
社会保険労務士 松本 容昌

就業規則

無料診断チェックシート



1

はじめに

この度は、就業規則無料診断チェックシートをご利用いただきありがとうございます。

よく、

「何年も前に作った就業規則をそのままにしておくと危険ですよ。」

こんな事を聞いたことがあるかと思います。

確かに、社会情勢の変移と共に、労働社会においても様々な分野において、情勢が目ま

ぐるしく変わっていきます。

従って、就業規則も現在の情勢に適応したものに変更していく必要があります。

しかし、いざ、「昔の就業規則では危険だ」と言われても、必ずしも労務管理に関する

法律等の専門家ではない経営者の方にとっては、「一体、何処が危険なんだ？」と思わ

れてしまうでしょう。

本チェックシートは、現在、就業規則において最も注意すべきポイントを１０選んであ

ります。

本チェックシートの各問を現在の御社の就業規則と照らし合わせながら、ご回答いただ

くことで、御社の就業規則においてどこを見直すべきがわかります。

時間は、１０分程度で終わりますので、是非、就業規則をご用意いただき、早速初めて

見て下さい。

解説編では、各問についての解説や変更すべき点等を記載してありますので、今後の就

業規則の見直しにお役立て下さい。

◆新たに就業規則の作成をご検討されている方へ◆

本チェックシートは、これから就業規則の作成を検討されている方にもご利用いただけ

ます。チェックシートの各問は、就業規則を作成する上で、絶対に押さえておくべきポ

イントばかりとなっておりますので、是非、解説編をお読みになって下さい。
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就業規則無料診断チェックシート

