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未払い賃金の請求期間が延長される
1. 法 改 正
見込みです
2 月 4 日、「労働基準法の一部を改正する法律案」が通常国
会に提出されました。本改正案は、令和 2 年 4 月 1 日に改正民
法と併せて施行される見込みです。「未払い賃金の請求期間が
延長される」という大変重要な法改正となりますので、今回はそ
の内容をご案内いたします。
１．賃金請求権の消滅時効
今回の改正案は、本年 4 月に施行される改正民法に関連して提出されました。現行民法では、債
権の消滅時効を原則 10 年としながら例外規定を置いていますが、改正法では職業別の短期消滅時
効を全て廃し、時効は『権利を行使することができる時から 10 年』『権利を行使することができること
を知った時から 5 年』の、いずれか早い方の経過によって完成するというシンプルなルールに統一さ
れます。（次図参照）。
これまで民法では、賃金債権について「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に
係る債権」は「一年間行使しないときは、消滅する」と規定していました。しかし、1 年では労働者の保
護に十分とはいえないため、労働基準法第 115 条によって「賃金（退職手当を除く）、災害補償その
他の請求権は 2 年間、この法律の規定による退職手当の請求権は 5 年間」という特例を定めていま
す。つまり、民法により定められた「1 年間」という原則を、労働基準法で特例として「2 年間」まで延
長していた形です。
ところが、改正民法施行後は、民法が「5 年間」となるため、労働基準法の特例の「2 年間」のほう
が短いという逆転現象が生じてしまうことになりました。そのことについて、次のような趣旨で労働基
準法の改正法案がまとめられました。
＜現状＞
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10 年

個人間の貸金債権など

適用に争いのある具体例

1年

飲食料、宿泊料など

「下宿屋」の下宿料

2年

弁護士、公証人の報
税理士、公認会計士、司法書士の報
酬、小売商人、卸 売商
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人等の売掛代金など
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医師、助産師の診療報 あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師
酬など
の報酬など

5年

商 行 為 に よっ て 生 じ た 消費者ローンについての過 払金返還
債権
請求権（判例上１０年）

＜改正法＞「現状」の複雑さをシンプルに統一化
起算点
原則
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知った時から

5年

権利を行使することができる時から

10 年

２．逆転現象に関する論議
労働分野の法律改正等について、建議・法律案要綱等の諮問・答申を行っている労働政策審議会
では、今回の民法改正に伴い、契約上の債権とのバランスも踏まえ、賃金請求権の消滅時効も 5 年
とする考えを示しました。
その一方で、直ちに長期間の消滅時効期間を認めることは、「労使の権利関係を不安定化するお
それがあり、紛争の早期解決・未然防止という賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等も踏
まえて慎重に検討する必要がある」との意見もあり、当分の間は消滅時効期間を「3 年間」とすると
結論づけました。
また、賃金債権の消滅時効が延長された一方で、次の請求権については、現行の消滅時効期間
の「2 年間」を維持することとされました。
①年次有給休暇請求権
年次有給休暇は、労働者の健康確保や疲労回復等が制度趣旨であるので、年休権が発生した年
内に確実に取得されることが要請されているものであり、消滅時効期間延長は、この制度の趣旨に
はそぐわない
②災害補償請求権
業務起因性の立証は、時間の経過とともに労使双方にとって困難になることから、早期の権利確
定が制度の本質的な要請である
③その他の請求権
帰郷旅費や退職時の証明、金品の返還がこれに当たり、いずれも早期の権利確定を念頭に置い
たものである
３．まとめ
賃金債権の消滅時効が延長されることに伴って、これまで以上に賃金計算、労働時間や雇用管理
を正確に行うことの重要性を認識する必要があります。未払残業代請求等で、支払額が高額になっ
た裁判例が数多くありますが、消滅時効期間が 1.5 倍になれば、当然、裁判で争われる期間や額も、
早々に増加することは容易に考えられます。
働き方改革が注目されている昨今、労働者を守る意味でも、「賃金全額支払い」の原則はきちん
と守っていくことが重要です。

４．未払い賃金の請求期間が延びることによるリスクとして「遅延損害金」ほかの発生
内

容

遅延損害金

本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害
金（年利 6%）がつくこととされています 【商法 第 514 条】

遅延利息

退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日（支払日が退職後の場合に
は、その支払日）までに支払われなかった部分には、年 14.6%の利息がつくことと
されています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれ
ます 【賃金の支払の確保等に関する法律 第 6 条】

