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第１章 総則 

 

第１条（目的） 

１．この給与規程（以下「本規程」という）は、株式会社ネクスト（以下「会社」と 

   いう）の派遣従業員「パートタイム派遣従業員等含む」（以下スタッフと言う）の 

各種休暇に関する事項を定めたものである。 

２．この規程に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めによる。 

 

第２条（定義） 

  本規程で給与とは、労働の代償として支払われるすべてのものをいう。したがって、

労働しない時間については原則として給与を支払わない。 

 

第３条（適用範囲） 

  この規程は、スタッフの各種給与（賃金）に関し定めたものである。 

 

 

第２章 賃金体系 

第４条 会社の賃金体系は、次のとおりとするが、各手当の支給の有無は個別の就業 

   条件通知書による。 

賃金 

基準内給与 基本給 
社員は月給 

スタッフは時給 
法定で定めると

ころによる。 

基準外給与 

時間外手当 

時間外手当 

深夜手当 

法定休日勤務手当 

調整給  

会社基準 

本規定による。 

通勤手当  

休業手当  

一時金  

 

 

第３章 基本給および諸手当 

第５条 基本給 

１．スタッフは、個別の雇用契約書により定めた時間給に実労働時間を乗じたものと 

する。  

２．原則として、法定最低賃金～１，１００円とする。 

  ３．原則として、雇用契約期間中の昇給は行わない。 

 

第６条 調整給 

  派遣先の職務の内容や交替制の有無などによって支給する。 
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第７条 通勤手当 

    通勤手当は、従業員の住居と勤務場所を、最も合理的で経済的な経路を通勤する

のに必要な交通機関を使用する。 

    住居から道のりにして１km圏内に他に経済的な交通機関がある場合は、経済的経

路を利用する。 

 

１．公共交通機関を使用しての通勤に伴う実費（定期代等）を手当として支給する。 

 ２．就業先によって、以下の方法にて支払う。(原則個々の就業条件通知書に従う)← 

・車やバイク通勤の場合は手当として以下の計算式にて支給する。 

     月の通勤費＝往復通勤距離数÷10Km×前月の平均ガソリン価格 

  ３．自転車、徒歩通勤者への手当支給はない。 

 ４．手当は給与と合算して、非課税手当として支給する。 

 ５．自転車、バイク、車通勤での駐輪場や駐車場の使用料金、保険料は個人負担と 

する。 

  ６．公共交通機関を使用する場合は、ICカードの金額を適用する。 

  ７．バス使用の場合は、最寄りの駅より２km 以上の道のりがあることを条件とする。 

  ８．本通勤手当は、派遣先によっては時給に含まれている場合がある。 

 ９．申請手続きについて 

    新たに支給を受けようとする者、または居住地・勤務地の変更により乗車区間の  

変更がある者は、都度、「通勤費支給（変更）申請書」を所属長に提出し、会社

の承認を得なくてはならない。 

 １０．不当利得として民法による時効が適用され、１０年遡って過払い分の返還を請   

求することができる 

１１．通勤災害が起こった場合において、異なる経路では認められない場合がある。 

 

 

第８条 皆勤手当 

  １．その月において１日の欠勤もなく勤務した場合（年次有給休暇は除く）は、 

   個別の就業条件通知書に従って手当を支給する場合がある。 

 

第９条 精勤手当 

 １．個別の就業条件通知書に従って手当を支給する場合がある。 

２．欠勤については（年次有給休暇は除く）、その月の勤務日から除外し、日割り 

 計算にて勤務日分を手当として支給する。 

 

第１０条 超過勤務手当 

１．所定勤務時間(８時間)を超えて勤務し、もしくは深夜または休日に勤務したときは、 

それぞれ次の計算式によって算出した合計額を超過勤務手当として支給する。    

①時間外勤務    

（１）法定内超過勤務 
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（１日８時間および週４０時間以内の時間）  時間額×１．０× 勤務時間    

