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　今年4月に一部が施行された「働き方改革」
関連の法改正。その概論はすでに本誌2018年
10月号でお伝えしているが、その後に公布さ
れた省令・通知等を踏まえ、「年次有給休暇の
取得義務」、「時間外労働の上限規制」、「同一労
働同一賃金」に関する改正内容について、実務

的な観点からポイントを整理した。
　あわせて法改正の全体像についても、ここで
振り返っておく（図表1）。なお、「時間外労働
の上限規制」と「同一労働同一賃金」の改正事
項は法人規模に応じて施行時期が異なるので、
図表2を確認していただきたい。

1．年次有給休暇の取得義務関係

取得義務は最初の年休付与日から�
就業規則改定などの準備が必要

　年次有給休暇（年休）に係る法改正では、1年
に10日以上の年休を付与している従業員に対し
て、年5日は確実に取得させることが使用者（老
健施設）の義務とされた。従業員の請求に応じて
年休を取得させる基本原則に変更はないが、取得
日数が年5日に足りないと見込まれる従業員がい
るときは、5日に足りない分について、老健施設
側が日にちを指定して取得させなければならない。
「人員が足りないので休ませる余裕がない」「従業
員が休みたがらない」など、いかなる理由があろ
うと取得義務違反には罰則（1人当たり30万円
以下の罰金）の適用もあり得るので、確実な対応
が求められる。
　法人規模にかかわらず、今年4月から施行され

ているが、実務的に留意すべきポイントを確認し
ておく。

Point1　取得義務の対象となる 1年間
　取得義務の対象となる1年間は、今年4月以降、
最初に年休を付与した日（基準日）から1年間と
なる。例えば基準日が10月1日の場合、10月1
日から、翌年9月30日までに5日以上の年休を
取得させなければならず、今年の10月1日より
前に取得した日数はカウント対象とはならない。

Point2　取得義務の対象となる従業員
　対象となる従業員は、正社員・非正社員の別に
かかわらず、また管理監督者（管理職）も含めて、
法定上、年休が「年10日以上」付与されるすべ
ての従業員が含まれる（図表3）。ただ、判断が
難しい場合もあるので、厚生労働省の「改正労働
基準法に関するＱ＆Ａ」をもとに、いくつかの

解説

「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

（実務編）

施行時期 改正された法律 改正内容

2019年４月
【施行済み】

労働基準法

年次有給休暇の取得義務
時間外労働の上限規制【大企業】
フレックスタイム制の清算期間の見直し
⇒フレックスタイム制の清算期間を最長３か月以内まで延長

高度プロフェッショナル制度の創設
⇒特定の業務に従事する労働者を労働時間規制の適用除外に

労働時間等設定改善法 勤務間インターバル制度の導入（努力義務）
⇒終業から次の始業までに一定の休息時間を確保する

労働安全衛生法

労働時間の状況の把握義務
⇒�すべての労働者の労働時間の状況をタイムカード等の客観的な方法
で把握することが事業者の義務とされる

産業医・産業保健機能の強化
⇒�産業医の権限を強化するほか、長時間労働者に対する医師の面接指
導の対象が拡大される

2020年４月

労働基準法 時間外労働の上限規制【中小企業】
パートタイム・有期雇用労働法 同一労働同一賃金による待遇改善【大企業】

労働者派遣法
派遣社員の同一労働同一賃金
⇒�派遣先の労働者との均等・均衡待遇、派遣元の労使協定による待遇
確保、いずれかの対応が求められる

2021年４月 パートタイム・有期雇用労働法 同一労働同一賃金による待遇改善【中小企業】

2023年４月 労働基準法 月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用
⇒中小企業に対しても50％以上の割増率が適用される

2024年４月 労働基準法 時間外労働の上限規制の猶予措置の終了

図表１　主な働き方改革関連法の改正事項と施行時期（図表1～6は編集部作成）

業種 ①資本金・出資金等の総額 ②常時使用する労働者数

小売業 5,000万円以下 50人以下

サービス業（医療機関、老健施設） 5,000万円以下 100人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

その他の産業 ３億円以下 300人以下

※医療法人などの資本金や出資金の概念のない法人等は、労働者数で判断する。
※施設単位ではなく、法人全体で判断する。

図表２　中小企業の範囲� ①、②のいずれかに該当すれば中小企業と判断される。
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５日または１週30時間以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

