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多田国際社会保険労務士事務所

企業戦力化のための
無期契約社員の活用

無期転換時のルール
整備

無期転換ルールを踏まえた
企業の実務対応
～対応類型、検討事項、規定の構築・運用～

平成25年4月1日の労働契約法改正施行後、
5年となる平成30年4月以降の無期転換申し込み権への対応

無期転換社員が活躍
できる社内制度構築

労働者の37％
が非正規社員
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１. 労働契約法の確認と法的論点整理

２.
労働契約法と有期雇用労働者等に関する特別
措置法と留意点

３. 契約更新時の留意点と雇い止めの考え方

４. 無期転換対応の検討

目指すところ  トラブルの起きない対応、環境構築

 無期社員が能力発揮できる仕組構築

５. 無期転換対応の実務（5年で終了、条件変更）

６. 無期転換後の規程策定のポイント



1. 自社の有期契約者の活用方法を再度、見直す必要がある

2. 無期転換前に無期転換後の就業規則を策定する

・自社の有期契約者の役割はどの類型に該当するのか？社員に近しい仕事を任せて社員登用する有期
雇用者、社員の補助的業務を長期にわたり任せる有期契約者、業務・景気の変動を踏まえて雇用の調整弁
となる有期契約者、等々・・・人材戦略を踏まえて客観的に見直す必要があります。

・法改正後、最初の無期転換者が出るのが平成３１年以降となります。まだ判例もなく手探りの状況では
ありますが、「無期転換後の労働条件を変更できるのか？」は大きな論点です。労働条件の不利益変更には
労働契約法の第７条と第１０条が該当します。どちらの理屈で対応するかで結果は大きく違ってくると考えます。

3. 安易な雇止めは避ける

・「５年雇用すると無期契約に転換できるために雇止めします！」との会社の主張は、有期契約者側から
みると勝手な企業の理屈にうつります。なぜ、わが社は５年を区切りとするのか？社員との業務の差は何
なのか？考え方を整理して、合理的理由と仕組みを設計し、説明する必要があります。

4. 有期契約者は会社に貢献してくれるメンバーであることを意識し、トラブ

ルが生じないように最大限に配慮するのが人事総務の役目の１つです。

人事総務として心構え

・会社とトラブルを起こしたいと考えている従業員はいません。今後は無期契約の有無に関して
会社の考えを事前に伝えることで不要なトラブルを避けることができます。

3

はじめに
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有期契約者における労働契約法の
概要と法的論点整理

～無期転換を踏まえて～
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労働契約法とは・・・

労働契約法は、使用者と労働者の関係を民事的に規律するための法律です。 任意法規であ
り、罰則はなく、労使トラブルについて、あっせん、労働審判、裁判などを利用し法の趣旨及び
内容にそった解決が確保されることを期待するもの。平成20年3月1日施行、平成25年4月改正



裁判

第３ステップ

罰則がないからといって放置しておくとリスク管理の点から見て危険度が高い状態
となります。

第２ステップ

個別労働関係紛争解決制度、労働相談センター等への相談、あっせん・調停の申
し立て、地方裁判所の労働審判の申し立て

違反した場合

労働契約法に対して、罰則といった制裁措置はありません。

ただし、労働者が労働基準監督署、ハローワーク、労働局に申告した場合は、

使用者と労働者との労働契約の締結・継続・終了について自主的なルールを定めた、
民事上の効力を持つ法律です。よって民事上の損害賠償請求の対象となります。
会社が労働契約法に違反しても行政罰はありません。
しかし、裁判リスクという大問題に発展しています。

労働契約法の特色
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労働契約法と罰則 平成20年3月1日施行
労働

契約法

＜行政機関＞
①労働局
②労働基準監督署

＜役割＞
この法律のねらい・内
容の広報・周知



有期契約における論点概要

①「有期労働契約」の期間の定めのない労働契約への転換 （18条）

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合（※１）は、労働者の申込みにより、無期労働契約（※２）に転換させる仕
組みを導入する
（※１）原則として、６ヶ月以上の空白期間（クーリング期間）があるときは、前の契約期間を通算しない
（※２）原則は従前と同一の労働条件だが、別段の定めをすれば「期間の定め」以外の労働条件を変更することができる
◎平成25年4月1日施行、施行から8年後（通算5年を超えてから3年後）に再度検討する旨の附則あり

②「雇止め法理」の法定化（有期労働契約の更新等） （19条）

有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期
間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相
当であると認められないときは、有期労働契約が更新（締結）されたものとみなす

③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 （20条）
有期労働契約者の労働条件が、期間の定めのあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、
職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする
◎平成25年4月1日施行

雇
止
め
に
よ
る
雇
用
不
安

不
公
正
な
処
遇
へ
の
不
満

全国で約１４００万人と推計される有期労働契約者のうち約３割は、通算５年を超えて有期労働契約を反復更新して
います。有期契約を長期にわたり反復更新した場合における無期労働契約への転換を法定することにより、「労働者が安心して働き
続けることが可能な社会の実現を図る。」ことが目的とされています。＜平成25年4月新設＞

背景 有期契約の濫用的利用の抑制
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労契法

5年→3年
に変更？

判例法理



①「有期労働契約」の
無期労働契約への転換－１

概 要

対象労働者
が

同一の使用者との間でかつ2以上の
有期労働契約が５年を超えて反復継続している労働者

どんな効果が
あるのか

無期労働契約に転換する。（正社員化ではない）

労働条件は，現に締結している有期労働契約の内容である労働条件（契
約期間を除く。）と同一。ただし、別段の定めがある部分を除く

いつまでに
何をすると

通算５年を超える有期労働契約期間の満了する日までの間に
対象労働者が期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは

●有期労働契約の通算年数が５年を超える労働者本人が期間の定めのない労働契約を申し込んだ場合は、使用
者側の諾否を問わず、労働契約が無期に転換されることとなります。

※

※この規定の対象となるのは、「更新が１回以上」行われ、かつ2以上の有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合
労基法に第14条に定められている「契約期間が5年を超える有期労働契約」は、1度も更新されていなければ、除外される

●本規定の適用は、施行日（平成25年4月1日）からとなります。
「通算5年」のカウントが始まるのは、施行日（平成25年4月1日）以後の日を初日として締結した有期契約からとなります。したがって

、施行日前が初日となる労働契約については、労働契約期間に通算されません。

（例1）

※通算にカウントされない

H25.3.1 H26.2.28

1年目

H26.3.1 H27.2.28

※通算にカウントされない

H24.10.1 H26.9.30（例2）

1年目・2年目

H26.10.1 H28.9.30

第18条
◎平成25年4月1日施行
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労働契約法施行について（平成24年10月26日基発1026第1号）

Q 既に10年以上更新しているパートがいますが5年との関係は・・・？

参考Point

① ②

③



A社

①「有期労働契約」の
無期労働契約への転換－２

解 説

対象労働者が
同一の使用者との間で かつ2以上の
有期労働契約が５年を超えて反復継続している労働者

注意 ＜同一の使用者とは＞ こんな運用はNG！
～基発0810第2号より～

●契約期間満了後、形式的に使用者を変更し、派遣契約や請負契約をして、同一の職場で働いてもらう

A社

B社
契約社員

A社

派遣社員

契約期間満了後、
派遣社員として

A社で就業

空白期間を超えたら
また契約社員として

A社で就業

契約社員

有期労働契約を通算させないために、契約期間終了後、形式的
に使用者を変更させ、派遣社員や請負として労働させる行為は、無
効となります。よって、「同一の使用者」との労働契約が継続している
とみなされ、期間は通算されることになります。

□ 産前産後休業、育児休業、休職などで勤務をしなかった期間は？・・・労働契約が続いていれば通算契約期間に通算
□ 期間の算定は、暦に従い、契約期間の初日から起算し翌月の応答日の前日をもって1ヶ月とします。
□ 1ヶ月に満たない端数がある場合は、端数どうしを合算して30日をもって1ヶ月とカウントします。

×
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H24年の派遣法改正により、離職後1年以内の労働者を
離職前事業者に派遣することが禁じられた。

