質問票
章区分
総則

採用

条文見出し
（目的）
（目的）
（目的）
（目的）
（目的）
（目的）
（従業員の権利義務）
（従業員の権利義務）
（労働条件）
（労働条件）
（定義）
（適用の範囲）
（適用の範囲）
（採用）

質問
YES
「会社」「当社」や「従業員」「社員」といった用語に混在がある
条、項、号の通し番号の標記が統一されている
労基法上、必ず規定しなければならないとされている事項はすべて規定されている
給与規程等、別規程は労働基準監督署へ届け出ている
就業規則に「総則」の章が設けられている
「この規則に定めのないことはその他法令の定めるところによる」旨の規定が設けられている
従業員に対し、権利と義務が明確になるような規定は設けていない
会社に対する各種届出・手続義務に関し、規定が設けられている
個別労働契約に特約がある場合の取扱いは、規定していない
労働条件変更のルールを規定している
従業員の定義・区分を規定している
従業員の種別ごとの適用範囲が明確である
パートタイマーに対して異なる労働条件を設定しているが、別途就業規則を設ける必要はないと考
会社には採用の自由が認められており、法令による制限もないことから、どのような者を採用する
かは会社の自由である
選考方法・採用条件について規定されている
パートタイマーの採用手続きは、正社員と同じである
採用選考時の提出書類と採用決定時の提出書類が区分して規定されている
若い人材を必要としているので、採用選考に当たり、就職希望者の年齢を考慮している
男性従業員と女性従業員とで採用条件を区分している
期間の定めのある労働契約を締結する場合がある
採用選考時の提出書類に健康診断書を含めている
内定通知書を交付する取り決めがある
内定取消事由について規定されている
採用決定時の提出書類は、原則として、入社日までに提出させるものと規定されている
採用決定時の提出書類の用途が規定されている
提出書類に誓約書が含まれている
採用決定時の提出書類は、一般的なものに限っているため、就業規則では規定されていない
採用決定時の提出書類に「その他会社が必要とする書類」が記載されている
「戸籍謄本」、「住民票」を提出させている
身元保証人に関する定めがある
身元保証の期間は自動更新制となっている
身元保証人の人数は１名である
労働条件の明示内容が記載されている
労働契約法の「労働契約の内容の理解の促進、書面による確認」の趣旨を反映した規定がある
試用期間の定めがない
試用期間を延長することができるルールが定められている
試用期間を短縮または省略することができるルールが定められている
試用期間を勤続年数に通算する旨は規定されていない
試用期間の適用を正社員のみに限定せず、パートを含めたすべての従業員に適用している
試用期間を経て本採用しないこと（本採用拒否）に関し規定されている
本採用拒否事由は、解雇事由と同じ内容なので特に規定していない
人事異動に関する定めがある
「異動」の種類について詳述されている
「勤務地限定の労働契約」について定めがある
配置転換について、従業員の同意を求める旨規定されている
転勤に際し、子の養育をする者、家族の介護をする者に関する配慮措置が規定されている
在籍出向について、業務命令のみで行わせる旨の規定がある
会社として、従業員を転籍をさせる場合がある（あるいはその予定がある）
転籍（移籍出向）は、業務命令によるものなので、従業員の同意を求める規定はない
業務引継ぎ、着任に関する規定を設けている
服務規律の基本理念について、定めがある
遵守事項の内容は充分に記載されている（少なくとも20項目はある）
服務規律の項目と懲戒規定の項目が連動している
職場環境の維持に関する規定が存在する
情報管理義務に関する規定が存在する
不正競争防止法等、企業秩序配慮義務に関する規定が盛り込まれている
業務専念義務に関する規定が存在する
職場外であっても、企業秩序を乱したり、信用失墜行為等がないように規定している
就業規則違反に限らず、会社の利益を損じる行為を広く規制の対象としている
ハラスメント防止措置の内容が明文化されている