４日 169日～ 216日 � ７日 � ８日 � ９日 10日 12日 13日 15日

３日 121日～ 168日 � ５日 � ６日 � ６日 � ８日 � ９日 10日 11日

２日 � 73日～ 120日 � ３日 � ４日 � ４日 � ５日 � ６日 � ６日 � ７日

１日 � 48日～ 72日 � １日 � ２日 � ２日 � ２日 � ３日 � ３日 � ３日

付与要件 ①６か月（以降は上記）の継続勤務、②全労働日の８割以上の出勤

図表３　年次有給休暇の付与要件・日数と取得義務対象の範囲

024-029特集2 解説（四）0911.indd   25 2019/09/11   15:32:41



老健 2019.10● 2726 ●老健 2019.10

October Vol.30 No.7
働き方改革！法改正で人事労務管理実務が変わる2

特集

例と対象の有無を以下に整理した。
例１�　前年度繰越分の年休を足して、初めて
年10日以上となる従業員

　　 ⇒�「年10日以上」とは、当年度に付与され
た日数を指すので、対象とはならない。

例２�　法定上の付与日数が年10日未満の従
業員に対し、法律の規定より優遇して年
10日以上の年休を付与した場合

　　 ⇒�法定上の付与日数で判断されるので、対
象とはならない。

例３�　法定上の付与日より前倒して、年10
日以上の年休を付与した従業員

　　�⇒前倒しで付与した日から対象となる。
例４�　1年の付与期間（基準日からの1年間）
の途中で育児休業等から復帰した従業員

　　 ⇒�対象となる。ただし、残りの労働日が取
得義務の日数より少ない場合は除く。

Point3　取得日の指定の方法・時期など
　取得日の指定にあたっては、老健施設側で一方
的に日にちを決定するのではなく、従業員の希望
を聞いて、できるだけ尊重しなければならない。
日にちの指定後も従業員から変更の希望があれば、
できるだけ希望を尊重することが望まれる。
　取得日の指定を行う時期としては、例えば基準
日から一定期間経過後（半年後など）に、取得日
数が5日未満の従業員に対して指定を行うことな
どが考えられる。また、年休の自発的な取得を促
進する観点から、「年次有給休暇取得計画表」を
作成し、基準日等に各従業員の休暇取得予定日を
記載させることも有効だと思われる。

Point4　�半日単位や 1時間単位の年休
　半日単位の年休は、0.5日分として取得義務の
カウント対象に含まれる。従業員の希望に応じて、
老健施設側が半日単位で指定することも可能だ。
　一方、時間単位の年休取得は、カウント対象に

含まれない。時間単位で指定することもできない。

Point5　特別休暇の取り扱い
　夏季休暇や年末年始休暇など、老健施設が年休
とは別に独自に設けている特別休暇については、
年休ではないので、取得してもカウント対象に含
まれない。なお、今般の改正を機にこうした特別
休暇を廃止して年休に振り替えることは、改正の
趣旨に反し、望ましくない。

Point6　�老健施設側に求められること
　年休を取得させる以外に老健施設側に求められ
ることを整理すると、まずは義務を履行するため
にも、従業員一人ひとりの年休の取得状況を把握
しなければならない。具体的には、従業員ごとに
年休の基準日や付与日数、取得日や取得日数など
を記録した「年次有給休暇管理簿」を作成する。
管理簿は必要なときにいつでも出力できることを
条件に、システム上で管理することも可能だ。賃
金台帳等とあわせて作成することも認められる。
　書類上の対応ではもう1つ、就業規則の改定も
必要だ。年休に関することは、就業規則において
必ず記載しなければならない事項（絶対的必要記
載事項）に当たるので、年休の指定方法や対象者
などの規定を整備する。
　なお、就業規則の改定には、労働組合または従
業員の過半数代表者から意見聴取を行い、改定内
容を従業員に周知するとともに、労働基準監督署
に届出をするなど、所定の手続きを踏まなければ
ならない。

Point7　基準日の特例
　年休の基準日は本来、従業員の入社日によって
異なるが、管理が煩雑になることから、法定の基
準日より不利にならないことを条件に全社的に統
一することもできる。基準日を統一した場合の年
休の取得義務の付与期間に関しては、期間に比例

した特例の適用がある（図表4）。

2．時間外労働の上限規制関係

月45時間を超える場合は�
労働時間管理や手続きが煩雑に

　時間外労働の上限規制については、
①月45時間以内
②年360時間以内
　という原則の上限と、通常予見することができ
ない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別な事
情がある場合に、
③年6か月まで月45時間を超えることができる
④年720時間以内
　という特例的な上限が設けられた。
　また、これらの上限に加えて休日労働も含めて、
⑤月100時間未満
⑥2か月から6か月間の平均で月80時間以内
　という上限も遵守が求められる。
　従業員に時間外労働および休日労働をさせるに
は、こうした法律の上限の範囲内で、労使で上限
時間を定め、36協定を締結し、労働基準監督署
に届出することが必要だ。義務違反には罰則（6
か月以下の懲役または30万円以下の罰金）の適
用もある。なお、医師については2024年4月ま
で時間外労働の上限規制の適用が猶予されるが、