チェックポイントは１０問あります。現在の就業規則の内容と照らし合わせてお答えにな

ってみて下さい。

□チェックポイント１

【試用期間について】

試用期間を設ける場合に、正社員へ本採用を拒否の具体的な理由が書か

れていますか？

                           はい□  いいえ□

□チェックポイント２

【休職制度について】

休職制度が、従業員がうつ病等のメンタル的な病気で休職した場合に対

応していますか？

はい□  いいえ□

□チェックポイント３

【定年について】

従業員が、希望した場合には、希望者全員を６５歳までの雇用を保障する

内容なっていますか？

はい□  いいえ□

□チェックポイント４

【家族手当・通勤手当・住宅手当について】

家族手当・住宅手当・通勤手当を支給されている場合、

・家族手当の支給額は、家族数に応じて支給されていますか？

・住宅手当の支給額は、家賃、住宅ローンの残高等に応じて支給されていますか？

・通勤手当の支給額は、通勤距離、通勤手段等に応じて支給されていますか？

はい□  いいえ□
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□チェックポイント５

【服務規程について】

服務規程に、あなたの会社における、独自の問題点や従業員の守ってもらいたいルー

ル等が記載されていますか？

はい□  いいえ□

□チェックポイント６

【定額残業について】

定額残業（固定残業）制を行っている場合に、残業代として支給している手当が、定額

残業代である旨の規定が記載されていますか？

はい□  いいえ□

□チェックポイント７

【従業員の定義について】

正社員、パートタイマー等の従業員の定義が記載されていますか？

はい□  いいえ□

□チェックポイント８

【懲戒解雇規定について】

懲戒解雇規定の懲戒事由がより具体的に書かれていますか？

はい□  いいえ□

□チェックポイント９

【就業規則の周知について】

就業規則を見やすい場所等に備え付けるなどして、従業員に周知していますか？

はい□  いいえ□

□チェックポイント１０

【無断欠勤者への対応】

無断欠勤を続ける従業員が出た場合、その対応策が就業規則に記載されていますか？

はい□  いいえ□
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【解説編】

□チェックポイント１

【試用期間について】

試用期間を設ける場合に、正社員へ本採用を拒否の具体的な理由が書か

れていますか？

【解 説】

試用期間は、「お試し期間」のようなイメージを持たれていますが、試用期間であって

も雇用契約は成立しており、本採用の拒否は、解雇として扱われます。

そして、本採用の拒否が認められる場合は、雇用時には、知ることができなかった重大

な事実等を知った場合となります。

詳細については、ここでは割愛させていただきますが、試用期間だから簡単に本採用拒

否が出来るわけでなく、本採用の拒否が認められるには、それ相応の理由が必要となっ

てきます。「正社員の解雇より若干、解雇が認められやすい」といったイメージです。

ところで、現在、従業員を解雇する場合には、解雇規定の存在が非常に重要視されてい

ます。そして、重要なポイントが、解雇の事由がより具体的に書かれているかです。

つまり、解雇の事由がより具体的に書かれているほど、解雇の正当性が認められやすく

なります。（ただし、必ず認められるわけではありません。）

従来のモデル就業規則等では、

「試用期間中、従業員として不適格と認めた者は採用を取り消す」

といった、簡単な内容のものが多かったので、もし、お手元の就業規則が、そのような

記載でしたら、より具体的な本採用拒否の事由を列挙する必要があります。
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□チェックポイント２

【休職制度について】

休職制度が、従業員がうつ病等のメンタル的な病気で休職した場合に対応しています

か？

【解 説】

休職制度は、従業員が、業務外での病気又は怪我等で働くことができなくなった場合に、

一定期間、従業員としての身分を保障するものです。

ところで、従来は、従業員が休職制度を利用すること自体少なく、仮に、休職制度を利

用したとしても、「再度、休職制度を使う」ということは本当に稀でした。

しかし、近年、うつ病等のメンタル的な病を患う従業員の数が急増して、それに伴い、

休職制度を利用する従業員が増えてきています。

ところで、うつ病等のメンタル的な病の特徴として、一度、職場に復帰しても、再発す

る可能性が高く、再度の休業を余儀なくされる場合があります。

そのため、最近の休職規定では、同一又は類似の病気等で再度、休職する場合には、前

回の休職した期間と通算する規定を設けています。

もし、このような規定がないと、数ヶ月休業した後復帰し、また暫くして休職し、また

復帰、そしてまた休職、と延々と繰返すことが出来てしまいます。

少し前のモデル就業規則は、メンタル的な病での休職に対応していない内容のものがほ

とんどです。と言うより、従来は、このような状況を想定していなかったのです。

メンタル的な病の急増で、就業規則において、休職規定は、最も内容を充実させるべく

規定の１つとなっておりますので、もし、お客様の就業規則が、メンタル的な病での休

職に対応していないようでしたら、至急、見直しをする必要があります。
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□チェックポイント３

