇はあと  日ありますので、これから休業期間を除き平成  年  
月  日までの間に消化してください。 

次年度の有給休暇は、今後  日以上欠勤がなければ、繰り越し分を除いて  日の有給休
暇を請求できます。 

(1）お子さんを養育しなくなる等あなたの休業に重大な変更をもたらす事由が発生したときは、
なるべくその日に人事部労務課あて電話連絡をしてください。この場合の休業終了後の出勤日
については、事由発生後 2週間以内の日を会社と話し合って決定していただきます。  

(2）休業期間中についても会社の福利厚生施設を利用することができます。 

株式会社　人事部長
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※ この就業規則は「パートタイム労働法のあらまし」P63-68（平成２５年８月　厚生労働省）に掲載の就業規則です。　　
　出典：http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h.pdf
※ この規定例は、正社員に適用される就業規則とは別に、パートタイム労働者のみに適用される就業規則を作成（変更）する場合

の参考例として紹介するものです。したがって実際に就業規則を作成（変更）するに当たっては、事業所の実態を踏まえつつ十分
な検討を加え、事業所の実態に合った規則を作成するようにして下さい。

パートタイム就業規則 
非正規労働者が全雇用者の４割を占めている現在、正規で就業することを望んでい
ても叶わなかった人も多くいます。また子育て中はパートタイムで働いていたとして
も、いずれは正社員として働きたいと考えている人もいます。パートタイマーという働
き方であっても、一人の労働者として尊重し、能力を最大限に引き出す労務管理が
大切です。その意味でも育児・介護に関する制度（第18～25条）、正社員転換の規定
（第44条）、無期契約転換（第45条）の規定は明記することをお勧めします。
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イクボスロールモデルインタビュー�

※このコラムは、「イクボスロールモデルインタビュー」から、再編集しました。 http://fathering.jp/ikuboss/

資生堂時代は女性が働きやすい社
会を実現するために、インターネットを利
用した育児休業者の職場復帰支援サ
ービス新規事業をビジネスモデルで立
ち上げてそれを売りながら、最初は女性
が育休から復帰できないことが問題だと
ずっと思っていました。復帰支援のプロ
グラムを企業に売り歩く中でわかったの
は、復帰した後に、職場が長時間動労だ
と辞めてしまうという現実でした。

そして資生堂に辞表を受理いただい
た翌日に、私の妊娠がわかったのです。
私としては当時は、「起業とは夜討ち朝
駆けでやるものだ」という意識がありまし
た。でも１日３回吐いてしまうくらいのつ
わりだったので、そんな自分が起業でき
るというイメージが持てなかった。絶望し
て起業できないと思い込んで、創業期か
らのメンバーである大塚に涙ながらに話
した末、「育児して、仕事との両立を体
感して、それをノウハウにして、それをやり
ながら起業した方がいい気がしてきた」
と言うと、大塚が「そういうことです」って

（笑）。「そういう人と起業した方が、私
も実感が持てます」と言ってくれたので、
初めて、そうかこれって天命なんだと思い

ました。
社員の妊娠出産もあり、何で仕事が

終わらないのか、どういう仕事内容なの
か、どこで時間がかかっているのかがわ
からなかったんです。それをきっかけに、

「朝メール」が生まれました。インターネ
ット上で、出社時に1日の業務予定を立
て、終業時に1日を振り返り、時間の使
い方や業務進捗等を「見える化」できま
す。

根本は、長時間労働を変えること。そ
れができないと、男性が育休を取りにく
いですし、女性も働きやすくならないです
し、女性が能力を発揮できたり、仕事へ
のモチベーションも生まれない。「短時間
で生産性を高く働いた人を一番に評価
しましょう」とルールも変えて、両輪でや
っていく必要があります。

＜プロフィール＞
資生堂在職中に女性が働きやすい社会を実現す
るために、インターネットを利用した育児休業者
の職場復帰支援サービス新規事業を立ち上げ。
資生堂退社後、株式会社ワーク・ライフバランス
を設立。厚生労働省「イクメンプロジェクト」委
員など歴任。２児の母。

仕事の見える化の「朝メール」
根本は、長時間労働を
やめること
自社の働き方改革はもちろん、全国約900社でコン
サルティングを手がけ、内閣府、厚生労働省、経済
産業省などの委員を歴任。全国で講演、執筆活動を
行っている。