時間外労働をさせる場合には36協定の締結およ
び届出が必要となるので、留意しておきたい。
　大規模の法人ではすでに今年4月から施行され
ており、中小規模の法人は2020年4月1日から
施行される。ここでは時間外労働等をさせる場合
に必要な手続きや管理等のポイントを整理する。

Point1　従業員の過半数代表者の選出
　36協定などの労使協定を締結するには、従業
員の過半数代表者の選出が必要となる。従業員の
過半数で組織する労働組合があれば労働組合が担
うが、そうした労働組合がない場合は、図表5
の要件を満たした者を過半数代表者として選出し
なければならない。管理職にある者を過半数代表
者としたり、老健施設側が指名したりするのは、
選出要件違反となる。
　選出手続きに瑕疵があれば、その労使協定は無
効とされるので、注意したい。

Point2　�月 45時間以内の時間外労働
　従業員に月45時間以内の時間外労働をさせる

例）�入社日（４月１日）から６か月後（10月１日）に年次有給休暇を付与し、次年度以降は４月１日を
全社的な基準日とする場合⇒１年の付与期間に重複が生じる場合の特例

【計算式】重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間÷12月×５日
※�この例では18月÷12月×5日＝7.5日となり、10月1日から翌々年3月31日までの18か月の間に7.5日取得させればいい。

図表４　基準日を統一した場合の特例

４月１日
入社

３月 31日10月１日 ４月１日

法定の基準日 次年度の基準日

この期間内に１年当たり５日に相当する日数を比例的に取得させる

（全社的な基準日）

10日付与 11日付与

⃝管理監督者ではない
⃝�締結する協定を明らかにした上で、投票や挙手などの
方法で選出する
⃝使用者の意向に基づき選出された者ではない

図表５　過半数代表者の選出要件

024-029特集2 解説（四）0911.indd   26-27 2019/09/11   15:32:41



老健 2019.10● 2928 ●老健 2019.10

October Vol.30 No.7
働き方改革！法改正で人事労務管理実務が変わる2

特集

ことが想定される場合は、あらかじめ従業員の過
半数代表者と36協定（一般条項）を締結する。
月45時間を超える時間外労働を締結する場合の
「特別条項」付きの36協定とは、労働基準監督署
に届出する様式が異なる。
　36協定により、単月では45時間まで時間外労
働が可能になるが、年360時間以内の上限もある
ため、労働時間管理においては月平均で30時間
以内に抑えなければならないことに留意する。

Point3　�月 45時間を超える時間外労働
　従業員に月45時間を超えて時間外労働をさせ
ることが想定される場合は、次の手続きや管理等
が必要になる。
●�あらかじめ従業員の過半数代表者と「特別条
項」付きの36協定を締結する。

●�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「臨時的な特別な事情」があると
きに限られており、労使で協議の上、36協定
において具体的事由を定めなければならない。

●�月45時間を超えて時間外労働をさせる場合は、
その都度、36協定において定めた手続き
（例：従業員代表者への事前申し入れなど）を
経る必要がある。

●�月45時間を超えて時間外労働をさせた従業員
に対しては、36協定において定めたいずれか
の健康確保措置（図表6）を実施しなければな
らず、その実施状況を記録して3年間保存する。

●�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か月までに限られるので、従
業員ごとに月45時間を超えた月数を管理する。
また、休日労働を含めて単月100時間未満であ
るかを確認するとともに、直近6か月の時間
外労働および休日労働を確認し、月平均で80
時間を超えないように管理する。

Point4　休日労働をさせる場合
　従業員に休日労働をさせる場合は、あらかじめ
36協定で休日労働をさせる必要がある具体的事
由、労働をさせることができる日数、時間などを
定める必要がある。
　時間外労働が長い従業員は月100時間未満、複
数月80時間以内の上限にも留意する。

Point5　経過措置
　時間外労働の上限規制は、施行日（4月1日）
以降の期間を定めた36協定から適用される。大
規模の法人の場合は2019年3月31日、中小規模
の法人の場合は、2020年3月31日を含む期間を
定めた36協定については、その協定の初日から
1年間は有効となり、上限規制は適用されない。