【定年について】

従業員が、希望した場合には、希望者全員を６５歳までの雇用を保障する内容なって

いますか？

【解 説】

厚生年金保険の支給開始年齢の繰下げにより、高年齢者雇用安定法が改正され、従業員

が希望した場合には、企業は、６５歳までは雇用を保障しなければならなくなりました。

ただし、当時の経過措置として、労使協定により基準を設けた場合には、希望者全員を

６５歳まで雇用しない制度とすることも可能でした。

しかし、この経過措置は、平成２５年に廃止され、現在では、企業は、希望する従業員

全員を６５歳まで雇用しなければなりません。

従って、就業規則においても、従業員が希望した場合には、６５歳までの雇用する内容

とする必要があります。

そのため、就業規則が、労使協定により基準を設け、必ずしも希望者全員を６５歳まで

雇用しない内容のままとなっていますと、明らかな法律違反となっておりますので、至

急、改定する必要があります。

ちなみに、以下のような規定になっている場合には、法律違反となります。

第 58 条（定年退職）

従業員の定年は満 60 歳とし、誕生日の属する月以後直近の賃金締切日の翌日をもって

従業員 の身分を失う。

ただし、定年に達した者でも、本人から申出があり、かつ労使協定で定める基準に該当

する者は、新たに再雇用することがある。

この場合の雇用契約期間は原則として 1 年とし、満 65 歳に達する日の前日までを限度

として更新することが出来るものとする。

※赤字の部分が、法律違反となります。

※このような規定のままとなっていると、助成金も支給されない場合もありますので、

併せてご注意下さい。
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□チェックポイント４

【家族手当・通勤手当・住宅手当について】

家族手当・住宅手当・通勤手当を支給されている場合、

・家族手当の支給額は、家族数に応じて支給されていますか？

・住宅手当の支給額は、家賃、住宅ローンの残高等に応じて支給されていますか？

・通勤手当の支給額は、通勤距離、通勤手段等に応じて支給されていますか？

【解 説】

労働基準法では、割増賃金を算出する場合、計算単価に、家族手当、住宅手当、子女教

育手当、別居手当、通勤手当を含めなくとも良いとされています。

しかし、ここで注意が必要なのは、単純にこれらの名称で支給されていれば、計算単価

に含めなくと良いのではなく、実質によって取り扱うこととされています。

例えば、家族手当と称していても、家族数に関係なく一律に支給されるものは、割増賃

金の計算単価に含めなくとも良い手当には該当しません。

つまり、配偶者に対して１０，０００円、子供１人につき５，０００円を支給する場合

には、割増賃金の計算単価に含めなくても良いのですが、家族を有するものには、家族

手当として５，０００円支給する場合には、家族手当と称していても、割増賃金の計算

単価に含める必要があります。

ところで、法律では、手当の支給についての規定はないので、

「家族を有するものには、家族手当として５，０００円支給する」

という規定自体は、法律違反ではありませんし、割増賃金を計算する際の計算単価に含

めていれば、全く問題ありません。

しかし、

「家族を有するものには、家族手当として５，０００円支給する」

という規定になっているにかかわらず、割増賃金を計算する際の計算単価に含めていな

いのであれば、法律違反となってしまいますので、家族数に応じて支給するように規定

を変更するか、割増賃金を計算する際の計算単価に含めるか、どちらかの是正策を行う

必要があります。

住宅手当、通勤手当等につきましても同じような考え方となります。
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□チェックポイント５

【服務規程について】

服務規程に、あなたの会社における、独自の問題点や従業員の守ってもら

いたいルール等が記載されていますか？

【解 説】

服務規程は、就業規則において非常に重要な部分となります。

トラブルを防ぎ、秩序ある職場環境を形成するには、まさにこの服務規程が重要な役割

を果たします。

服務規程を考える場合に注意すべきポイントは、会社の独自性を記載することです。

通常、モデル就業規則等における服務規程は、特定の業種を対象としていないため、ご

く一般的な内容となっております。

もちろん、それらはそれらで重要なのですが、会社にそれぞれが抱えている問題やリス

クがあります。

当然、スーパーやコンビニ等の小売業と運送業では、抱えている問題やリスクが違いま

す。

小売業では、接客や商品管理等が重要視されますが、運送業では、やはり安全運転が最

優先されます。

ですから、服務規程で重要なことは、あなたの会社における独自の問題点やリスク対し

ての規定を盛込む必要があります。

もし、そのような規定が盛込まれていなければ、せっかくの服務規定の効果が半減して

しまう恐れがあります。
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□チェックポイント６

【定額残業について】

定額残業（固定残業）制を行っている場合に、残業代として支給している手当が、定額

残業代である旨の規定が記載されていますか？

【解 説】

営業社員等に対して営業手当を残業代として支給する、いわゆる定額残業制度を用いて

いる会社もあります。

ところで、残業代を予め一定額を支給し、固定残業のような形で支給することは法律違

反とはされていません。

しかし、固定残業制度が、適法とされるには、２つの大きな条件があります。

その１つが、就業規則と関連するのですが、定額残業制度が、適法とみなされるには、

就業規則等に、残業代として支給される手当が、定額残業である旨を記載する必要があ

ります。

例えば、営業手当が、固定残業手当として支給されているならば、「営業手当は、定額

残業手当とみなす」等の規定が必要となってきます。

もし、このような規定が無ければ、いくら社長が「営業手当は、残業代として支給して

いる」と主張しても、認められないこととなってしまいます。

そしてもう１つの条件が、定額残業代の額が、実際の残業代より少ない場合にその差額

を支払う必要があります。この旨も就業規則に記載する必要があります。
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□チェックポイント７