（採用選考）
（採用選考）
（採用選考）
（採用選考）
（採用選考）
（採用選考）
（採用選考）
（採用選考）
（内定取消事由）
（採用決定時の提出書類）
（採用決定時の提出書類）
（採用決定時の提出書類）
（採用決定時の提出書類）
（採用決定時の提出書類）
（採用決定時の提出書類）
（身元保証）
（身元保証）
（身元保証）
（労働条件の明示）
（労働条件の明示）
（試用期間）
（試用期間）
（試用期間）
（試用期間）
（試用期間）
（本採用拒否）
（本採用拒否）
（異動）
異動
（異動）
（異動）
（異動）
（異動）
（出向）
（出向）
（出向）
（業務引継）
（服務の基本原則）
服務
（服務の基本原則）
（服務の基本原則）
（職場環境維持義務）
（情報管理義務）
（情報管理義務）
（職務専念義務）
（信用維持義務）
（その他の遵守義務）
（セクシュアルハラスメン
ト等の防止措置）
パソコン、電子メール、インターネット、携帯電話の私用利用に関し、規定されている
（電子メール・インター
ネットの適正利用）
個人情報取扱事業者であるかどうかにかかわらず、個人情報管理義務を服務規律として規定してい
（個人情報管理義務）
秘密情報管理義務（秘密保持義務）は、不正競争防止法でいう「営業秘密」の範囲に限って、その
（秘密情報管理義務）
義務を課することができるものである
秘密保持に関する誓約書を取り付けていない
（守秘義務誓約書）
個人情報保護に関する誓約書を取り付けていない
（守秘義務誓約書）
「所持品検査」の規定がある
（出退勤）
始業時刻には作業を開始できるよう準備を整える等、始業・終業時刻の取扱いについて定めている
（出退勤）
労働時間の管理方法や出退勤のルールが就業規則に規定されていない
（出退勤）
出退勤時刻に関する不正行為の禁止について定めがある
（出退勤）
業務と無関係の品物の持ち込みに関する禁止規定がある
（出退勤）
遅刻、早退、欠勤について、事前・事後届出の制度が設けられている
（遅刻、早退、欠勤等）
遅刻・早退・欠勤時の賃金の取扱いに関する規定が、給与規程（あるいは給与の章）とは別に就業
（遅刻、早退、欠勤等）
規則（服務の章）にも定められている
遅刻・早退・欠勤時に診断書を求める裁量権について規定されている
（遅刻、早退、欠勤等）
会社の指定医の診断を義務づけている
（遅刻、早退、欠勤等）
「無断欠勤」と「無届欠勤」の取扱いを区分して規定している
（無断欠勤）
無断欠勤の際、「年次有給休暇」への振替えを認めない旨の規定が設けられている
（無断欠勤）
提出書類の内容に変更があるときの「異動の届出」を義務づける規定がある
（異動に伴う届出）
法定労働時間と所定労働時間の区分が明確でない（用語を取り違えて記載している）。
労働時間、休憩、 （所定労働時間）
所定労働時間が、法定労働時間を超えている
休日
（所定労働時間）
実労働時間主義を採用している
（所定労働時間）
始業・終業時刻の変更の記載がある
（始業、終業時刻等の変
更）

1

NO

章区分

休暇

条文見出し
（１か月単位の変形労働時
間制）
（１か月単位の変形労働時
間制）
（１年単位の変形労働時間
制）
（フレックスタイム制）
（フレックスタイム制）
（事業場外の労働）

