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長時間労働の是正
多様で柔軟な働き方の

実現

働き方改革関連法
～労働基準法改正のポイント～

企業に影響のある労働基準法を中心とした法改正内容の事前チェック

雇用形態にかかわらな
い公正な待遇の確保
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１. 働き方改革関連法スケジュール

２. 長時間労働の是正

３. 多様性を活かした働き方

４. 労働安全衛生法の改正

５. 非正規雇用の処遇改善

1．罰則付き時間外労働の上限規制
2．年次有給休暇の時季指定
3．勤務間インターバル制度
4．月60時間超残業の割増賃金率引上げ

1．フレックスタイム制の拡充
2．高度プロフェッショナル制度

産業医・産業保健機能の強化、
労働時間の把握

不合理な待遇差を解消するための規定の整備
（労働契約法）
均等・均衡規定の整備、待遇に関する説明義務
（パート労働法、労働者派遣法）

※本資料は、2018年10月22日時点の情報にて作成しております。
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働き方改革関連法スケジュール働き方
改革

法令 区分

施行日

2019年
(平成31年)

2020年
(平成32年)

2021年
(平成33年)

2022年
(平成34年)

2023年
(平成35年)

労働基準法 ①時間外労働の上限 ■
(大企業)

▲
(中小企業)

②年次有給休暇の時季指定
●

③月60時間超残業、割増賃
金率引上げ

▲
(中小企業)

④フレックスタイム制の拡充
●

⑤高度プロフェッショナル制
度 ●

労働時間等設定改善
に関する特別措置法

勤務間インターバル制度
●

労働安全衛生法 産業医等の強化
●

労働契約法
パート労働法
労働者派遣法

同一労働同一賃金
■

（大企業)
▲

(中小企業)
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中小企業者の定義

業種分類 中小企業基本法の定義

製造業その他
資本金の額又は出資金の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

卸売業
資本金の額又は出資金の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小売業
資本金の額又は出資金の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

サービス業
資本金の額又は出資金の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

• 資本金及び従業員の要件を両方満たしている必要はなく、片方でも該当する場合は中小企業の扱
いとなります。

• 中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇
の予告を必要とする者」を従業員と解しています。

• よって、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文を
もとに個別に判断されると解されます。

• また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないので、中小企業基
本法上の「常時使用する従業員」には該当しないと解されます。

• 上記にあげた中小企業の定義は中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」
であり、法律や制度によって「中小企業」として取り扱われている範囲が異なることがあります。

参考
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1．罰則付き時間外労働の上限規制
2．年次有給休暇の時季指定
3．勤務間インターバル制度
4．月60時間超残業の割増賃金率引上げ
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労働時間・36協定の基礎知識 【現行法】

項目 時間外・休日労働の上限（要件）

①法定労働時間の上限 ・1日8時間
・週40時間

・労基法の規定
・これ以上、労働させるためには36協
定が必要

②時間外労働の原則的上限
（36協定を締結した場合）

・1か月45時間
・1年間360時間

時間外労働限度基準告示

③時間外・休日労働の特例
（36協定に特別条項を設けた場合）

・延長時間の上限なし（青天井）
・上限越えは1年間に6か月まで

36協定で「特別条項」を結べば可能

36協定とは（労基法第36条1項）

法定労働時間（1日8時間・1週40時間）を超える時間外労働や法定休日（少なくとも1週1日の休日）が確保され
ない休日労働を従業員に行わせる場合、労働者と使用者にて協定（通称36協定）を締結し、労働基準監督署に
届け出ることで、免罰効果が発効すること。

＜一般の労働者の場合＞ ＜変形労働時間制の労働者の場合＞

■労働基準法の原則的な時間外労働の限度時間
【時間外労働の限度に関する基準 平成10年厚労省告示第154号】

■現行法の時間外・休日労働の上限規制

労基法
第36条
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36協定の基礎知識～特別条項～ 【現行法】

特別条項（時間外労働の限度に関する基準平成10年厚労省告示第154号）とは

「あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を
延長しなければならない特別の事情（臨時的なものに限る。）が生じたときに限り、一定期間についての延長時間
を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働
時間を延長することができる旨を定める場合は、この限りでない」とし、臨時的に限度時間を超えた時間外労働が
なされることを認めています。この条項の置かれた協定が「特別条項付き36協定」になります。

定めなければいけない事項

①特別の事情

⇒時間外労働をさせる必要のある具体的事由の下において生じる特別の事情をいいます。

特別な事情とは、臨時的なものに限るとされており、「臨時的なもの」とは、一時的または突発的に時間外労働

を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないこと（6回が限度）が見込まれるものを

いいます。

②労使当事者間において定める手続

③限度時間を超える一定の時間

⇒1日を超え3か月以内の一定期間について、原則となる延長時間を超え、限度時間を超える一定の時間まで

労働時間を延長することができる回数を協定することが必要とされています。この「限度時間を超える一定の

時間」については、時間の限度は示されていないため、労使当事者間の協議に委ねられています。

④限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとの割増賃金率

⇒月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金を定める必要があります。

現在の特別条項には時間の上限が定められていないため、時間の上
限なく青天井で残業させることが可能となってしまっています。

割増賃金率は法定割増賃金率（2
割5分以上）を超える率とするよう
努めることとされています。

限度時間を超える時間外労働はできる
限り短くすることと定められています。

労基法
第36条
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事業の種類 事業の名称 事業の所在地（電話番号

酒類・食料品等の販売 株式会社○×△□ ◎○市○×町1-2-3 000（000）0000

時間外労働をさせる
必要のある具体的事由

業務の種
類

労働者数
（満18歳以上の者）

所定労働時間

延長することができる時間

期間
1日

（1日を超える一定の期間起算日）

1ヶ月（毎月1日） 1年（4月1日）

①下記②に該
当しない動労

者

臨時の業務、月次決算業務 事務 50人 1日8時間 4時間 45時間【70時間】 360時間【690時間】 平成29年
4月1日から

1年間臨時の受注、納期変更 販売 200 同上 4時間 45時間【70時間】 360時間【690時間】

同上 配送 120人 同上 4時間 45時間【70時間] 360時間【690時間]

②1年単位の
変形労働時間
制により労働
する労働者

休日労働をさせる必要のある具体的事由
業務の種

類
労働者数

（満18歳以上の者）
所定休日

労働させることができる休日
並びに始業及び就業の時刻

期間

臨時の業務および月次決算業務 事務 50人 月平均8日から
9日

1ヶ月に2-3日 【A勤務】8時00分～17時00分
シフト制による 【B勤務】9時00分～18時00分

【C勤務】0時00分～ 9時00分

平成29年
4月1日から

1年間臨時の受注、納期の変更、納期逼迫の業務調整 販売 120人

様式第9号（第17条関係） 時間外労働
休日労働 に関する協定届 （特別条項付）

協定の成立年月日 年 月 日

協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の

協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法 （ 投票による選出 ）

年 月 日

使用者 職名 代表取締役
氏名 ●● ●●●

●●労働基準監督署長殿

職名
氏名

【 】の時間は、臨時的な受注の増大や集中によって納
期が逼迫したときには、労使の協議を経て6回を限度と
して、1ヶ月の延長時間を70時間、1年についての延長
時間を690時間までとすることができる。
この場合の割増賃金率は、1ヶ月45時間を超えた場合、
1年360時間を超えた場合は、それぞれ25％とする。

業種毎に、時間外をさ
せる理由を具体的に
記載

１日８時間を越えて残業
させる最大時間を明記

■延長することができる時間
（延長時間の限度）

「1日を超え3箇月以内」及び「1
年間」の双方を記入
■更に、特別な事情があった場
合は年間6回、更に労働時間を
延長できます。（特別条項）法定休日に出勤できる回数

（時間ではなく回数でカウント）

特別条項の限度時間については
一定の時間（８０時間）を超えると
労基署の指導も強化される

②法定休日に労働させる回
数と理由を記載します。

①平日の時間外と所定休日に労働さ
せる時間と理由を記載します。

時間外労働の上限規制の導入
【現行法】

労基法
第36条

現行法では36協定の対
象期間に関する定めは
ありません

③特別条項



② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるも
のとする。
一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に
労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間（この条の規定により労働時間を延長し、
又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間
に限るものとする。第四号及び第六項第三号において
同じ。）
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることがで
きる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞ
れの期間について労働時間を延長して労働させること
ができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとす
るために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

【改正法】
第5号にお
ける省令
で定める
事項とは

① 時間外労働の上限を超えて労働した労働者に講ずる健康確保措置
② 限度時間（1か月45H、1年360H）を超えた労働に係る割増賃金率
③ 限度時間（1か月45H、1年360H）を超えて労働する場合における手続
④ 限度時間（1か月45H、1年360H）を超えて労働する場合に、2か月ないし6か月のそれぞれの期
間における時間外労働及び休日労働の1か月当たりの平均時間は80時間以内となるよう定めること

労働基準法第36条

新設

厚生労働大臣が定める
指針において具体的内

容が規定された
（労基法第36条第7項）

第2項 36協定に定める事項

現行法では36協定の対象期間に関する定めはありませんが、
改正法では36協定の対象期間は1年間に限るものとされました。

NEW

NEW

労使協定で定める上限時間

時間外労働の上限規制の導入
労基法
第36条

2019年4月(H31年)

中小企業 2020.4

１ 使用者は、法第三十六条第一項の協定をする場合には、時間
外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類
、労働者の数並びに一日及び一日を超える一定の期間について
の延長することができる時間又は労働させることができる休日に
ついて、協定しなければならない。