株式会社ワーク・ライフバランス　
代表取締役社長

小室淑恵さん
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パートタイム労働者就業規則の規定例

第1章　総　　則

（目的）
第１条　この規則は、○○株式会社就業規則第○○条第○項に基づき、パートタイム労働者の労働条

件、服務規律その他の就業に関することを定めるものである。
２　�この規則に定めないことについては、労働基準法その他の関係法令の定めるところによる。

（定義）
第２条　この規則において「パートタイム労働者」とは、第２章の定めにより採用された者で所定労働時間が

１日○時間以内、１週○○時間以内又は１カ月○○○時間以内の契約内容で採用された者をいう。

（規則の遵守）
第３条　会社及びパートタイム労働者は、この規則を守り、お互いに協力して業務の運営に当たらなければ

ならない。
 

第２章　採用および労働契約

（採用）
第４条　�会社は、パートタイム労働者の採用に当たっては、就職希望者のうちから選考して採用する。

（労働契約の期間等）
第５�条　会社は、労働契約の締結に当たって期間の定めをする場合には、３年（満６０歳以上のパートタイ

ム労働者との契約については５年）の範囲内で、契約時に本人の希望を考慮の上各人別に決定し、別
紙の労働条件通知書で示す。

２　�前項の場合において、当該労働契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を別紙の労
働条件通知書で示す。

３　当該契約について更新する場合又はしない場合の判断の基準は、以下の事項とする。
　　①契約期間満了時の業務量により判断する。
　　②�当該パートタイム労働者の勤務成績、態度により判断する。
　　③当該パートタイム労働者の能力により判断する。
　　④会社の経営状況により判断する。
　　⑤従事している業務の進捗状況により判断する。

（労働条件の明示）
第６条　会社は、パートタイム労働者の採用に際しては、別紙の労働条件通知書及びこの規則の写しを交

付して労働条件を明示する。

（本規則制定にあたって）
○○株式会社（以下「会社」という）は変化する社会の中で常に業績を出し続けるために、本就業規則を
通じて、正社員およびパートタイム労働者一人ひとりのキャリアの成長と人生を応援する。　
そのため、労使一体となって多様性を尊重し、個人の能力を最大限に発揮できる職場づくりに励むものと
する。また、労働者が私生活上の責任を果たしながら働くことは、社員の幸せに留まらず、会社、地域、ひい
ては次世代に連鎖するものと考え、本規則を制定（変更）した。

［解説］イクボス式就業規則では、労働者のワーク・ライフバランスを大切にしつつも、会社としての
成果に結びつく労務管理が大切と考えているため、冒頭でどういうメッセージを伝えたいのか、またなぜ
その様に考えるのかを明示しています。
また正社員に限らずパートタイム労働者も会社と一緒に成長することを伝えることが大切です。
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第３章　服務規律

（服務）
第７条�パートタイム労働者は、業務の正常な運営を図るため、会社の指示命令を守り、誠実に服務を遂行すると
ともに、次の各事項をよく守り、職場の秩序の保持に努めなければならない。

　　①会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと
　　②会社、取引先等の機密を他に漏らさないこと
　　③�みだりに遅刻、早退、私用外出及び欠勤をしないこと。やむを得ず遅刻、早退、私用外出及び欠勤をす

るときは、事前に上司に届け出ること
　　④勤務時間中は、みだりに定められた場所を離れないこと
　　⑤許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
　　⑥職務を利用して自己の利益を図り、また不正な行為を行わないこと
 

第４章　労働時間、休憩及び休日

（労働時間及び休憩）
第８条　�始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。
　　　　���始業時刻　○時
　　　　���終業時刻　○時
　　　　���休憩時間　○時から○時まで
２　�前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに休

憩時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。
３　�休憩時間は、自由に利用することができる。

（休日）
第９条　休日は、次のとおりとする。
　　①日曜日及び土曜日
　　②国民の祝日（振替休日を含む。）及び国民の休日（５月４日）
　　③年末年始（１２月○○日より、１月○日まで）
　　④その他会社が指定する日

（休日の振替）
第１０条　前条の休日については、業務の都合上やむを得ない場合は、あらかじめ他の日と振り替えるこ

とがある。ただし、休日は４週間を通じ８日を下回らないものとする。

（時間外及び休日労働）
第１１条　�会社は、第８条第１項で定める労働時間を超えて労働させ、また第９条で定める休日に労働させないものとする。
２����前項の規定にかかわらず、業務の都合上やむを得ない場合は、○○株式会社就業規則第○○条第○項

に定める社員（以下「社員」という。）の所定労働時間を超えない範囲内で労働させることができる。

（出退勤手続）
第１２条　�パートタイム労働者は、出退勤に当たって、各自のタイムカードに、出退勤の時刻を記録しなければならない。
２����タイムカードは自ら打刻し、他人にこれを依頼してはならない。

