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みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 

雇用契約書は労働条件についての合意を証明する書類と

して重要であるにもかかわらず、整備できていない場合が

あります。そして、雇用契約書の不備はしばしば労使トラ

ブルの深刻化につながります。新規雇用や雇用契約更新な

どをする年度初めの時期に合わせて、雇用契約書の取り交

わし方についてあらためて解説します。 

 

労働条件明示の義務 
労働基準法等には、賃金や労働時間などの労働条件につい

て労働者に明示する義務があると定めてあります。とくに

下記のものは「書面で」明示しなければならないとされて

います。 

 

労働契約の期間 ／有期労働契約を結ぶ場合、更新の有無及

び更新の基準／就業の場所・従事する業務の内容／始業・終

業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、

休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項／

賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期

に関する事項／退職に関する事項(解雇の事由を含む) 

 

「労働条件通知書」と「雇用契約書」の違い 

前述の「労働条件の明示」は一方的な交付でも構わないた

め、「労働条件通知書」などの書面を会社が労働者に渡す

だけでも明示はできます。しかし、労働契約法において「労

働契約は合意により成立する」旨規定されてあるため、お

互いが条件について合意したことを「契約書」という形式

で残したほうがよいでしょう。 

 

ちなみに「労働条件通知書」とは、一般に労基法第15条

による一方的な明示書面を指すことが多いものの明確な

定義はなく、労働条件通知書というタイトルの書面に本人

合意を示す署名欄を付け加えることで雇用契約書と同様

の意味合いとする場合もあります。 

 

従業員の署名と契約日 
契約書は、契約当事者本人の署名、もしくは署名に代わる

記名押印がなされることで締結に至ります。印鑑は必ずし

も契約成立の要件ではないため、署名（サイン）だけでも

結構です。 

 

むしろ重要なのが「合意の年月日」です。「いつ合意をし

たか」は裁判など労使紛争上重要なポイントとなるため、

忘れずに記入して下さい。 

 

残業については特に慎重に 
時間外労働・休日労働などに関する項目は特に注意して記

載・説明しましょう。定時が何時なのか、残業を固定的に

支給するならそれは何時間分の残業を含むのか、残業はど

のように申請しどう許可されるのか、などを丁寧に説明し

ましょう。 

 

その他の注意事項 

【勤務場所】 

転勤の有無は子育てや家族の介護などの生活スタイルに

影響を与えます。ミスマッチが起こらないよう勤務場所や

転勤の可能性について事前に説明しましょう。 

 

【契約期間と更新】 

有期契約の社員に対しては、契約期間と更新の有無、更新

の判断基準ももれなく伝えましょう。 

 

【独自の職務ルール】 

業種により特別の秘密保持義務がある場合など、会社独自

のルールがあるときは契約時に説明をしましょう。 

 

労使関係を悪化させないための社員とのコミュニケーシ

ョンが最も重要ですが、労使トラブルリスクも考えた上で

しっかりとした雇用契約書を取り交わしてください。 

無用なトラブルを防ぐ 
雇用契約書の交わし方 

雇用契約書をいい加減に作成すると後で思わ

ぬ労使トラブルに繋がります。年度初めの時

期に合わせて、あらためて雇用契約書のポイ

ントについて紹介します。 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 

政府が進めている「同一労働・同一賃金」ですが、まだ議

論の途中で具体的にどのような義務が企業に課せられる

かは決まっていません。ただ、労働力確保の観点からみて

も、賃金をはじめとした「非正規雇用者の待遇についての

整備」は重要な経営課題です。 

 

同一労働同一賃金推進法 
「同一労働同一賃金推進法」とは、「同じ価値の仕事には

同一の賃金水準を適用すべき」という同一労働同一賃金の

原則に基づき、正社員と派遣社員との賃金や待遇の格差を

是正するための法律です。正式名称は「労働者の職務に応

じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律」。

2015年9月9日の参議院本会議で可決・成立し、公布日

の同16日から施行されました。 

 

日本は諸外国と比べて同一労働同一賃金に関する法制化

が遅れているとも言われており、ようやく法律施行となっ

たものの、現段階では向こう3年を目処に具体案を作ると

いう予定になっているようです。 

 

対象となる課題 
この法律は、つまるところ次の不平等について、法による

介入・是正をしようという意図が見られます。 

 

1. 正社員と派遣社員の労働条件の不平等 

2. 社員と契約社員・パート等の労働条件の不平等 

 

これらの不平等是正が本当に雇用安定化・格差是正に有効

かはさておき、以下「同一労働・同一賃金を実現するため

に企業は何をするべきか」を考察します。 

 

するべきことその1 「労働」の定義 

まずは職種ごとに「働いている内容（職務）」を分析し、

ランク分けする必要があるでしょう。パン屋さんで例える

と、パンを「焼く人」と「売る人」に分け、それぞれのタ

スクを書き出して難易度別に振り分けていきます。そして

そのランクごとに時給を決めれば、理論上には同一労働に

同一の賃金を支払うことができそうです。（以下例） 

 

