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①①①①    無期労働契約無期労働契約無期労働契約無期労働契約へのへのへのへの転換転換転換転換    

②②②②    「「「「雇止雇止雇止雇止めめめめ法理法理法理法理」」」」のののの法定化法定化法定化法定化    

③③③③    不合理不合理不合理不合理なななな労働条件労働条件労働条件労働条件のののの禁止禁止禁止禁止    

    

2012 年 11 号（No.9）のニュースレターでは、

労働契約法の改正のポイントに触れましたが、今

回は、詳細について紹介いたします。 

 

 

 

 

平成 25 年 4 月 1 日以降、有期労働契約の労働者

が申込みしてきた場合、無期労働契約に転換する

ことができます。 

☆ 有期労働契約とは 

期間の定めのある労働契約です。パート、アル

バイト、派遣社員、契約社員、嘱託等と呼ばれ

る方は有期労働契約で働くのが一般的です。 

☆ 無期労働契約とは 

期間の定めのない労働契約となります。いわゆ

る、正社員が働く労働契約です。 

               

 

1111、、、、無期転換無期転換無期転換無期転換のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ    

    イメージイメージイメージイメージ    

（契約更新④→）申込み①→転換②→無期契約③ 

①①①①    申込申込申込申込みみみみ    

平成 25 年４月 1 日以降に有期労働契約の通

算契約期間が 5 年を超える場合、その契約期

間の初日から末日までの間に、無期転換の申

込みをすることができます。 

● 契約期間が 1 年の場合、6 回目の更新後です。 

● 契約期間が 3 年の場合、2 回目の更新後です。 

● 契約期間が５年の場合、2 回目の更新後です。 

※ この申込みは、労働者の権利（無期転換申込

み権）であり、申込申込申込申込みをするかどうかはみをするかどうかはみをするかどうかはみをするかどうかは労働労働労働労働

者者者者のののの自由自由自由自由ですですですです。。。。    

※ 申込みは、口頭で行っても法律上は有効です。

しかし、後日、争いにならないように書面で

の申し込みが望ましいです。     

②②②②    転換転換転換転換    

有期労働契約者が、無期転換の申込みをする

と、使用者が申し込みを承諾したものとみな

され、無期労働契約がその時点で成立します。

無期に転換されるのは、申込み時の有期労働

契約が終了する翌日からです。 

● 契約期間が 1 年の場合、6 回目の契約期間が

終了した翌日です。 

● 契約期間が 3 年の場合、2 回目の契約期間が

終了した翌日です。 

● 契約期間が 5 年の場合、2 回目の契約期間が

終了した翌日です。 

           

※ 解約（解雇）のタイミングについて 

転換後、労働契約を解約（解雇）するのが

無期契約の解約（解雇）となります。 

転換前、労働契約を解約（解雇）するのが

有期契約の解約（解雇）となります。 

※ 有期契約労働契約の締結時に、同一の使用者

の下での過去の勤務（入職・離職）の状況や

「通算契約期間」について、書面により十分

に確認しておくことは、無期転換の申込権の

適切な行使や、後日の紛争を防止する観点か

らも重要です。 

③③③③    無期労働契約無期労働契約無期労働契約無期労働契約    

無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃

金、労働時間等）、「別段の定め」がない限り、

直前の有期労働契約と同一となります。 

☆ 「別段の定め」とは、 

労働協約、就業規則、個々の労働契約が該当し

ます。 

※、無期転換した場合の労働条件については、労

使間の紛争にならないように、無期転換前と

異なる労働条件を適用する必要がある場合に

は、労働協約、就業規則、個々の労働契約で

定めておくことが必要です。特に、定年等を

適用するようになった場合、労働協約、就業

規則、個々の労働契約でその内容を明確化し

ておく必要があります。 

④④④④    更新更新更新更新 

 

  無期転換を申し込まないことを契約更新の条

件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申

込権放棄させることはできません（法の趣旨か

ら、その意思表示は無効と解されます）。 

2222、、、、通算契約期間通算契約期間通算契約期間通算契約期間のののの計算計算計算計算    

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算

で 5 年を超えて、繰り返し更新された場合は

労働者の申込みにより、無期労働契約に転換

します。 

☆ クーリングとは 

2 つの有期契約の間に、契約がない期間が６ヵ

月以上あるときは、その空白期間より前の有期

労働契約は通算契約期間に含めません。これを

クーリングといいます。 

①①①① カウントカウントカウントカウントのののの対象対象対象対象    

● 契約期間が 1 年以上の場合において、契約の

ない期間は 6 ヵ月以上があるとき、クーリン

グします 

● 契約期間が 1 年未満の場合、下記の表の通り

に通算契約期間のカウントが再度スタートし

ます。 

カウントの対象となる

有期労働契約 

契約がない期間 

2 か月 １か月以上 

2 か月超～4 か月以下 2 か月以上 

4 か月超～6 か月以下 3 か月以上 

6 か月超～8 か月以下 4 か月以上 

8 か月超～10 か月以下 5 か月以上 

10 か月超 6 か月以上 

 