付加金

裁判所は、割増賃金、解雇予告手当、休業手当、有給休暇取得日の賃金を支払
わなかった使用者に対して、労働者の請求により、使用者が支払わなければなら
ない金額についての未払い金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じること
ができます 【労働基準法 第 114 条】

2. 法律改正 雇用保険法改正案の概要
１．改正の趣旨
高齢者、複数就業者等に対応したセーフティネットの整備や、就業機会の確保等を図るため、雇
用保険法、高年齢者雇用安定法、労災保険法等において必要な措置を講じるものです。
また、失業者、育児休業者等への給付等を行う基盤となる雇用保険制度の安定的な運営等を図る
ため、育児休業給付の区分経理等の財政運営の見直しを行うと共に、現下の雇用情勢等に鑑み、2
年間に限った保険料率および国庫負担の暫定的な引下げ等の措置を講じるものです。
２．改正の概要
● 高齢者の就業機会の確保及び就業の促進
（高年齢者雇用安定法、雇用保険法）
①

65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置

（定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上での雇用以外の措置（継続的
に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度）の導入のいずれか）を講ず
ることを企業の努力義務にするなど、70歳までの就業を支援する。
【令和3年4月施行】
②

雇用保険制度において、65歳までの雇用確保措置の進展等を踏まえて高年齢雇用継続給付を
令和7年度から縮小するとともに、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の導入等に対する
支援を雇用安定事業に位置付ける。
【令和7年4月施行・令和3年4月施行】

● 複数就業者等に関するセーフティネットの整備等
（労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労働施策総合推進法）
①

複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や給付
の対象範囲の拡充等の見直しを行う。【公布後6月を超えない範囲で政令で定める日】

②

複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、雇用保険を適用する。
【令和4年1月施行】

③

勤務日数が少ない者でも適切に雇用保険の給付を受けられるよう、被保険者期間の算入に当た
り、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する。
【令和2年8月施行】

④ 大企業に対し、中途採用比率の公表を義務付ける。
【令和3年4月施行】
● 失業者、育児休業者等への給付等を安定的に行うための基盤整備等
（雇用保険法、労働保険徴収法、特別会計法、労災保険法）
① 育児休業給付について、失業等給付から独立させ、子を養育するために休業した労働者の生活
及び雇用の安定を図るための給付と位置付ける。
【令和2年4月施行】
② ①を踏まえ、雇用保険について、以下の措置を講ずる。
【令和2年4月施行】
ア）育児休業給付の保険料率（1,000分の4）を設定するとともに、経理を明確化し、育児休業給付
資金を創設する。
イ）失業等給付に係る保険料率を財政状況に応じて変更できる弾力条項について、より景気の動向
に応じて判定できるよう算定方法を見直す。
③ ②の整備を行った上で、2 年間（令和 2～3 年度）に限り、雇用保険の保険料率および国庫負担
の引下げ措置を講ずる。
【令和 2 年 4 月施行】
※保険料率 1,000 分の 2 引下げ、国庫負担本来の 55%を 10％に引下げ
④ 雇用保険二事業に係る保険料率を財政状況に応じて 1,000 分の 0.5 引き下げる弾力条項につ
いて、更に 1,000 分の 0.5 引き下げられるようにする。
【令和 3 年 4 月施行】
⑤ 保険給付に係る法令上の給付額に変更が生じた場合の受給者の遺族に対する給付には、消滅
時効を援用しないこととする。
【令和 2 年 4 月施行】

３．最後に
今回の改正案は、高年齢者の 70 歳までの就業確保や、兼業・副業を行っている方々（いわゆるマ
ルチジョブホルダー）の保護など、更なる働き方の多様化に対応する内容となっています。法案が可
決成立してから詳細が決まるものもありますが、今後施行が決まっている改正法の新着情報なども
含めて、当事務所ではこれからも随時最新の情報をご案内してまいります。
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石田久男より緊急の提言

「新型コロナウイルス」問題を「働き方改革の契機」に
未知の感染症の感染拡大が非常事態を引き起こしつつある中で、従来の勤務形態では対
処しきれない、しかし、業務も止められない、それならば、時差出勤・在宅勤務・事業所外労
働等を用いて、この難局を乗り越える試金石としてみませんか。

意見・ご質問は、お気軽にお問い合わせください。
次号は 3 月 31 日に配信いたします。（石田久男）
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