２ 前項の協定（労働協約による場合を除く。）には、有効期間の
定めをするものとする。
【労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等
に関する基準】
労使当事者は、時間外労働協定において1日を超える一定の期間

（以下「一定期間」という。）についての延長することができる時間（
以下「一定期間についての延長時間」という。）を定めるに当たっ
ては、当該一定期間は1日を超え3箇月以内の期間及び1年間とし
なければならない。

労基法施行規則第16条現行

現行法における「1日および1日を超える一定の期間」という部
分が、改正法では「1日、1か月および1年」となった。
例：「2か月で81時間」、「3か月で120時間」という

定め方ができなくなった。

10
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新設

③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業
場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外
労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十
時間（第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定
めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間
及び一年について三百二十時間）とする。

現行では、「労働基準法第36
条第1項の協定で定める労働
時間の延長の限度等に関す
る基準」（平成10年厚生労働
省告示第154号）により定めら
れていたが

条文化（法定化）された。

第3項

第4項

時間外労働の上限規制の導入

時間外労働の限度時間（原則）に関する規定

時間外労働の限度時間（原則）の具体的な時間数
新設

⑤ 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない
業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月に
ついて労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間（第二項第四号に関して協定し
た時間を含め百時間未満の範囲内に限る。）並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間（
同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。）を定めることができる。この場合におい
て、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間が一箇月について四十五時間（第三十二
条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、
一箇月について四十二時間）を超えることができる月数（一年について六箇月以内に限る。）を定めなければならない
。

要件を満たした場合、限度時間を超えて時間外労働をすることが認められる

理由 ※「特別な事情」という表現は用いられていない。第5項 特別条項を適用する月

2019年4月(H31年)

中小企業 2020.4

労基法
第36条



12

時間外労働の上限規制の導入

⑥ 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場
合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労
働させた時間 二時間を超えないこと。

二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。
三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及
び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間
の一箇月当たりの平均時間八十時間を超えないこと。

限度時間内の時間外労働＋休日労働を行う場合の制約第6項 特別条項を適用しない月

例えば、時間外45H＋休日労働54H＝99H

12

A. 改正法は平成31年4月1日以後の期間のみを定めている協定について適用されます。

Q. 改正法に基づく36協定が適用されるのはいつからでしょうか？

平成30年10月1日～平成31年9月30日

平成31年10月1日～平成32年9月30日

＜改正法施工日＞
2019年（平成31年）4月1日 適用なし

新設

第一条の規定による改正後の労働基準法（以下「新労基法」という。）第三十六条の規定（新労基法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第
四項及び第百四十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）は、平成三十一年四月一日以後の期間のみを定めている協定について適用し、同年三
月三十一日を含む期間を定めている協定については、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日までの間については、なお従前の例による。

附則第2条（時間外及び休日の労働に係る協定に関する経過措置）

適用あり

2019年4月(H31年)

中小企業 2020.4

労基法
第36条

12



年間6か月まで
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【限度時間】
1か月45時間

1年360時間など

【法定労働時間】
1日8時間

1週40時間

【特別条項】
労働時間の
上限なし

1年間＝12か月

現行法

年間6か月まで
※労基法第36条第5項

【法律による上限（原則）】
1か月45時間

1年360時間など

【法定労働時間】
1日8時間

1週40時間

【法律による上限（例外）】
・年720時間
※労基法第36条第5項

・月100時間未満（休日労働含む）
※労基法第36条第5項、第6項第2号

・複数月平均80時間（休日労働含む）
※労基法第36条第6項第3号

1年間＝12か月

改正法

法律による上限
（原則）

大きな変更点として…
・特別条項を適用する場合にお
いても、法律による上限が設け
られました。
・休日労働の時間も含まれるこ
とになりました。

休日労働を含む時
間外の最大は960
時間になります。
（80H×12か月）

実務上、月や年の途中で、労働
時間をチェックしましょう。そうし
ないと、思わぬうちに上限を超え
てしまう可能性があります！

ポイント

時間外労働の上限規制の導入
2019年4月(H31年)

中小企業 2020.4

労基法
第36条



①年間の時間外労働は720時間以内とする（法定休日労働は対象外）
②2ヶ月、3ヶ月、4か月、5月、6ヶ月いずれにおいても平均80時間以内とする（法定休日労働含む）
③月の上限は100時間未満とする（法定休日労働含む）
④月45時間（1年単位の変形労働時間制の場合は42時間）を上回る特別条項の適用は年6回が上限

【法定労働時間】1日8時間 週40時間
【法律による上限（原則）】時間外労働の上限規制は、原則として、月45時間、年360時間とする。
【法律による上限（例外）】

年間どの2か月、3か月、4か
月、5か月、6か月でも、平均
80時間以内とする。
（法定休日労働含む）

【罰則あり】

14

月の上限は100時間未満と

する。（法定休日労働含む）

【罰則あり】

1年単位の変形労働時間制の場合、月42時間、年320時間

単月

原
則

4月 5月 6月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（時間）

100
80

45
45 45

35 40 40

95 80

「45時間超過」は年6回まで（法定休日労働は対象外）

7月

90 80

50

例
外

70

40

年間の時間外労働時間は
720時間以内（法定休日労働は対象外）

【原則】月45時間、年360時間（法定化、罰則あり）

罰則(第36条6項)
労基法119条

6か月以下の懲役又は
30万円以下の罰金

時間外労働の上限規制の導入
2019年4月(H31年)

中小企業 2020.4

労基法
第36条
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そもそも、長時間労働とは何時間なのか？考察

45時間

60時間

80時間

100時間

120時間

月の時間外労働が「80時間」以上から、労災認定や労基署立入調査などのリスクが
高まります。法改正後は、36協定も法定休日労働含めて留意する必要があります。

→36協定における延長時間の限度時間

→時間外労働の割増率が5割以上へ

→過労死認定基準①（※）、労基署の強制立入調査対象

→過労死認定基準②（※）、産業医による面接指導の実施（義務）

※発症前2 〜6 か月平均で月80 時間を超えた場合、健康障害と長時間労働の因果
関係が強いと判断されます。（厚労省「脳・心臓疾患の労災認定」より）

時
間
外
労
働(

月
）

※平成22年4月以降、月60時間を超える時間外労働には通常の2割5分ではなく
5割以上の割増賃金となります。（中小企業適用猶予あり）

※この限度時間を超えてた時間外労働には特別条項付き協定の締結が必要。（年6
回まで）

→精神障害の労災認定要件【強】

※発症前１ か月に月100 時間を超えた場合、健康障害と長時間労働の因果関係が
強いと判断されます。（厚労省「脳・心臓疾患の労災認定」より）

・発病直前の２か月間連続して１月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の３か月間連続して１月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合

・発病直前の１か月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の３週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合

企業への制裁と賃金
1.5の支払いと人員増

減の天秤

世界的に日本でしか起
きない「karoushi]

認定の明確基準時間
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時間外労働の上限規制の導入
労基法
第36条

2019年4月(H31年)

中小企業 2020.4
新36協定届①

①

②

③

④

臨時の受注、納期変更 検査 15人 8時間 8時間 同左 30時間 同左 300時間 同左

2019年4月1日～
2020年3月31日

臨時の受注、納期変更 検査 15人 土曜日、日曜日、国民の祝日 2日（第1、第3日曜日）始業9時、終業17時

✔

2019年4月1日

業務の区分を細分化せよ
（指針4条）

従来とは違い厳密に記載
（指針2条）

必要最低限にとどめるべき

チェックしない
と無効

労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関す
る指針（平成30年厚生労働省告示第323号）が制定されました。
ポイントは、指針3条の安全配慮義務との関係性となり、行政指導や裁判根拠となります。
【使用者は、３６協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、 労働時間が長くなるほど
過死との関連性が強まることに留意する必要があります。 （指針第３条）】
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時間外労働の上限規制の導入
労基法
第36条

2019年4月(H31年)

中小企業 2020.4
新36協定届②（特別条項）

⑤
⑥

④

② ③

健康及び福祉を確保するための措置
①労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
②法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること。
③終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
④労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
⑤労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
⑥年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
⑦心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
⑧労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
⑨必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。

✔

障害対応による臨時の再検査 検査 15人 4時間 同左 5回 60時間 同左 125% 650時間 同左 125%

限度時間を超えて労働させる必要が生じた場合、労働者側に通告する。

・対象労働者に11時間の勤務間インターバルを設定
・総務部に健康に関する相談窓口を設置する。 利用時間：毎週月曜、水曜 10:00～12:00③⑦

①

2019年4月1日

イメージ
従前の最大値80H + 休日出勤
2日分16Ｈ＝96Hか？

時間外労働のみ
720時間が上限

手続きが厳格に問われ
るようになっています。
可能であればメール等
証拠が残るもので通告

一時的又は突
発的との解説



次の事業・業務については、その業務の特殊性から、時間外労働の上限規制の適用除外、猶予の措
置が講じられます。

18

時間外労働の上限規制の導入

項目 適用猶予・除外の期間等 補足等

工作物の建設の事
業（労基法附則第
139条）

・適用猶予
・改正法施行5年後(平成36
年4月1日)に、時間外労働の
上限規制（原則および例外）
を適用

災害時における復旧・復興の事業（災害復旧
事業）について、1か月100時間未満、複数月
平均80時間以内の要件は、当分の間、適用し
ない。

自動車運送事業
（労基法附則第140
条）

・適用猶予
・改正法施行5年後(平成36
年4月1日)に、時間外労働の
上限規制（原則および例外）
を適用

上限時間は、年960時間とし、将来的な一般則
の適用について引き続き検討する旨を附則に
規定

医師（労基法附則
第141条）

・適用猶予
・改正法施行5年後(平成36
年4月1日)に、時間外労働の
上限規制（原則および例外）
を適用

具体的な上限時間等は省令で定めることとし、
医療界の参加による検討の場において、規制
の具体的在り方、労働時間の短縮策等につい
て検討し、結論を得る

鹿児島県及び沖縄
県における砂糖製
造事業（労基法附
則第142条）

・適用除外
・改正法施行5年間(平成36
年3月31日まで)は、1か月
100時間未満・複数月80時間
以内の要件は適用しない

改正法施行5年後に、一般則を適用予定

新技術・新商品等
の研究開発業務
（労基法第36条第
11項）

・適用除外 時間外労働が一定時間を超える場合には、事
業主は、その者に必ず医師による面接指導を
受けさせなければならないこととする（労働安
全衛生法第66条の8の2）

