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働き方改革関連法案を閣議決定 国会に法案提出
政府は、平成 30 年４月６日、今国会（第 196 回通常国会）の最重要法案と位置づけている「働き方
改革関連法案（正式名称：働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案）
」を閣議決定
しました。これでようやく、同法案が国会に提出されました。法案作成の詰めの段階で、裁量労働制の
適用の拡大の削除、施行を目指す期日の見直しなどが行われています。概要を確認しておきましょう。

働き方改革関連法案（第 196 回通常国会に提出）の概要
●働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要（厚生労働省資料）
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要（厚生労働省資料）

施行期日 Ⅰ：公布日
Ⅱ：平成 31 年４月１日（中小企業における時間外労働の上限規制に係る改正規定の適用は平成 32 年４月１日、１の中小企業における割増賃金率の
見直しは平成 35 年４月１日）
Ⅲ：平成 32 年４月１日（中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用は平成 33 年４月１日）

★ この改正の目玉は、何といっても「時間外労働の上限規制（Ⅱの１の一部）
」でしょう。時間外労働の上限規制は、各
企業にとって負担が大きいものです。そのため、一部の業種については適用を猶予し、また、中小企業については施行期
日が１年遅れとなっています。しかし、一般的な業種の大企業では、来年４月から対応を迫られることになります（もち
ろん、法案が予定どおりに成立した場合です）
。
「同一労働同一賃金の実現に向けた改正（Ⅲ）
」についても注目されていま
すが、これについては、大企業・中小企業ともに、施行期日に余裕が設けられています。他の規定については、企業規模
を問わず、来年４月から施行されるものが大半となっています（もちろん、法案が予定どおりに成立した場合です）
。
★ 細かな規定に目を向けると、一定日数の年次有給休暇の確実な取得（使用者は、10 日以上の年休が付与される労働者
に対し、５日については、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする）など、企業への影響が大きい内容が
含まれています。法案が成立した場合した場合、企業規模を問わず、平成 31 年４月１日施行される規定が大半となってい
ますので、国会での審議の動向から目が離せません。
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「ジョブ・リターン制度」とは？

４月に入って、新入社員を迎えた職場も多いことでしょ

いったん自社を退職した従業員を再雇用する制度（名称

う。一方、売り手市場の中、なかなか新しい人材を採るの

は「ジョブ・リターン制度」
「カムバック制度」等さまざま）

が難しいという企業も多いのではないでしょうか。

を導入する企業が増えています。平成 23 年度雇用機会均

厚生労働省、文部科学省の共同調査によると、今春卒業
（予定）の大学生の就職内定率は、２月１日現在で 91.2%
（前年同期比 0.6 ポイント増）となり、比較可能な 2000

等法基本調査によれば、こうした制度がある事業所の割合
は 53.1％です。
また、エン・ジャパンの「出戻り社員実態調査 2016」で

年以降で最高を更新したそうです。これは２月時点の数字

は、220 社中 67％が「再雇用した経験がある」
、7 割超が

ですので、最終的な内定率はさらに高くなることが予想さ

「条件が整えば再雇用したい」と回答しています。

れます。学生に有利な売り手市場が続いていることが読み

人手不足対策として、こうした制度の導入・活用は企業

とれる結果となっています。

にとって有効と思われますが、実際に退職者に利用しても

◆女性の内定率に大きな伸び

らうためには、どのような取組みが必要なのでしょうか？

男女別にみると、男子大学生の就職内定率は 89.9%（前
年同期比 1.1 ポイント増）で、女子は 92.8%（前年同期比
同）となっています。大卒の内定率は 2011 年の同時期に
は 77.4%まで落ち込んでおり、特に、女子については同時

◆人材確保のための導入企業の取組み①－退職理由を限
定し過ぎない
2000 年代前半に導入が広がった当時は、結婚や出産・育
児が理由の退職者を主なターゲットとしていました。

期 75.7%と、男子 78.9%に対していっそう厳しい状況でし

しかし、近年は退職者を広く受け入れるため、
「介護」や

た。この数字から、その後の女子の内定率の伸びが大きい

「配偶者の転勤」
、
「転職」
、
「留学」といった理由での退職

ことがうかがえます。

者も対象に含めたり、理由を問わず対象に含めたりすると

◆企業の採用活動も積極的に

ころが増えています。

このように、大卒者の採用をはじめ、売り手市場の中、
企業の人材確保はいっそう厳しさを増しそうです。そろそ
ろ 2019 年度の採用活動も本格的に始まっているところで
しょう。最近は、学生も様々なルートから情報を集め、自