Point6　副業をしている従業員への対応
　副業として他の事業所等に雇用されて働く従業
員がいる場合は、副業先の労働時間も通算して管
理しなければならないので、特に留意が必要だ。
副業先の労働時間は、従業員の自己申告によって
把握することが考えられる。
　時間外労働の上限規制の観点では、①～④の規
制は36協定を締結した事業場単位で適用される
ので、副業先の労働時間は関係ない。だが、⑤単
月100時間未満、⑥複数月平均80時間以内の規
制は従業員個人単位に適用されるので、副業先の
労働時間を通算しても上限を超えないように管理
する必要がある。

3．同一労働同一賃金関係

正社員と非正社員の待遇差は�
待遇ごとに目的や理由を整理

　同一労働同一賃金に関する法改正では、大きく
2つの改正が実施される。
　1つは、同じ法人内で働く正社員と非正社員
（短時間労働者、有期雇用労働者）との間で、賃
金などのあらゆる待遇に関する不合理な待遇差を
禁止すること。もう1つは、正社員との待遇の違
いやその理由等について、非正社員から説明を求
められたときに、事業主（老健施設）に説明する
義務が生じることだ。施行は大規模の法人が来年
4月1日から、中小規模の法人は1年遅れて
2021年4 月 1日からだが、待遇の見直しなどを
伴う準備が求められる場合もあるので、早めの対
応が必要だと思われる。
　具体的な準備の手順とポイントは、次のとおり。

Point1　�短時間・有期雇用の有無を確認する
　まずは、法人内で短時間勤務の従業員や労働契
約の期間が無期ではない従業員を雇用しているか
を確認する。同一法人内が対象なので、老健施設
にいない場合でも、同じ法人で運営する他の医療
機関、事業所等があれば、そこの従業員について
も確認が必要だ。該当する従業員がおらず、今後
も雇用する予定がなければ、対応は必要ない。

Point2　正社員との待遇の違いを確認する
　短時間勤務の従業員や有期雇用の従業員を雇用
している場合は、賃金（賞与や手当を含む）や福
利厚生（食堂の利用、更衣室の利用、社内保育所
の利用など）、受講できる研修などの待遇全般に
ついて、正社員と違いがあるかを確認する。

Point3　待遇の違いの理由を確認する
　待遇に違いがある場合は、なぜ違いがあるのか、

待遇ごとに理由を確認する。正社員と非正社員の
職務内容や責任の程度、役割、人事異動や転勤の
有無などの配置の変更範囲の違いに応じて、待遇
に差を設けること自体は問題ない。また、従業員
の能力（例えば資格の有無）、経験（例えば勤務
年数）、貢献度などの評価の違いに応じて、待遇
差を設けることも当然だ。ここで問題とされるの
は、こうした職務内容等の違いによらない待遇差
がある場合で、その待遇の違いが「不合理ではな
い」と言えるかどうか、改めて待遇の目的や待遇
差の考え方を整理しておく必要がある。

Point4　待遇の改善を検討する
　待遇の違いの理由が「不合理ではない」とは言
いがたい場合＊は、法違反とならないように、そ
の待遇の改善を検討する。また、待遇差が「不合
理ではない」と言えそうな場合でも、よりよい待
遇に改善することを検討することが望ましい。
　待遇を見直すときは、従業員の意見を聞きなが
ら計画的に取り組むことが重要だ。なお、正社員
の待遇を下げて均衡を図ることは法の趣旨に反し、
決して望ましくない。
＊�合理性の判断については、厚生労働省の同一労働
同一賃金ガイドライン（短時間・有期雇用労働者
及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に
関する指針）を確認していただきたい。

Point5　待遇差の理由を説明する準備をする
　事業主（老健施設）には、正社員と非正社員の
待遇の違いの内容や理由、待遇決定に関して考慮
した事項を説明する義務が生じるので、説明を求
められたときに備えて、あらかじめ待遇ごとに説
明内容を整理しておくことが望ましい。
　説明にあたっては、説明を求めた非正社員と職
務の内容や配置の変更が最も近い正社員を比較対
象として、待遇の違いを具体的に説明する。「賃
金は各人の能力、経験等を考慮して総合的に決定
する」などの抽象的な説明では不十分とされる。

①医師による面接指導を実施する
②深夜業の回数を制限する
③�終業時刻から始業時刻までに一定時間以上の休息時間
（勤務間インターバル）を確保する
④代償休日または特別休暇を付与する
⑤健康診断を実施する
⑥年次有給休暇の連続取得を促す
⑦心と身体の健康に関する相談窓口を設置する
⑧適切な部署に配置転換する
⑨産業医等による保健指導を受けさせる

図表６　健康確保措置
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