労働基準法第36条適用猶予・除外の事業・業務新設

罰則（あり

労基法
第36条

工作物の建設の事業の範囲

・法別表第一第3号に掲げる事業（土木、建
築その他工作物の建設、改造、保存、修理、
変更、破壊、解体その準備の事業）
・事業場の所属する企業の主たる事業が
法別表第一第3号に掲げる事業である事業
場における事業（本社の総務、経理、事務
作業など）
・工作物の建設の事業に関連する警備の
事業（当該事業において労働者に交通誘
導警備の業務を行わせる場合に限る）

自動車の運転の業務の範囲

・一般乗用旅客自動車運送事業の業務
・貨物自動車運送事業の業務
・一般乗合旅客自動車運送事業の業務
・一般貸切旅客自動車運送事業の業務
・その他四輪以上の自動車の運転の業務

適用猶予の範囲（建設・自動車運転）

2019年4月(H31年)

中小企業 2020.4



長時間労働の是正
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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 2

1．罰則付き時間外労働の上限規制
2．年次有給休暇の時季指定
3．勤務間インターバル制度
4．月60時間超残業の割増賃金率引上げ
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年次有給休暇の時季指定
2019年4月(H31年)

労基法
第39条

平成19年12月に厚生労働省が発表した「仕事と生活の調和推進のための行動指針」では2020年までに年次有
給休暇取得率を70％にするとの数値目標が掲げられています。平成19年の段階の年次有給休暇取得率は
47.4％で平成28年の取得率は49.4％です。9年間で2％しか改善されていないため、年5日以上の年次有給休暇
の取得が確実に進むような仕組みを導入することが必要です。

年次有給休暇の取得率等の推移[全国]
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年次有給休暇の時季指定
2019年4月(H31年)

労基法
第39条

労働基準法39条7項

使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇（これらの規定により使用者が与えなければならない有給
休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。）の日数のうち5
日については、基準日（継続勤務した期間を6ヵ月経過日から1年ごとに区分した各期間（最後に1年未満の期間を
生じたときは、当該期間）の初日をいう。以下この項において同じ。）から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季
を定めることにより与えなければならない。ただし、第1項から第3項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に
係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を
定めることにより与えなければならない

新設

罰則
労基法120条

30万円以下の罰金

現在 改正後

労働者から自ら申し出なければ、
年休を取得できませんでした。

①労働者が使用者に取
得希望時期を申出

「○月○日に休みます」

②○月×日に年休が成立

使用者労働者

①使用者が労働者に取
得時期の希望を聴取

②労働者の希望を
踏まえ使用者が
取得時期を指定

②○月×日に年休が成立

【対象者】
1年間に10日以上の年休が付与され
ている労働者
（前年繰り越し分は除く）

１．年5日の年休取得義務

①労働者に対して時季に対する意見

を聴くこと

②時季に関する労働者の意思を尊重

するように努めなければならない

③労働者の年次有給休暇の取得状況

を確実に把握するため、使用者は、年

次有給休暇の管理簿を作成しなけれ

ばならない

⇒この管理簿は3年間確実に保存し

なければならない

そもそも、①希望申出がしにく
いという状況がありました。
⇒ 取得率の低下

使用者労働者

省令で定めることとしている事項

使用者に年間5日の時季指定権を
持たせた。しかし、労働者の希望を
聴き、希望を踏まえて時季を指定。
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前項の規定にかかわらず、第5項（本人の指定）又は第6項（計画付与）の規定により第1項から第3項までの規定によ
る有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数（当該日数が5を超える場合には、5日とする。）分
については、時季を定めることにより与えることを要しない。

労働基準法39条8項（新設） 新設

【使用者が義務から解放される場合】

経過措置 4月1日以外の日が基準日の労働者にかかる有給休暇については、施行日後の最初の基準日の
前日までの間は、本改正は適用しないこととしている。（労働基準法附則4条）

２．計画付与制度との兼ね合い

年次有給休暇の時季指定
2019年4月(H31年)

パターン 年次有給休暇の取得状況

使用者の時季指定は不要 ・労働者自ら5日以上の年休を取得した場合
・労働者自らの取得3日＋計画的付与2日

使用者は5日に足りない分のみ時季指定可能 ・労働者が自ら2日の年休を取得した場合
・3日の年休の計画的付与が行われた場合

注意！ 何も策を講じておかないと、3月の繁忙期に一斉に有給を取得する等の経営上の問題が発生する
恐れがあります。そのためにも、年間を通した計画と業務体制作りが大切になります。

労基法
第39条

Q．パートタイマーにも年5日の有給を付与しないといけないのでしょうか？

A. はい。10日以上有給休暇が付与されるフルタイム
のパートタイマーも対象となります。今後は、パー
トタイマーの皆様に有給を適切に利用してもらえ
る環境作りが必要です。

週所定労働日数が４日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の付与日数
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2019年4月(H31年)
労基法
第39条 年次有給休暇の時季指定

■ 年休を前倒しで付与した場合の特例について（厚生労働省令第112号）

法定の基準日（※４月１日入社の場合であれば１０月１日）より前に１０労働日以上の年休を与えることとしたときは、その日から１
年以内に５日の年休を取得させなければならない。例えば、下の例のとおり、入社日である４月１日に１０日の年休を与えることと
した場合には、翌年の３月３１日までに５日取得させることとなる。

①通常の前倒しの際の取扱い

条文案（第１項）
使用者は、法第三十九条第七項ただし書の規定により同条第一項から第三項までの規定による十労働日以上の有給休暇を与
えることとしたときは、当該日数のうち五日については、基準日（法第三十九条第七項の基準日をいう。以下この条において同じ。
）より前の日であって、当該日以降に十労働日以上の有給休暇を与えることとする日（以下この条において「第一基準日」という。）
から一年以内の期間にその時季を定めることにより与えなければならない。
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2019年4月(H31年)
労基法
第39条 年次有給休暇の時季指定

入社した年とその翌年とで年休の付与日が異なる等の理由から、５日の時季指定義務の履行期間に重複が生じる、いわゆる「ダ
ブルトラック」が発生する場合には、年休の取得状況の管理が複雑になり得る。このため、「最初に１０日の年休を与えた日から、
１年以内に新たに１０日の年休を与えた日から１年を経過するまでの期間」（＝重複が生じている履行期間の第１の履行期間の始
期から第２の履行期間の終期までの間）の長さに応じた日数を当該期間中に取得させることも認める。

②ダブルトラック発生時の特例

例）2019年4月1日に入社し、2019年10月1日に10日の年休を付与、その後、斉一的取り扱いで2020年4月1日に11日の年休

を付与する場合の対応

原則：2019年10月1日に付与された10日：2020年9月30日までに5日取得。

2020年4月1日に付与された11日：2021年3月31日までに5日取得。

その結果、半年の重複期間（ダブルトラック）が発生する。

特例：履行期間は2019年10月1日から2021年3月31日までの18ヶ月となる。

その期間に18ヶ月÷12ヶ月×5日＝7.5日を取得させることができる。

（※端数処理の方法については現時点では不明）

条文案（第2項）
前項の規定にかかわらず、使用者が法第三十九条第一項から第三項までの規定による十労働日以上の有給休暇を基準日又は
第一基準日以降に与えることとし、かつ、当該日から一年以内の特定の日（以下この条において「第二基準日」という。）以降に新
たに十労働日以上の有給休暇を与えることとしたときは、履行期間（基準日又は第一基準日を始期として、第二基準日から一年
を経過する日を終期とする期間をいう。以下この条において同じ。）の月数を十二で除した数に五を乗じた日数について、当該履
行期間中に、その時季を定めることにより与えることができる。
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2019年4月(H31年)
労基法
第39条 年次有給休暇の時季指定

①②による履行期間がそれぞれ経過した後は、第一基準日又は第二基準日から一年後の日が基準日とみなされ、法第３９条第
７項本文を適用する。下の例１・例２では２年目あるいは３年目の年休付与日が基準日とみなされることになる。

③特例期間後の取扱い

例）2019年4月1日に入社し、2019年10月1日に10日の年休を付与。

その後、斉一的取り扱いで2020年4月1日に11日の年休を付与する場合については、

その翌年の基準日は2021年4月1日となる。

条文案（第3項）
第一項の期間又は第二項の履行期間が経過した場合においては、その経過した日から一年ごとに区分した各期間（最後に一年
未満の期間を生じたときは、当該期間）の初日を基準日とみなして法第三十九条第七項本文の規定を適用する。
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2019年4月(H31年)
労基法
第39条 年次有給休暇の時季指定