◆人材確保のための導入企業の取組み②－積極的に制度
周知を行う
制度を利用してもらうためには、制度の存在が知られて
いることが不可欠です。

分に合うような企業をリサーチしています。
「うちにはどう

そのため、導入企業では退職時に制度説明を行うととも

せ良い人は来ないだろうな……」などとは思わずに、自社

に、リストに登録するかどうかを確認しておき、募集時に

の「売り」を明確にアピールしつつ、今度の採用活動に取

はリストに登録された退職者から優先的に選考したり、退

り組んでいきたいものです。

職者に定期的に郵送で再就職を呼びかけたりしているとこ
ろがあります。
専用サイトを設けているところもあります。
◆人材確保のための導入企業の取組み③－再雇用時に細か
なフォローをする
復帰に意欲的な退職者であっても、ブランクに対する不
安があったり、事情の変更により在職時と同じ働き方での
復帰は難しいなどの事情を抱えていたりすることから、導
入企業によっては研修期間を設けたりしています。
元従業員といえども、新規採用者と同様に、雇入れ後の
働き方に関する希望や条件をヒアリングするなど、丁寧な
対応を心がけましょう。

Ｍ字カーブ解消？
働く 30 歳代女性が増加中

企業が取り組む
企業が取り組む「
組む「AI 採用」とは？
採用」とは？

◆雇用環境、依然として良好

◆書類選考の時間が大幅に短縮！

今年１月、総務省は「労働力調査（29 年）
」を公表しま

ＡＩ（人工知能）を新卒や転職の選考に活用する「AI

した。
「完全失業率が前年より 18 万人減」
「就業者が前年

採用」を導入する企業が増加し、企業の採用活動が変わり

より 65 万人増」
「労働力人口が５年連続で増」など、全体

つつあります。

的に雇用が進んでいることが調査結果に表れています。
◆「Ｍ字カーブ解消」とは
同調査結果で特筆すべきなのが、30 歳代の女性の労働人
口比率（就業率）が 69.4％と、米国を抜くほど大きく改善
したことです。いくつかのメディアではこの結果を、
「Ｍ字
カーブ（現象）ほぼ解消」と報じました。
「Ｍ字カーブ現象」とは、日本の女性の就業率を年齢階

現在、
「ＡＩ採用」は、特に書類選考に活用することが多
いようです。ＡＩに過去の内定者のデータを学習させ、応
募者のエントリーシートや履歴書等の内容がその合格基準
に満たすかどうかを判断させるというものです。
ソフトバンクでは、
2018 年入社の新卒採用の書類選考に
「ＡＩ採用」を導入したところ、採用担当者が選考に費や
す時間を約７割削減することができたということです。ま

層別に比較すると、20 歳代や 40 歳代が高い一方で 30 歳

た、統一性のある基準で判断ができるため、ミスマッチ防

代は低いため、グラフにするとＭ字型を描く現象のことで

止にもなるという効果が挙げられています。

す。先進諸国ではほとんど見られない、日本固有の現象と

◆ＡＩが面接官？

して問題視されてきました。
◆働く 30 歳代女性増加の背景
Ｍ字カーブ現象があった背景には、20 歳代で働きはじめ

2019 年の新卒採用では、
ＡＩが人間の代わりに面接を行
うサービスが本格的に開始されました。スマートフォンや
タブレットにアプリをインストールし、コンピューターの

た女性が 30 歳代で出産・育児のため（やむを得ず）職を

音声の質問に答えていくことで面接ができ、受験者の資質

離れ、育児が一段落した 40 歳代で再就職するというワー

を項目ごとに分析することができるサービスです。時間や

クスタイルがありました。

場所を問わないことから、企業への今後の広がりが期待さ

Ｍ字カーブの解消傾向は、仕事と育児を両立しようとい
う女性が増えていること、および国によるさまざまな両立

れています。
◆選考される就活生はどう感じているか？

支援策（たとえば育児・介護休業法の改正による育児休業

就職情報会社が学生を対象に行った調査によると、書類

の延長、短時間勤務やフレックスタイム制など「多様な働

選考をＡＩが行うことに 50.1％が「反対」
、面接をＡＩが

き方」の浸透、保育所の定員枠の増加など）の効果が出始

判定することに 67.5％が「よいとは思わない」という結果

めていることによる、ワークスタイルの変化があるとみら

となったとのことです。やはり、人間ではないＡＩに判断

れています。

されることに対し、就活生は不満や抵抗があるようです。

◆両立支援策で人材定着を

◆「ＡＩ採用」は普及するのか？

企業も、自社従業員の仕事と出産・育児の両立支援をす

「ＡＩ採用」は、採用業務の効率化につながるとして活

すめています。例えば三越伊勢丹ホールディングスは、
「子

用する企業が多いのですが、最終的な選考は採用担当者が

が４歳に達するまで利用可能な育児休業」
「出産・育児ほか

行っています。今後は、ＡＩ技術の発展や求職者のデータ

の理由で退職した場合、８年以内なら優先的に再雇用」な

が蓄積されることによって判断の精度も高まることが期待

ど、手厚い支援制度で知られています。同社は女性従業員

されます。

の約半数が 30 歳代とのことですから、これら支援制度が
人材定着にとりわけ大きく寄与していると思われます。
人手不足のいま、両立支援策を上手に活用し、女性従業
員の離職を防ぎましょう。

