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　「働き方改革」を推進するための法律が6月
29日に成立、7月6日に公布された。同法は、
労働基準法、労働安全衛生法、パートタイム労
働法、労働契約法、労働者派遣法など8本の法
律を束ねたもので、一部を除き来年4月から順
次施行される（図表1参照）。この法改正に
よって、私たちの働き方や処遇はどう変わるの
だろうか。「働き方改革」の具体的な内容を整
理していく。

「時間外労働」に法律で上限�
特例も「過労死ライン」が基準

　「働き方改革」の法改正で、最も影響が大きい
と思われるのは労働基準法の改正だろう。同法は
働き方の最低限の基準となるルールを定めた法律
で、例えば企業等に雇用されて働く人の労働時間
は基本的に1日8時間、1週40時間までと決
まっている（第32条）。休憩は労働時間が6時間
を超える場合には少なくとも45分、労働時間の
途中に与えなければならず（第34条）、休日は最
低でも4週間で4日以上与えなければならない
（第35条）。それ以外に労働者が原則自由にとれ
る年次有給休暇もある（第39条）。
　このうち労働時間については、一定の手続きを
とれば1日8時間、1週40時間の法定労働時間
を超えて労働させることができる（第36条）。こ
れが「時間外労働」（いわゆる残業）と呼ばれる
もので、2019年4月から、この時間外労働に法

律で上限が設けられることになった。長時間労働
による負担から心身の健康を損ね、場合によって
は過労死してしまうようなケースが増えているた
めで、長時間労働を防止して労働者の健康を守る
のが目的だ。上限を超えて労働させた使用者（経
営者等の管理監督者）には罰則の適用があり、悪
質なケースでは送検される場合もあり得る。
　実はこれまでも時間外労働に上限はあったが、
十分に機能していなかった。使用者が労働者に時
間外労働をさせるには、労働者の過半数代表者と
労使協定を結ぶことが必要で、この通称「36
（サブロク）協定」によって、1日や1か月など
の時間外労働の限度時間、さらに休日労働につい
ても限度時間を労使で決めることになっていた。
だが、この36協定で定める時間外労働等の限度
時間には、法的に強制力のある上限はなく、労使
で合意さえすれば業務が急に忙しくなった場合な
どに限度時間を超えて労働させることができる規
定（特別条項付36協定）を結び、青天井で時間
外労働をさせることが可能なしくみだった。
　2019年4月から、この36協定で定める時間外
労働の限度時間は、月45時間、かつ年360時間
が上限となる。月45時間というと、完全週休2
日制の事業所なら、毎日2時間超の時間外労働で
上限に達する水準だ。だが、繁忙期にはこれ以上
残業せざるを得ない場合や、予測できない事情で
急に対応が必要な場合もある。こうしたケースに
備えて、事前に労使で合意すれば月45時間、か

つ年360時間の上限を超えて時間外労働をさせる
ことができる「特例」も認めるが、これまでの反
省から労使で合意した場合でも超えられない上限
として、年720時間を設定する。さらに特例が認
められるのは、臨時的な特別の事情がある場合に
限定し、月45時間を超えて時間外労働をさせる
ことができるのは年6か月まで。加えて月の時間
外労働の上限は100時間未満、2か月から6か月
間のいずれの平均でも月80時間を超えてはいけ
ないという上限も設ける。このような時間外労働
の上限を整理すると図表2のとおりとなる。
　なお、単月100時間未満、複数月平均80時間
以内という上限は、いわゆる「過労死ライン」と
呼ばれる基準と同じだ。労災保険の認定基準にお
いて、長時間労働による負荷が要因で過労死等
（脳・心臓疾患）が発症した可能性が高いと判断
される目安となる労働時間数で、この基準にそろ
えるため、休日労働も含む上限設定となっている。