 （２）法定外超過勤務 

（１日８時間または週４０時間を超える時間） 時間額×１．２５×勤務時間     

②法定休日勤務（法定休日に勤務した時間）       時間額×１．３５×勤務時間     

③深夜勤務（午後１０時から午前５時までに勤務した時間）        

時間額 × ０．２５ × 勤務時間   

２．前項各号の勤務時間は、一給与計算期間内に行った時間外勤務、法定休日勤務 

および深夜勤務のそれぞれの時間数を合計して算出する。  

３．１ヵ月単位の変形労働時間制を適用するスタッフの時間外勤務時間は、   ← 

労働基準法の定め(参考を参照)に基づき算出される時間とする。 

 ４．１日の所定時間が８時間に満たない場合は、８時間を超えた時間を超過勤務とする。 

   但し、週４０時間の計算においては１日８時間勤務したものとして計算し、４０ 

      時間を超える時間は超過勤務手当の対象とする。 

 (参考)                                  ← 

  変形労働制の法定基準 

週の法定 

労働時間 

月 の 暦 数 

２８日 ２９日 ３０日 ３１日 

４０ｈ １６０．０ １６５．７ １７１．４ １７７．１ 

 

第１１条 休業手当 

 会社は、会社の責めに帰すべき事由によって派遣社員を休業させたときは休業手当を 

支給する。この休業手当の額は休業１日につき平均賃金の１００分の６０とする。   

（労働基準法第 26条に準ずる） 

 

第１２条 賃金の支払い方法 

 １．給与の計算期間は、毎月１日から末日までとし、当該期間の分について翌月末日に 

支払う。賃金の計算において、１円未満の端数が出た場合は、繰り上げて支給する 

ものとする。 

 ２．支払いにあたっては次に掲げるものを控除し、直接通貨もしくはスタッフの指定 

する銀行その他の金融機関の口座へ振込によって行う。 

  ①源泉所得税 ②健康保険および厚生年金保険料 ③雇用保険料 

  ④住民税   ⑤その他控除（本人と控除することについて同意したもの） 

３．１項にかかわらず、給与支払日が金融機関の休業日にあたるときは、その前日に  

繰り上げて支払う。 

 ４．本条第１項の定めにかかわらず、誤算等によって過誤払いが生じた場合には、 

  あらかじめ予告したうえで、原則として翌月の給与で精算するものとする。 

 ５．週払い制度                               ← 

本条第１項の計算期間については、約２ヶ月の未収入期間が生じるため、スタッフ 

からの申出と会社の合意を基に、３ヶ月を限度として週単位での賃金支払いを可能 



 

-  5  - 

とする。週払いの申し出は、週払い申請書を基に行うこととする。 

  週払いの方法は、対象となる週の勤務実績を週末に会社に FAXまたは写真メール等で 

届け出ることによって、週単位での計算（基本給の半額）によって、翌週水曜日を 

期限として振込料を天引きのうえ支払うこととする。 

 

第１３条 昇降給 

 １．会社は、社会・経済情勢の変化、または業務内容の変更により、賃金の見直しを 

  行う必要があると認めた場合には、スタッフの賃金の昇給または降給の改定を行う 

ことがある。 

 

第１４条 賞与 

 １．賞与の支払いはない 

 

第１５条 退職金 

 １．退職金の支払いはない 

 

第１６条 補足 

 １．労働時間と休日の原則 

   １日８時間以内、かつ１週４０時間以内で休日は週に１日以上。 

   変形労働時間制・変形週休制は４週で４日以上の休日。 

   （労働基準法第３２、３５条） 

 ２．法定休日出勤に関する事項 （割増率３５％） 

   法定休日出勤とは、法定で決められている週１日もしくは月に４回の休日に出勤 

  することを言う。 

   会社は標準勤務者の場合、休日はカレンダー通りであることと、就業規則にて週の 

始まりを「月曜日」と定めているため、法定休日は土日共に出勤した場合は「日曜日」 

となる(例１)。 

  よって「土曜日」や「日曜日」「祝日」のみに出勤したとしても法定休日出勤とは 

ならない。(例２～例４) 

  また「土曜日」を休んで「日曜日」に出勤したとしても、週に１日の休日を取得して 

  いるため、法定休日とはならない(例３)。 

   週の休日曜日が不定期な交替制については、週に１日もしくは月に４日の休日に 

  出勤した場合に「法定休日出勤」とする。 

 