第５章　休暇等

（年次有給休暇）
第１３条　６カ月以上継続して勤務し、会社の定める所定労働日数の８割以上出勤したときは、次表のと

おり年次有給休暇を与える。

２　�年次有給休暇を取得しようとするときは、所定の用紙によりその期日を指定して事前に届け出るものとする。
３　��パートタイム労働者が指定した期日に年次有給休暇を取得すると事業の正常な運営に著しく支障があると
認められるときは、他の日に変更することがある。

４　�前項の規定にかかわらず、従業員の過半数を代表する者との協定により、各パートタイム労働者の有する
年次有給休暇日数のうち５日を超える部分について、あらかじめ期日を指定して計画的に与えることがある。

５　�当該年度の年次有給休暇で取得しなかった残日数については、翌年度に限り繰り越される。

（年次有給休暇の時間単位での付与）
第14条　労使協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、１年について５日の範囲内で、次により

時間単位の年次有給休暇（以下「時間単位年休」という。）を付与する。
（１）時間単位年休付与の対象者は、すべてのパートタイム労働者とする。
（２）時間単位年休を取得する場合の、１日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
　　�①所定労働時間が５時間を超え６時間以下の者・・・６時間
　　�②所定労働時間が６時間を超え７時間以下の者・・・７時間
　　�③所定労働時間が７時間を超え８時間以下の者・・・８時間
（３）時間単位年休は１時間単位で付与する。
（４）�本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の１時

間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。
（５）�上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。

（産前産後の休業）
第１５条　６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産する予定のパートタイム労働者は、請求によっ

て休業することができる。
２　�産後８週間を経過しないパートタイム労働者は就業させない。ただし、産後６週間を経過したパートタイム
労働者から請求があった場合には、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。

雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数 

10日  

７日 
５日 
３日 
１日 

11日 

８日 
６日 
４日 
２日 

12日

９日 
６日 
４日 
２日 

14日  

10日  
８日 
５日 
２日 

16日 

12日  
９日  
６日  
３日  

18日  

13日  
10日  
６日 
３日 

20日 

15日  
11日  
７日 
３日 

６カ月 
１年
６カ月

２年
６カ月

３年
６カ月

４年
６カ月

５年
６カ月

６年６カ月
以上 

30時間以上  

30時間
未満  

５日 
４日 
３日 
２日 
１日 

週所定
労働時間

週所定
労働日数 
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（育児時間等）
第１６条　生後１年未満の子を育てるパートタイム労働者から請求があったときは、休憩時間のほか１日に

ついて２回、１回について３０分の育児時間を与える。
２　生理日の就業が著しく困難なパートタイム労働者から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。

（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置）
第17条　妊娠中又は出産後１年以内のパートタイム労働者が母子保健法の規定による健康診査等のため

に勤務時間内に通院する必要がある場合は、請求により次の範囲で通院のための休暇を認める。ただ
し、医師又は助産師（以下「医師等」という。）の指示がある場合は、その指示による回数を認める。�

　����①妊娠２３週まで　　　　　��４週間に１回
　����②妊娠２４週から３５週まで　２週間に１回
　����③妊娠３６週以降　　　　　�１週間に１回
２　�妊娠中のパートタイム労働者に対し、通勤時の混雑が母体の負担になると認められる場合は、本人の
請求により始業時間を３０分繰下げ、終業時間を３０分繰上げることを認める。ただし、本人の請求に
より合計１日１時間以内を限度として繰下げ又は繰上げ時間の調整を認める。

３　�妊娠中のパートタイム労働者が業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、本人の請求によ
り所定の休憩以外に適宜休憩をとることを認める。

４　�妊娠中及び出産後１年以内のパートタイム労働者が、健康診査等を受け医師等から指導を受けた場
合は、その指導事項を守ることができるようにするために次のことを認める。

　����①作業の軽減
　����②勤務時間の短縮
　����③休業

（育児休業）
第１８条　育児のために休業することを希望するパートタイム労働者（日雇パートタイム労働者を除く）であ

って、１歳に満たない子と同居し、養育する者は、申出により、育児休業をすることができる。
２　�配偶者がパートタイム労働者と同じ日から又はパートタイム労働者より先に育児休業をしている場合、
パートタイム労働者は、子が１歳２か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児
休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。

３　�次のいずれにも該当するパートタイム労働者は、子の１歳の誕生日から１歳６か月に達するまでの間で
必要な日数について育児休業をすることができる。なお、休業を開始しようとする日は、原則として子
の１歳の誕生日に限るものとする。

����（1）�パートタイム労働者又は配偶者が原則として子の1歳誕生日の前日に育児休業をしていること
����（2）�次のいずれかの事情があること
　��������①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
　��������②�パートタイム労働者の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳以後育児に当た