年休を前倒しで分割して付与する場合、付与した年休の日数の合計が１０労働日に達した日が第一基準日となり、その日から使
用者の時季指定義務が発生する。分割して付与された日数が１０労働日に達する前に、事前に分割して付与された分の年休を
法第３９条第５項又は第６項によって取得した場合には当該日数分については、時季指定義務を課さないこととする。下の例では
、労働者が基準日の前に３日間年休を取得しているので、使用者は５労働日の年休を付与すべきところ、２日で足りることとなる。

④履行期間前の年休取得の取扱い

例）4月1日入社の場合、法によれば10月1日に10日の年休が付与されるが、4月1日に5日、残りの5日を10月1日に付与するケ

ース。付与日が合計10日となる10月1日が基準日となるため、そこから1年間の間に5日の年休を取得させる必要があるが、10

月1日以前に取得した年休がある場合には、その日数が5日から差し引くことができる。

条文案（第4項）
使用者が法第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇のうち十労働日未満の日数について基準日以前の特定の
日（以下この項において「特定日」という。）以降に与えることとした場合において、当該日数と、他の特定日以降に与えることとす
る有給休暇の日数を合わせて十労働日以上になるときは、これらの特定日のうち最も遅い日を第一基準日とみなして前三項の
規定を適用する。この場合において、第一基準日とみなされた日より前に、法第三十九条第五項又は第六項の規定により、与え
た有給休暇の日数分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

10/1 9/30
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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 2

1．罰則付き時間外労働の上限規制
2．年次有給休暇の時季指定
3．勤務間インターバル制度
4．月60時間超残業の割増賃金率引上げ



勤務間インターバル制度労働時間等
設定改善法

28

2019年4月(H31年)

「勤務時間インターバル制度とは、勤務終了後、一定時間以上の休息時間を設ける（退社から出社までの間に一定
の時間をあける）ことで、働く人の生活時間や睡眠時間を直接的に確保し、過重労働による健康障害を防止する効
果が高いと考えられている制度です。
この制度は、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保し、ワークライフバランスを保ちながら働くことを可能にす
るために、今回の法改正で努力義務とされました。

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第2条

事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業
及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給
休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

改正

努力義務化24時 【勤務終了時刻】 9時【通常の始業時刻】

勤務

勤務

勤務

勤務間インターバル11時間

◆勤務間インターバルを導入した場合 ◆始業・終業時刻を繰り下げの場合

勤務

働きすぎによる心身の健康障害の防止
～必要な睡眠時間、休息期間を義務付け、疲労の蓄積防止と「仕事以外の生活」時間を確保～

背景

●「EU労働時間指令」（2000年改正」では、「1日連続11時間以上の休息の付与」が規制化
●睡眠不足は脳・心臓疾患の有病率や死亡率UP

＜1か月1日6時間程度の睡眠を1か月継続=80時間超の時間外労働が想定される＞
※「脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書」（2001年11月15日）

●業務の過重性評価において、「1日4時間～6時間の睡眠時間が確保できない状態」

意義

今回の法改正で、高度プロフェッショナル
制度の「健康管理時間に基づく健康確保措
置」の選択的措置の1つになりました

11時
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1．罰則付き時間外労働の上限規制
2．年次有給休暇の時季指定
3．勤務間インターバル制度
4．月60時間超残業の割増賃金率引上げ



労働基準法附則第138条の削除削除

1か月の時間外労働（1日8時間・1週40時間を超える労働時間）

60時間以下 60時間超

大企業 25％ 50％

中小企業 25％ 25％（⇒50%）

中小事業主の事業については、当分の間、第三十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。

労基法附則第138条
廃
止

平成35年4月1日以降は

50％以上の割増賃金

※平成22年4月1日施行の改正労働基準法

ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働
については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

法定割増賃金の引き上げ（労働基準法第37条第1項ただし書）

• 割増賃金は1.25倍
45時間未満

（限度時間内）

• 割増賃金は1.25倍以上が
努力義務

45時間以上

60時間以内

• 割増賃金は1.5倍60時間超え

深夜労働
との関係

法定休日
労働との
関係

深夜（22：00～5：00）の時間帯に1か月60時間を
超える法定時間外労働を行わせた場合、
深夜割増賃金率25％＋時間外割増賃金率50％

＝ 75％

1か月60時間の法定時間外労働の算定には、
法定休日に行った労働は含まれません。
ただし、法定外休日に行った労働は含まれます
ので、ご注意ください。

2023年4月(H35年)

中小企業の猶予措置廃止

労基法
第37条
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月60時間超残業の割増賃金率引上げ
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労働者の健康を確保する観点から、特に長い時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを目的として、
１か月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の引上
げ分の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を与えることができることとしたものです。

代替休暇

「代替休暇」を実施する場合には、事業場において労使協定を締結する必要があること。一箇月について60時間を
超える割増賃金の支払（0.25部分）による金銭補償に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇の付与に
よる補償を行うことができる。

割増賃金率

法定時間外
労働時間数

0時間 60時間 80時間

1.00

1.25

1.30

1.50 休暇に代替できる部分

限度時間
（月45時間等）

法定時間外労働時間が、
１か月４５時間を超えると
３０％にしている場合、こ
の部分も労使協定により
代替休暇の対象とするこ
とが可能

【代替休暇のイメージ】

時間外なし

【代替休暇の時間数の具体的な算定方法】
代替休暇の時間数＝（1か月の法定時間外労働時間数－60）×換算率（※）
※換算率＝代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率－代替休暇を
取得した場合に支払うこととされている割増賃金率

〔例〕代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率⇒1.50
代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率⇒1.25
⇒①1.50－1.25＝0.25 ②（80－60）×0.25＝5時間

労基法第３７条第３項

導入企業は、11.7％となっています（平成25年度労働時間等総合実態調査結果）

月60時間超残業の割増賃金率引上げ
2023年4月(H35年)

中小企業の猶予措置廃止

労基法
第37条

■導入条件
1か月60時間を超える時間外労働に
ついて、割増賃金の支払に代えて代
替休暇を付与することとするには、
まず労使で協定を結ぶ必要がありま
す。

■労使協定で定めるべき事項
①代替休暇の時間数の具体的な

算定方法
②代替休暇の単位
③代替休暇を与えることができる期
間
④代替休暇の取得日の決定方法、
割増賃金の支払日



多様性を活かした働き方
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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 3

1．フレックスタイム制の拡充
2．高度プロフェッショナル制度

フレックスタイム制（労働基準法第32 条の３）は、１日の労働時間の長さを固定的に定めず、１箇月以内の一定の期間の総労

働時間を定めておき、労働者はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決め、その生活と業務との調和を図
りながら、効率的に働くことができる制度です。



現行
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フレックスタイム制の見直し
2019年4月(H31年)

様々な生活上のニーズと仕事との調和を図りつつ、メリハリのある働き方を一層可能にするため、フレックスタイム
制をより利用しやすい制度とし活用できるように、フレックスタイム制が改正されます。
例えば、子育てや介護といった生活上のニーズに合わせて労働時間が決められ、より柔軟な働き方が可能となり
ます。

改正後

6月 7月 8月

労働時間

法定

労働時間の清算期間：1か月

1か月単位で清算す
るため、超過分の割
増賃金を支払う必要
あり。

労働時間の清算期間：3か月

所定労働時間（通常
は法定労働時間以
内で設定）働いてい
ないため、欠勤扱い
となる。

6月 7月 8月

労働時間

法定

割増賃金を払う
必要がなくなる。

6月に働いた時間分
は、8月に働かなくて
も欠勤にならない。

【改正点】
1．清算期間の上限の延長
2．労使協定の届出
3．中途退職者等の清算期間
4．完全週休2日制の下での
法定労働時間の計算方法

労基法
第32条
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フレックスタイム制の見直し

１．清算期間の上限の延長（3か月）

労働基準法32条の3第1項（下線部改正）

清算期間（その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において
労働させる時間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)

改正

労働基準法32条の3第2項（新設）

清算期間が1箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分
中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後1箇月ごと
に区分した各期間（最後に1箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。）ごとに当
該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第1項」とする。

・清算期間を「3か月」に延長し、より柔軟な働き方を可能とする

⇒3か月の中で労働時間の調整が可能になるため、1月目に多く働き、

3月目に労働時間を短くすることも可能

・各月で週平均50時間（時間外労働が月45時間弱となる時間に相当）を

超えた場合、使用者はその各月で割増賃金を支払う必要がある。

⇒ ①1か月ごとの枠、②清算期間の総枠と２つの枠をみる必要

（次頁参照）

◆POINT◆

清算期間を3か月とすると・・・
①割増賃金を払う必要はなくなる
（会社にとってのメリット）
②1月目に働いた時間分は、3月
目に働かなくても欠勤扱いにはな
らない
（本人にとってのメリット）

2019年4月(H31年)

清算期間の上限が1か月から3か月に延長される。
清算期間が1か月を超える場合は、従来の清算期間の総枠
に加え、1か月毎の枠を超える労働も法定時間外になる。

新設

労基法
第32条
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フレックスタイム制の見直し
2019年4月(H31年)