中小企業への適用は1年遅れ�
医師は5年の適用猶予あり

　時間外労働の上限規制には、いくつかの例外が
ある。まず中小企業は施行が1年遅れて2020年
4月となる。医療・介護事業において中小企業に
該当するかは、①資本金の額または出資の総額が
5千万円以下、②常時使用する従業員数が100人
以下、いずれかにあてはまる場合だ。法人単位で
判定するので、例えば医療機関と老健施設を併設

概論

「働き方改革」の法改正で 
私たちの働き方はどう変わるのか

2019 年４月施行
【労働基準法改正】
⃝時間外労働の上限規制の導入（図表２参照）
　�適用猶予（５年）：自動車運転業務、建設事業、医師、
鹿児島・沖縄の砂糖製造業
　適用除外：新技術・新商品等の研究開発業務
⃝�年次有給休暇の確実な取得のため、年５日は使用者が
時季を指定して付与
⃝高度プロフェッショナル制度の創設
⃝フレックスタイム制の見直し（清算期間の延長など）
【労働安全衛生法改正】
⃝労働時間の状況の把握の義務化
⃝産業医等の機能強化
【労働時間等設定改善法改正】
⃝勤務間インターバル制度の導入（努力義務）

2020年４月施行
【労働基準法改正】
⃝時間外労働の上限規制の導入（中小企業）
【パートタイム労働法・労働契約法改正】
⃝�短時間・有期雇用労働者と正規雇用労働者との不合理
な待遇の禁止

⃝労働者の待遇に関する説明義務の強化
⃝�行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続の整
備

【労働者派遣法改正】
⃝派遣労働者と派遣先の労働者との不合理な待遇の禁止
⃝派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
⃝�行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続の整
備

2021年４月施行
【パートタイム労働法・労働契約法改正】
⃝�短時間・有期雇用労働者と正規雇用労働者との不合理
な待遇の禁止（中小企業）
⃝労働者の待遇に関する説明義務の強化（中小企業）
⃝�行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続の整
備（中小企業）

2023年４月施行
【労働基準法改正】
⃝�月 60時間を超える時間外労働の割増賃金率を 50％以
上とする中小企業に対する猶予措置を廃止

図表１　	「働き方改革」の概要

原則的上限
　年 360時間以内
　月 45時間以内
特例的上限（臨時的な特別の事情がある場合）
　年 720時間以内
　単月 100時間未満（休日労働を含む上限）
　複数月平均 80時間以内（休日労働を含む上限）
　月 45時間超は年６ヵ月まで

図表２　時間外労働の上限規制
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している医療法人なら、すべてを合算した金額や
従業員数で判断される。
　また、医師（勤務医）については、患者から診
療を求められた場合に正当な理由なく拒むことが
できない応召義務があるなど、その業務の特殊性
から、施行から5年間適用が猶予される（p.18
～p.19参照）。5年後の2024年に適用される上
限規制のあり方は、厚生労働省の検討会で審議さ
れており、今年度末までに結論を得て省令で規定
される予定だ。
　勤務医は適用猶予となるが、看護師やリハビリ
専門職、介護職等は施行日から適用されるので、
老健施設はもちろん、医療機関であっても直ちに
対応が求められる。1人でも上限規制を超えて時
間外労働をした労働者がいれば罰則の対象となる
ので、恒常的に時間外労働が多い法人では、人員
の増員や業務の効率化等の検討が急務だ。
　とはいえ、人員の確保や業務効率化が容易にで
きるわけではないので、政府はそうした課題の相
談に応じたり、社会保険労務士等の専門家が実際
に訪問して支援する「働き方改革推進支援セン
ター」を全都道府県に設置した。時間外労働の上
限規制に関することに限らず、なんでもすべての
使用者が無料で相談できるようになっている。