●派遣社員は？・・・・派遣元においてカウントされます。
●子会社に転籍した場合は？・・・契約期間の通算は「同一の使用者」ごとに計算するため、通算はされない。
●関連会社に出向した場合は？・・・同上の理由により、通算。
●合併・会社分割は通算、会社分割（新設）・事業譲渡は通算されないが、個別の事案（承継・譲渡契約）による。

※② この規定の対象となるのは、「更新が１回以上」行われ、かつ2以上の有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合
労基法に第14条に定められている「契約期間が5年を超える有期労働契約」は、1度も更新されていなければ、除外される

ＣＡＳＥ 2016年4月5日～同年7月15日⇒3ヶ月11日
2016年8月3日～同年10月1日⇒1ヶ月29日 これらを合算＝4ヶ月＋40日⇒5ヶ月10日

第18条

Q 同一の使用者①とは？具体的にどういうことですか？

Q 育児休業中など働いていない期間に通算されるのですか？

労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令 （平成２４年厚生労働省令第１４８号）

有 効

① ※②

③



①「有期労働契約」の
無期労働契約への転換－３

←

締
結
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←

更
新

←

更
新

←

更
新

←

更
新

←
更
新

申
込
み

←

転
換

1
年

無期
雇用契約

←

更
新申

込
み

←

転
換

1
年

通算5年を超えて契約更新した労働者が、その契約期

間中に無期転換の申込みをしなかったときは、次の更
新以降でも無期転換の申込みができます

①「申込み」・・・現在の有期労働契約期間中に、通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間（5年を
超えた労働契約）の初日から末日までの間に、無期転換の申込みをすることができます。

②「転換」・・・・・①の申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約が成立し

ます。無期に転換されるのは、申込み時有期契約が終了する翌日からです。

第18条

あらかじめ労働契約書等に「無期転換の申込みをしない」こと記載し、これを条件に有期労
働契約を結ぶ行為は無効となります。

① ②

Q あらかじめ有期労働契約の締結時に「無期転換の申込みをしない」という約束をしてもら
うことは可能ですか？ こんな運用はNG！ ～基発0810第2号より～

無期転換の申込みと転換時期

1年
平成25年
4月1日

1年
平成27年

1年
平成28年

1年
平成26年

1年
平成29年

1年
平成30年

【契約期間が1年の場合】

無期
雇用契約

雇止めする
場合は通知 雇

止→

雇
止→ ×

申出があった時点
で雇止出来ない

直前に雇
止め！！



② 無期転換の例外
クーリング期間の基礎知識

有期労働契約の期間が満了した日と、次の有期労働契約の初日との間の期間（以後「空白期間」という。）が６ヶ月
以上であるときは、２つの契約期間は通算しません。

・①と②の間は６ヶ月以上の空白期間が存在するため、契約期間は通算されません。
・②と③の間の空白期間は５ヵ月のため、②と③の期間は通算され、有期契約の期間は通算３年とされます。

①契約期間
２年

②契約期間
１年

空白期間
６ヶ月以上

空白期間
５ヵ月

③契約期間

２年（通算３年）

例①

有期労働契約の通算の例外

●有期契約期間の管理徹底
個々の有期契約の締結日、通算契約期間について管理を徹底させましょう。

参考Point

＜短期間の有期契約の場合＞ 直前の有期契約が１年未満の場合、上記の「空白期間」がその有期契約期間の
２分の１以上【月単位へ切り上げ】あるときは、２つの契約期間は通算されません。

①契約期間
6ヶ月

空白期間
3ヶ月以上

②契約期間
1年

③契約期間
6ヶ月

空白期間
6ヶ月以上

・直前の契約期間（①）が1年未満（6ヶ月）のため、①と②の間が①の2分の1以上（3ヶ月以上）の空白期間が存在すれば、契約期間は通算されません。
・②と③の間の空白期間については、直前の契約期間（②）が1年以上あるので、原則通り6ヶ月以上なければ②と③の期間は通算されることになります。
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リセット！

①期間の
1/2

②期間の
1/2

リセット！されず通算

＜短期間の有期契約の注意ケース＞
空白期間が6か月以上又は契約期間の2/1以上ない場合は、前後の労働契約は通算されます。

①契約期間
4ヶ月

空白期間
1ヶ月

②契約期間

4ヶ月
③契約期間

6ヶ月
空白期間

2ヶ月
・直前の契約期間（①）が1年未満のため、①と②の間が①の2分の1以上（２ヶ月以上）の空白期間が存在すれば、契約期間は通算されません。
・②と③の間の空白期間については、直前の契約期間と通算されるので、4ヶ月以上なければ①と②と③の期間は通算されることになります。

①②合算期間の
８ヶ月の½
4ヶ月必要

リセット！されず通算 リセット！されず通算

第18条

例②

例③



無期労働契約への転換と労働条件

◎期間の定めのない労働契約における労働条件は、原則、有期労働契約における職務内容・労働条件がそのまま
維持されることとなります。

ただし、労働条件（雇用期間を除く）に労使間で別段の定めがある部分（就業規則や個別の同意）については、そ
の限りではないとされています。
◎また、職務内容の変更がないにもかかわらず、労働条件を低下させるのは望ましくないとされています。

労働条件について
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無期転換後の労働契約 ～労働契約法7条10条～

第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労

働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約におい
て、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この
限りでない。

※（就業規則違反の労働契約） 第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は
、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就

業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等と
の交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当
該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によって
は変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

ハードル高い

無期転換後に就業規則を策定した場合、不利益
変更論理が問われると考えられます。

第7条
10条

Q 有期契約から無期契約への転換時に「定年条文」「休職条文」「賃金の変更」「配置転換の
幅を広げる」「時間外義務」等、長期雇用であるがゆえに変更すべきと思いますが可能か？

 時間外命令
 配置の幅を広げる
 賃金上下

Point
不
利
益
？



ＣＯＮＴＥＮＴＳ ２

労働契約法と有期雇用労働者等に
関する特別措置法と留意点

～計画認定の申請手続き～

12※ 第2章では法律名にあわせて「有期契約」は「有期雇用」と記述しております。
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高年法と労働契約法の問題点と
立法背景

問題点
背景

原則、労働契約法第18条に例外はありません。よって、再雇用後の嘱託社員においても
同様に無期転換申込が可能です。その際の留意点は65歳以降の契約となります。

立法背景：生涯現役を目指すはずの国の方針に対し、阻害要因になっている！

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の成立

定年 62歳61歳 63歳 6４歳 65歳

優秀なので65歳以降も契約
したい！

66歳

70歳までの継続雇用を努力
義務としている高年法

矛
盾

5年以降は無期契約へと転換する
労働契約法

労働契約法においては、5年の契約を超え本人の申
し出があれば、無期契約となってしまいます。＜死ぬ
まで雇用は避けたい！！＞

←

転
換

申
込
み

定年後に同一事業主に継続雇用されている期間は通算契約期間に算入しない

①一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門知識、技術または経験を有する有期雇用労働者
②定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者



①計画の作成

「有期労働契約」の

無期転換ルールの例外 ＜法第6条＞

平成27年4月1日
施行有期雇用

特別措置法

事業主

対象労働者に応じた適
切な雇用管理に関する
措置についての計画

②申請

③認定

無期転換ルールに
関する特例適用

④有期労働契約の締結

事業主の計画が基本指
針に沿ったものかどうか

判断

基本指針

定年後引き続いて雇用される者

引き続き雇用定年

1年 1年1年 1年 1年 1年1年

無期転換申込み権発生無し
（引き続いて雇用されている間は

無期転換申込み権は発生しない）

14

※労働基準監督署経由で提出することも可能

労働契
約書

※労働契約・更新の際に、無期転換ルール
に関する特例が適用されていることを対象
労働者に伝える必要があります

本社・本店を管轄する労働局
労働基準部 監督課
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無期転換ルールに関する特例適用
＜法第8条＞

