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未来投資会議／兼業・副業の労働時間は自…
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を決定…………………………………………2560・２
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経団連／９割以上が「企業の社会的責任の…

一環」と回答…………………………………2567・31
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綱を了承………………………………………2573・13
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策を閣議決定…………………………………2575・14
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と認識している事業所は81.9％………………2559・32

個別労働紛争解決制度の施行状況／総合労…

働相談件数は12年連続で100万件超え………2560・26

2019年労働争議統計調査／総争議件数は10…

年連続減少……………………………………2574・26

連合調査／男性の育児休業取得率13.4％………2573・28

労 働 条 件

中央最低賃金審議会／2020年度の最低賃金…

は現行水準を維持……………………………2563・２

2020年度地域別最低賃金／全都道府県で地…

域別最低賃金が決定…………………………2565・13

監督指導結果／事業場の47.3％で違法な時…

間外労働を確認………………………………2566・29

働く人の意識に関する調査（日本生産性本部）…

／業績・雇用・収入への不安感が増加……2570・29

賃金引上げ等の実態に関する調査／１人平…
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2020年６月分……………………………………2564・30

2020年７月分……………………………………2566・32

2020年８月分……………………………………2569・28

2020年９月分……………………………………2572・27

2020年10月分……………………………………2575・32

労災保険・雇用保険

過労死等労災補償状況／過労死等に関する…

請求件数は増加………………………………2560・32

医療保険・年金制度

国民年金の加入・保険料納付状況／2019年…

度の最終納付率は76.3％………………………2560・18

2018年度国民健康保険（市町村）の財政状…

況／単年度の収支は215億円の黒字…………2563・35

社保審医療保険部会／後期高齢者の窓口負…

担引上げで５案示す…………………………2573・６

介護給付費等実態統計／介護年間実受給者…

数は611万1,100人………………………………2573・28

国民医療費／2018年度の国民医療費は43兆…

3,949億円… ……………………………………2574・27

安 全 衛 生

2020年度／安全衛生における厚生労働大臣…

表彰等決定……………………………………2559・30

2020年度／全国労働衛生週間を10月に実施…2562・23

2019年労働安全衛生調査／66.2％の労働者…

がSDSを知っていると回答……………………2566・29

雇 用 管 理・対 策

労働経済動向調査／生産・売上額等及び所…

定外労働時間は過去最低……………………2560・26

雇用均等基本調査／女性管理職は課長、係…

長で前回より上昇……………………………2563・31

2019年雇用動向調査／入職超過率が拡大…

−７連連続で入職超過………………………2568・23

労働経済動向調査／雇用調整実施事業所が…

49％で過去最高………………………………2568・26

職場適応援助者の現状と課題調査／障害特…

性に応じた障害者に対する支援に期待……2568・29

厚生労働省／新卒者等の採用維持・促進で…

特段の配慮を要請……………………………2571・32

日本生産性本部／時間当たり名目労働生産…

性は4,927円… …………………………………2573・22

中高年者縦断調査／求職活動を「何もして…

いない」が12.2％………………………………2574・31

［最新賃金・労務問題Q&A］（賃金システム…
研究所　所長　赤津　雅彦）

緊急事態への対処とテレワーク導入（その2）……2561・26

緊急事態への対処とテレワーク導入（その3）……2563・24

緊急事態への対処とテレワーク導入（その4）……2566・22

緊急事態への対処とテレワーク導入（その5）……2569・26

「ジョブ型」雇用に適応した賃金改革の実…

務（その1）……………………………………2572・28

「ジョブ型」雇用に適応した賃金改革の実…

務（その２）……………………………………2575・30



労働法令通信　No. 2575／20. 12. 28

労 働 判 例

［判例研究］（判例実務研究会）
運転手の不活動時間三態（上智大学名誉教…

授　山口　浩一郎）……………………………2559・27

育児休業復帰後の雇用形態の変更をめぐる…

紛争（特定社会保険労務士　中村　昭太郎）…2562・26

歩合給と法所定の割増賃金の支払（弁護士…

　中山　達夫）……………………………… 2564・21

業務委託とされたマッサージ店員の労働者…

性と最低賃金適用の有無（駒澤大学非常…

勤講師・博士（法学）　幡野　利通）………2567・28

［判例］（特定社会保険労務士　慶谷　典之）
降級及び減給が裁量権の濫用に当たり無効…

とされた例……………………………………2561・26

コピーライティング業務従事者の労働者性…

が認められた例………………………………2563・22

１箇月単位の変形労働時間制が無効とされ…

８時間を超えた労働が時間外とされた例…2566・20

常務執行役員の退任等による賃金減額が有…

効とされた例…………………………………2569・24

均衡待遇規定に関する近時の最高裁判決…

（１大阪医科薬科大学事件　２メトロコ…

マース事件　３日本郵便（東京）事件　…

４日本郵便（大阪）事件　５日本郵便…

（佐賀）事件）…………………………………2572・15

延長された試用期間中の解雇が無効とされ…

た例……………………………………………2575・28

労 働 関 係 通 達

社会福祉法等改正法の周知徹底（令和2.6.12…

社援発061230号・老発0612第１号、保発…

0612第１号、政統発0612第１号）……………2559・15

健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特…

例（令和2.6.24保保発0624第１号）……………2560・12

坑内作業場に係る粉じん濃度の測定等の施…
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労働保険料等に関する納期限等を延長（令…

和2.7.31基発0731第５号・職発0731第12号）……2563・28

厚生年金の保険料の上限を引き上げ（令和…

2.8.14年発0814第１号）…………………………2564・２

溶接ヒュームの濃度測定の方法等の施行…
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（令和2.8.21基発0821第１号）… ………………2565・16

複数事業労働者の給付基礎日額の算定の取…

扱い（令和2.8.21基発0821第２号）……………2565・21

改正じん肺法施行規則等の趣旨・内容（令…

和2.8.28基発0828第１号）………………………2566・15

情報通信機器を用いた安全委員会等での留…

意事項（令和2.8.27基発0827第１号）…………2566・18

改正石綿障害予防規則等の施行通達（令和…

2.8.4基発0804第８号）… ………………………2567・６

改正母子保健法の施行通達（令和2.8.5子発…

0805第３号）……………………………………2567・23

副業・兼業の場合の労働時間管理の解釈…

（令和2.9.1基発0901第３号）……………………2569・12

改正健康保険法施行規則等の趣旨・内容…

（令和2.9.25保発0925第１号）… ………………2569・16

改正労働者派遣法施行規則等の概要（令和…

2.10.9職発1009第２号）…………………………2570・14

労使協定方式による一般賃金等の取扱い…

（令和2.10.20職発1020第３号）…………………2571・20

改正高年齢者雇用安定則等の趣旨・内容…

（令和2.10.30職発1030第14号）…………………2572・12

改正電離放射線障害防止規則等の施行通達…

（令和2.10.27基発1027第４号）…………………2573・14

情報通信機器で行う医師の面接指導の留意…

事項（平成27.9.15基発0915第５号、一部…

改正令和元7.4基発0704第４号、一部改正…

令和2.11.19基発1119第２号）… ………………2573・19
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