【従業員の定義について】

正社員、パートタイマー等の従業員の定義が記載されていますか？

【解 説】

労働基準法で定められた事項については、全ての労働者が対象となります。

有給休暇や割増賃金等についての規定は、パートタイマーやアルバイトにも適用されま

す。

しかし、法律で定めのない、賞与や退職金、慶弔休暇といった事項に関しては、従業員

の種類によって待遇に差を付けても法律的に問題ありません。

例えば、賞与は、正社員にのみ支給するという規定を設けても問題ないこととなります。

しかし、ここで注意しなければならないのは、もし、正社員とパートタイマー等の正社

員以外の従業員と、待遇に差を付けるのであれば、正社員とはどのような従業員のこと

を言い、またパートタイマーやアルバイトはどのような従業員であるか、その定義を明

確にしておく必要あります。

もし、従業員の定義が不明確の場合には、例えば、「自分は賞与がもらえると思ってい

た」「パートタイマーでも慶弔休暇を取れると思っていた」というようなトラブルが起

こってしまう可能性があります。

また、助成金を活用する場合にも、助成金の種類によっては、従業員の定義が非常に重

要となってくる場合があります。

以下に従業員の定義例を記載しておきますのでご参考になさって下さい。

第２条 (社員の定義)

１． 社員とは、所定の手続きを経て会社と雇用契約を締結した者で、次のように区

分する。

①  正社員       雇用期間を定めずに正規に採用され、常に所定労働時

間就労できる者

  ②  契約社員      常に所定労働時間を就労できる者で、雇用期間を定め

て雇用される者

③  パ－トタイマ－   雇用期間を定めて雇用される者で、１週間または１

アルバイト     の所定労働時間が正規社員より短い者

④  嘱託社員      定年後、期間定めて再雇用される者
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□チェックポイント８

【懲戒解雇規定について】

懲戒解雇規定の懲戒事由がより具体的に書かれていますか？

【解 説】

チェックポイント１の試用期間でも触れたのですが、解雇規定で最も重要なポイントは、

懲戒解雇事由をより具体的に列挙することです。

これは、裁判となった場合に、解雇が正当なものであるかどうかの判断に、懲戒解雇事

由の具体性が、非常に重要視されるからです。

もちろん、懲戒解雇事由が、具体的に書かれているからと言って、全ての解雇の正当性

が認められるわけではありませんが、具体的に書かれている方が、より解雇の正当性が

認められる可能性が高くなります。

例えば、従業員が、窃盗罪で逮捕された時に、「刑事事件で逮捕された時」と具体的に

書かれていた方が、単に「会社に多大な損害を与え会社の名誉を傷つけた時」というよ

うな少し曖昧に書かれた場合より、解雇の正当性が認められる可能性が高くなるのです。

残念ながら、どんなに検討を重ねた就業規則でも、全てのトラブルを防ぐことはできま

せん。

出来ることは、いかにしてトラブルが起こる可能性を低くし、万一、トラブルが起こっ

てしまっても、なるべく速やかに円満に解決できる内容の就業規則にすることなんです。
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□チェックポイント９