現時点では、
採用する側とされる側に賛否がありますが、
採用ツールの 1 つとして導入を検討してみてはいかがでし
ょうか。

「時間外労働等改善助成金」創設 中小企業の時間外労働の上限規制等への円滑な対応を支援
これまでの職場意識改善助成金が改称・拡充され、
「時間外労働等改善助成金」が
創設されました。この助成金は、中小企業が時間外労働の上限規制等に円滑に対応す
るため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主を助成するもので、
中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。概要は次のとお
りです。

時間外労働等改善助成金の概要
対象事業主 → 労災保険の適用事業である一定の中小企業事業主（コースによって他の条件も満たす必要があります）
コース

概要

助成額

時間外労働
上限設定コース

時間外労働の上限設定を行うこと
を目的として、外部専門家による
コンサルティング、労務管理用機
器等の導入等を実施し、改善の成
果を上げた事業主に対して、その
経費の一部を助成

⑴ 助成率３／４（事業規模30 名以下かつ一定の機器・ソフトウェア等の導入経費が 30 万円を
超える場合は４／５を助成）
⑵ 上限額
対象となる事業主が平成 30 年度（又は平成 31 年度）に有効な 36 協定において、時間外労働
の上限を月 45 時間以下、年間 360 時間以下に設定した場合は、上限額 150 万円など
〈補足〉さらに、週休２日制とした場合に上限額を加算（助成金の合計は 200 万円まで）

勤務間
インターバル
導入コース

勤務間インターバル制度を導入
することを目的として、外部専門
家によるコンサルティング、労務
管理用機器等の導入等を実施し、
改善の成果を上げた事業主に対
して、その経費の一部を助成

⑴ 助成率３／４（事業規模30 名以下かつ一定の機器・ソフトウェア等の導入経費が 30 万円を
超える場合は４／５を助成）
⑵ 上限額
インターバル時間数等に応じて、
①９時間以上 11 時間未満 40 万円 ②11 時間以上 50 万円 など

職場意識改善
コース

所定労働時間の削減、年次有給
休暇取得促進に取り組むこと等を
目的として、外部専門家によるコ
ンサルティング、労務管理用機器
等の導入等を実施し、改善の成果
を上げた事業主に対して、その経
費の一部を助成

⑴ 助成率３／４（事業規模30 名以下かつ一定の機器・ソフトウェア等の導入経費が 30 万円を
超える場合は４／５を助成）
⑵ 上限額
【年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減を取組む場合】
①労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数（年休取得日数）を４日以上増加
②労働者の月間平均所定外労働時間数（所定外労働時間数）を５時間以上削減 100 万円
※年次有給休暇の平均取得日数を 12 日以上増加させた場合は上限額 50 万円を加算する。
【特例措置対象事業主】
週所定労働時間を 2 時間以上短縮し 40 時間以下とする 50 万円

テレワークコース

在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対してその経費を助成

団体推進コース

３社以上で組織する中小企業の事業主団体において、傘下企業の労働時間短縮や賃金引上げに向けた生産性向上に資
する取組に対して、その経費を助成

助成額
は省略

★ 平成 30 年５月以降は、雇用保険被保険者資格取得届などのマイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバー
の記載がない場合には、返戻する場合があるとのことです。不明点があれば、気軽にお尋ねください。

お仕事
お仕事
カレンダー
カレンダー
５月
3月

5/10

● 一括有期事業開始届の提出（建設業）
主な対象事業：概算保険料160 万円未満で、かつ請負金額が 1 億8,000 万円未満の工事
● 4 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付

5/15

● 障害者雇用納付金の申告と納付期限

5/31

●
●
●
●

4 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付
自動車税の納付（条例で定める日まで）
3 月決算法人の確定申告と納税・9 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで）
6 月・9 月・12 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで）

◆あとがき◆ 「２０２０年人工知能時代 僕たちの幸せな働き方」
（藤野貴教著）という本を読んでいます。Ａ
Ｉに疲れる仕事を任せて、人はもっと「感覚」を求められる仕事をしようといいます。読むと元気が出ます。明る
い未来が描けます。１０年先のことと思っていたら、数年先のことのようです。