質問
交替勤務制を採用しているが、１か月単位の変形労働時間制の導入は検討していない

変形労働時間制を採用しており始業及び終業の時刻が変動するため、始業及び終業の時刻を就業規
則に規定していない
年間を通して業務に繁閑があり、月によって休日数が異なるが、１年単位の変形労働時間制の導入
は検討していない
従業員の自由裁量で出退勤させたいが、フレックスタイム制の採用は検討していない
フレックスタイム制を採用しているので始業及び終業の時刻に関することは何ら定めていない
外回りの営業従業員に事業場外みなしを導入しているが、「労働時間を算定し難い場合」という要
件を記載をしている
事業場外みなしを採用するときは、必ず労使協定を締結する必要がある
（事業場外の労働）
出張時に事業場外のみなし労働時間制を採用していない
（事業場外の労働）
（専門業務型裁量労働制） クリエイティブ部門等で、労働時間のみで仕事の評価が困難な従業員がいるが、裁量労働制の採用
は検討していない
（専門業務型裁量労働制） 専門業務型裁量労働制の対象業務の範囲は自由なので、会社が任意に決めている
労使委員会を設置せずに企画業務型裁量労働制を採用している
（企画業務型裁量労働制）
休憩時間あるいは休憩時間を与える時間帯を明記している
（休憩時間）
休憩時間は、業種にかかわらず交替に与えても構わない
（休憩時間）
交替で休憩させているため、休憩時間を与える時間帯を明記していない
（休憩時間）
所定労働時間が８時間以内のときは、時間外労働の有無にかかわらず休憩は45分でよい
（休憩時間）
休憩時間の「自由利用」に関するルールを定めている
（休憩時間）
休憩時間中の規律保持義務を規定している
（休憩時間）
絶対的必要記載事項である「休日」について定めがある
（休日）
「休日」と「休暇」を混同した記載がある
（休日）
夏季休暇等が「休日」なのか「休暇」なのかが明らかでない
（休日）
振替休日の定めがある
（休日）
「法定休日」と「所定休日」の区分は明確である
（休日）
所定労働時間が８時間未満なのに「時間外労働」と規定している。あるいは、完全週休２日制なの
（所定外労働及び休日出
に「休日労働」と規定している
勤）
所定外労働・休日出勤について、申請・許可制度をとっている
（所定外労働及び休日出
勤）
三六協定が締結されていない。
（所定外労働及び休日出
勤）
所定外労働等の命令権について規定されている
（所定外労働及び休日出
勤）
（割増賃金を支払う場合） どういった場合に時間外労働・休日労働に該当し、どのような割増賃金を支払うのかといった労働
時間算定のルールが規定されている
代休の定めがある
（代休）
（割増賃金を支払う場合） 土日の休日出勤の割増賃金率は一律に35％である
（妊産婦である従業員の深 女性従業員に対する時間外・深夜業制限の規定がある
夜業等）
（妊産婦である従業員の深 妊産婦である従業員の制限の規定がある
夜業等）
（育児等を行う従業員の所 育児・介護を行う従業員に関する時間外労働等の制限がある
定外労働等）
労基法33条の非常時災害の時間外労働に関する定めがある
（非常時災害の時間外労
働）
管理監督者、機密の事務を取り扱う者の労働時間・休日・休憩に関する除外規定が設けられている
（適用除外）
深夜労働については、管理監督者等は適用除外なので割増賃金を支払う必要はない
（適用除外）
就業規則本則に、休暇・休業について、それぞれ賃金の取扱い（無給・有給）が規定されている
（年次有給休暇）
平成10年頃から（あるいはそれ以前から）年次有給休暇の規定を見直していない
（年次有給休暇）
当初６か月目、以降１年ごとの基準日が明確に規定されている
（年次有給休暇）
出勤率８割以上の条件が規定されている
（年次有給休暇）
出勤率の算定において「出勤したものとみなす」事項について定めがある
（年次有給休暇）
付与日数が、労基法で定める日数に満たない
（年次有給休暇）
年次有給休暇について、許可申請・承認制度を導入している
（年次有給休暇）
繰越の取扱い（時効）が規定されている
（年次有給休暇）
賃金の支払い方法（平均賃金、通常賃金、標準報酬日額）が明記されている
（年次有給休暇）
退職時の月割り付与の規定がある
（年次有給休暇）
年休を買い上げる規定が設けられている
（年次有給休暇）
時間単位年休の導入が望ましい事業場である
（時間単位年休）
（年次有給休暇の取得手続 年次有給休暇申請書に「取得理由」を記載させている
き）
（年次有給休暇の取得手続 事前届出に関する届出期限は設定されている
き）
（年次有給休暇の取得手続 長期休暇に関する届出期限について、通常の年休とは異なる規定を設けている
き）
（年次有給休暇の取得手続 無断欠勤ではない病気欠勤等を事後に年次有給休暇に振り替える旨の規定が記載されている
き）
（年次有給休暇の取得手続 計画年休の導入が望ましい事業場である
き）
大企業に該当し、平成22年４月１日以降、代替休暇制度の導入を考えている
（代替休暇）
「法定休暇」と「所定休暇」の区分が明確である
（特別休暇）
特別休暇の付与日数について、暦日・労働日等の算定方法が規定されている
（特別休暇）
特別休暇取得期間中に休日を挟む場合の規定が明確である
（特別休暇）
特別休暇取得時の賃金の取扱いが規定されている
（特別休暇）
特別休暇の取得を請求することができる期限が規定されている（特に結婚休暇）
（特別休暇）
法定事項である「公民権行使の時間」について定めがある
（公民権行使の時間）
公民権行使の時間について賃金の取扱い（有給・無給）が規定されている
（公民権行使の時間）
公民権の行使を、労働時間外に行う旨の定めがある
（公民権行使の時間）
裁判員制度に関する規定がある
（公民権行使の時間）
法定事項である「産前・産後休業」について定めがある
（産前産後の休暇）
休業期間の長さ（産前６週間、産後８週間）に誤りがある、又は産後休業について労働者からの就
（産前産後の休暇）
業請求に関する記載がなされていない
産前休業について、多胎妊娠の場合の「14週間」の記載がある
（産前産後の休暇）
産前産後休業について、賃金の取扱い（有給・無給）が規定されている
（産前産後の休暇）
休暇申請書、提出書類等、申出手続きの方法について規定している
（産前産後の休暇）
（母性健康管理のための休 法定事項である「母性健康管理のための休暇等」について定めがある
暇等）