年次有給休暇取得促進へ�
年5日の取得を義務化

　年次有給休暇については、その取得促進を図る
観点から、1年で5日以上の取得が義務化され、
労働者が取得しないと罰せられるのは使用者なの
で、使用者は強制的にでも労働者に取得させなけ
ればならない。2019年4月から実施される。
　年次有給休暇は本来、労働者本人が希望する日
に取得するのが原則であり、改正後もこの基本的
な考え方に変更はない。使用者は「事業の正常な
運営を妨げる場合」に限り、取得日（時季）を変
更させることができるだけだ。だが、労働者の自

発的な取得を促すだけでは、年次有給休暇の取得
率は伸びず、厚生労働省の調査によると2017年
の取得率は49.4％で、政府が掲げる「2020年ま
でに取得率70％」の目標に遠く及ばない。そこ
で自発的に年次有給休暇を取得しない労働者に対
しては、使用者が年5日まで時季を指定して、強
制的に取得させることが法律の義務事項となった。
ただ、使用者が時季を指定するにあたっては、労
働者本人の意見を聞き、その時季に関する希望を
尊重するように努めなければならない。
　時季指定付与義務の対象となる年5日について
は、労働者が自発的に取得した日数や計画的付与
などで消化した日数があれば差し引かれるので、
そうした日数を含めて1年間で5日取得していな
い労働者が対象となる。そもそも年次有給休暇が
発生していない労働者（入職6か月未満など）や、
発生していても1年で10日以上付与されていな
い労働者（短時間労働者など）は対象とならない。
　労働者に年5日以上の年次有給休暇を確実に取
得させるには、使用者がその取得状況を把握する
ことが前提となるため、使用者には労働者の取得
状況等を記録した「管理簿」の作成が義務づけら
れる。管理簿には、労働者1人ごとに取得日数と
取得した時季、年次有給休暇を付与する基準日な
どを記録し、3年間保存することが求められる。

高度プロフェッショナル制度�
老健施設で働く人は対象外

　このほか労働基準法の改正では、時間ではなく
成果で評価される働き方として、「高度プロ
フェッショナル制度」の創設（2019年4月施行）
が注目されている。対象者は労働時間等の規制が
適用除外とされるため、前述した時間外労働の上
限規制も関係なく、時間外労働に対する割増賃金
の支払いもないので、国会審議等では「長時間労
働を助長する」などの懸念が指摘されていた。
　だが、対象となるのは一定の年収要件（年収

1,075万円以上）や高度の専門性のほか、「業務の
性質上、従事した時間と従事して得た成果との関
連性が通常高くないと認められるもの」として、
労働者が自ら働く時間を決めることができる裁量
性のある業務とされており、極めて限定される。
　具体的には金融商品の開発やディーリング業務、
研究開発業務などが省令で規定される予定だ。老
健施設や医療機関で働く人は、医師を含めて働く
時間を自ら決めることができる裁量性のある業務
ではないので、高度プロフェッショナル制度の対
象になる余地はないと考えられる。

「同一労働同一賃金」の法改正�
合理的な待遇差は問題ない

　「働き方改革」のなかで、労働基準法の改正と
ともに大きな影響が予想されるのが、いわゆる
「同一労働同一賃金」に関する法改正だ。パート、
アルバイト、嘱託社員、契約社員、派遣社員、正
社員といった雇用形態にかかわらず、職務内容等
が同等なら同等の待遇を、職務内容等が違うので
あれば違いに応じた待遇を求めるもので、雇用形
態を理由とする不合理な待遇差が禁止される。
2020年4月から施行されるが、中小企業は1年
遅れて2021年4月の施行だ。
　「同一労働同一賃金」という言葉だけで見ると、
同じ介護の仕事をしていれば、新入社員であって