る予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
４　�育児休業をすることを希望するパートタイム労働者は、原則として、育児休業を開始しようとする日の１
か月前（前項に基づく休業の場合は、２週間前）までに、育児休業申出書を人事担当者に提出するこ
とにより申し出るものとする。

５　�育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者に対し、育児
休業取扱通知書を交付する。

（介護休業）
第１９条　要介護状態にある家族を介護するパートタイム労働者（日雇パートタイム労働者を除く）は、申

出により、介護を必要とする家族1人につき、要介護状態ごとに１回、のべ９３日間までの範囲内で介
護休業をすることができる。

２　�要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、２週間以上の期間
にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。

　����①�配偶者、父母、子、配偶者の父母
　����②同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫
３　�介護休業をすることを希望するパートタイム労働者は、原則として、介護休業を開始しようとする日の２週
間前までに、介護休業申出書を人事担当者に提出することにより申し出るものとする。

４　�介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者に対し、介
護休業取扱通知書を交付する。

（子の看護休暇）
第２０条　小学校就学の始期に達するまでの子を養育するパートタイム労働者（日雇パートタイム労働者を

除く）は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診
断を受けさせるために、就業規則第１３条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が１人の場合は
１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき１０日を限度として、子の看護休暇を取得することが
できる。

（介護休暇）
第２１条　要介護状態にある家族の介護その他の世話をするパートタイム労働者（日雇パートタイム労働

者を除く）は、就業規則第１３条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は１年間
につき５日、２人以上の場合は１年間につき１０日を限度として、介護休暇を取得することができる。

（所定外労働の免除）
第２２条　３歳に満たない子を養育するパートタイム労働者（日雇パートタイム労働者を除く）が当該子を

養育するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超え
て労働をさせることはない。�

（時間外労働及び深夜業の制限）
第２３条　小学校就学の始期に達するまでの子を養育するパートタイム労働者が当該子を養育するため又

は要介護状態にある家族を介護するパートタイム労働者が当該家族を介護するために申し出た場合に
は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、１か月について２４時間、１年について１５０時間を超
えて時間外労働をさせること又は深夜に労働させることはない。

（育児・介護のための短時間勤務）
第２４条　３歳に満たない子を養育するパートタイム労働者又は第１９条第２項に定める要介護状態にある

家族を介護するパートタイム労働者（日雇パートタイム労働者を除く）は、申し出ることにより、１日の所
定労働時間を６時間まで短縮する短時間勤務をすることができる。

２　育児のための短時間勤務をしようとする者は、１回につき１年以内（ただし、子が３歳に達するまで）
の期間について、短縮を開始しようとする日（短縮開始予定日）及び短縮を終了しようとする日（短縮

　�
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終了予定日）を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の１か月前までに、短時間勤務申出書によ
り人事担当者に申し出なければならない。

３　介護のための短時間勤務をしようとする者は、１回につき９３日（その対象家族について介護休業をした
場合又は異なる要介護状態について短時間勤務の適用を受けた場合は、９３日からその日数を控除した
日数）以内の期間について、短縮開始予定日及び短縮終了予定日を明らかにして、原則として、短縮開始予
定日の２週間前までに、人事担当者に申し出なければならない。

（育児・介護のためのその他の取扱い）
第２５条　育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のた

めの時間外労働及び深夜業の制限、育児短時間勤務並びに介護短時間勤務に関して、この規則に定
めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。

第６章　賃金
（賃金）
第２６条　�賃金は、次のとおりとする。
　����①基本給　時間給とし、職務内容、成果、能力、経験等を考慮して各人別に決定する。
　����②諸手当
　　　　　通勤手当　�通勤に要する実費を支給する。ただし、自転車や自動車などの交通用具を使用し

ているパートタイム労働者については、別に定めるところによる。
　　　　　皆勤手当　�当該賃金計算期間中の皆勤者に支給する。　月額　　○○円
　　　　　所定時間外労働手当　�第８条第１項の所定労働時間を超えて労働させたときは、次の算式に

より計算して支給する。
　　　　　（１）１か月６０時間以下の時間外労働について
　　　　　　　�基本給×1.25×時間外労働時間数
　　�　　　　　皆勤手当÷１年を平均した月所定労働時間数×1.25×時間外労働時間数
　　　　　（２）１か月６０時間を超える時間外労働について
　　　　　　　�基本給×1.50×時間外労働時間数
　　　　　　　�皆勤手当÷１年を平均した月所定労働時間数×1.50×時間外労働時間数
　　　　　休日労働手当　�第９条の所定休日に労働させたときは、次の算式により計算して支給する。
　　　　　　��基本給×1.35×休日労働時間数
　　　　　　　�皆勤手当÷１年を平均した月所定労働時間数×1.35×休日労働時間数
　　　　　深夜労働手当　�午後１０時から午前５時までの間に労働させたときは、次の算式により計算し