有期雇用
特別措置法

●対象となる労働者は、定年後に同一の事業主に継続雇用された
者となります。（特殊関係事業主に雇用される場合も適用となります。）

●定年後に雇用された者、定年前から有期雇用の者は対
象外となります！

参考Point

●雇用管理措置の計画

書は事業所ごとに作
成するのではなく、本
社・本店で一括で作成し
ます。

既に定年を迎えた再雇用者につい
ても、事後的に計画認定を受けた
場合も特例の対象となります。

計画書
提出

具体例と留意点

定年①
62
歳

61
歳

63
歳

64
歳

65
歳

66
歳

定年②
62
歳

61
歳

63
歳

64
歳

65
歳

66
歳

定年③
62
歳

61
歳

63
歳

64
歳

65
歳

66
歳

無期転換申込権は発生しない

無期転換申込権は発生しない

無期転換申込権は発生しない
平成27年4月1日提出平成25年4月1日

61
歳

定年④
契約
終了

63
歳

64
歳

69
歳

無期転換申込権が発生

67
歳

68
歳

70
歳

71
歳

65
歳

雇用が継続してい
ることが要件です。
（一度退職すると
適用されません。）退職

67
歳
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様式第７号 

第二種計画認定・変更申請書 

年  月  日 

労働局長殿 

 

 

１ 申請事業主 

名称・氏名 

                                       

                                                  

                      

代表者氏名

（法人の場

合）   

 

 

印  

住所・所在地 
〒(    -     )                    電話番号    (       ) 

ＦＡＸ番号      (       ) 

 

 

２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容 

□高年齢者雇用推進者の選任 

□職業訓練の実施 

□作業施設・方法の改善 

□健康管理、安全衛生の配慮 

□職域の拡大 

□職業能力を評価する仕組み、資格制度、専門職制度等の整備 

□職務等の要素を重視する賃金制度の整備 

□勤務時間制度の弾力化 

 

３ その他 

□高年齢者雇用安定法第９条の高年齢者雇用確保措置を講じている。 

 □65歳以上への定年の引き上げ 

  □継続雇用制度の導入 

□希望者全員を対象 

□経過措置に基づく労使協定により継続雇用の対象者を限定する基準を利用 

（注）高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律（平成 24年法律第 78号）附則第３項

に規定する経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する基準がある場合 

 

 
（記入上の注意） 

１．「２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容」は該当する措置の内容の□にチェッ

クして下さい。 

２．「３ その他」は、該当する□はすべてチェックしてください。 

 

（添付書類） 

１．「２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置」を実施することが分かる資料（例：契約書

の雛形、就業規則等） 

２.高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる資料（就業規則等（経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する

基準を設けている場合は、当該基準を定めた労使協定書（複数事業所を有する場合は本社分のみで可。）を含む。）） 

３．変更申請の場合は、認定されている計画の写し。 

 

計画認定申請書 記載例 ＜法第3条＞
有期雇用

特別措置法

第二種計画認定申請書の記載例

２.高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる
資料（例：
イ）就業規則、
ロ）経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する
基準を設けている場合は、当該基準を定めた労使協
定書（複数事業所を有する場合は本社分のみで可。）
ハ）ハローワークに提出した「高年齢者雇用状況報告
書」の写しを添付することも可能

添付資料について事前に労働局労働
基準部 監督課 に確認をしましょう！

１．「２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた
雇用管理に関する措置」を実施することが分かる資料
（例：契約書の雛形、就業規則、職業能力開発計画書
等）⇒次項へ

●提出は、全て2部。添付資料は以下。

②行うこととしている雇用管理措置として該当
するものに✔を付してください。
（１か所以上）

①本社の所在地 ③実施している高年齢者雇用確保措置に✔。
「継続雇用制度の導入」に✔を付した場合に

は、いずれかに✔を付してください。



① 高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者（※）の選任
② 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
高年齢者の有する知識、経験等を活用できるようにするための効果的な職業訓練として、業務
の遂行の過程外における
・教育訓練の実施
・または教育訓練の受講機会の確保
③ 作業施設・方法の改善
身体的機能や体力等が低下した高年齢者の職業能力の発揮を可能とするための
・作業補助具の導入を含めた機械設備の改善
・作業の平易化等作業方法の改善
・照明その他の作業環境の改善
・福利厚生施設の導入・改善
④ 健康管理、安全衛生の配慮
身体的機能や体力等の低下を踏まえた
・職場の安全性の確保
・事故防止への配慮
・健康状態を踏まえた適正な配置
⑤ 職域の拡大
身体的機能の低下等の影響が少なく、高年齢者の能力、知識、経験等が十分に活用できる職
域を拡大するための企業における労働者の年齢構成の高齢化に対応した職務の再設計などの
実施
⑥ 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・高年齢者の知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進のための職業能力を評価する仕組
み
・資格制度、専門職制度などの整備
⑦ 賃金体系の見直し
高年齢者の就労の機会を確保するための能力、職務等の要素を重視する賃金制度の整備
⑧ 勤務時間制度の弾力化
高齢期における就業希望の多様化や体力の個人差に対応するための勤務時間制度の弾力化
（例）短時間勤務、隔日勤務、フレックスタイム制、ワークシェアリングの活用 17

様式第７号 

第二種計画認定・変更申請書 

年  月  日 

労働局長殿 

 

 

１ 申請事業主 

名称・氏名 

                                       

                                                  

                      

代表者氏名

（法人の場

合）   

 

 

印  

住所・所在地 
〒(    -     )                    電話番号    (       ) 

ＦＡＸ番号      (       ) 

 

 

２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容 

□高年齢者雇用推進者の選任 

□職業訓練の実施 

□作業施設・方法の改善 

□健康管理、安全衛生の配慮 

□職域の拡大 

□職業能力を評価する仕組み、資格制度、専門職制度等の整備 

□職務等の要素を重視する賃金制度の整備 

□勤務時間制度の弾力化 

 

３ その他 

□高年齢者雇用安定法第９条の高年齢者雇用確保措置を講じている。 

 □65歳以上への定年の引き上げ 

  □継続雇用制度の導入 

□希望者全員を対象 

□経過措置に基づく労使協定により継続雇用の対象者を限定する基準を利用 

（注）高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律（平成 24年法律第 78号）附則第３項

に規定する経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する基準がある場合 

 

 
（記入上の注意） 

１．「２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容」は該当する措置の内容の□にチェッ

クして下さい。 

２．「３ その他」は、該当する□はすべてチェックしてください。 

 

（添付書類） 

１．「２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置」を実施することが分かる資料（例：契約書

の雛形、就業規則等） 

２.高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる資料（就業規則等（経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する

基準を設けている場合は、当該基準を定めた労使協定書（複数事業所を有する場合は本社分のみで可。）を含む。）） 

３．変更申請の場合は、認定されている計画の写し。 

 

有期雇用
特別措置法

（※）高年齢者雇用推進者

高年齢者雇用安定法第11条及び高年
齢者雇用安定法施行規則第５条の定め
により、事業主は、高年齢者雇用確保
措置を推進するため、作業施設の改善
その他の諸条件の整備を図るための業
務を担当する者として、知識及び経験を
有している者の中から「高年齢者雇用推
進者」を選任するように努めなければな
らないとされています【努力】

対象労働者に応じた適切な雇用管理
に関する措置とは・・・？

「教育訓練の実施」「作業施設・方法
の改善」などを選択した場合には、実
際にその訓練や改善が行われた様子
が分かる記録や写真等を添付するこ

とが考えられます。

「職業能力評価」「賃金体系の見直し」
を選択した場合には、構築した人事
制度の添付。「勤務時間弾力化」の場

合、短時間勤務規程の添付。

衛生委員会に
参加

再雇用規程にア
ルバイトを追加
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有期雇用
特別措置法

第二種計画認定申請書の留意点
＜法第９条～第１１条＞

第二種計画認定申請書の留意点①

都道府県労働局長は、特例に関する認定を受けた事業主に対し、
認定に当たって提出した計画に記載された事項の実施状況につ
いて報告を求めることができる。（有期雇用特別措置法第11条及び第13条

等）。

都道府県労働局長は、認定を受けた事業主に対し、認定された計画に記載された措置
の的確な実施に必要な指導と助言を行うことができるとされています（有期雇用特別措置法
第10条及び第13条等）。