労基法
第32条

①1か月ごとの枠
50時間×暦日／7
例） 50時間×30日／7＝214.2時間

割増賃金の精算方法

②清算期間（3か月）の総枠
40時間×清算期間の総暦日数／7
例）40時間×91日／7＝520.0時間

※単月の場合：40時間×清算期間の暦日数／7

暦日数 単月フレックス
の場合（原則）

複数月フレック
スの場合

31日 177.1時間 221.4時間

30日 171.4時間 214.2時間

29日 165.7時間 207.1時間

28日 160.0時間 200.0時間

3
か
月
の
総
枠

②清算期間（3か月）の総枠
実働：570.0時間
⇒実働-総枠（570.0時間-525.7時間)が44.3時間
①で確認済の35.8時間を差し引き、残りの分を
支払う（44.3時間－35.8時間＝8.5時間）

①1か月ごとの枠
6月：214.2時間、7月：221.4時間、8月：221.4時間
⇒6月に35.8時間の時間外

②総枠

①1か月枠

35.8時間

250時間 160時間 160時間
（実労働） （実労働） （実労働）

6月 7月 8月 合計
①50時間枠 214.2時間 221.4時間 221.4時間 -
②総枠 171.4時間 177.1時間 177.1時間 525.7時間
③実労働 250.0時間 160.0時間 160.0時間 570.0時間

最後の支払い方法にはさまざまなケースが考
えられるので、今後の通達に注目しましょう！

50
時
間

暦日数 法定総枠

92日 525.7時間

91日 520.0時間

90日 514.2時間

89日 508.5時間
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フレックスタイム制の見直し

２．清算期間1か月を超える場合の労使協定

現行法では、フレックスタイム制の労使協定は締結のみで届出は不要でしたが、清算期間が1か月を超える場合
のフレックスタイムの労使協定は、行政官庁（所轄の労働基準監督署）に届出が必要になります。
（労働基準法第32条の3第4項）

清算期間が1か月超の場合、労使協定を行政官庁
（所轄の労働基準監督署）に届出る必要がある。

＜現行＞
労使協定
【締結のみ】

＜改正後＞
労使協定

【締結＋届出】

※1か月を超える
フレックスタイムの場合

３．中途入社、中途退職者の賃金清算規定

使用者が、清算期間が1箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第1項の規定により労働させた
期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労
働させた場合においては、その超えた時間（第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働さ
せた時間を除く。）の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

労働基準法32条の3の2（新設）

例）6月～8月の3か月間が清算期間で、7月途中（7/15）

で退職

→労働者の労働した時間を平均して

週40時間を超えているか否かで時間外を判断

214.2時間 221.4時間

200時間
(実働) 65.5時間

(実働)

6月 8月7月

退
職

清算期間内の実労働時間：265.5時間
「40時間×(45日÷7日)＝257.1時間」

⇒257.1時間を超える分を支払う
(8.4時間)

労基法
第32条

2019年4月(H31年)
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暦日数
（法定労働時
間の総枠）

所定労働時
間日数（1日
8H労働した場
合の総労働
時間数）

31日（177.1H） 23日（184H）

30日（171.4H） 22日（176H）

29日（165.7H） 21日（168H）

【清算期間1か月で不都合が生じる場面】

４．完全週休2日制の下での法定労働時間の計算方法

フレックスタイム制の見直し
労基法
第32条

2019年4月(H31年)

184時間
(実働)

＜原則＞

時間外
(6.9時間)

184時間
(実働)

＜協定＞

40×31／7
総枠177.1時間

労使協定

23×8
総枠184時間

清算期間の所定労働
日数×8時間(184H)に
総枠が広がる

暦日数・・・31日
営業日・・・23日

184時間超の
労働が時間外

従来のフレックスタイム制では、完全週休2日制の際に曜日の巡りによっては1日の労働時間の平均が8時間で
あっても、法定労働時間の総枠を超える場合がありました。今回の労基法改正では、その不都合を労使協定の締
結により解消することができます。

＜要件＞
・労使協定により、労働時間
の限度について清算期間に
おける所定労働日数に8時間
を乗じて得た時間とする旨を
定めること。
・フレックスタイム制が適用さ
れる1週間の所定労働日数が
5日の労働者であること。
＜効果＞
清算期間における法定労働
時間の総枠が、所定労働日
数に8時間を乗じて得た時間
数になること。

1週間の所定労働日数が5日の労働者について第1項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用につ
いては、同項各号列記以外の部分（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）中「第32条第1項の労働
時間（当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の
限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第2項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めた
ときは、当該清算期間における日数を7で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間）」と、「同項」とあるのは
「同条第１項」とする。

労働基準法32条の3第3項（新設）
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参考

完全週休2日制でもフレックスタイム制

の所定労働時間を超えてしまう場合・・・

通達による特例で、その不都合を解消し

ている

〈現行〉完全週休2日制の取扱い

〈4つの条件〉
通達（平9.3.31 基発228）
①清算期間が1か月
②完全週休2日制
③4週間を超える日の初日(29日目）を
起算日とする1週間の労働時間が40時
間を超えない
④労働日ごとの労働時間がおおむね8
時間以下

労働日：22日
法定労働時間：8時間

22×8＝176時間

法定労働時間の総
枠（171.4時間）を超
えてしまい、超過分
は時間外労働にな
ってしまう！！！

40H×4＝160H

（160＋40）÷5＝
40

この特例によって、法定労働時間の総枠を
超える部分(※)についても、時間外労働と
扱わなくてよい
※176時間－171.4時間＝4.6時間

〈特例の計算方法〉
（最初の4週間の労働時間＋5週目
の労働時間）÷5

清算期間における1週間あたりの労
働時間

現行法
フレックス勤務制度の
完全週休2日制の特例



多様性を活かした働き方
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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 3

1．フレックスタイム制の拡充
2．高度プロフェッショナル制度

高度プロフェッショナル制度導入の背景（参考）
・時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え、その意欲や能力を十分に発揮
できるような環境整備
・経済活力の源泉であるイノベーションとグローバリゼーションを担う高い専門能力を有する労働者に対し、
健康・福祉確保措置を講じつつ、メリハリのある効率的な働き方を実現するなど、多様な働き方の選択肢

を用意する
・労働者の一層の能力発揮と生産性の向上を通じた企業の競争力とわが国経済の持続的発展に繋がるこ
とが期待でき、幅広い労働者が対象となることが望ましい

（労働政策審議会資料より(2015年2月)）
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創造性の高い仕事で自立的に働く個人が、
意欲と能力を最大限に発揮し、自己実現することを
支援する。長時間労働を是正し、働く方の健康を確
保しつつ、新しい制度の選択を可能とする。

目的

36協定の締結や時間外・休憩・休日・深夜の割増
賃金の支払義務等の規定を適用除外とする。

法的効果 注目！

①対象者の限定・・・高度な専門的知識を持ち、高い年収を得
ている、ごく限定的な少数
＜具体的業務＞
 金融商品の開発業務、ディーリング業務
 アナリストの業務（企業・市場などの高度な分析業務）
 コンサルタントの業務（事業・業務の企画運営に関する高度な考案ま

たは助言の業務）
 研究開発業務 などが想定されている

②健康の確保・・・長時間労働を強いられないよう、手厚い仕組
みを徹底（導入手続き、健康確保措置）

①労使委員会で所定の内容を決議
②決議を行政官庁に届出
③書面等の方法で労働者本人の同意を得る

制度導入手順

職務記述書等に署名等する形で職務の内容
及び制度適用についての本人の同意を得る。

労使委員会

非
対
象
労
働
者

対
象
労
働
者

対
象
労
働
者

対
象
労
働
者

決議
労使委員会
決議届 届出

行政
官庁

健康
確保
措置

対
象
労
働
者

個
別
同
意

全体の流れイメージ（概要）

注目！

【決議後】
決議事項④～⑥までの健康・福祉確保措置の実施
状況を報告する義務がある。報告義務あり！

導入要件

＜労使委員会での決議事項＞
①対象業務の内容 ②対象労働者の範囲
③健康管理時間の把握措置
④１年を通じ104日以上、かつ、4週を通じ4日以上の休日付与
⑤健康確保の選択的措置 ⑥健康福祉の確保措置
⑦同意撤回手続 ⑧苦情処理に関する措置

⑨同意をしなかった対象労働者に対する解雇その他不利益な取り扱い
の禁止 ⑩その他省令で定める事項

And要件
1075万

健康
措置

労基法
第41条の2

高度プロフェッショナル制度
（特定高度専門業務・成果型労働制）

2019年4月(平成31年)
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高度プロフェッショナル制度
（特定高度専門業務・成果型労働制）

労基法
第41条の2

2019年4月(平成31年)

１．法的効果

賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項につい
て意見を述べることを目的とする委員会（使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。
）が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に
関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において
、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者（以下この項において「対象労働者」という。）であつて書面その他の
厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたとき
は、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない
。ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。

第1項第1号
高度プロフェッショナル制度の適用により、労働時間、休憩および深夜の割増賃金規定が
不適用となります。新設

２．対象業務

＜具体的業務＞
①金融商品の開発業務、ディーリング業務
②アナリストの業務（企業・市場などの高度な分析業務）
③コンサルタントの業務（事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務）
④研究開発業務 などが想定されている

「今後の労働時間法制等の在り方について（建議）」（H27.2.13労審発777）より

決

議

事

項

「高度の専門的知識、技術又は経験を要する」とともに「業務に従事した
時間と成果との関連性が強くない」業務 ～次の省令で発表予定～
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労働基準法第41条の2第1項新設