もベテラン社員と同じ賃金がもらえるイメージが
あるかもしれないが、決してそうではない。純粋
な職務内容とともに、責任の程度や職務における
人材配置の変更範囲（人事異動や転勤の有無な
ど）、能力、経験、職務の成果や貢献などを考慮
して、賃金等の待遇に差を設けること自体は問題
ない。
　要は、なぜ待遇差があるのかを合理的に説明で
きることが重要だ。例えばＡさんは夜勤を担当
するから、夜勤を担当しないＢさんより賃金が
高いということであれば、その待遇差の程度は別
にして、合理的だということができる。逆にＡ
さん、Ｂさんともに夜勤を含めて同様の仕事を
しているのに、Ｂさんは契約社員だから、正社
員のＡさんより賃金が低いとなると、不合理な
待遇差だという可能性が強まることになる。
　こうした考え方の目安となるのが、「同一労働
同一賃金ガイドライン案」と、ハマキョウレック
ス事件と呼ばれる最高裁の判決だ。
　同一労働同一賃金ガイドライン案は、政府が
「同一労働同一賃金」にかかる法改正前の2016年
12月20日に公表したもので、今後の法施行に向
けて厚生労働省の労働政策審議会等の審議を経て、
「案」がとれる形で確定し、効力を発揮すること
になる。ガイドライン案は、無期雇用のフルタイ
ム職員（正社員）と、有期雇用や短時間の職員

「働き方改革」関連法は参議院本会議で可決、成立した（6月29日）
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（非正規社員）との間の基本給や賞与、各種手当
の待遇差に関して、問題のある例と問題のない例、
それぞれの具体例を示している。例えば賞与の性
格が「業績等への貢献」として支給されている場
合、業績等への貢献の違いに応じて、正社員や非
正規社員に支給しているのであれば問題ないが、
非正規社員には一切支給していなかったり、支給
していても正社員と同じルールで支給していない
場合などは「問題がある例」とされている。
　一方、ハマキョウレックス事件は、トラック運
転手として働く有期契約社員と正社員との間の待
遇差が不合理にあたるかが争われた訴訟で、今年
6月1日に最高裁判決が出された。判決自体は改
正前の法律に基づくものだが、有期契約社員と正
社員の間で待遇差を設けた住宅手当を除く5種類
の手当を不合理と認め、結果として同一労働同一
賃金ガイドライン案の考え方に沿うものになった。
　詳しく見ていくと、不合理な待遇差とされたの
は、通勤時の交通費を支給する「通勤手当」、1
か月間無事故であった場合に支給する「無事故手
当」、特殊業務に従事した場合に支給する「作業
手当」、食事費を補助する「給食手当」、全営業日
に出勤した場合に支給する「皆勤手当」。いずれ
の手当も、その支給理由が雇用形態の違いによっ
て、両者の間に違いが生じるものではなく、正社
員のみに支給し、有期契約社員に支給しない（あ
るいは減額する）のは不合理だとした。他方、住
居費の補助として支給する「住宅手当」について
は、正社員にのみ転居を伴う全国規模の配転があ
り、有期契約社員に比べて住宅に要する費用が多
額になり得るという事情があることから、不合理
な待遇差とは認められないとした。

賃金体系のあり方を見つめ直し�
労働者が納得できる理由を

　パート、アルバイト、契約社員等の名称にかか
わらず、期間の定めのある有期雇用労働者、ある

いは正社員より勤務時間の短い短時間労働者を雇
用している老健施設では、まずは賃金体系のあり
方を再度見つめ直す必要がある。基本給、昇給、
賞与、各種手当等に正社員と非正社員とで待遇差
がある場合は、その差がなぜあるのか、合理的な
理由がない場合は見直すことも含めて、検討する
ことが求められる。あわせて業務についても、そ
の内容や求められる能力、負担の程度などで区分
し、再整理することが有効だと考えられる。
　不合理な待遇差かどうかの判断は、最終的には
裁判所が行うことになるので、労働者が自分の待
遇に納得し、施設側と争うような事態にならない
ようにすることが重要だ。今回の法改正により、
有期・短時間労働者の求めに応じて、正社員との
待遇差の内容やその理由等を説明する義務が施設
側に課せられるので、待遇差を設けている場合は、
労働者が気持ちよく仕事ができるように、納得で
きる理由を準備しておきたい。
　なお、労働者が説明を求めたからといって、人
事評価を下げたり、望まない職場に異動をさせた
りなど、不利益な取扱いは禁止される。