て支給する。
　　　　　　　�基本給×0.25×深夜労働時間数
　　　　　　　�皆勤手当÷１年を平均した月所定労働時間数×0.25×深夜労働時間数

（休暇等の賃金）
第２７条　第１３条第１項で定める年次有給休暇については、所定労働時間労働したときに支払われる通

常の賃金を支給する。
２　第１５条で定める産前産後の休業期間については、有給（無給）とする。
３　第１６条第１項で定める育児時間については、有給（無給）とする。
４　第１６条第２項で定める生理日の休暇については、有給（無給）とする。

５　第１７条第１項で定める時間内通院の時間については、有給（無給）とする。
６　第１７条第２項で定める遅出、早退により就業しない時間については、有給（無給）とする。
７　第１７条第３項で定める勤務中の休憩時間については、有給（無給）とする。
８　�第１７条第４項で定める勤務時間の短縮により就業しない時間及び休業の期間については、有給（無
給）とする。

９　第１８条で定める育児休業の期間については、有給（無給）とする。
１０��第１９条で定める介護休業の期間については、有給（無給）とする。
１１��第２０条で定める看護休暇の期間については、有給（無給）とする。
１２��第２１条で定める介護休暇の期間については、有給（無給）とする。
１３��第２３条で定める深夜業の免除により就業しない時間については、有給（無給）とする。
１４��第２４条で定める短時間勤務により就業しない時間については、有給（無給）とする。

（欠勤等の扱い）
第２８条　欠勤、遅刻、早退、及び私用外出の時間数に対する賃金は支払わないものとする。この場合の

時間数の計算は、分単位とする。

（賃金の支払い）
第２９条　賃金は、前月○○日から当月○○日までの分について、当月○○日（支払日が休日に当たる場

合はその前日）に通貨で直接その金額を本人に支払う。
２　次に掲げるものは賃金から控除するものとする。
　����①源泉所得税
　����②住民税
　����③雇用保険及び社会保険の被保険者については、その保険料の被保険者の負担分
　����④その他、従業員の過半数を代表する者との書面による協定により控除することとしたもの

（昇給）
第３０条��１年以上勤続し、成績の優秀なパートタイム労働者については、その勤務成績、職務遂行能力等

を考慮し昇給を行う。
２　昇給は、原則として年１回とし、○月に実施する。

（賞与）
第３１条　毎年○月○日及び○月○日に在籍し、○カ月以上勤続したパートタイム労働者に対しては、その

勤務成績、職務内容等を考慮し賞与を支給する。
２　�賞与は、原則として年２回、○月○日及び○月○日（支払日が休日に当たる場合はその前日）に支給する。
３　�支給額及び支給基準は、その期の会社の業績を考慮してその都度定める。

（退職金）
第３２�条　勤続○年以上のパートタイム労働者が退職し、又は解雇されたときは、退職金を支給する。ただ

し第４８条第２項により懲戒解雇された場合は、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
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（退職金額等）
第３３条　退職金は、退職又は解雇時の基本給に勤続年数に応じて定めた別表（略）の支給率を乗じて

計算した金額とする。
　　�退職金は、支給事由の生じた日から○カ月以内に退職したパートタイム労働者（死亡した場合はその
遺族）に支払う。

第７章　退職、雇止め及び解雇

（退職）
第３４条　�パートタイム労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
　����①�労働契約に期間の定めがあり、かつ、労働条件通知書にその契約の更新がない旨あらかじめ示さ

れている場合は、その期間が満了したとき
　����②�本人の都合により退職を申し出て会社が認めた時、又は退職の申し出をしてから１４日を経過したとき
　����③�本人が死亡したとき
２　�パートタイム労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又
は退職の事由（退職の事由が解雇の場合はその理由を含む。）について証明書を請求した場合は、
遅滞なくこれを交付する。

（雇止め）
第３５条　労働契約に期間の定めがあり、労働条件通知書にその契約を更新する場合がある旨をあらか

じめ明示していたパートタイム労働者の労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約が満了する
日の３０日前までに予告する。

２　�前項の場合において、当該パートタイム労働者が、雇止めの予告後に雇止めの理由について証明書を
請求した場合には、遅滞なくこれを交付する。雇止めの後においても同様とする。