第1項第2号

二 この項の規定により労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であつて、対象業務に就かせ
ようとするものの範囲
イ 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められてい
ること。
ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が
基準年間平均給与額（厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額
を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。）の三倍
の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。

決

議

事

項

＜対象となる労働者の範囲＞

①書面等による合意に基づき職務の範囲が明確に定められている労働者
②1年間に支払われると見込まれる賃金の額が、「基準年間平均給与額」の3倍を相当程度上回る水準として、
省令で規定される額（1075万円を参考に検討※建議）以上である労働者

対象労働者の要件

「基準年間平均給与額」
厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額
を基礎として省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額

決議事項として、対象となる労働者の範囲を定める必要があります。なお、対象者には要件があります。

対象となる労働者には、上記イ、ロの要件があります。
つまり

３．対象労働者

高度プロフェッショナル制度
（特定高度専門業務・成果型労働制）

労基法
第41条の2

2019年4月(平成31年)

職務基準書を策定する必要
があります
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1．使用者は、客観的な方法等により在社時間等の
時間である「健康管理時間」を把握し、

2．対象労働者に対し、１年を通じ１０４日以上、
かつ、４週を通じ４日以上の休日を与えると共に、

3．次のいずれかに該当する措置を実施（選択的措置）

4．上記の他、健康管理時間の状況に応じた対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置
として、有給休暇の付与、健康診断の実施、その他省令で定める措置のうち決議で定めるものを実施

４．健康管理時間に基づく健康確保措置等

① 24時間について継続して一定以上の休息時間を与える（勤務間インターバル規制）ものとし、
かつ、1か月の深夜業は省令で定める回数以内とする。
② 健康管理時間を１か月または３か月について、それぞれ省令で定める時間を超えない範囲内とする。
（健康管理時間の上限規制）
③ １年に１回以上、継続した２週間（労働者が請求した場合は、１年に２回以上、継続した１週間）の休日
を与える。
④ 健康管理時間の状況等が、省令で定める要件に該当した者に対して、健康診断を実施する。

「健康管理時間」
対象労働者が事業場内にいた時間（労使委員会が省令で定める労
働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時
間を除いた時間）と事業場外において労働した時間との合計の時間

労使委員会で決議すべき「健康確保措置」 （第3～6号のまとめ）

高度プロフェッショナル制度
（特定高度専門業務・成果型労働制）

労基法
第41条の2

2019年4月(平成31年)
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労働基準法第41条の2第1項新設

第1項第3号、第4号、第5号

三 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間（この項
の委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を
除いた時間）と事業場外において労働した時間との合計の時間（第五号ロ及びニ並びに第六号において「健康
管理時間」という。）を把握する措置（厚生労働省令で定める方法に限る。）を当該決議で定めるところにより使
用者が講ずること。

四 対象業務に従事する対象労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日
を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。

五 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他
これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。
イ 労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間
を確保し、かつ、第三十七条第四項に規定する時刻の間において労働させる回数を一箇月について厚生労働
省令で定める回数以内とすること。
ロ 健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とす
ること。
ハ 一年に一回以上の継続した二週間（労働者が請求した場合においては、一年に二回以上の継続した一週
間）（使用者が当該期間において、第三十九条の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた
日を除く。）について、休日を与えること。
ニ 健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当
する労働者に健康診断（厚生労働省令で定める項目を含むものに限る。）を実施すること。

決

議

事

項

＜健康管理時間の把握＞

＜年104日以上、かつ、4週間を通じて4日以上の休日＞

＜選択的措置の実施＞

（勤務間インターバル規制）

（健康管理時間の上限規制）

（2週間の休日の付与）

（健康診断）

対象者の健康管理時間（①）を把握し、健康確保措置（②～④※次頁）を講じる必要があります！

イ、ロ、ハ、二から、
選択実施！

・・・①

・・・②

・・・③

労基法
第41条の2

2019年4月(平成31年)高度プロフェッショナル制度
（特定高度専門業務・成果型労働制）
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第1項第6号

六 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保
するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇（第三十九条の規定による有給休暇を除く。）の
付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずる
こと。

決
議
事
項

＜健康及び福祉を確保するための措置＞

（有給休暇の付与、健康診断の実施、その他省令で定める措置）

・・・④

対象者の健康管理時間（①※前頁）を把握し、健康確保措置（② ※前頁～④）を講じる必要があります！

健康および福祉を確保！

高度プロフェッショナル制度
（特定高度専門業務・成果型労働制）

労基法
第41条の2

2019年4月(平成31年)

労働基準法第41条の2第1項、第2項、第3項、第4項、第5項新設

第1項第7号、第8号、第9号、10号

七 対象労働者のこの項の規定による同意の撤回に関する手続
八 対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者
が講ずること。
九 使用者は、この項の規定による同意をしなかつた対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをして
はならないこと。
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

決
議
事
項

前項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めると
ころにより、同項第四号から第六号までに規定する措置の実施状
況を行政官庁に報告しなければならない。

第2項

（苦情処理に関する措置）

（解雇その他不利益取扱いの禁止）

（その他）

同意撤回の手続を定め、苦情処理に関する措置等を決議により講じる必要があります。

健康確保措置等事業主は、健康確保措置の実施状況を報告する義務があります。

健康確保措置
の実施状況

報告 行政
官庁

（同意撤回の手続）

決議事項は第1～10号は
ここまでです。

５．その他  同意撤回の手続を定める必要があります。
 苦情処理に関する措置等を講じる必要があります。
 健康確保措置の実施状況を監督署に報告する義務があります。



労働安全衛生法の改正
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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 4

産業医・産業保健機能の強化、労働時間の把握
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【改正の背景】
治療と仕事の両立支援に当たっての産業医の役割の重要性に鑑み、治療と仕事の両立支援に
係る産業医の能力向上や相談支援機能の強化など産業医・産業保健機能の強化を図る。

また、過重な長時間労働やメンタル不調などにより過労死等のリスクが高い状況にある労働者を
見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等が確実に実施されるようにし、企業におけ
る労働者の健康管理を強化する。

加えて、産業医の独立性や中立性を高めるなど産業医の在り方を見直し、産業医等が医学専門
的な立場から働く方一人ひとりの健康確保のためにより一層効果的な活動を行いやすい環境を
整備する。

これにより、働く人々が健康の不安なく、働くモチベーションを高め、最大限に能力を向上・発揮す
ることを促進する。

※働き方改革実行計画資料より

労働安全衛生法改正

【改正概要】

①産業医・産業保健機能の強化

②面接指導等

③労働時間の把握

安衛法
2019年4月(平成31年)
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労働安全衛生法第13条新設

産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければ
ならない。

第3項

産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報
その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供し
なければならない。

第4項 ＜情報提供義務＞

＜誠実義務＞

中小企業は努力義務

産業医への情報提供

労働安全衛生法改正
2019年4月(平成31年)

１．産業医・産業保健機能の強化

＜提供すべき情報＞ ※省令14条2
①健康診断の結果についての医師の意見を勘案した就業上の措置の内容
（講じていない場合は、その旨およびその理由）
②1か月あたり80時間を超えた労働者の氏名および超過時間に関する情報
③労働者の業務に関する情報であって健康管理を行うために必要と認められるもの

産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について
必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

第5項（下線部新設）
産業医⇒事業者 労働者の健康管理等について必要な勧告を行うことができる

事業者 この勧告を尊重することが義務化

事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労
働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

第6項 ＜報告義務＞ 事業者⇒衛生委員会or安全衛生委員会への情報提供義務

注目！

安衛法
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労働安全衛生法第13条の2第2項、3新設

前条第四項の規定（情報提供義務）は、前項に規定する者（産業医）に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる
事業者（産業医設置義務を負わない規模の事業場）について準用する。この場合において、同条第四項中「提供しなけれ
ば」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。

第13条の2第2項

事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者（衛生管理者）による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、
産業医又は同項に規定する者（衛生管理者）が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の
整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

第13条の3

産業医の選任義務のない事業場においても、

事業者⇒産業医に対しての情報提供が努力義務化されました。

労働者が産業医等（産業医・衛生管理者）に直接健康相談ができ
る環境を整備することが努力義務化されました。

努力義務化

労働安全衛生法改正
2019年4月(平成31年)

安衛法

産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生
労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定
める方法により、労働者に周知させなければならない。

第2項

前項の規定は、第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者につ
いて準用する。この場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み
替えるものとする。

第3項

労働安全衛生法第101条新設
産業医の業務の内容等について、各事業場の見やすい場所に掲
示し、備え付ける、書面によって交付する、磁気テープ、磁気ディ
スク等の電子的な方法によって周知しなければなりません。

産業医の選任義務のない事業場においても、産業医に準ずる役割を行う医師等について
の措置を行うことが事業者の努力義務とされました。

産業医の職務等の周知



50

安衛法

心身の状態に関する情報の取扱い

労働安全衛生法第104条新設

事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収
集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する
情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意
がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
２ 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
３ 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公
表するものとする。
４ 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、
当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

第104条

健康情報の取扱いルールの明確化、適正化の推進
のため設けられました。

指針が発表される予定です

労働安全衛生法改正
2019年4月(平成31年)

労働者に周知する内容 労働者に周知する方法（いずれか）

①事業場における産業医の業務の具体的な内容
②産業医に対する健康相談の申出方法
③産業医による労働者の心身の状態の関する情報の扱
い方

①各作業場の見やすい場所に掲示または備え付ける
②書面を労働者に交付する
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に
記録し、かつ各作業場の労働者が記録の内容を常時確
認できる機器を設置（イントラネットなど）

