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本研修のねらい

労務管理は、職場の秩序を守り、部下の健康を守るためだけではなく、チームの生
産性を高めるために必要な管理職の職責の一つです。この研修では、管理職として
最低限知っておかなければならない社内規程のベースになる法律を理解します。

① 研修に積極的に参加して、グループ共有などはできる限り発言し、理解を深める
ようにしてください。

② 分からないことは講師に質問して、疑問を残さないようにしてください。

③ 気分が悪い・空調が強い・スクリーンが見えにくいなどありましたら、講師・事務局
まで伝えてください。

④ 携帯電話は、電源をオフにするかマナーモードにしてください。

⑤ ノートパソコン・スマートフォン・タブレット・携帯電話などの使用は遠慮してください。

なぜ、本研修が必要か

研修を有意義な時間にするために

章・ページのポイントを示しています。
おおよその内容をつかんでください。

研修・章のゴールを示しています。

理解を促進するための補足を示して
います。参考にしてください。

研修の理解を深めるためのコラムを
示しています。参考にしてください。

演習を示しています。個人演習や
グループワークで理解を深めます。

研修で学んだことを実行に移す方法
を示しています。

研修・章のまとめを示しています。学
んだことを再度整理しましょう。

マークの説明

講師からのアドバイスです。
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労務管理強化の必要性①

労務管理の必要性と、労働関連の法律や就業規則について理解を深めます。

労務管理が重視される背景

下記のような背景から、労務管理を強化することが、管理職一人ひとりに求められる時代にな
りました。コンプライアンス遵守の視点からも、管理職が労働基準法や、働き方改革関連法など
を理解して、現場で法律に基づいた管理をすることが求められています。

コンプライアンスの遵守

会社の労働基準法違反により、
部下が労基署に駆け込んだり、
SNS上で拡散・炎上したり、1つ
の事件が、企業に莫大な被害
を与える可能性が増している

働き方改革の推進

働き方改革関連法が順次施行
され、企業側も働き方改革の推
進を進めている。各社、法律の
対応にとどまらず、真の働き方
改革を推進してきている

採用力・定着力の強化

人材の採用が難しい時代であり、
社員が働き方を選択できる時代
になった。採用・定着率アップに
も、労働法関連を遵守すること
が最低限必要になった

最低限の条件として、全管理職に、
労働法関連の理解が、求められる時代になった

働き方改革関連法案の全体像

働き方改革と叫ばれていますが、働き方改革関連法案で、職場の労務管理を担当する管理
職の皆さんに知っておいて欲しい内容を整理しました。

【働き方改革の趣旨 ～一億総活躍社会の実現に向けて～】

働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に
推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇
の確保等のための措置を講じます。

【見直しの目的】
働き過ぎを防ぐことで、働く方々の健康を守り、
多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現できるようにします。

長時間労働の見直し

【見直しの目的】
同一企業内における正社員と非正規社員の間にある不合理な待遇の
差をなくし、どのような雇用形態を選択しても「納得」できるようにします。

雇用形態に関わらない
公正な待遇の確保

① 残業時間の上限を規制します P5参照
② 1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を義務づけます P13参照
③ 月60時間を超える残業は、割増賃金率を引き上げます（25％→50％） P20参照
※①～③は労働基準法の改定

改定
内容

○不合理な待遇差の禁止 P5参照
※パートタイム労働法が、パートタイム・有期雇用労働法に変更

改定
内容
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労務管理強化の必要性②

残業時間の上限規制

これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、また特別条項を設けること
で、上限無く時間外労働を行わせることが可能となっていました。今回の改正によって、罰則付
きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできな
い上限が設けられます。

【残業時間の上限規制※のイメージ】

パートタイム労働者・有期雇用労働者の不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇につ
いて、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

【不合理な待遇差をなくすための規定の整備】

※ 職務の内容とは、業務の内容＋責任の程度をいいます。

均衡待遇規定
(不合理な待遇差の禁止)

均等待遇規定
(差別的取扱いの禁止)

①職務内容※ ②職務内容・配置の変更の範囲 ③その他の事情

の内容を考慮して、不合理な待遇差を禁止するもの

①職務内容※ ②職務内容・配置の変更の

が同じ場合は、差別的取扱いを禁止するもの

※大企業：2019年4月施行、中小企業：2020年4月施行

① 今回の改正によって、時間外労働（休日労働は含まず）の上限は、原則として、月45時間・年360時
間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。