（解雇）
第３６条　パートタイム労働者が、次のいずれかに該当するときは解雇する。この場合において、少なくとも

３０日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の３０日分以上の解雇予告手当を支払う。
　　①�勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業

に適さないと認められたとき
　　②�業務上の負傷又は疾病による療養の開始後３年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合で

あって、パートタイム労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき（会社が
打切り補償を支払ったときを含む。）

　　③�身体又は精神に障害がある場合で、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなお業務に
耐えられないと認められたとき

　　④�事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業
の継続が困難となったとき又は事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務
に転換させることが困難なとき

　　⑤�その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
２　前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。
３　�パートタイム労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に当該解雇の理由について証明
書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

第８章　福利厚生等

（福利厚生）
第37条　会社は、福利厚生施設の利用等福利厚生については、社員と同様の取り扱いをする。

（雇用保険等）
第38�条　会社は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の被保険者に該当するパートタイム労働者につ

いては、必要な手続きをとる。

（教育訓練の実施）
第39�条　会社は、社員に実施する教育訓練で当該社員が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するものにつ

いては、職務内容が同一のパートタイム労働者に対して、社員と同様に実施する。
２　�会社は、前項のほか、パートタイム労働者の職務内容、成果、能力、経験等に応じ教育訓練を実施す
る。

第９章　安全衛生及び災害補償

（安全衛生の確保）
第40�条　会社は、パートタイム労働者の作業環境の改善を図り安全衛生教育、健康診断の実施その他必

要な措置を講ずる。
２　�パートタイム労働者は、安全衛生に関する法令、規則並びに会社の指示を守り、会社と協力して労働
災害の防止に努めなければならない。

（健康診断）
第41�条　引き続き1�年以上（労働安全衛生規則第13条第１項第２号に掲げる業務に従事する者について

は６カ月以上）使用され、又は使用することが予定されているパートタイム労働者に対しては、採用の
際及び毎年定期に健康診断を行う。

２���有害な業務に従事するパートタイム労働者に対しては、特殊健康診断を行う。

（安全衛生教育）
第42�条　パートタイム労働者に対し、採用の際及び配置換え等により作業内容を変更した際には、必要な

安全衛生教育を行う。

（災害補償）
第43�条　パートタイム労働者が業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合

は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。
２　�パートタイム労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する場合の最初の３日間につい
ては、会社は平均賃金の60％の休業補償を行う。



71

パ
ー
ト
タ
イ
ム
就
業
規
則 

CHAPTER   

3

70

第１０章　社員への転換

（社員への転換）
第４４条　１年以上勤続し、社員への転換を希望するパートタイム労働者については、次の要件を満たす

場合、社員として採用し、労働契約を締結するものとする。
　����①１日８時間、１週４０時間の勤務ができること
　����②所属長の推薦があること
　����③面接試験に合格したこと
２　前項の場合において、会社は当該パートタイム労働者に対して必要な教育訓練を行う。
３　�年次有給休暇の付与日数の算定及び退職金の算定において、パートタイム労働者としての勤続年数を
通算する。

４　転換時期は毎年４月１日とする。

第１１章　無期労働契約への転換

（無期労働契約への転換）
第４５�条　期間の定めのある労働契約で雇用するパートタイム労働者のうち、通算契約期間が５年を超え

る者は、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もの
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ヶ月以上ある社員については、それ以前の契約期間は通算契約期
間に含めない。

３　�この規則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。

 
第１２章　表彰及び懲戒

（表彰）
第４６条　�パートタイム労働者が次の各号のいずれかに該当するときは表彰をする。
　����①永年勤続し、勤務成績が優れているとき（永年勤続は○年、○年、○年とする）
　����②�勤務成績が優れ、業務に関連して有益な改良、改善、提案等を行い、業績の向上に貢献したとき
　����③�重大な事故、災害を未然に防止し、又は事故災害等の非常の際に適切な行動により災害の拡大を

防ぐ等特別の功労があったとき
　����④人命救助その他社会的に功績があり、会社の名誉を高めたとき
　�����⑤その他前各号に準ずる行為で、他の従業員の模範となり、又は会社の名誉信用を高めたとき

（表彰の種類）
第４７条　表彰は、表彰状を授与し、あわせて表彰の内容により賞品もしくは賞金の授与、特別昇給又は

特別休暇を付与する。
２　表彰は、個人又はグループを対象に、原則として会社創立記念日に行う。

（懲戒の種類）
第４８条　�会社は、その情状に応じ次の区分により懲戒を行う。
　����①け�ん�責　始末書を提出させ将来を戒める。
　����②�減　　給��始末書を提出させ減給する。ただし、減給は、１回の額が平均賃金の１日分の５割（２分の１）を