※労働安全衛生規則第58条の2
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１．産業医・産業保健機能の強化（まとめ）

安衛法

産業医等、法令等の周知、心身の状態に関する
情報の取扱い

（1）産業医からの勧告について、衛生委員会または安全衛生委員会へ報告し、これを記録保存
（2）産業医の職務内容等（業務内容、健康相談の申出方法、労働者の情報の取扱方法）を周知
（3）産業医への情報提供

※厚生労働省は、労働者の心身の状態に関する情報の収集・管理等について指針を公表し、
必要に応じて指導等を行うことができる

（4）その他：産業医を解任・辞任したときは、衛生委員会または安全衛生委員会へ報告
※産業医に与えるべき権限を省令にて例示する

義務化

＜提供すべき情報＞ ※省令による。
①健康診断の結果についての医師の意見を勘案した就業上の措置の内容
（講じていない場合は、その旨およびその理由）
②1か月あたり80時間を超えた労働者の氏名および超過時間に関する情報
③労働者の業務に関する情報であって健康管理を行うために必要と認められるもの

労働者の健康確保へ

新安衛法では、産業医がより効果的に活動するために事業者は必要な情報を産業医に提供すること
が義務付けられました。また、産業医から勧告があった場合には、事業者はその内容に対し、衛生委
員会又は安全衛生委員会への報告が義務付けられました。

POINT

労働安全衛生法改正
2019年4月(平成31年)



面接指導 第66条の8の１

【現行】休憩時間を除き1週間当たり40時間
を超えて労働させた場合におけるその超え
た時間が1か月あたり100時間超え
+疲労の蓄積が認められる
⇒労働者の申出により面接指導

【改正】休憩時間を除き1週間当たり40時間
を超えて労働させた場合におけるその超え
た時間が1か月あたり80時間超え
+疲労の蓄積が認められる
⇒労働者の申出により面接指導

52

労働安全衛生法改正
2019年4月(平成31年)

２．面接指導等

新技術・新商品または役務の研究開発に係る業務に従事する労働者、高度
プロフェッショナル対象者については、新労基法第36条第11項において労働
時間の上限規制が適用除外とされているため、新安衛法では、健康確保措
置として、事業者に面接指導等の措置を義務付けました。

◆POINT◆

労働者には面接指導を受ける義務が課されていますが、その面接指導を受けな
かったとしても罰則はありません。

第66条の8の2 ＜新たな技術、商品または役務の研究開発に係る業務に従事する労働者への面接指導＞新設

第66条の8の4 ＜高度プロフェッショナル制の対象労働者への面接指導＞新設

休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間
が1か月あたり100時間超え+疲労の蓄積が認められる
⇒労働者の申出は要件にありません。よって、実施しない場合は、罰則があります！

※労働安全衛生規則第52条の2

罰則 (安衛法66条の8の2の1)
(安衛法66条の8の4の1)

安衛法120条1号
50万円以下の罰金

安衛法
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３．労働時間の把握

事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定め
る方法により、労働者（次条第一項に規定する者を除く。）の労働時間の状況を把握しなければならない。

第66条の8の3

＜現行＞

労働時間の把握義務及びそ
の方法を定めた法令は存在

せず

＜改正後＞

「厚生労働省で定める方法」
により、労働者の労働時間を
把握しなければならない
※労働安全衛生規則第52条7の3

義務化

Q.管理監督者は、労働時間の把握の対象外として考えて良いでしょうか？

A. いいえ。管理監督者、裁量労働制適用者などを含めたすべての労働者について労
働時間の把握義務が事業者に義務付けられました。

新設

労働安全衛生法改正
2019年4月(平成31年)

安衛法

・タイムカードによる記録
・PC等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な
方法その他適切な方法とする。

・記録を作成して、3年間保存

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき
措置に関するガイドライン」と同じ考え方



非正規雇用の処遇改善
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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 5

不合理な待遇差を解消するための規定の整備
（労働契約法）
均等・均衡規定の整備、待遇に関する説明義務
（パート労働法、労働者派遣法）
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不合理な待遇差を解消するための規定の整備
～判例 ハマキョウレックス裁判～

物流会社の契約社員（有期雇用労働者）が、契約社員と正社員との間の労働条件の相
違（無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、家族手当等の支給の有
無等）は、労働契約法20条に違反していると主張し、正社員と同一の地位を有すること

の確認請求及び正社員に支給された手当と契約社員に支給された手当との差額分の
損害賠償請求等をした事案である。

◆事件の概要◆

有期労働契約者の労働条件が、期間の定めのあることにより無期契約労働者の労働
条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不
合理と認められるものであってはならないものとする

概 要

①「職務内容」（業務の内容、業務に伴う責任の程度）
②人材活用の仕組みや運用（職務の内容、配置の変更の範囲）
③その他の事情

●厚生労働省事務局によると、当該不合理な処遇は無効とされ、また、損害賠償請求等の根拠になり得るとの見解
を示しています。 民法709条：故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

労働契約法20条 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

有期契約社員と無期契約社員の労働条件が異なることが問題となった事案！
⇒次ページで判決で、違法となった手当を項目ごとに見てみましょう。

同一労働
同一賃金
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正社員 契約社員

基本給 月給制 時給制

無事故手当 1万円 支給なし

作業手当 1万円 支給なし

給食手当 3500円 支給なし

住宅手当 5000円か2万円 支給なし

皆勤手当 該当者には1万円 支給なし

家族手当 あり 支給なし

通勤手当 通勤距離に応じて支給
（原告と同じ通勤距離等
の正社員には5000円）

通勤距離に応じて支給
（原告には3000円）

定期昇給 原則あり 原則なし

賞与 原則支給あり 原則支給なし

退職金 原則支給あり 原則支給なし

不合理な待遇差を解消するための規定の整備
～判例 ハマキョウレックス裁判～

正社員と契約社員の労働
条件に典型的に差をつけ
ている。

◆POINT◆

●彦根支店における
トラック運転手の業
務の内容には、契約
社員と正社員の間に
相違はなく、当該業
務に伴う責任の程度
に相違があったとい
う事情もうかがうこと
ができない。（職務の
内容が同一）

●正社員には、出向
を含む全ての異動の
可能性があるが、契
約社員には就業場
所の変更や出向は
予定されていない。（
配置の変更の範囲
が異なる。）

同一労働
同一賃金
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高裁判決（大阪高裁） 最高裁判決

無事故手当 ×労契法20条違反 ×労契法20条違反

作業手当 ×労契法20条違反 ×労契法20条違反

給食手当 ×労契法20条違反 ×労契法20条違反

通勤手当 ×労契法20条違反 ×労契法20条違反

住宅手当 ○労契法20条
違反ではない

○労契法20条
違反ではない

皆勤手当 ○労契法20条
違反ではない

×労契法20条違反

住宅手当はなぜ違法ではないのか。
⇒従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給され

るものと解されるところ、契約社員については就業場所の変
更が予定されていないのに対し、正社員については、転居を
伴う配転が予定されているため、契約社員と比べて住宅に要
する費用が多額となりうるから。

最高裁判決で、住宅手当以外の手
当を契約社員と正社員の間で差を
設けることは違法だという判決がで
ました。

不合理な待遇差を解消するための規定の整備
～判例 ハマキョウレックス裁判～

同一労働
同一賃金



58

同一企業内における正規と非正規との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納
得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにするのが目的。

パートタイム労働法 労働契約法 労働者派遣法改正＋
名称変更

働き方改革関連法案成立後（青色部分が新設・改正される法律上の規定）

不合理な待遇の禁止
【均衡待遇】

差別的取り扱いの禁止
【均等待遇】

待遇の相違等に関する
説明義務

短時間労働者
改正法8条

（改正前：パート労働法8
条）

改正法9条
（改正前：パート労働法9

条）

改正法14条
（改正前：パート労働法

14条）

有期雇用労働者
改正法8条

（改正前：労働契約法20
条）

改正法9条【新設】
(－)

改正法14条【新設】
(－)

派遣社員 派遣法30条の3 派遣法30条の3 派遣法31条の2

同一労働同一賃金に関する改正

※パート法は、有期雇用労働者を法の対象に含めるため、法律名称を「短時間労働者及び有期雇用労働
者の雇用管理の改善等に関する法律」に改正

同一労働
同一賃金

不合理な待遇差を解消するための規定の整備
～同一労働同一賃金～

2020年4月(H32年)

中小企業 2021.4
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同一労働
同一賃金

不合理な待遇差を解消するための規定の整備
～同一労働同一賃金～

１．不合理な待遇の禁止（均衡待遇）

第8条（不合理な待遇の禁止）
事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に
対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び
当該業務に伴う責任の程度（以下「職務の内容」という。）、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情の
うち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相
違を設けてはならない。

◆POINT◆

・企業単位に判断する（×事業所）で判断されることに統一

・短時間労働者、有期雇用労働者共通の規定になる（労働契約法20条は廃止）

・待遇差が不合理か否かは、待遇のそれぞれについて判断（個別説）することが明確にされる

短時間労働者【パートタイム法8条】
（短時間労働者の待遇の原則）
事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業
所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場
合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び
通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
（以下「職務の内容」という。）、当該職務の内容及び配置の変
更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるもの
であってはならない。