 ３．時間外労働に関する事項（割増率２５％） 

   時間外は１日８時間を超えて労働した時間、または週に４０時間を超えて労働した 

  時間となる。よって１日の勤務時間が８時間未満の時間分については、時間外割増の 

対象外となる(例９)。また週の中の祝日に出勤したとしても、週の労働時間が４０時 

間を超えないため時間外割増の対象とはならない(例５)。 

   週４０時間を超えて働く対象の休日は「土曜日」か「日曜日」のみとなる。 
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週の途中で休日がなく、土曜日または日曜日のいずれかに労働した時間は「時間外 

割増し」の対象となる。 

 

 ４．深夜労働に関する事項（割増率２５％） 

   深夜労働は２２時から５時までの７時間を対象とするが、労働していない休憩した 

時間は除外される。時間外が深夜の時間に及んだ時は５０％の割増とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 【例１】土・日曜日出勤 

   日曜日が法定休日出勤となるため３５％増し 

                ２５％増し        ２５％増し 

 ２時間  ２時間  

月 火 水 木 金 土 日 

８時間 ８時間 ８時間 ８時間 ８時間 ８時間 ８時間 

４０時間  

３５％増し 

【例２】土曜日出勤のみ 

   日曜日に休日を取っているため土曜日は法定外休日出勤となり２５％増し。 

 

                ２５％増し        ２５％増し 

 ２時間  ２時間  

月 火 水 木 金 土 日 

８時間 ８時間 ８時間 ８時間 ８時間 ８時間 休み 

４０時間  

 

【例３】日曜日出勤のみ 

   土曜日に休日を取っているため日曜日は法定外休日出勤となり２５％増し。 

                ２５％増し             ２５％増し 

 ２時間  ２時間  

月 火 水 木 金 土 日 

８時間 ８時間 ８時間 ８時間 ８時間 休み ８時間 

４０時間  
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【例４】祝日があった場合の土曜日出勤 

   土曜日に勤務しても週４０時間以内のため割増はなし。 

   残業４時間を含めても週３６時間で４０時間以内だが、１日８時間を超える 

   部分のため、火・金曜日の残業時間は２５％増し 

                ２５％増し        割増しなし 

 ２時間  ２時間  

月 火 水 木 金 土 日 

８時間 ８時間 祝日 ８時間 ８時間 ８時間 休み 

    ４０時間    

 

 

 

 

【例５】祝日があった場合 

   水曜日の法定外休日に勤務しているが週４０時間以内のため割増はなし。 

                ２５％増し         

 ２時間 祝日  ２時間  

月 火 水 木 金 土 日 

８時間 ８時間 ８時間 ８時間 ８時間 休み 休み 

４０時間  

割増しなし 

 

 

【例６】交替制の場合                             ← 

  １日の勤務時間×１ヶ月の勤務日数＝１ヶ月の就業時間 

  ｐ４の参考(変形労働制の法定基準)内の、その月の暦日数に応じた時間―１ヶ月の 

就業時間でオーバーした分が残業割増の対象時間となる。 

  （１０月分での計算例） 

  １０月は月の暦日数が３１日なので、表の３１日の箇所を見ると「１７７．１ｈ」 

  月の就業時間１０．６ｈ×１５日＝１５９ｈ 

  １７７．１ｈ―１５９ｈ＝１８．１ｈで法定時間内に収まっているため時間外割増 

  は発生しない。 

 

【例７】８時間未満勤務の残業 

 

８時間勤務 残業割増 

 

７．７５時間勤務  残業割増 

     ※残業割増対象外時間(０．２５時間) 
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第４章 その他 

 

第１７条（疑義の解釈） 

  本規程の解釈に関して疑義が生じた場合の判断は、社長が行う。 

 

第１８条（規程改訂） 

 １．会社は、本規程について、法律の改正、経済社会状況の変動、会社の経営状況 

または業務上の必要性、その他諸事情等の変化に応じて、変更するものとする。  

２．本規程の改訂または変更は、取締役会の決議を経て行う。 

３．労働基準法、労働者派遣法その他関係法令が改正されたときは、本規程は改正 

箇所についてのみ当然に読み替えるものとする。 

 

 

附則 

 本規程は、平成２８年 ４月 １日から施行する。 

 

 改訂履歴 

 平成２８年１２月 １日 車両使用による通勤費の計算方法追加。 

             変形労働制による残業割増の詳細説明追加。 

             週払い制度の内容変更。 