②②②② カウントカウントカウントカウント方法方法方法方法    

● 通算契約期間は、「同一の使用者」ごとに計

算します。 

                 

無期労働契約無期労働契約無期労働契約無期労働契約へのへのへのへの転換転換転換転換    



☆「同一の使用者」という意味は         

 同じ事業所の事業主の事業場（事業所）間の異

動であれば、契約期間は通算されます。また、就

業実態がそれまでと変わらないにもかかわらず、

派遣形態等を偽装し、労働契約の当事者を形式的

に他の事業主に切り替えた場合、通算契約期間の

計算上は「同一の使用者」との労働契約が継続し

ているものと解されます。 

● 通算契約期間の計算は、労働契約の存続期間

で計算します。 

ex、育児休業の期間も労働契約が続いていれ

ば通算契約期間にカウントされます。 

 

 

 

● 通算契約期間の計算は、暦を用いて、年、月、

日の単位で行います。 

ex、以前の契約平成 25 年 4 月５日～同年 7

月 15 日 （３か月＋11 日間）。以後の契約 

平成 25 年８月３日～同年１０月１日 （１

か月＋２９日間）の場合 

（３か月＋１１日）＋（１か月＋２９日）  

＝５か月＋１０日となります。   

                        

 

 

☆ 「雇止め」とは 

有期労働契約は、使用者が更新を拒否したとき

は、契約期間の満了により雇用が終了します。 

☆ 「雇止め法理」とは 

  労働者保護の観点から、「雇止め」を無効とす

る判例上のルールです。 

これまでの「雇止め法理」の適用 

  条文化ではなく、過去の最高裁判例により一 

定の場合に「雇止め」を無効とする。 

平成 24 年 8 月 10 日（公布日）より 

  「雇止め法理」の内容や範囲を変更すること

なく、労働契約法の第１９条に現れ、条文化

しました。 

 

 

平成 25 年４月１日より、同一の使用者と労働契

約を締結している、有期契約労働者と無期契約労

働者との間で、期間の定めがあることにより不合

理に労働条件を相違させることを禁止するルール

です。 

①①①①    対象対象対象対象となるとなるとなるとなる労働条件労働条件労働条件労働条件    

  一切の労働条件について、適用されます。 

          

※ 賃金等の狭義の労働条件だけでなく、労働契

約の内容となっている災害補償、服務規律、

教育訓練、福利厚生など、労働者に対する一

切の待遇が含まれます。 

②②②②    判断判断判断判断のののの方法方法方法方法    

  労働条件の相違が不合理と認められるかどう

かは、下記の基準です。 

職務の内容（業務の内容および当該業務に伴

う責任の程度） 

当該職務の内容および配置の変更の範囲 

その他の事情 

 

 

 

平成 25 年 1 月 13 日（日）から 16 日（水）

まで、SATO 社会保険労務士法人では、上海研修

を行いました。 

弊社では、毎年海外での研修を行っております

が、昨年より弊社上海オフィスを新設させて頂き

ましたため、本年は研修場所を上海とさせて頂き

ました。 

（弊社上海オフィスがございますフロアーにて）

 

上海研修に参加したメンバーは、総勢 16 名（札

幌オフィスより 10 名、東京オフィスより 6 名）

でございました。 

研修先としましては、弊社上海オフィス、弁護

士事務所、税務会計事務所、日系企業の人事担当

者様等でございました。それぞれの研修先で、視

察及びディスカッションをさせて頂きました。 

４日間という短い期間ではございましたが、日

本と異なる社会制度を肌で感じ、中国社会の仕組

み、法体系、税務体系を勉強させて頂きました。

本研修に参加したメンバーにとりまして、貴重な

体験となりました。 

（上海貸会議室のエントランスにて）

 

上海研修で体験しました事を日々の業務に生か

し、今後も一層、お客様へのサービス向上に励ん

で参ります。 

中国に関する労働問題についてご質問等がござ

いましたら、お気軽にお問合せを頂きますと幸い

です。 

今後とも、SATO 社会保険労務士法人を宜しく

お願い申し上げます。 

「「「「雇止雇止雇止雇止めめめめ法理法理法理法理」」」」のののの法定化法定化法定化法定化    

不合理不合理不合理不合理なななな労働条件労働条件労働条件労働条件のののの禁止禁止禁止禁止    

上海研修報告上海研修報告上海研修報告上海研修報告    
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