さらに、認定された計画が不適当なものとなった場合に、都道府県労働局長はその認
定を取り消すことができるとされています（有期雇用特別措置法第５条第２項、第７条第２項及び第
13条等）。

特例の対象労働
者から求めがあっ
た場合等において、
都道府県労働局
は、計画の実施
状況について確
認を行うことがで
きます。

◆報告の徴収や助言・指導、認定の取り消しを行うことがあります。

認定が取り消された場合には、通常の無期転換ルールが適用されます

◆民事訴訟を起こされる可能性もあるために、導入後も適切な
雇用管理継続を行わなければなりません！！

参考Point
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有期雇用
特別措置法

特例対象である旨の明示
～労働契約書～

第二種計画認定申請書の留意点② ◆特例対象である旨の明示を行う必要があります。

  

（一般労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

          殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 
１ 契約の更新の有無 

 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（   ）] 

２ 契約の更新は次により判断する。 

  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限 10年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

の場所  

すべき 

の内容 

 
 

 
 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（             開始日：    完了日：    ） 

終業の

休憩時

就業時転

)～(5)
ち該当す 

の一つに

付けるこ

所定時

労働の有

関する事

 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の

組み合わせによる。 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 
（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 

 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ね

る。 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ） 

   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 
         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 
         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ） 
         無給（          ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く） 

  

 

   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 
 
２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

              月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（時期等                     ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等      ） ， 無 ） 

 

 

に関す 

事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 
３ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

４ 解雇の事由及び手続 

 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

 の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 

・その他 

 
 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
  
 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するも

の）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か

ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない

労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合

は、この「５年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなり

ます。 

 

 上のほかは、当社就業規則による。 

①特例の
対象労働
者である
旨の明示

②定年後雇用
される期間は、
特例対象であ
る旨の明示


　

（一般労働者用；常用、有期雇用型）

労働条件通知書

		                                                                年　　月　　日

　　　　　　　　　　殿

事業場名称・所在地

使用者職氏名



		契約期間

		期間の定めなし、期間の定めあり（　　年　　月　　日～　　年　　月　　日）


※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入


１　契約の更新の有無

　[自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（　　　）]

２　契約の更新は次により判断する。

　　・契約期間満了時の業務量　　　・勤務成績、態度　　　　・能力

　　・会社の経営状況　・従事している業務の進捗状況

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



		

		【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】


無期転換申込権が発生しない期間：　Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者）

Ⅰ　特定有期業務の開始から完了までの期間（　　　年　　か月（上限10年））

Ⅱ　定年後引き続いて雇用されている期間



		就業の場所

		



		従事すべき

業務の内容

		



		

		

		【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】


・特定有期業務（　　　　　　　　　　　　　開始日：　　　　完了日：　　　　）



		始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換((1)～(5)のうち該当す

るもの一つに○を付けること。)、所定時間外労働の有無に関する事項

		１　始業・終業の時刻等

　(1) 始業（　　　時　　　分）　終業（　　　時　　　分）

　【以下のような制度が労働者に適用される場合】

　(2) 変形労働時間制等；（　　）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の組み合わせによる。

   　始業（　時　分） 終業（　時　分） （適用日　　　　　）

   　始業（　時　分） 終業（　時　分） （適用日　　　　　）

   　始業（　時　分） 終業（　時　分） （適用日　　　　　）

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業）　時　分から  時　分、

（終業）　時　分から　 時　分、

　　　　　　　　　  　         ｺｱﾀｲﾑ        　時　分から　 時　分）

　(4) 事業場外みなし労働時間制；始業（　時　分）終業（　時　分）

　(5) 裁量労働制；始業（　時　分） 終業（　時　分）を基本とし、労働者の決定に委ねる。

○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条、第　条～第　条

２　休憩時間（　　）分

３　所定時間外労働の有無（　有　，　無　）



		休　　　日

		・定例日；毎週　　曜日、国民の祝日、その他（　　　　　　　　　）

・非定例日；週・月当たり　　日、その他（　　　　　　　　　　）

・１年単位の変形労働時間制の場合－年間　　日

○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条



		休　　　暇

		１　年次有給休暇　６か月継続勤務した場合→　　　　　日

　　　　　　　　　継続勤務６か月以内の年次有給休暇　（有・無）

　　　　　　　　　→　か月経過で　　日

　　　　　　　　　時間単位年休（有・無）

２　代替休暇（有・無）

３　その他の休暇　有給（　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　無給（　　　　　　　　　　）

○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条





（次頁に続く）

		賃　　　金

		１　基本賃金　イ　月給（　　　　　円）、ロ　日給（　　　　　円）

　　　　　　　ハ　時間給（　　　　円）、

　　　　　　　ニ　出来高給（基本単価　　　 円、保障給 　 　円）

　　　　　　　ホ　その他（　　　　　円）

　　　　　　　ヘ　就業規則に規定されている賃金等級等



		

		２　諸手当の額又は計算方法

　　イ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）

　　ロ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）

    ハ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）

　　ニ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）

３　所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

    イ　所定時間外、法定超　月６０時間以内（　　　）％

　　　　　　　　　　　　　　月６０時間超　（　　　）％

　　　　　　　　　　所定超　（　　　）％

　　ロ　休日　法定休日（　　　）％、法定外休日（　　　）％

　　ハ　深夜（　　　）％

４　賃金締切日（　　　）－毎月　日、（　　　）－毎月　日

５　賃金支払日（　　　）－毎月　日、（　　　）－毎月　日

６　賃金の支払方法（　　　　　　　　　　　　）



		

		

		７　労使協定に基づく賃金支払時の控除（無　，有（　　　））

８　昇給（時期等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

９　賞与（　有（時期、金額等　　　　　　　　）　，　無  ）

10　退職金（　有（時期、金額等　　　　　　）　，　無　）

		



		

		

		

		



		退職に関す

る事項

		１　定年制　（　有　（　　歳）　，　無　）

２　継続雇用制度（　有（　　歳まで）　，　無　）

３　自己都合退職の手続（退職する　　日以上前に届け出ること）

４　解雇の事由及び手続



○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条



		そ　の　他

		・社会保険の加入状況（　厚生年金　健康保険　厚生年金基金　その他（　　　　））

・雇用保険の適用（　有　，　無　）

・その他



		

		

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。

　


　労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するもの）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者から申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合は、この「５年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなります。







※　以上のほかは、当社就業規則による。


※　労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。

【記載要領】

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人に交付すること。

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。

３．破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労働基準法により義務付けられている事項であること。また、退職金に関する事項、臨時に支払われる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項については、当該事項を制度として設けている場合には口頭又は書面により明示する義務があること。

４．労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。

また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新の有無及び更新する場合又はしない場合の判断の基準（複数可）を明示すること。　


（参考）　労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契約の契約期間が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすることにより、期間の定めのない労働契約に転換されるものであること。この申込みの権利は契約期間の満了日まで行使できること。 

５．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後のものを記載することで足りるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示することは差し支えないこと。


　　また、有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合は、同法に基づき認定を受けた第一種計画に記載している特定有期業務（専門的知識等を必要とし、５年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務）の内容並びに開始日及び完了日も併せて記載すること。なお、特定有期業務の開始日及び完了日は、「契約期間」の欄に記載する有期労働契約の開始日及び終了日とは必ずしも一致しないものであること。

６．「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項」の欄については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。また、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等の適用がある場合には、次に留意して記載すること。

・変形労働時間制：適用する変形労働時間制の種類（１年単位、１か月単位等）を記載すること。その際、交替制でない場合、「・交替制」を＝で抹消しておくこと。

・フレックスタイム制：コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時間帯の開始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及びフレキシブルタイムがない場合、かっこ書きを＝で抹消しておくこと。

・事業場外みなし労働時間制：所定の始業及び終業の時刻を記載すること。

・裁量労働制：基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業··········を基本とし、」の部分を＝で抹消しておくこと。

・交替制：シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制でない場合、「（　　）単位の変形労働時間制・」を＝で抹消しておくこと。

７．「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定して記載すること。

８．「休暇」の欄については、年次有給休暇は６か月間勤続勤務し、その間の出

勤率が８割以上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載すること。時間単位年休は、労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するもの