2

YES

NO

章区分

賃金

休職及び復職

定年及び退職

条文見出し
（母性健康管理のための休
暇等）
（母性健康管理のための休
暇等）
（生理日の就業が著しく困
難な女性に対する措置）
（生理日の就業が著しく困
難な女性に対する措置）
（生理日の就業が著しく困
難な女性に対する措置）
（生理日の就業が著しく困
難な女性に対する措置）
（育児時間）
（育児時間）
（育児休業及び育児短時間
勤務）
（育児休業及び育児短時間
勤務）
（育児休業及び育児短時間
勤務）
（育児休業及び育児短時間
勤務）
（介護休業及び介護短時間
勤務）
（介護休業及び介護短時間
勤務）
（介護休業及び介護短時間
勤務）
（子の看護休暇、介護休
暇）
（子の看護休暇、介護休
暇）
（子の看護休暇、介護休
暇）
（賃金構成）
（基本給）
（諸手当）
（諸手当）
（通勤経路の届出義務）
（割増賃金の額）

質問
母性健康管理のための休暇等について、賃金の取扱い（有給・無給）が規定されている
母性健康管理のための休暇等について、休暇申請書、提出書類等、申出手続きの方法について規定
している
法定事項である「生理日に関する措置」について定めがある
生理日に関する措置について、賃金の取扱い（有給・無給）が規定されている
時間単位付与を禁止している
休暇申請できる日数を限定している
法定事項である「育児時間」について定めがある
育児時間について、賃金の取扱い（有給・無給）が規定されている
法定事項である「育児休業、育児短時間勤務」について定めがある
育児休業、育児短時間勤務の適用範囲を女性労働者に限定している
育児休業については定めがあるが、短時間勤務等について規定されていない
育児休業等について、賃金の取扱い（有給・無給）が規定されている
法定事項である「介護休業、介護短時間勤務」について定めがある
介護休業については定めがあるが、所定労働時間の短縮措置について規定されていない
介護休業について、賃金の取扱い（有給・無給）が規定されている
法定事項である「子の看護休暇」「介護休暇」について定めがある
子の看護休暇・介護休暇について、賃金の取扱い（有給・無給）が規定されている