② 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、

• 時間外労働 ・・・年720時間以内

• 時間外労働＋休日労働 ・・・月100時間未満、 2･3･4･5･6ヵ月平均80時間以内

• 原則である月45時間を超えることができるのは、年6ヵ月まで

となります。
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労務管理の必要性と就業規則などのルール

労務管理とは何か、労働関連の法律や就業規則について理解を深めます。

労務管理とは

労働基準法・労働協約・就業規則・労働契約とは

労務管理とは、「ヒト・モノ・カネ・情報」の管理のうち、「ヒト」に関する管理のことです。主に組
織で働く労働者に対する集団的な管理のことをいい、具体的には賃金・労働時間・福利厚生な
ど、労働条件に基づいて、適切な管理をすることをいいます。

会社（使用者）が社員（労働者）を雇い入れ、会社に労務を提供してもらうために
は、労働条件を定めなければなりません。

労働条件の内容は、個別の「労働契約」による定めと、「労働協約」「就業規則」と
いった事業場全体の労働条件を規定する定めから成り立っています。もちろん、労
働条件は「労働基準法」をはじめとする法令を下回る内容にすることはできません。

包括的
全体的

個別的
限定的

労働基準法

労働協約

就業規則

労働契約

労働者の働く条件を規定した法律。雇用区分にかかわらず
全労働者に適用される最低労働条件を明示した法律。

（※労働組合がある場合）会社と労働組合が労働条件等に
ついて合意した約束事をまとめたもの。

会社が労働条件、および服務規律を統一的に管理するた
めに作成した規則（10名以上の会社には作成義務あり）。

使用者と労働者一人ひとりの間で、採用に際して締結され
る契約。

就業規則の概要と目的

社員が10名以上になった時に、会社が作るもの(10名未満でも作成することが望ましい)であり、
労働時間や給料・休憩時間・休暇・罰則など色々な規則が規定されており、会社と労働者の間
のルールが記載されています。下記のような目的があります。

1 会社の「労働条件」や「働く上でのルール」を明記することにより、効率的な働き方、
働きやすい環境を作ることが目的です。

2 違反者には罰則が課せられ、よい企業秩序を維持することができます。
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管理職に求められる労務管理

管理職が行うべき労務管理について、まとめました。管理職として、どのような管理
項目が必要なのかを把握してください。

管理職に求められる労務管理

労働時間
管理

休日･休暇
管理

職場環境
管理

※本日は、上記の赤文字の労務管理について主に学習します。
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休日・休暇の管理⑤

年次有給休暇の理解を深めるためのQ&A

年次有給休暇（以下、有給）を運用するとき、色々な疑問がわきます。Q&A方式で細かいルー
ルを解説します。

有給をとって、ゴルフやデートをし
てもいいんですか？

当日風邪を引いたので、会社を
休みたい。「今日は、有給を取得
して休みます」は可能だろうか？

有給を取得すると、皆勤手当や
ボーナスは減るのかな？

定年後に、嘱託社員として再雇
用された場合は、年次有給はリ
セットされるの？

退職時にまとめて有給を
取得することは可能ですか？

業務の繁忙期に有給の取得申
請をしたら、上司から「時季を変
えてほしい」と言われた。休みは
自由にとれるのでは？
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近年増えている労務トラブル①

遅刻が頻繁なＡさんにＢ課長が「明日から来なくていい」と感情的に言ってしまい、
翌日からＡさんは出社しなくなりました。

近年、労働者が気軽に会社とのトラブルを相談できる環境が整ったことや、インター
ネットの普及により、解雇等に関する情報を入手しやすくなり、労使間のトラブルは
年々増加しています。管理職はこのようなトラブルを未然に防ぎ、円滑な労使関係を
築くためにも事前に対策を講じることが必要です。

いくつか事例を記載しますので、参考にしてください。

解雇について

【事例1】

【結末】 労働基準監督署から出頭命令がきて、即日解雇するのなら解雇予告手当を支給
するように指導されました。

Ｃさんは普段から遅刻や欠勤が多く、勤務態度不良でした。Cさんが仕事で度重な
るミスをして、お客様からクレームをもらったので、Ｄ部長が注意したところ、反抗的
な態度を取ったため、Ｄ部長も感情的になってしまいCさんに解雇を通知しました。
Ｃさんはすぐに荷物をまとめて帰りました。