超え、総額が１賃金支払期間における賃金の１割（１０分の１）を超えることはない。
　����③�出勤停止��始末書を提出させるほか、○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しな

い。
　����④懲戒解雇��即時に解雇する。

（懲戒の事由）
第４９条　�パートタイム労働者が次のいずれかに該当するときは、けん責、減給又は出勤停止とする。
　����①正当な理由なく無断欠勤○日以上に及ぶとき
　����②正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をするなど勤務に熱心でないとき
　����③�過失により会社に損害を与えたとき
　����④素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき
　����⑤会社内において、性的な言動によって他人に不快な思いをさせたり、職場の環境を悪くしたとき
　����⑥��会社内において、性的な関心を示したり、性的な行為をしかけたりして、他の従業員の業務に支障

を与えたとき
　����⑦その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があったとき
２　パートタイム労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。
　����①正当な理由なく無断欠勤○日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
　����②正当な理由なく欠勤、遅刻、早退を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めないとき
　����③�会社内における窃取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社

外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき
　����④故意又は重大な過失により会社に損害を与えたとき
　����⑤素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき
　����⑥職責を利用して交際を強要したり、性的な関係を強要したとき
　����⑦重大な経歴詐称があったしたとき
　����⑧その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があったとき
 
　��附則
　この規則は、平成○年○月○日から実施する。
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タイトル 掲載ページ

