
①　無期転換ルールとは！？ ②　無期転換ルールの「特例」とは！？ 育児・介護休業法の改正で変わったこととは！？
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「無期転換ルール」が始まってるっていうのは聞いたことがあるんだけ
ど、具体的には、どういうことなの？

はい。簡単にいうと、
① 同じ使用者（会社）との間で
② ２以上の労働契約が締結され（１回は更新）
③ 有期労働契約が通算５年を超えたときに
④ 労働者の申し込みによって無期労働契約
（期間の定めのない労働契約）に転換される

というルールです。

自動的にってこと？

はい。申し込みがあった時点で、無期労働契約が成立し、使用者は拒否す
ることができないのです。

有期雇用の従業員は全員が対象になる？

いいえ。平成２５年４月１日以後に開始または更新される有期労働契
約から、「通算５年」に含めることができます。それ以前に開始/更新した有
期労働契約は対象外です。

つまり、そこからちょうど５年後というと、来年平成３０年３月３
１日で５回目の１年契約が満了するという有期雇用従業員
は、４月１日以降、「無期転換、希望します」と言えるわけだね。

おっしゃる通りです。ただ、労働者自身が有期労働契約の継続を望むので
あれば無期に転換する必要はなく、現状の就業スタイルを維持することがで
きます。

なるほど、「申し込み」がなければ、そのままでも問
題ないということだね。

はい。

「無期労働契約」っていうことは、正社員にするってこと？賃金
も上げなければいけないのかな？

いいえ。必ずしも「無期正社員への転換」である必要はありません。無期転換ルールは、労働
契約の一部である「契約期間」を、「有期」から「無期」に転換するルールです。
一般的には、給与や待遇等の労働条件については、就業規則、個々の労働契約で別段の
定めがある部分を除き、直前の有期労働契約と同一の労働条件となります。

なるほど。
うちは、定年後の嘱託社員も１年更新の有期雇用契約としているけど、
彼らも時期が来たら無期転換しなければならないの？
定年したのに、また無期雇用かい！？

実は、ここからが、本題です。
社長のおっしゃる定年後の有期雇用の方について
は、無期転換ルールの特例があります。というと？

無期転換ルールと、その特例
会社は何をしておく必要があるのでしょうか！？

定年に達した後、引き続いてその事業主に雇用される有期雇用労働者
（継続雇用の高齢者）については、必要な手続きを行った場合に限り、
無期転換ルールが適用されないのです。

無期転換ルールが適用されない、ということは、嘱託社員は無期
に転換しなくていい、ってこと？

おっしゃる通りです。

じゃあ、「必要な手続き」っていったいどんな手続き？

はい。「第二種計画認定申請書」という書類を労働局に提出し、認定を受
ける必要があります。一事業主につき一申請でＯＫです。

どんな書類なの？

大きく２つの内容があります。
ひとつめは、
①継続雇用制度の導入または②６５歳以上への定年引き上げです。

先ほどの話だが、わが社は、定年は６０歳のままとして、希望者し
た者についてのみ６５歳まで１年更新の有期雇用としているが、こ
れはどう？

はい。その場合、御社はすでに①継続雇用制度の導入を実施していらっしゃ
るので、ＯＫです。
この場合の添付書類として、「定年」や「継続雇用制度」部分の「就業規則」
または「個別労働契約書」の写しが必要です。

これがひとつめだよね。もうひとつは？

はい。「高年齢者雇用推進者の選任」です。（最も導入しやすい）高年齢者雇用推進者は、「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」です。

選任すればいいの？

はい。選任いただき、「辞令」や「選任のお知らせ」等の社内文書を発行ください。
この社内文書の写しが申請時の添付書類となります。ちなみに、事例発令日は、
「第二種計画認定申請書」の提出日より前の日にちである必要があります。

そんなに難しくなさそうな気がするけれど・・・？

そうですね。ただ、「第二種計画認定申請書」を作成する際は、関係する労
働者の理解と協力が重要です。
無期転換ルールが適用されないことになる従業員様には、周知と意見聴収を
行うなど、理解と協力を得るよう努めることが求められます。

会社側だけで手続きを行った、というだけではダメだということだね。

おっしゃる通りです。無期転換ルールの特例の適用をうけておかなければ、定
年後の嘱託有期雇用の方も、５年を超えると「無期雇用」に転換せざるを得
なくなります。「無期転換、希望します」と言われた後では、この特例を適用す
ることはできません。また、今秋以降、特例適用のための労働局手続きも混
雑が予想され、認定がおりるまでに時間がかかる可能性もあります。ですから、
予め計画を立てて準備し、お早目にお手続きされることをお勧めします。

平成29年1月と10月の育児・介護休業法の改正、
何が変わったのでしょうか！？

育児休業に関しては、何が変わったの？

育児休業に関しては、以下の改正がありました。
【1】 有期契約労働者の方でも、育児休業を取得しやすくなりました。
これまでは、雇用継続や契約更新の見込みが必要でしたが、今後は、雇用契約があるかないか
わからない人でも、要件を満たせば取得できるようになります。