レベル パンを焼く係 パンを売る係 

高 

難しい食パンと 

フランスパンを作るこ

とができる 

給与100 

パンの知識がたくさんあり、

もっとたくさんパンを売る 

給与90 

中 
惣菜パンを作ることが

できる    給与80 

レジ打ちに加えてパンをた

くさん売る    給与70 

低 

窯の掃除や洗い物がで

きる 

給与60 

・レジが打てる 

・売り場の掃除ができる 

給与60 

 

するべきこと2 責任の定義 

正規社員と非正規社員には責任の度合いに差があること

があります。その責任に応じて給与や手当を設定すること

も必要でしょう。パン屋さんなら、発注や品質管理の責任

者にはふさわしい手当を支払いたいところです。 

 

責 任 責任手当 

材料を切らさないように業者に発注する責任 ＋30 

パンの品質を維持する責任 ＋50 

新人にやり方を教える責任 ＋10 

 

このように職務を分析することで、賃金の不公平などの経

営課題がわかることもあります。今回の法改正をきっかけ

に、職務と賃金を分析してみてはいかがでしょうか。 

同一労働・同一賃金は 
可能か 

政府は雇用形態による待遇の格差を是正しよ

うと検討を進めています。そもそも正規社員

と非正規社員を同一賃金にするとはどういう

ことでしょうか。 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
毎年 3 月は健康保険料率及び介護保険料率の改定時期で

す。昨年度は政府予算案の閣議決定が例年より遅れたため、

改定が 4 月分からになりましたが、今年は通常通り 3 月

分(4月納付分)から改定されます。 

 

一部の都道府県では、およそ7年ぶりに協会けんぽの健康

保険料率が下がりました。以下、健康保険料率の変更につ

いてお知らせします。 

 

新旧の保険料率 

この度、平成28年3月分保険料より、以下のように保険

料率が改定されます。 

 

協会けんぽ健康保険料率 

都道府県 
旧保険料率 

（2月まで） 

新保険料率 

（3月から） 

東京 9.97％ 9.96％ 

千葉 9.97％ 9.93％ 

神奈川 9.98％ 9.97％ 

福島 9.92% 9.90％ 

 

介護保険料率（変更なし） 

都道府県 
旧保険料率 

（2月まで） 

新保険料率 

（3月から） 

全国共通 1.58％ 1.58％ 

 

都道府県ごとに保険料率が異なる理由 
都道府県ごとの保険料率が異なるのは、都道府県ごとに必

要な医療費（支出）がことなるからです。都道府県ごとの

保険料率は、それぞれの地域の加入者の医療費に基づき算

出されます。 

 

そのため、加入者の医療費が下がれば、その都道府県の保

険料率は下がり、逆に医療費が上がれば保険料率も上がり

ます。現在は地域によって医療費の伸びが異なる（高齢者

が多い地域は比較的多く医療費がかかるなど）ため、保険

料は全国一律となっていません。 

 

今後の保険料率はどうなるか 
協会けんぽの保険財政については、医療費の伸びが賃金の

伸びを上回る状況が続いています。 

 

医療費は高齢化や医療の高度化等のため年々増加する傾

向にあり、一方で働き手の賃金、さらに労働力人口が伸び

にくい現状では、当面は大きく保険料が下がることは見込

めないでしょう。 

 

保険料変更の時期 

保険料の改定は平成28年3月分保険料（4月納付分）か

らになります。 

 

給与からの社会保険料天引きを翌月にしている会社の場

合、「4 月支払い給与」より保険料控除額の変更が必要に

なりますのでご注意ください。 

 

その他の改正について 

健康保険、介護保険については、この4月から標準報酬月

額の最高等級（47級・121万円）の上に3等級が追加さ

れ、上限が引き上げられます。 

 

この改正に関する等級変更は4月からとなります。併せて

ご注意ください。 

 

健康保険料率や介護保険料率についてのご質問は当事務

所までお寄せください。 

健康保険料率改定の 

お知らせ 

毎年 3 月は健康保険料率及び介護保険料率の

改定時期です。今年は一部の都道府県で協会

けんぽの健康保険料率が下がりました。 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
本書は従来社員に行っている日報と異なる自分のための日

報を勧めています。読み返し、発見し、行動を変えるビジ

ネス向上の最高のツールとして日報を活用することで、確

実に日々の仕事をよりよいものにすることができるでしょ

う。それでは、著者が定義する日報とはどのようなものな

のでしょうか。 

 

私がこの本でお勧めしたい日報とは、そんな他人に見せるために

義務で書く日報ではありません。また、部下の行動をチェックす

るための日報でもありません。それらには何の価値もないと断言

します。時間のムダと言ってもいいでしょう。 

 