であり、その制度の有無を記載すること。代替休暇は、労使協定を締結し、法定

超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超える場合に、法定割増賃金率の

引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与えるものであり、その制度の

有無を記載すること。（中小事業主を除く。）

　　また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、日数（期間等）を記載すること。

９．前記６、７及び８については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。

10．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただし、就業規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該等級等を明確に示すことで足りるものであること。

・　法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、法定超えとなる所定時間　外労働が１箇月６０時間を超える場合については５割（中小事業主を除く。）、法定休日労働については３割５分、深夜労働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については５割、法定超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超え、かつ、深夜労働となる場合については７割５分（中小事業主を除く。）、法定休日労働が深夜労働となる場合については６割を超える割増率とすること。

・　破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。

11．「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を具体的に記載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。

（参考）　なお、定年制を設ける場合は、６０歳を下回ってはならないこと。

また、６５歳未満の定年の定めをしている場合は，高年齢者の６５歳までの安定した雇用を確保するため，次の①から③のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じる必要があること。

①定年の引上げ　　②継続雇用制度の導入　　③定年の定めの廃止

12．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。


13．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で就業規則を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しないこと。

　＊　この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どおりとする必要はないこと。


　

		賃　　　金

		１　基本賃金　イ　月給（　　　　　円）、ロ　日給（　　　　　円）

　　　　　　　ハ　時間給（　　　　円）、

　　　　　　　ニ　出来高給（基本単価　　　 円、保障給 　 　円）

　　　　　　　ホ　その他（　　　　　円）

　　　　　　　ヘ　就業規則に規定されている賃金等級等



		

		２　諸手当の額又は計算方法

　　イ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）

　　ロ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）

    ハ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）

　　ニ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　　）

３　所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

    イ　所定時間外、法定超　月６０時間以内（　　　）％

　　　　　　　　　　　　　　月６０時間超　（　　　）％

　　　　　　　　　　所定超　（　　　）％

　　ロ　休日　法定休日（　　　）％、法定外休日（　　　）％

　　ハ　深夜（　　　）％

４　賃金締切日（　　　）－毎月　日、（　　　）－毎月　日

５　賃金支払日（　　　）－毎月　日、（　　　）－毎月　日

６　賃金の支払方法（　　　　　　　　　　　　）



		

		

		７　労使協定に基づく賃金支払時の控除（無　，有（　　　））

８　昇給（時期等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

９　賞与（　有（時期、金額等　　　　　　　　）　，　無  ）

10　退職金（　有（時期、金額等　　　　　　）　，　無　）

		



		

		

		

		



		退職に関す

る事項

		１　定年制　（　有　（　　歳）　，　無　）

２　継続雇用制度（　有（　　歳まで）　，　無　）

３　自己都合退職の手続（退職する　　日以上前に届け出ること）

４　解雇の事由及び手続



○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条



		そ　の　他

		・社会保険の加入状況（　厚生年金　健康保険　厚生年金基金　その他（　　　　））

・雇用保険の適用（　有　，　無　）

・その他



		

		

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。

　


　労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するもの）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者から申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合は、この「５年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなります。







※　以上のほかは、当社就業規則による。
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ＣＯＮＴＥＮＴＳ ３

契約更新時の留意点と
雇い止めの考え方



「雇止め法理」の法定化

概 要

対象労働者
が

以下の①または②のいずれかに該当する労働者

どんな効果
があるのか

使用者は従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件
で当該申込みを承諾したものとみなす。

※使用者が当該申込みを拒絶することについて、客観的に合理的な理由を欠き、社
会通念上相当であると認められない場合に限る（=解雇権濫用法理の類推適用）

いつまでに
何をすると

当該契約期間が満了する日までの間、または契約期間の満了後遅滞なく
対象労働者が有期労働契約の更新・締結の申込みをした場合、

①．有期労働契約が過去に反復更新されたものであって、雇止めをすることが、社
会通念上「解雇」と同視できると認められる労働者

②．有期労働契約の契約期間満了時に、当該雇用契約が更新されるものと期待
することについて合理的な理由があると認められる労働者

第19条
※最高裁判例法規を規定化した条文となります。

21

1年
平成25年
4月1日

1年
平成27年

1年
平成28年

1年
平成26年

1年
平成29年

1年
平成30年

【契約期間が1年の場合】

無期
雇用契約

雇止めする場合
は通知 雇

止

→

×

直前に雇止め！！

Q 無期契約は避けたいので3月に雇止めすることは可能ですか？



「雇止め法理」の法定化 解説

対象労働者について

①．有期労働契約が過去に反復更新されたものであって、雇止めをすることが、
社会通念上「解雇」と同視できると認められる労働者

②．有期労働契約の契約期間満了時に、当該雇用契約が更新されるものと期待することについて
合理的な理由があると認められる労働者

・契約が複数回更新され、更新手続自体が形骸化していた場合

・契約締結・更新時に雇用継続を期待させるような言動があった場合
・同種業務に就く他社員も繰り返し有期契約が更新されていた場合
・基幹的業務に従事していること等により生じる「雇用継続に対する期待」があった場合

具体例

具体例

※最高裁判例法規を規定化した条文となります。

第19条
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実質無期契約タイプ
東芝柳町工場事件（最高裁判決）

合理的期待タイプ
日立メディコ事件（最高裁判決）

Q どのような要素に基づいて雇止めの有効性が判断されるのでしょうか？

事案により以下の要素を総合的に考慮して判断されます。これらの判断要素は、裁判にお
いて有効性を判断されてきた観点となります。１つ１つみていきましょう。

労働条件の内容はおいておくとしても、使用者からの契約更新を期待させる発言は労働者にとって少なから
ず雇用への安心感を与えるものです。こういった言動のある場合に、労働者の期待は保護に値します。

１ 使用者による契約更新を期待させる言動の有無

“まじめに働いていれば期間満
了後も働けるから安心して”

とくに更新に対する発言はない
“今度の更新は出来ないと思う

からそのつもりで”
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労働契約の終了 雇止めの実務的判断

臨時的な目的の雇用である場合、その目的終了に伴い契約も終了します。
常用的な雇用目的であったとしても、当該業務を担当する労働者の適否を期間満了ごとに判断する必要があ
る場合も、期間満了での契約終了が予想されます。

３ 業務が一時的・臨時的

年賀状の仕分けの為の雇用
発注がある限りにおいて継続
する内容の仕事の為の雇用

企業の庶務を担当させる為
の雇用

他の同位の労働者の状況は、自分の将来を予測する上で重要な資料となります。また、他の労働者と比べて極
端に不利益を受ける場合は（理由の相当性もありますが）当該労働者の保護の必要が生じると考えられます。

２ 同様の立場にある他の労働者の扱い

他の同様の立場の労働者の相
当数が、過去には雇止めされて

いる

同様の立場の労働者に
雇止めの例が数件ある

同様の立場の労働者に雇止
めの例がほとんどない

正社員と同じ業務を行っているかどうかだけでは、判断できません（販売業等は業務は同じ）。その業務への
責任や、その他業務に関する権限をもっているか否かが判断されます。

４ 正社員の職務、権限ないし責任との同一性

正社員と同じ職務を行い、大きなミス
をすると自分の責任となり取引先に謝
罪に行く可能性もある。他のパートタ

イマーを指示する権限もある。

正社員と同じ職務を行っている
が、大きな権限や責任はない。

正社員の補佐業務や庶務が
中心で、責任や権限はない。

第19条
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更新時に契約書を交わす、成績や勤怠を確認する、面談を実施する等の手続きをせず、黙示的に更新を行って
いる場合は、“期間満了で契約終了とする”という意思を使用者が持っていないと解されます。

６ 更新手続きの実施はあるか

成績・勤務態度などの判断資料を作
成し、面談を行い従業員としての適格
性を考えた上で更新の判断を行い、そ
の上で書面での更新を行っている。

特に過去の成績等に関して面談
等はしないが、書面での更新手

続きは毎回行っている。

更新間際に、上司から口頭で、“来月
もよろしく”等の発言をうけるのみ。

更新が今まで一回もない。

労働契約の終了 雇止めの実務的判断

契約時の書面等で、更新の有る旨の記載やもしくは更新する場合の判断基準がしめされている場合と更新のしな
い旨の記載や更新回数の上限がある場合では、労働者の更新への期待度が違う為、ここも判断材料となります。