他もあるの？

【2】 子の看護休暇が半日単位で取得できるようになりました。
【3】 子の範囲が、実子・養子に加え特別養子縁組の子なども対象になりました。
【4】 最長2歳までの育児休業延長も可能になりました。
そのほか、マタハラ・パタハラの防止措置、育休制度の従業員へのお知らせ等、事業主に課せら
れる内容も追加されています。*介護休業に関しても、取得要件や取得の仕方について、緩や
かになる改正がありました。

2歳までの育児休業が可能になったのよね。今、育児休業中の社員が
いるけれど、その人も2歳まで育休を延長できるのかしら？

そうですね。「2歳まで育児休業」は、平成28年3月31日以降のお誕生
日のお子さんが対象になります。1歳半までの延長育休をされていて、1
歳半時点で保育所に入所できない等の事情がある場合です。
雇用保険の育児休業給付の延長支給を受けることができる他、申し出に
より社会保険料の免除期間の延長も可能です。

1歳時点で通常予定される手続きが、1歳半の
時点でも必要になるということね。

はい。

*詳しくは、詳細資料にてご確認ください。



厚生労働省 「安心して働くための無期転換ルール」 http://muki.mhlw.go.jp/policy/leaflet.pdf 神奈川労働局　「無期転換ルールの特例について　」http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/mukitenkanruru.html

　

　本特例の適用を受けるためには、雇用管理措置に関する計画を作成
した上で、都道府県労働局長の認定を受けるための申請が必要です。

平成30年4月から無期労働契約への転換申込が本格化します。

「無期転換ルール」とは 継続雇用の高齢者に関する「無期転換ルールの特例」

● 労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。
このルールは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることを目的に、
同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込み
により、無期労働契約に転換するというものです。

● 一方、「有期雇用特別措置法（継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例等）」が、平成
26年11月28日に公布されています。

● 通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申
込権が発生しますが、以下の条件をいずれも満たす有期雇用労働者（継続雇用の高齢者）につ
いては、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。● 平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象となり、平成30年4月から無期労働契約へ

の転換申込が本格化します。

○
適切な雇用管理に関する計画を作成し、
都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で

○ 定年に達した後、引き続いて雇用される

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。 

添付書類・・・「高年齢雇用推進」者の選任時の辞令（社内文書可）、等。

添付書類・「10人以上」・・・就業規則の該当部分の写し。

・「10人未満」・・・定年制度/継続雇用制度の規定等。



厚生労働省　「育児・介護休業法が改正されます！」　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf

１． １．

３． ３．

*

東京労働局　「改正育児・介護休業法のポイント～平成29年10月1日施行～」　http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/291001_ikukaiho-kaisei-point.pdf

○ 育児休業給付金の給付期間も２歳までとなります。

平成29年1月から育児・介護休業法が改正されています。

有期契約労働者の育児休業の
取得要件の緩和

介護休業の分割取得

①
申込時点で過去1年以上継続し雇用されている
こと

○ 対象家族１人につき通算93日まで、３回を限度
として、介護休業を分割して取得可能。

② 子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなく
なることが明らかでないこと

２．
介護休業の
取得単位の柔軟化

２．
子の看護休暇の
取得単位の柔軟化

○
半日（所定労働時間の2分の1）単位での取得が
可能

○
半日（所定労働時間の2分の1）単位での取得が可
能

４．
マタハラ・パタハラなど
の防止措置の新設

育児休業等*の対象と
なる子の範囲

介護のための所定労
働時間の短縮措置等

○ 法律上の親子関係がある実子・養子（現行）、
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里
親に委託されている子等も対象。

○ 介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2
回以上の利用が可能。

育児休業の他に、子の看護休暇、所定外労働の制限（残
業の免除）、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労
働時間の短縮措置も含む。

４．
介護のための所定外労働
の制限（残業の免除）

○ 介護のための所定外労働の制限（残業の免除）
について、対象家族1人につき、介護終了まで
利用できる所定外労働の制限を新設。

○ １歳６ヶ月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休
業期間を最長２歳まで再延長できます。

○ 事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業
等を理由とする不利益取り扱いの禁止。（現行） ５．

介護休業給付金の
引き上げ

○ 上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護
休業等を理由とする嫌がらせ等（いわゆるマタ
ハラ・パタハラなど）を防止する措置を講じること
を事業主へ義務付け。

○ 介護休業開始前賃金の給付割合が
40％から67％に。

○ 派遣労働者の派遣先にも以下を適用。
　・育児休業等の取得等を理由とする不利益取り扱いの禁止。

　・妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ
　　　等の防止措置の義務付け。

平成29年10月から育児・介護休業法が改正されます。

① 最長２歳まで育児休業の再延長が可能に

○ 未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制
度を設ける努力義務が創設されます。

② 子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ

○
事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育
児休業等に関する制度（育児休業中・休業後の待遇や労働条件など）を知らせる努力義務
が創設されます。

③ 育児目的休暇の導入を促進
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