子の看護休暇・介護休暇について、業務上の必要により、会社が時季変更権を行使する旨が規定さ
れている
賃金構成が明確にわかりやすく規定されている
基本給の決定方法が明記されている
諸手当の数が多い
通勤手当の限度額が明示されている
出勤経路の届出ルールは明確に規定されている
時間外割増賃金率等について、「１＋0.25」等と「通常の賃金」「法律上の割増賃金率」と分けて
規定している
平成22年４月１日以降に特別条項付き三六協定を締結し、特別条項に係る割増賃金率を協定しな
（割増賃金の額）
深夜割増賃金率は、平日は「1.5」、法定休日は「1.6」と定めている
（割増賃金の額）
（通常の労働時間の賃金） 通常の労働時間の賃金の定義を定めている
管理監督者については、割増賃金はいっさい支払わなくてもよい
（割増賃金の適用除外）
賃金は当然に銀行振込でよい
（賃金の支払い方法）
親睦会費を賃金から控除しているが、賃金控除協定を締結していない
（賃金の控除）
（賃金の計算期間及び支払 当月締めの賃金を当月中の賃金支払日に支払っている
日）
（賃金の計算期間及び支払 賃金支払日が休日の場合のルールを定めている
日）
日割り計算のルールを定めている
（基本給の日割計算）
欠勤控除する旨が規定されている
（欠勤等の扱い）
休暇期間中の賃金の扱いについて、各条項ごとのほかに賃金の章（あるいは賃金規程）で改めて規
（休暇等の賃金）
定している
賃金の改定については、昇給のみが規定されている
（賃金の改定）
賞与制度がある
（賞 与）
退職金制度がある
（退職手当）
休職制度の内容が一般的すぎるあるいは独自性に欠けている（出向させる機会のない事業場で出向
（休 職）
休職はあり得るのかなど）
休職期間を与える余裕のある事業場ではない
（休 職）
従業員からの申請による休職を認めている
（休 職）
従業員の自己都合による休職とそれ以外の休職の区分が明確ではない。
（休 職）
反復して欠勤をする者に対する休職措置が講じられている
（休 職）
精神疾患に関する対応が規定されている
（休 職）
休職の期間は、他社の規程や市販のひな型を参考にして決めた
（休職期間）
休職期間の起算日が明確でない
（休職期間）
休職期間中の社会保険料等の取扱いについて規定されている
（休職期間の取扱い）
勤続年数への通算規定がある（退職金、賞与、永年勤続⇒任意）
（休職期間の取扱い）
賃金の取扱い（有給・無給）が規定されている
（休職期間の取扱い）
休職期間満了時に解雇する規定がある
（復 職）
復職の決定権者が会社であることが明記されている
（復 職）
従業員の主治医との面談について規定されている
（復 職）
会社の指定医による診断について受診命令権が規定されている
（復 職）
会社の判断により復職前と異なる職務に就かせる可能性について明記されている
（復 職）
治癒とは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、治療の必要がなく
（復 職）
なったものをいう
復職の申出手続きの方法について規定している
（復 職）
定年はあるが、就業規則に明記していない
（定年等）
定年年齢が60歳を下回っている
（定年等）
65歳未満の定年について、雇用継続の措置が規定されている
（定年等）
継続雇用制度の対象者について、「業務の都合により会社が必要と認めた者」と限定している
（定年等）
継続雇用制度を採用しているが、嘱託員規程がない
（定年等）
定年退職を「解雇」として取り扱っている
（退 職）
定年により退職となる「退職日」が明記されている
（退 職）
法定事項である「退職」について定めがある
（退 職）
「退職の種類」について詳細が規定されている
（退 職）
「解雇」と「退職」を混同している
（退 職）
女性従業員の婚姻・妊娠・出産が退職事由になっている
（退 職）
退職事由と共に退職となる日（「退職日」）を記載している
（退 職）
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YES

NO

章区分

条文見出し
（退 職）
（退 職）
（退 職）
（退 職）
（自己都合退職）
（自己都合退職）
（自己都合退職）
（自己都合退職）
（自己都合退職）
（自己都合退職）
（退職時の手続等）
解雇
（解 雇）
（解 雇）
（解 雇）
（解 雇）
（解 雇）
（解 雇）
（解 雇）
（解 雇）
（解 雇）
（解 雇）
（解雇手続き）
（解雇手続き）
（解雇手続き）
（解雇手続き）
（解雇手続き）
（解雇手続き）
（解雇制限）
表彰及び制裁
（表 彰）
（表 彰）
（表 彰）
（懲戒の原則）
（懲戒の種類、程度）
（懲戒の種類、程度）
（懲戒の種類、程度）
（懲戒の種類、程度）
（懲戒の種類、程度）
（懲戒の種類、程度）
（懲戒の種類、程度）
（懲戒の種類、程度）
（懲戒の種類、程度）
（懲戒の種類、程度）
（懲戒の種類、程度）
（懲戒の種類、程度）
（懲戒解雇事由）
（懲戒解雇の通知）
（懲戒の手続き）
（損害賠償）
（損害賠償）
（自宅待機・就業拒否）
（自宅待機・就業拒否）
（管理監督処分）
安全・衛生、災害 （安全及び衛生）
補償
（安全及び衛生）
（安全及び衛生）
（就業制限）
（就業禁止）
（健康診断及び面接指導）
（健康診断及び面接指導）
（指定医健診）
（自己保健義務）
（災害補償）
教育訓練その他
（教育研修）
（教育研修）
（自己啓発義務）
（附則）