５ 契約時の更新の可能性の有無につき合意があるか

特別な事情がない限り更新
と記載され、合意した。

更新する可能性があるが、本人
の成績・勤務態度を見て更新は
判断する旨記載され、合意した。

更新回数の限度まで更新した。

第19条

これらの要件を総合的に判断して、「解雇権濫用の法理」を類推適用する。

実質無期契約タイプ
東芝柳町工場事件（最高裁判決）



雇止めに関する裁判例
の傾向

１．業務の客観的内容 従事する仕事の種類・内容・勤務の形態（業務の恒常性・臨時性、業務の内容
についての正社員との同一性の有無等）

2．契約上の地位の性格 地位の基幹性・臨時性（嘱託・非常勤講師等）、労働条件についての正社員と
の同一性の有無

3．当事者の主観的態様 継続雇用を期待させる当事者の言動・認識の有無・程度等（採用に際しての雇
用契約の期間や、更新ないし継続雇用の見込み等についての雇主側からの
説明等）

4．更新の手続き・実態 契約更新の状況（反復更新の有無・回数、勤続年数等）、契約更新時における
手続きの厳格性の程度（更新手続きの有無・時期・方法、更新の可否の判断
方法等）

5．他の労働者の更新状
況

同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無等

6．その他 有期労働契約を締結した経緯、勤続年数・年齢等の上限の設定等

雇止めについて争われた裁判例を見ると、6つの要素を用いて当該
契約関係の状況を総合的に判断しています。

25

雇止めの実務的判断の傾向＜まとめ＞
※最高裁判例法規を類型化

●以下に、これまでの雇止めに関する裁判例の概要をまとめます。

第19条

●新規採用・契約更新時における「更新の有無、その判断方法」の明示徹底
採用時・更新時に予め更新の有無と判断基準を明文化させることで、事前に雇用期間満了時のリスクを

回避させることができます。

参考Point
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法改正対応
無期転換対応の検討

26



自社は、無期契約社員を活用すべきなの
か？

考察

27

～企業が考える無期契約に転換するメリット デメリット～

✅ メリット

採用コストダウン

教育コストダウン

雇用の安定による信頼関係の構
築

業務遂行の能力アップ

業務の安定

人口減による人材難の解消

雇用を多様化することでコストを
抑えて人材の有効活用

デメリット ✅

社員の業務・責任との整理

人材の停滞

モチベーションの維持策の導入

長期雇用を前提とした労働条件
の変更検討
（昇給・休職・特別休暇・福利厚生等）

65歳までの雇用維持

人件費増の可能性（制度構築によ
る）

業務をこなすだけではなく自社
の方針を説明し、理解をも求め
ていく手間が発生

 有期契約の更新を継続し5年を経ての無期契約となるために人間性・能力については大きな問題はないという
前提となる。逆に言うと、問題社員は雇い止めするフローを現場に教育し、浸透させること。

 企業の特性・有期契約者の担当業務特性等を勘案して、無期契約化の検討をしていかねばならない

？
制度の構築の方向性により企業メリットを出
すことは可能ではないか？



企業対応の類型考察
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CASE1
正社員と同様の

処遇

CASE2
新しい雇用形態

の構築
準正社員

（地域限定社員）

CASE4
5年で契約終了

フルタイム
契約社員

パートタイム
契約社員

 技術伝承の必
要性低い

 雇用調整の必
要性高い

CASE3
今までと

同じ処遇
を継続

CASE3
今までよ

り低い処
遇に変更

【ＣＡＳＥ１】

社員と同等
の仕事

【ＣＡＳＥ２】

・社員のサ
ポート業務
・本人の能
力不足

【ＣＡＳＥ４】
代替可能
な業務

 長期雇用するこ
とでメリットが見
出せる

 退職されると困
る

【ＣＡＳＥ３】

社員とは違
う定型業務

会社の考え 現在の働き方 検討する処遇

申込み
無期転換試験



有期契約者 企業が取る施策制度構築
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5年経過後の企業対応

CASE1
正社員と同様の

処遇

CASE2
新しい雇用形態

の構築
準正社員
（地域限定社員）

CASE4
5年で契約終了

フルタイム
契約社員

パートタイム
契約社員

 技術伝承の必
要性低い

 雇用調整の必
要性高い

１．就業規則：定年条文の追加、新たな規則
を構築（労働時間・配置等）

２．人事制度（福利厚生）：モチベーショ
ン低下を防ぐ施策の構築

３．無期転換申込フロー構築
４．65歳までの雇用確保

１．社員登用制度の構築
有期契約の勤続は年数に含めない等の整備

１．新しい雇用形態の構築
ネーミング、役割、業務範囲、給与、昇格基準、
社員との処遇差、退職金、賞与等全ての条件に
ついて１つ１つ丁寧に検討

２．準社員登用制度の構築

大手企業の場合「地域限定社員」という位置づ
けになるケースが多いと考えられる。

１．就業規則：5年を上限とした契約
条文追加、労働契約書、雇止通知書作成

２．引継ぎ、採用
３．登用制度構築（一部選抜）

CASE3
今までと

同じ処遇
を継続

CASE3
今までよ

り低い処
遇に変更

社員と同等の仕事

社員のサポート業務、
本人の能力不足

社員とは違う定型業務

企業が対応すべき項目

申込み
無期転換試験



無期転換対応の実務
（5年で終了、条件変更）

30

ＣＯＮＴＥＮＴＳ ５



ＣＡＳＥ４
A
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～ステップ１ 契約終了か無期契約か？

 5年を上限として更新しないケース

１．有期契約社員就業規則 ２．労働契約書

第●条（契約更新）

有期契約社員の労働契約更新は、通算し
て5年を上限とする。以降の更新は行わな
い。

労働契約書
にも同じ文
章を入れる

企業の取るべき対応

5年を上限として更新しないケース

平成 年 月 日
雇用契約期間満了のご連絡

殿
株式会社

代表取締役 ㊞

貴殿には、有期契約従業員として職務に精励していただきありがとうございます。さて、
当社と貴殿との雇用関係は、平成 年 月 日付通知の通り、平成 年 月
日付をもって、雇用契約期間が満了することとなりますのであらかじめご連絡いたします
。貴殿の当社に対するこれまでの貢献に対して、あらためて御礼申し上げます。

（期間満了の理由）
あらかじめ明示していた雇用期間満了日が到達したため

雇用契約期間満了承諾書

私はこの度、上記の通り、雇用契約期間満了により、平成 年 月 日をもって
退職することを承諾いたします。

平成 年 月 日
住所・氏名 ㊞

1-2．最後の労働契約書
（雇い止め通知書）

新規
雇用者

労契法
第7条



ＣＡＳＥ4
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～ステップ１ 契約終了か無期契約か？

CASE4
Ｈ30年3月
契約終了

無期契約転換試験

 5年を上限として更新しないケース

1．合理的説明
□ 背景として法改正があること
□ 自社の業務内容、特性を踏まえて5年を上限と
する
例：製造業であり受注に波がある

「改正法だ
から」、では
理由不足

企業の取るべき対応

5年を上限として更新しないケース

既存
雇用者

労契法
第10条

シャノアール事件 （東京地裁 H27.7.31）

アルバイトの契約上限を
4年と変更し、約5年弱在
籍のアルバイトを雇止め
した事案

争点

労契法
第19条

○
上限4年と設定した理由：同一店舗で長期勤続するアルバイトと2年ごとに配
置転換される店長（社員）との軋轢が離職率が高い原因の１つであること、
学生は4年で退職すること、肉体労働であることなど。

Q すでに契約している有期契約者に上限設定をすることは可能ですか？

契約途中の条件変更は、労働契約法10条の不利益変更となり契約更新に関する
期待に合理的理由があるのかが問われます。更に、労働契約法19条の雇止めの合
理性を判断します。（臨時性・更新回数・期待させる言動等）