【就業規則の周知について】

就業規則を見やすい場所等に備え付けるなどして、従業員に周知していますか？

【解 説】

就業規則を「会社を守る」という視点で考えた場合、これまで書いてきましたように、

服務規程や解雇規程、休職制度等についてよく検討をすることはもちろん重要ですが、

それとはまた別の次元で重要な要因があります。

それは、就業規則を従業員に周知することです。

労働基準法で、就業規則を作成した場合には、すみやかに従業員に全員に周知すること

が定められています。

つまり、就業規則というものは、従業員に周知して初めて、その効力を有することとな

るのです。

逆に言えば、長い時間検討を重ねて作成した就業規則であっても、それを従業員に周知

しなければ、極端な話し、「文字が印刷された単なる紙」に過ぎないのです。

例えば、従業員を会社内で守るべきルールである服務規程に反する行為をした場合に、

何らかの罰則を与えようとした場合に、その内容が、たとえ就業規則にしっかり記載さ

れていても、就業規則を周知していなければ、就業規則自体の効力が認められないため、

罰則を与えることができなくなってしまう場合があります。

ですから、就業規則を作成した場合には、必ず従業員に周知することを行うようにして

下さい。

この周知は、「会社を守る」という視点から考えた場合、非常に重要なポイントですの

で、是非、正しくご理解下さい。

なお、周知の方法ですが、これは必ずしも就業規則のコピーを従業員全員に配布する必

要はなく（もちろん、全員に配布することが最も望ましいことです。）、食堂や休憩室

等従業員の見やすい場所に置いておく等で周知義務を果たしたこととなります。
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□チェックポイント１０

【無断欠勤者への対応】

無断欠勤を続ける従業員が出た場合、その対応策が就業規則に記載されていますか？

【解 説】

長い事業経営を行っていると、突然、会社に出社して行なくなる従業員もいます。無断

欠勤が１日、２日程度で済むのなら、さほど問題とはなりません。

しかし、無断欠勤が長期に及ぶと、何処かの段階で何らかの対応が必要となってきます。

ところで、無断欠勤者が出た場合、問題となるのが、往々にしてその従業員と連絡が付

かない場合があります。

従業員と連絡が付かない場合には、今後の対応について協議することが非常に困難とな

ります。

ところで、無断欠勤が長期に及びば、懲戒解雇の対象となるのでは？と思われるかと思

います。

しかし、従業員を解雇するには、解雇する旨を伝える必要があります。

逆に言えば、解雇する旨を伝えて、初めて解雇が有効となるのです。

つまり、無断欠勤者に連絡が付かなければ、その旨を伝えることができないので、解雇

したくても、解雇できない、という理屈となってしまいます。

となると、何とか本人に連絡を付ける必要が出てくるのです。

当然、無駄な時間や労力がかかります。また、無断欠勤の期間が長期に及べば、それだ

け社会保険料等の負担も増えてしまいます。

そのため就業規則に、「無断欠勤が、一定期間以上に及んだ場合には、退職に意思表示

があったものとみなす」というような規定を入れておくと、そのような事態を防ぐこと

ができます。

「退職の意思表示があったものとみなす」とは、解雇ではなく、あくまで本人が自主退

社する意思がある、つまり、退職届が出されたものと同じとみなすわけですから、本人

と連絡が取れなくとも、退職の手続きをすることが可能となります。
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もし、このような規定が無くて、無断欠勤者を退職させてしまったら、後になって、訴

えられてしまう場合もあります。

無用なトラブルを避けるために、無断欠勤者の対応の規定は、重要なポイントなります。



15

【診断結果について】

いかがでしたでしょうか？

よく、このようなチェックシート形式の場合、「いいえ」の数によって危険度が、

「低」「中」「高」といった感じで診断結果が出されるかと思いますが、

しかし、本チェックシートの診断結果は、

１つでも「いいえ」があったら、危険度「高」となります。

これはどういう事かといいますと、本チェックシートで記載した事項は、就業規則にお

いて重要な点ばかりで、たった１つに不備があったとしても、それが原因で大きなトラ

ブルに発展してしまう可能性があるのです。

トラブルは、いつ発生するかわかりません。

就業規則を不備があるままにしておくことは非常に危険です。

ですから、就業規則は、最低限でも本チェックシートの回答が、全て「はい」となるよ

うな内容にしておく必要があります。

また、新たに就業規則の作成を検討されている方は、本チェックシートの各事項を特に

注意して作成されると良いかと思います。

本就業規則無料診断チェックシートが、今後の御社の就業規則の作成・変更にお役に立

てば幸いです。

なお、当事務所では、事前無料相談を行っておりますので、就業規則の作成・変更に関

して疑問点や不明点等ありましたらお気軽にご相談下さい。

事前無料相談の詳細はこちら

http://www.syuugyoukisokusakusei.com/soudan/

                      社会保険労務士  松本 容昌

                「着手金０円」「作成実績１００社以上」の

                      就業規則作成・変更サービス

               http://www.syuugyoukisokusakusei.com/