質問
YES
外国人を雇用している事業場である
従業員が行方不明で連絡がとれない場合は解雇する規定がある
労使双方が合意したときの退職の取扱いが明記されていない
退職願について会社の承認がないときの定めをしている
書面による退職届を提出させている
退職届の提出期限が極端に長い（30日を超えている）
退職届の提出期限が「14日前」またはそれ以下になっている
業務引継ぎの規定が設けられていない
退職届の受理権者について記載されていない
退職前の現実労働義務（未消化年休の取得予防）が明記されている
退職者の賃金を必ず退職後７日以内に支払う旨の記載がある
法定事項である「解雇」について定めがある
解雇事由について定めがない
普通解雇と懲戒解雇を混同している、あるいは区分して規定していない
解雇の事由が少ない（５つ以下）
解雇事由に「その他前各号に該当する事由」といったバスケット条項（包括規定）が記載されてい
女性従業員の婚姻・妊娠・出産等を理由とした解雇の規定がある
整理解雇の四要件は就業規則に記載すべきである
従業員の行方不明を解雇事由にしている
「休職期間の満了」が解雇事由に記載されている
「懲戒解雇事由に該当したとき」が解雇事由に記載されている
「解雇予告」について規定されている
解雇予告の規定が設けられていない又は、解雇予告期間が30日に満たない
解雇予告の例外規定に関する記載がある
解雇予告手当に関する記載がない
解雇予告の適用除外者の規定がある
解雇理由証明書について規定されている
「解雇制限」について定めがある
表彰に関する規定がない
会社事情や社会情勢に見合った内容である
表彰内容（賞状、記念品、特別休暇など）表彰手続きについて記載がある
服務規律違反が懲戒事由となっている
非違行為を行った従業員への教育指導が規定されている
懲戒の規定がない
種類と程度の区分は明確に規定されている
日額賃金の半額超、月額賃金の１割超の減給を規定している
「降格」が懲戒規定に盛り込まれている
懲戒解雇の場合の退職金の取扱いについて定めがある
懲戒事由は軽いものから重いものまで段階的になっている
始末書を提出しないことを懲戒の事由としている
譴責処分に際して始末書の提出を求めることは、二重処罰の禁止に抵触し、行うことはできない
出勤停止の期間の上限を８日以上の範囲で定めている
諭旨解雇の定めがない
私生活上の非行を懲戒処分としている
普通解雇と懲戒解雇が混在している
従業員の所在が不明な場合の懲戒解雇の通知は、公示送達の手続を経る旨を規定している
弁明の機会を付与している
賠償額のすべてを従業員に負わせる旨の記載がある
損害賠償と懲戒との関係について定めがある
自宅待機、就業拒否に関する規定が、懲戒処分とは別に規定されている
自宅待機、就業拒否の期間の賃金の取扱い（有給・無給）が規定されていない
部下の過失について、上司の管理監督責任を問うことができる規定がない
労契法の安全配慮義務に関する記載がない
安全衛生管理体制が整備されている
安全衛生管理体制に対する従業員の協力体制について規定されている
労基法、安衛法の就業制限について規定されている
新型インフルエンザとの感染症にかかっているおそれのある者への措置が規定されている
定期検診の記載がある（定期検診を実施している）
深夜業従事者に定期検診とは別に検診を実施している
会社指定医による健康診断に関する受診義務が規定されていない
従業員の自己保健義務について規定されている
災害補償に関する規定がある
業務命令で所定労働時間外に行った研修等を時間外労働として取り扱っている
会社が行う教育については、これを拒否できない旨が規定されている
自己啓発義務について規定されている
付属規程を明示している
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NO