よって、基本は、本人から合意をもらうことで対応する。（個別同意）

×
更新条項が導入されたこともやむを
得ない理由があり、かつ、勤務頻度
の低さにも問題があったとして、雇止
めは客観的に合理的な理由があり、
社会通念上も相当であるとしている。

＜注意事項＞定期的に労働者が入れ
替わり若返ることを社内的に「鮮度」と
呼んでいるとの人事部長の発言が問
題になった事案でもあります。。。。

既存
雇用者



CASE4
B

33

～ステップ１ 契約終了か無期契約か？  5年を上限として更新しないケース

企業の取るべき対応

5年を上限として更新しないケース

既存
雇用者

労契法
第10条

Q すでに契約している有期契約者に上限設定をどのように伝えるのがいいでし
ょうか？又、契約満了までにどのようなステップを踏んだらいいでしょうか？

Ａ案．説明会の開催

Ｂ案．書面にて個別説明

3．合意書取得
（変更同意書）

2．有給消化期間
又は買取

再就職支援金又は
特別退職金等の支払

勤続年数 再就職支援金額

5年 20万

4年 15万

3年 10万

例：再就職支援金の付与
会社の制度変更日（例：平成30

年1月1日）において雇用期間が3年
を経過している方に対し、退職時に
再就職支援金を付与いたします。

例：有給消化期間
又は買取制度

特別措置として設定が可能で
あれば雇止めしやすくなります

制度改正の配慮として、
有給の消化などは必須
で対応すべき。

                       平成  年  月  日 

【案】 

雇用契約期間の上限設定と契約満了のお知らせ 

 

             殿 

     株式会社        
 代表取締役           ㊞ 

  

貴殿には、有期雇用従業員として職務に精励していただきありがとうございます。

さて、★平成 30 年 1月 1日より契約社員、アルバイト就業規則を一部改定し、雇用契

約期間に上限を設定することといたしました。当社と貴殿との雇用関係は、更新が継

続した場合、最長で平成  年  月  日付をもって、雇用契約期間が満了するこ

ととなりますのであらかじめご連絡いたします。 

また、今回は特別に契約期間満了に伴い有給休暇買取及び再就職支援金の付与を行

うことにいたしました。併せてご確認ください。 

 

１．就業規則変更条文 

第●条（契約更新） 

有期雇用社員の労働契約更新は、通算して 5年を上限とする。 

 

２．契約期間満了時の有給休暇買取制度 

会社の制度改正に伴い有給休暇取得が出来なかった方への配慮として、特別に未消化有

給休暇の買取制度を設けます。各事業所の責任者と最終出社日を確認し、業務調整の上、

有給消化又は買取をご選択ください。 

 

３．再就職支援金の付与 

会社の制度変更日（平成 30年 1月 1日）において雇用期間が 3年を経過している方に対

し、退職時に再就職支援金を付与いたします。 

勤続年数 再就職支援金額 

5年 20万 

4年 15 万 

3年 10 万 

 

 

就業規則変更同意書 

 

 私は、平成 30年 1月 1日の就業規則変更に同意いたします。 

平成 30年 3月 31 日又は契約期間が 5年で契約満了することに同意いたします。 

 

平成  年  月  日 

住所                

氏名           ㊞ 

雇用の継続的な保証が確約で
きない等の理由の説明は必須

考える時
間を与え
ましょう

説明から雇止めまでの
期間が長いほど良い


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

【案】

雇用契約期間の上限設定と契約満了のお知らせ

　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　株式会社　　　　　　　

　代表取締役　　　　　　　　　　　㊞

　

貴殿には、有期雇用従業員として職務に精励していただきありがとうございます。さて、★平成30年1月1日より契約社員、アルバイト就業規則を一部改定し、雇用契約期間に上限を設定することといたしました。当社と貴殿との雇用関係は、更新が継続した場合、最長で平成　　年　　月　　日付をもって、雇用契約期間が満了することとなりますのであらかじめご連絡いたします。

また、今回は特別に契約期間満了に伴い有給休暇買取及び再就職支援金の付与を行うことにいたしました。併せてご確認ください。

１．就業規則変更条文

第●条（契約更新）


有期雇用社員の労働契約更新は、通算して5年を上限とする。


２．契約期間満了時の有給休暇買取制度


会社の制度改正に伴い有給休暇取得が出来なかった方への配慮として、特別に未消化有給休暇の買取制度を設けます。各事業所の責任者と最終出社日を確認し、業務調整の上、有給消化又は買取をご選択ください。

３．再就職支援金の付与

会社の制度変更日（平成30年1月1日）において雇用期間が3年を経過している方に対し、退職時に再就職支援金を付与いたします。


		勤続年数

		再就職支援金額



		5年

		20万



		4年

		15万



		3年

		10万





就業規則変更同意書


　私は、平成30年1月1日の就業規則変更に同意いたします。

平成30年3月31日又は契約期間が5年で契約満了することに同意いたします。

平成　　年　　月　　日


住所　　　　　　　　　　　　　　　


氏名　　　　　　　　　　　㊞
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～ステップ１ 契約終了か無期契約か？  5年を上限として更新しないケース

企業の取るべき対応

5年を上限として更新しないケース

3．合意書（変更同意書）

既存
雇用者

労契法
第10条

①不利益変更であるために、合意書を取る

②合意書が取れない場合

②－１：無期契約と実質的に異ならない場合、合意がない場合の雇止めは認められな
いと考えられる
②－２：上記ほどの期待はない場合、雇止め法理による

Q 同意が取れなかった場合の考え方と実務を教えてください。

判例の集積による

【どうしても雇止めしたい場合・・・】

考えられる手段としては、「無期転換試
験」を設けて、希望＋推薦で5年前に無
期転換できるコースを設定。
受からない場合は5年で雇止めとするな

どのルールを策定し、まずは受験しても
らう。

効果として、本人の
納得感は出ると思わ
れるが、有効かは
②－２による

                       平成  年  月  日 

【案】 

雇用契約期間の上限設定と無期雇用転換試験制度創設のお知らせ 

 

             殿 

     株式会社        
 代表取締役           ㊞ 

  

貴殿には、有期雇用従業員として職務に精励していただきありがとうございます。

さて、★平成 27年 4月 1日より契約社員、アルバイト就業規則を一部改定し、雇用契

約期間に上限を設定することといたしました。当社と貴殿との雇用関係は、更新が継

続した場合、最長で平成  年  月  日付をもって、雇用契約期間が満了するこ

ととなりますのであらかじめご連絡いたします。 

また、同時に無期雇用転換試験制度を創設いたしましたので、併せてご確認くださ

い。 

 

第●条（契約更新） 

有期雇用社員の労働契約更新は、通算して 5年を上限とする。 

ただし、無期雇用転換試験を受け合格した者はこの限りではない。 

 

第●条（無期雇用社員登用制度） 

 有期雇用社員が次の各号に規定する内容をすべて満たした場合に限り、無期雇用社員

への登用を申請することができるものとする。 

1. 本人が社員を希望しており、意欲があること 

2. 有期雇用社員については、会社において６か月以上の勤務実績があること 

3.  所属長の推薦があること 

4. ★社員同様の所定労働時間を勤務できること 

5. ★会社の人事異動に関する業務命令に応じられること 

（２） 社員への登用を希望する者は、所定の手続により申請を行うものとする。 

（３） 会社は、登用希望者について申請資格を満たしていると判断した場合は、★書

類選考、面接試験、筆記試験、適正試験等の登用試験を行う。 

（４） 前項に定める登用試験は、★随時実施し、★毎年○月に実施し、登用試験に合

格した者は、原則として★登用試験実施月の翌月 1日から★毎年△月から社員に転換させる。 

（５） 原則、有期雇用社員時の勤続年数は通算しない。ただし、年次有給休暇の勤続

年数算定においては、有期雇用社員の勤続年数を通算する。 

 

就業規則変更同意書 

 

 私は、平成 27年 4月 1日の就業規則変更に同意いたします。 

平成  年  月  日 

住所                

氏名           ㊞ 

企業努力として無期転換
への道は創る！


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

【案】

雇用契約期間の上限設定と無期雇用転換試験制度創設のお知らせ

　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　株式会社　　　　　　　

　代表取締役　　　　　　　　　　　㊞

　

貴殿には、有期雇用従業員として職務に精励していただきありがとうございます。さて、★平成27年4月1日より契約社員、アルバイト就業規則を一部改定し、雇用契約期間に上限を設定することといたしました。当社と貴殿との雇用関係は、更新が継続した場合、最長で平成　　年　　月　　日付をもって、雇用契約期間が満了することとなりますのであらかじめご連絡いたします。

また、同時に無期雇用転換試験制度を創設いたしましたので、併せてご確認ください。

第●条（契約更新）


有期雇用社員の労働契約更新は、通算して5年を上限とする。


ただし、無期雇用転換試験を受け合格した者はこの限りではない。

第●条（無期雇用社員登用制度）


　有期雇用社員が次の各号に規定する内容をすべて満たした場合に限り、無期雇用社員への登用を申請することができるものとする。


1.
本人が社員を希望しており、意欲があること


2.
有期雇用社員については、会社において６か月以上の勤務実績があること


3.