【事例2】

【結末】 1週間後、弁護士事務所から内容証明郵便で労働審判手続の申し立てをされました。
結局、和解金100万円と、解雇の有効性について争った期間3ヵ月分の休業補償を
支払いました。

【覚えておいて欲しいこと】

【覚えておいて欲しいこと】
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近年増えている労務トラブル②

【死亡直前の時間外労働】

長時間労働について

勤続15年のAさんは2年前より製造部長に昇進をし、生産管理業務、製造部全体の
指揮監督、従業員の労務管理を行っていました。部長に昇格した頃、新工場が竣工
し、業務量が大幅に増加したにも関わらず、人員補充はされず、長時間労働を余儀
なくされ、就業環境は劣悪になっていました。結果、くも膜下出血により死亡しました。

【事例1】

【結末】 くも膜下出血による死亡と長時間労働（過重労働）の因果関係が認められ、多額の
損害賠償金を支払いました。

死亡前1ヵ月 99時間 死亡前4ヵ月 109時間

死亡前2ヵ月 78時間 死亡前5ヵ月 101時間

死亡前3ヵ月 110時間 死亡前6ヵ月 143時間

【覚えておいて欲しいこと】
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リーズナブルな価格で効果的な内製化を短時間で実現する

30種類以上の研修コンテンツ。

テキスト・スライド・講師マニュアルなど

研修に必要なツールが揃っています。

新人から管理職まで
幅広く研修内製化1

社内の講師が効果的な研修を実施できるコンテンツサービスです

テキストや講師用マニュアルに沿って進め

るだけで、講師の経験や力量に関わらず、

効果の高い対話型研修が可能です。

やらされ感ない研修が
社内講師でも実施可能2

オンライン研修にも活用可能。社内講師向

けの動画・テキスト、弊社スタッフによる

無料フォローアップで内製化を支援します。

オンライン研修に対応、
内製化サポート充実3

┃研修ラインナップ

※全コンテンツ使用できる「使い放題プラン」もあります。
詳細はお問い合わせください。表示価格はすべて税抜価格です。

┃サービス料金（従量制プラン）

社内研修支援サービス

┃研修キット内容

101 給料と評価の基礎知識

102 ビジネスマナー

104 コミュニケーション（職場の人間関係を築く編）

105 コンプライアンス（法令遵守・ビジネスモラル編）

106 コミュニケーション（仕事の受け方・報連相編）

107 仕事の進め方（優先順位・PDCA編）

109 新入社員スキル定着研修（体験学習・主体性発揮編）

111 自分を守るメンタルヘルス（基礎知識・自己管理編）

112 新入社員フォローアップ（振り返り・マインドリセット編）

113 新入社員・若手社員の心の成長研修

201 OJT（後輩育成編）

202 ティーチング＆コーチング（後輩指導編）

203 プレゼンテーション（わかりやすい資料作成編）

204 被評価者研修（セルフマネジメント編）

206 プレゼンテーション（伝え方の技術編）

207 ファシリテーション（意見の引き出し・合意形成編）

210 ロジカルシンキング（基礎編）

301 若手社員研修（段取り力・コミュニケーション編）

303 リーダー研修（意思決定力強化編）

304 若手社員フォローアップ（レジリエンス強化編）

若手社員向け

新入社員向け

205 ロジカルシンキング（論理的思考・フレームワーク編）

208 財務会計基礎（財務諸表・PL編）

209 財務会計基礎（BS・CF編）

213 生産性の高い会議の進め方

216 企業経営論（基礎編）

302 中核社員研修（PDCA・組織コミュニケーション編）

401 労務管理（基礎知識・働き方改革対応編）

402 評価者研修（目標設定編）

403 評価者研修（評価・フィードバック編）

404 部下・職場を守るメンタルヘルス（メンタルヘルスマネジメント編)

405 パワハラ・セクハラ（基礎知識・パワハラ防止法と対策編)

406 コンプライアンス（コンプライアンスマネジメント編）

407 マネジメント（組織マネジメント編）

409 マネジメント（方針策定・イノベーション編）

411 目標管理マニュアル

420 マネジメント（方針策定・展開編）

423 マネジメント（PDCAサイクル編）

中堅社員向け

管理職向け

※2023年4月現在の情報です。

http://www.growthen.co.jp/
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