事例紹介
企業名 事業内容 従業員数 本社

所在地

「在宅可能、を労働条件に明示」

「多様な人事制度の広報」

「直行直帰と時間効率」
「10分単位の有給休暇」

「おやつタイム」
「希望に応じた勤務時間」

「質の高い休憩時間を確保」

「多様な資格取得サポートによる
高スキル社員の定着」

「制約社員のニーズに沿った
労働時間設定」

「繁忙期を避けた長期休暇取得の
促進」

「プラス１配置による残業ゼロ」

「在宅スタッフの力で、残業ゼロ」

「年次有給休暇は疾病理由に
使わない」

「平等公平な手当」
「資格取得をサポート」

「フレックス賃金制度」　
「育児休業中の臨時出勤」

「定年延長による知恵と経験の伝承」
「男性も活用する、有給の看護休暇」

「育児休業中の臨時出勤」

「子連れ出勤」

「多様な復帰形態」

「復職後の昇格」

80名

２８１名

１４名

２５名

７２名

８名

２２１名

６０名

２０名

２０名

２８６名

４３名

３０名

８名

２５名

３０名

１２名

神奈川県

宮崎県

神奈川県

福岡県

愛知県

愛媛県

大阪府

東京都

石川県

福岡県

福岡県

島根県

新潟県

東京都

東京都

東京都

東京都

P8

P14

P15

P14

P15

P19

P45

P47

P55

P55

P8

P29
P44

P11
P17

P14
P55

P15
P33

P21
P33

P21
P45

育児・ペット用品の
企画・輸入・販売

web制作・ＥＣ事業

学校教材卸売業

建設機材レンタル業

研修・事務代行、
コンサルティング

建設業

飲食業

コンサルティング業

学術研究、
専門・技術サービス業

病院

商社

塗装業

テレワーク導入支援

建設業

保育園

wｅｂシステム開発

イベント保育・
事業所内保育

株式会社ダッドウェイ

株式会社Ａｍａｎ－Ｓｔｙｌｅ

グランコーヨー株式会社

拓新産業株式会社

株式会社マザーリーフ

愛建電工株式会社

株式会社Ｍｉｊｏａ

株式会社ワーク・ライフバランス

株式会社計画情報研究所

医療法人寿芳会 芳野病院

小菅株式会社

株式会社長岡塗装店

株式会社テレワークマネジメント

株式会社大堀商会

一般財団法人損保ジャパン
日本興亜スマイルキッズ

株式会社ＷＹＲＤ

株式会社ＯＺ　Ｃｏｍｐａｎｙ

　Fathering Japanでは2014年から「イクボスプロジェクト」を開始。男性の育児

家事時間を増やすには企業（職場）の上司の意識と働き方を変える必要があると

考え、イクボスを養成すべく企業内研修などを行っています。その後2016年には女

性活躍推進法が施行され、「一億総活躍」をテーマに「働き方の改革」が国や自治

体でも主な政策としてスタート、企業にも求められるようになりました。企業で働く

人は多様化し、特に育児や介護等との両立で「働く時間に制約のある社員」が増え

ています。また今後日本では子どもの数は増えず、労働者人口も減少していきます。

企業の採用においても超・売手市場になっていくでしょう。

　そんな情況において今後、中小企業が生き残っていくにはどうすればいいか？

2015年に発足した「イクボス中小企業同盟」ではそのことをテーマに活動開始し、

中小・零細でもキラリと光る会社を発掘・データベース化してきました。社長の辣

腕なイクボス振りやユニークなルール、目を見張るＷＬＢの取り組みが沢山あった

ので「それを一度まとめてみたい」と考え、社会保険労務士の皆さんとこの『イクボ

ス式会社の就業規則集』を制作しました。社員のやる気がアップし生産性が向上

する経営方針とは何か？新人採用に有利な社内ルールとは何か？すべての会社に

当てはまる「正解」はないと思いますが、「今のままでいい」「うちは昔からこうや

ってきた」ではなく、まずは貴社の就業規則を見直して必要あれば社員と相談して

「上書き」してみてはいかがでしょうか？この冊子がそのヒントになり、働く人が、

笑顔で働きがいのある元気な会社が増えることをFJイクボスプロジェクトでは願っ

ています。

おわりに

NPO法人ファザーリング・ジャパン 代表理事

安藤哲也
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仕事と育児の両立が困難になり退職した翌年、社会保険労務士に転向。アウトソーシング会社にて社労士業務に７年間従事した
後、厚生労働省東京労働局雇用均等室に勤務し、次世代法担当となる。現在は、すべての人が働きがいを感じつつ人生を豊かに
過ごすことができる社会の実現に向けて、ワークライフバランス、ダイバーシティ、再就職を中心としたコンサルティング業務、セ
ミナー、執筆等の活動を行っている。
主な著書：「仕事と介護両立ハンドブック」（生産性情報センター）、「子育て社員を活かすコミュニケーション」（労働調査会）

特定社会保険労務士、キャリアコンサルティング技能士2級
グラース社労士事務所代表　http://grasse-sr.com/
NPO法人ファザーリング･ジャパン賛助会員　イクボス企業同盟事務局担当

新田香織  Nitta  Kaori

1977年生まれ。デザイン系大学を卒業後、回転すし職人、フリーター（ニート？）を経て社会保険労務士として開業。三児の父。
現在は、特定非営利活動法人ＢｉｔＬ（ビットル）理事長、あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会（愛知労働局、愛知県、経
済団体、労働団体、名古屋市、有識者で構成）有識者委員、愛知県「イクメン応援会議」委員、名古屋市男女平等参画審議会委
員、名古屋市「女性の活躍推進企業認定表彰制度」認定審査会審査委員 、名古屋市「子育て支援企業認定制度」認定審査会
審査委員、瀬戸市男女共同参画審議会委員、刈谷市男女共同参画推進懇話会委員も務める。

特定社会保険労務士
横井寿史社会保険労務士事務所所長　http://www7b.biglobe.ne.jp/~bitl/index.htm
NPO法人ファザーリング・ジャパン理事

横井寿史  Yokoi　Hisashi

化学メーカー、環境系コンサル会社で長時間労働を経験し、本格的に労働法の勉強を始める。社労士試験合格後、「男女問わず
生き生きと働き、育児にも取り組むことができる社会」の実現をめざし、2010年に天野社会保険労務士事務所を開業。企業の残
業時間削減やメンタルヘルス対策、組織活性やワークライフバランスに関する研修などを行う。また、学生へのキャリア教育に注
力し、龍谷大学非常勤講師に就任するほか、ＮＰＯ法人の活動を通じて地方自治体での講演も行っている。2014年４月に「社労
士パパが教える子育て世代のライフプラン」を出版し、将来が楽しくなるライフプラン作りの講演も行っている。

特定社会保険労務士、キャリアコンサルティング技能士2級
天野社会保険労務士事務所代表　http://amano-sr.com/
NPO法人ファザーリング･ジャパン賛助会員　

天野勉  Amano Tsutomu

編集：髙祖常子（株式会社ブライト・ウェイ）  デザイン：坂本真一郎（クオルデザイン） イラスト：タカハラユウスケ

中央大学法学部卒業。ベンチャー企業で総務部長をしていたが、出産を機にリタイア。子育てしながら資格試験に取組み、社会
保険労務士となる。自身が産後の社会復帰挫折を体験したことから、両立支援に高い関心を寄せ、福岡を拠点にテレワーク（在宅
勤務）導入支援に取組む。同時にＮＰＯ法人ママワーク研究所の代表として、企業とママ人材が出会う「ママ☆ドラフト会議®」等
の活動にも精力を注いでいる。2児の母。

社会保険労務士、ママワーク社労士オフィス代表
NPO法人ファザーリング･ジャパン賛助会員　

田中彩  Aya Tanaka
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