所属長の推薦があること


4.
★社員同様の所定労働時間を勤務できること


5.
★会社の人事異動に関する業務命令に応じられること


（２）　社員への登用を希望する者は、所定の手続により申請を行うものとする。


（３）　会社は、登用希望者について申請資格を満たしていると判断した場合は、★書類選考、面接試験、筆記試験、適正試験等の登用試験を行う。


（４）　前項に定める登用試験は、★随時実施し、★毎年○月に実施し、登用試験に合格した者は、原則として★登用試験実施月の翌月1日から★毎年△月から社員に転換させる。


（５）　原則、有期雇用社員時の勤続年数は通算しない。ただし、年次有給休暇の勤続年数算定においては、有期雇用社員の勤続年数を通算する。

就業規則変更同意書


　私は、平成27年4月1日の就業規則変更に同意いたします。

平成　　年　　月　　日


住所　　　　　　　　　　　　　　　


氏名　　　　　　　　　　　㊞
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有期契約者の無期転換後の労働条件はどうあるべきか？

 労働条件を変更（低下）させて無期契約した場合の処遇

労契法
第7条

Q 無期転換後の労働条件が従来と同じというのは前提条件が違うた
めにおかしいと思います。変更は可能ですよね？

肯定説と否定説があり、さらに個別の事案によると考えますので、判例の集積を
待つことになりますが、実務的には判決を待つことは出来ませんので、下記の対応
をしていくことになります。
ステップ１） どこまでの変更が合理的な範囲か検討する
ステップ２） 転換前に無期転換後の就業規則を作成する。
ステップ３） 基本は、転換の申出と同時に本人から合意をもらうことで対応する

（個別同意）

平成   年   月   日  
無期雇用転換申請書 

株式会社 
代表取締役           殿 
 
 
 
 
 私は、無期雇用後の就業規則、労働条件を確認、同意した上で、労働契約法第 18 条の規

定に基づき、期間の定めのない労働契約への転換の申し込みをします。 
 
 
 
 
 
 

申請日     年   月   日 

氏 名            ㊞ 生年月日  

所 属  入社年月日  

期間満了日     年   月   日 
現在の雇用形

態 
・契約社員 
・パートタイマー 
勤務日（ 月・火・水・木・金 ） 
勤務時間帯（  ：  ～  ：  ） 

備考  

 

 

 

 

 

 

【会社記入欄】 

承認日 人事担当印 総務担当印 所属長印 直属上司印 

 
平成   年   月  日 

    

 

ステップ１） どこまでが合理的な範囲か検討する

①定年を定めるべき！
②生涯同じ勤務地、職務でいいのか？

③労働時間の変更、時間外対応など勤
務時間にも幅を持たせたい！
④評価により給与を変動させたい・・・など

合理性があるのかの判断

無期転換後の労働条件検討

私は、無期契約後の就業
規則、労働条件を確認、
同意した上で、期間の定め
のない労働契約への転換の申
し込みをします。


平成　　　年　　　月　　　日


無期雇用転換申請書

株式会社

代表取締役　　　　　　　　　　　殿


　私は、無期雇用後の就業規則、労働条件を確認、同意した上で、労働契約法第18条の規定に基づき、期間の定めのない労働契約への転換の申し込みをします。

		申請日

		　　　　年　　　月　　　日



		氏　名

		　　　　　　　　　　　㊞

		生年月日

		



		所　属

		

		入社年月日

		



		期間満了日

		　　　　年　　　月　　　日



		現在の雇用形態

		・契約社員
・パートタイマー


勤務日（　月・火・水・木・金　）

勤務時間帯（　　：　　～　　：　　）



		備考

		





【会社記入欄】

		承認日

		人事担当印

		総務担当印

		所属長印

		直属上司印



		平成　  年   月　 日
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ＣＯＮＴＥＮＴＳ ６

無期転換後の規程作成ポイント
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無期転換就業規則の策定（見直し）ポイント

No. 適用内容

1 総則、採用

2 労働時間、休憩および休日

3 休暇、休職

4 人事異動、退職

5 服務規律、懲戒、解雇

6 安全衛生および災害補償等

7 賃金等

8 雑則

無期転換
就業規則

有期雇用者向け就業規則の項目例

有期雇用就業規則には休職条文がないことが多い。また、設計上勤続
年数毎に休職期間が異なる場合もあるので、その際は有期雇用の契約
開始からの勤続年数で通算するのか追記する必要がある。有給の通算
についても明記が必要。

無期契約した従業員の名称検討。
無期転換手続の明文化、将来の労働条件変更の可能性、適用対象を明
確にしておくことでトラブル防止に繋がる。

現状維持とするのか、変更があるのか、無期転換後は人事制度の
適用対象とするのか整理が必要。長期雇用を維持するためにモチ
ベーションの考慮も必要。

無期契約になると契約更新のきっかけがなくなるため、勤務場所の
変更に対応可能な規定にしておく必要がある。
有期雇用就業規則には定年条文がないため、新たに追加する必要が
ある。

服務規律、懲戒、解雇については、正社員と同じ内容にしておくこ
とが望ましい。

無期契約になると契約更新のきっかけがなくなるため、「勤務日、勤
務時間、休日等」条件変更に対応できる条文を策定する必要がある。

①無期転換行使前に、就業規則を策定しておく

②無期契約により期間の概念がなくなるため、「長期雇用になるために従来との考え方、前提条件
の違いにおける条文、従来当たり前に出来たことを継続する条文」の策定が必要
③会社に存在する全ての規程と矛盾がないように設計すること
④ガバナンス、従業員のモチベーション、両視点での制度設計が重要



無期契約から有期契約制度
導入効果とは何か？

No. 自社として再度、考えたい事項 自社の想い

従来の有期契約者は雇用の調整弁であり安価な労働力であるとの認識を変えていく必要があ
ります。今後は、労働力が減ることを前提に限定した中で働いてもらえる仕組みを構築しなけ
ればならなくなるでしょう。雇用の多様化に伴い制度整備は重要なミッションです。

１ 自社にとって無期契約労働者が増えるとどんな効果（デメリット
含む）があるのか？

限定した範囲であっても能力を発揮
してもらいたい

２ 無期契約にするからにはその分、能力を発揮してもらえる仕組
みを構築したい

長期雇用によるモチベーション低下
は避けたい

３ 社員との違いは何か？を明確にすべき（職務、処遇両方で） 多様な雇用形態が曖昧さを醸成し
不満になってはならない

４ 限定制度を導入することで人事の停滞を招かないか？ 教育等、社員の成長を促す仕組み
を継続的に与えたい

５ 転換制度を含む多様な働き方を受け入れることで得られる会
社・従業員メリットは何か？

双方の退職リスク回避、技術の継承
を促すため

最後に

●会社により制度構築が大きく違ってきます。
限定社員とし、何かしら限定した範囲での業務遂行なのか？社員と同等の業務と責任の中で
働く場所だけを限定するのか？
従来、日本は年功序列で働き方が定型的でした。将来に向かって多様な働き方を導入するので
あれば労働条件のみならず労使のコミュニケーション、教育体制も含め幅広い制度設計が必要
となります。

Point
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