本書で推奨される日報は自分を向上させ、成果に結びつけ

させる「自分のため」に書く日報を指します。 

 

ビジネスの基本は「間違い」に気付くこと 

本書の事例では、ある中小企業の業績低迷に伴って、経営

者が部下からの日報をよく読みなおした結果、スタッフの

営業時間の 6 割が移動に取られていたことが分かりました。 

 

今までもそうだから、これまで問題がなかったからという

理由で見えてこないものはあります。「自分の会社だから」

といって、本当の姿をよく理解しているとは限らないとい

うことです。 

 

そのため、どこにムダがあり、何を改善したらいいかなど

が分からず、マネジメント層の当てずっぽうになりがちだ

と著者は指摘しています。日々の単なる報告書としての日

報ではなく、「自分が向上するための日報」を積み重ねるこ

とでより明確に真実が見え、改善点も見えてきます。 

 

日々の数字に疑問を抱く 

嫌な数字にこそ向き合うべきで、目を反らすと近い将来に

自分が損をすることになります。つまり、嫌な数字と向き

合うことが重要です。 

 

ベストな発想は「差し迫った課題」とし

て捉えることです。「この数字は、自分に、

一番重要な課題を与えてくれた」そう考

えを切り替えれば、その瞬間から「役立

つ数字」に早変わりします。 

 

 

魅力ある商品の正体が分かる 
商品は思いつきで作ってもギャンブルのようになってしま

います。あくまでも客観的なデータを基に作らなければな

りません。これは、分かっていながらなかなかできないこ

とです。 

 

誰に、何を、どのように売るか？というシンプルに考え、

特に対象を定めるために日報は有効です。ここが明確でな

ければ商品も販売戦略も定まらないからです。 

 

会社で義務となっている日報でも売上報告などの項目はあ

りますが、日報のフォーマットを商品づくりのためのデー

タ収集を目的とすることで、良い情報が取れ、しかも日々

振り返ることで行動に落ちることから営業活動の質も向上

していくことでしょう。 

 

理性型と感性型 
筆者は人のタイプを理性型と感性型で分け、日報のフォー

マットを変えるべきだと解説しています。 

 

単なる報告書で日報を終わらせるのではなく、紹介されて

いる様々な業種のサンプルを参考にしながら、自分や部下、

更には自社を成長させる取り組みとして導入されてはい

かがでしょうか。 

A4 1枚で「いま、やるべきこと」

に気づく なかづか日報 中司 祉岐 著 

単行本：250ページ 

出 版：経済界 

価 格：1,400円（税抜） 

 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

労務管理や助成金などのご相談がござい

ましたら、お気軽に当事務所までお問い合

わせください。 

当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の月刊 社労士みよた＋Plusはいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

みよた社会保険労務士事務所 

所長 御代田 裕介 

所在地 

〒963-8024 

福島県郡山市朝日一丁目20番11号 

オフィスイン21 305号 

営業時間 平日9:00～18:00 

電話 024‐983‐0735 

FAX 024‐983‐0736 

メール info@office-miyota486.com 

 

 
代表よりあいさつ 
 

新年度の始まりです。おかげさまで、みよた社会保険労務士事務所も、今月から５年目に突入いたします。 

入社・退社・異動などの手続きが増え、なにかと慌ただしい時期でございます。 

 

最近、雑誌「プレジデント」で、心を整える「禅・瞑想」入門という特集を読みました。 

禅・瞑想によって集中力や発想力を高めてビジネスに活かそう、という内容だったのですが、非常に興味深く、 

生活のリズムを整える意味も込めて、朝晩に瞑想を始めました。スピリチュアルですね。 

 

最近は、「座禅コン」なるイベントもあるとか…。今年度も、素敵な出会いを求め続けております。 

当事務所からの 

お知らせ 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

以下のチェック項目にお答えいただき、FAXまたはメールにてご返送いただけますと、 

具体的なフィードバックをいたします。 

 

チェック項目  

No チェック項目 YES NO 

１ 入社時に雇用契約書を取り交わしている □ □ 

2 賃金など契約内容が変わった時に雇用契約書を再度取り交わしている □ □ 

3 契約書をひとつひとつ口頭でも説明し、納得してもらっている □ □ 

4 日付と署名欄の記入をしてもらっている □ □ 

5 転勤の可能性について説明している □ □ 

6 雇用契約期間について説明している □ □ 

7 契約更新について、契約の都度説明している □ □ 

8 残業の可能性や定額残業制度などについて説明している □ □ 

9 会社における独特な職務ルールについて説明している □ □ 

10 パート・アルバイトについても雇用契約書を取り交わしている □ □ 

 

FAXのご返送は 024‐983‐0736 まで 
 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書きください 

  

 FAX   

 

 

 
雇用契約書チェックシート 

2016年版チェックシート 