有期雇用労働者【労働契約法20条】
（期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止）
有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容であ
る労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と
期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契
約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労
働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う
責任の程度（以下この条において「職務の内容」という。）、当
該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮し
て、不合理と認められるものであってはならない。

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

削除

2020年4月(H32年)

中小企業 2021.4
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２．差別的取り扱いの禁止（均等待遇）

第9条（差別的取扱いの禁止）
事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者（第十一条第一項において「職務内容同
一短時間・有期雇用労働者」という。）であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との
雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配
置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの（次条及び同項において「通常の労働者と同視す
べき短時間・有期雇用労働者」という。）については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与
その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。

◆POINT◆
・企業単位に判断する（×事業所）で判断されることに統一

・短時間労働者、有期雇用労働者共通の規定になる

・待遇差が不合理か否かは、待遇のそれぞれについて判断（個別説）することが明確にされる

・有期雇用者についても均等待遇の対象になる

短時間労働者【パートタイム法9条】
（通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止）

事業主は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一
の短時間労働者（第十一条第一項において「職務内容同一短時間労働
者」という。）であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、
当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務
の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の
範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの（次条及び同項におい
て「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。）については、短
時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福
利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならな
い。

有期雇用労働者【現行規定なし】

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

無し

同一労働
同一賃金

不合理な待遇差を解消するための規定の整備
～同一労働同一賃金～

2020年4月(H32年)

中小企業 2021.4
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「不合理な待遇の禁止」と「差別的取扱いの禁止」の考え方

待遇の「違い」の合理性
に関する要素 法制度の内容

パート法8
条、9条、
労契法20
条

⇒改正
パート・
有期労
働者法

①職務内容
（業務内容＋責任の程度）

②人材活用の仕組
（職務内容・配置の変更範囲）

＋
③その他の事情
※従来、詳細解釈を示しておらず

【均衡待遇】
①～③を考慮して「不合理」な待遇は禁止
⇒合理／不合理の詳細解釈は示さず

(パートタイム労働法第８条、労働契約法第20条)

⇒個々の待遇の性質・目的に照らして事情を考慮して、
不合理か否かを判断 【ガイドライン策定】

【均等待遇】
同じ処遇が求められる
⇒正社員よりも不利な取扱いをしてはならない

(パートタイム労働法第９条)

⇒①②が事業所に雇用される通常の労働者と同一か
どうかで判断

【待遇の違いに関する考慮要素等】

①～③が正
社員と違う場
合

①②(※)が
正社員と同
じ場合

同一労働
同一賃金

不合理な待遇差を解消するための規定の整備
～同一労働同一賃金～

2020年4月(H32年)

中小企業 2021.4

⇒正社員と非正社員について上記①②が同一で
あれば、同一の待遇を求める

⇒正社員と非正社員について、上記の①②③の要素
を考慮し、バランスの取れた待遇を求める
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３．待遇の相違等に関する説明義務

第14条（事業主が講ずる措置の内容等の説明）
事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、第９条から前条までの規定により措置を講ずべ
きこととされている事項（労働基準法第15条第１項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。）に
関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
２ 事業主は、短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との
間の待遇の相違の内容及び理由並びに第6条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関
する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならない。
３ 事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対し
て解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。

短時間労働者【パートタイム法14条】
（事業主が講ずる措置の内容等の説明））
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、第９条
から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項（
労働基準法第15条第１項に規定する厚生労働省令で定める事
項及び特定事項を除く。）に関し講ずることとしている措置の内容
について、当該短時間労働者に説明しなければならない。
２ 事業主は、その雇用する短時間労働者から求めがあったときは
、第６条、第７条及び第９条から前条までの規定により措置を講ず
べきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した
事項について、当該短時間労働者に説明しなければならない。

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

有期雇用労働者【現行規定なし】

無し

同一労働
同一賃金

不合理な待遇差を解消するための規定の整備
～同一労働同一賃金～

2020年4月(H32年)

中小企業 2021.4

・通常の労働者との待遇差について、内容と理由の説明が義務化

・短時間労働者、有期雇用労働者共通の規定になる

・有期雇用者についても説明義務化の対象になる

◆POINT◆



Ｑ.実務的にはどのように説明すればよいか？

雇入れ時に説明をすれば、方法は法律的に決ま
りはありません。

また、説明は個々の短時間労働者ごとに説明を
行うほか、雇入れ時の説明会等において、複数
の短時間労働者に同時に説明を行う等の方法に
よっても差し支えありません。

但し、賃金・教育訓練・福利厚生施設・正社員転
換推進措置に関して、正社員との相違について
の理解を得ることにもなるので、出来れば労働契
約や労働条件通知書等の文書で提示しておくほ
うが有用です。トラブル予防の為にも口頭ではな
く文書での通知が実務的には適切です。

Ｑ.すでに雇入れている無期労働契約のパ－ト
労働者の方へ、4月以降何か行わなければなら
ないことはあるか？

説明を求められたら、雇入れ時同様に、同じ説
明をそのパート労働者に対して行う必要があり
ます。

Ｑ.契約更新の際も説明は必要か？

有期労働契約である場合の更新の際にも、新たな労働契約
の締結と考えられますので、更新時の労働契約の締結や労
働条件通知書等を通じて、説明を行う必要があります。

参考

□待遇の差別的取扱いの禁止
業務に関わる手当（資格手当等）に関して、正社員と比較・考慮（職

務内容や配置変更の範囲等）して、合理的な理由がなく差別をして
いないこと。また賃金以外でも、休日や休暇、解雇基準等、すべての
取扱いで差を設けてはいないこと。

□賃金の決定方法

賃金制度がどうなっているか、職務内容や人材活用の仕組み等をど
う勘案して賃金を決定しているか。
□教育訓練の実施

どのような場合にどのような教育訓練があるか、利用できない訓練が
あれば、なぜ利用できないか。
□福利厚生施設の利用

どのような福利厚生施設があり、利用できない施設があれば、なぜ利
用できないか。
□通常の労働者への転換を推進するための措置

正社員転換制度に関して、どのような転換推進制度があるのか。

■説明すべき内容

パートタイム労働法

～パートタイム労働者を雇入れたときの事業主による説明義務～ 【現行法】

パートタイム労働法第14条
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、第９条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関し、
講ずることとしている措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならない。

雇い主の方から、雇入れ時に、賃金・教育訓練・福利厚生施設・正社員転換推進措置に関して説明を
することが義務付けられています。また、説明を求めたことで不利益な取扱いをおこなうようなことはし
てはいけません。

POINT

63
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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律新設

短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、生活との調和を保ちつつその意欲
及び能力に応じて就業することができる機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものと
する。

2条の2（新設）

2条（下線部改正）

この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者
（当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては
、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者）の一週間の所
定労働時間に比し短い労働者をいう。
2 この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をい
う。
3 この法律において「短時間・有期雇用労働者」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。

この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・
有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その
適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関
する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有
期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわ
せて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

1条（下線部改正）

0

同一労働
同一賃金

不合理な待遇差を解消するための規定の整備
～同一労働同一賃金～

2020年4月(H32年)

中小企業 2021.4

４．定義部分の明確化

基本理念

定義

目的



社会保険
労務士 多田国際社会保険労務士事務所
ご挨拶

私たち多田国際社会保険労務士事務所は、経営方針から直結する人材戦略、グロー
バル化への対応をお客様と共に実現することを目指す労務分野に特化した社会保険
労務士事務所です。
創業以来、上場･中堅企業の就業規則・労務相談・最近では海外労務に関するコンサ
ルティング活動を中心に積極的に活動しております。独立した公正中立な立場を採り、
大手金融機関等の主催によるセミナーを講演し、弊社独自のプレゼンツール等含め高
い評価を頂いております。 豊富な実績と経験から次世代に向けた労務管理の在り方
を創造し、クライアントの成長をサポートしてまいります

多田国際社会保険労務士事務所

所長 多田 智子 / CEO Tomoko TADA
経歴

昭和47年生まれ 中外製薬株式会社に勤務後、平成13年社会保険労務士試験合格
平成14年8月 コンセルト社会保険労務士事務所設立
平成18年3月 法政大学大学院イノベーションマネジメント専攻にてMBA取得。

同校にて修士論文「ADR時代の労使紛争」が優秀賞を受賞。
平成23年 海外進出企業労務コンサルティング事業部 開設
平成24年8月 多田国際社会保険労務士事務所として名称変更

●JR山手線、埼京線、湘南新宿ライン
大崎駅北口改札東口より徒歩1分

多田国際社会保険労務士事務所 http://www.tk-sr.jp
所長 社会保険労務士 多田 智子 tada@tk-sr.jp
〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目6番1号
TOC大崎ビルディング17階 TEL 03-5759-6340 FAX 03-5759-6350

・ プレジデント 2004 12.13号 ・・・・・・・・根こそぎ変わる「退職金＆企業年金」早分かり
・ 同友館 ・・・・・・・・『社長も社員も納得！わが社のオリジナル退職金制度』
・ 中経出版 ・・・・・・・・『新ルール対応 非正社員雇用の重要ポイント』
・ ソーテック社・・・・・・・・『改正 労働基準法がすっきりわかる本』

『やりたいことがスッキリわかる
社会保険・労働保険の届け出と事務手続き』

・ プレジデント 2012.12.19号 ・・・・・・・・得する法律ヤバイ法律58 労災法執筆

執筆
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http://www.tk-sr.jp/
mailto:tada@tk-sr.jp
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