派遣労働者の「同一労働同一賃金」�
同様の業務をする労働者と比較

　看護師等の派遣を受け入れる老健施設等では、
派遣労働者の「同一労働同一賃金」にも対応が求
められる。直接雇用している有期・短時間労働者
のそれと違い、少し特殊だ。
　派遣労働者の職場は、派遣先である老健施設等
になるので、「同一労働同一賃金」の比較対象と
なるのは、派遣労働者と同様の業務をしている、
派遣先の労働者（比較対象労働者）ということに
なる。したがって、派遣会社（派遣元）では派遣
労働者の「同一労働同一賃金」を図るため、派遣
先から比較対象労働者の賃金等の待遇情報を得る
必要があり、逆に派遣を受け入れようとする側は、
比較対象労働者の賃金等の待遇情報を派遣元に提

供する必要がある。
　そこで、今回の労働者派遣法の改正では、比較
対象労働者の待遇に関する情報提供がなければ、
そもそも労働者派遣契約を締結することができな
くなった。比較対象労働者の待遇が変われば、そ
の情報も遅滞なく派遣元に伝えなければならない。
施行は中小企業等にかかわらず2020年4月だ。
　ただ、派遣労働者の立場からすると、派遣先が
変わるごとに、比較対象となる労働者が変わるこ
とになり、それに伴い賃金水準も不安定になるお
それがある。そこで派遣元で、一定以上の待遇を
確保することなどの条件を満たした労使協定を締
結した場合は、派遣先の労働者を比較対象とした
「同一労働同一賃金」は適用されなくなる。こう
した協定対象の派遣労働者か否かは、事前に派遣
元から通知されることになっているので、派遣を
受け入れようとする場合は留意しておきたい。

労働時間の把握が義務事項に�
管理監督者も含む全労働者が対象

　このほか、労働安全衛生法の改正による労働時
間の状況の把握義務についても留意が必要だ。

2019年4月から、すべての労働者の労働時間を
把握することが、使用者の義務事項となる。すべ
ての労働者とは、時間外労働の割増賃金が適用さ
れない管理監督者も含んでおり、また時間外労働
の上限規制の適用が5年間猶予される勤務医に対
しても、2019年4月から対象となる。
　この法改正の目的は、長時間労働者（月80時
間を超える時間外労働をした労働者が対象）に対
する医師の面接指導等の健康確保措置を適切に実
施するため、使用者に労働時間の把握を義務づけ、
対象者をもれなく把握させることだ。だが、その
ような長時間労働者がいない職場でも、労働時間
を把握する義務は生じることになる。
　労働時間の概念や把握方法は、現行の「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」（図表3参照）が省令事項
に格上げされる予定だ。例えば、業務に必要な準
備や業務終了後の後始末（着用を義務づけられた
服装への着替えや清掃等）、参加することが義務
づけられた研修などは現行でも労働時間にあたる。
義務違反に罰則の適用はないが、適切な労働時間
の把握が望まれる。

【労働時間の考え方】
　使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示または黙示の指示により労働
者が業務に従事する時間
【例：労働時間に該当するもの】
◦�業務に必要な準備行為（着用を義務づけられた所定の服装への着替え等）を事業場内で行っ
た時間
◦業務終了後の業務に関連した後始末（清掃等）を事業場内で行った時間
◦�使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められる待機等の時間
◦�参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業
務に必要な学習等を行っていた時間� など

【労働時間の把握方法】①②いずれかの方法が原則
①使用者が、自ら現認することにより確認する
②�タイムカード、パソコンの使用時間等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録する
（例外�）やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合は、自己申告により把握した労働時

間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離が
ある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間を補正する措置などが求められる。

図表３	　労働時間の適正な把握（「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」より編集）
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