
─特集 1 ─
働き方改革シリーズ 第 7弾
法律案要綱に見る

働き方改革関連法案の	
企業実務に与える影響
労働基準法を中心とした改正内容を	
事前に理解するためのポイント解説

1 月22日に第196回通常国会が開会し、安倍首相は衆議院本会議での施政方針演説で「働き
方改革を断行する」ことを表明し、働き方改革関連法案（以下、関連法案）の早期成立を
目指す考えを示した。
関連法案は、労働基準法、労働安全衛生法など計 8本の改正案から成り、今国会に提出さ
れる予定。平成29年 9 月の臨時国会で法案の提出を予定していたが、臨時国会冒頭に衆議
院が解散したため提出が先送りとなっていたという経緯がある。関連法案の施行日は、中
小企業向けの一部規定を除いて平成31年 4 月 1 日を予定しているものの、現状では施行ま
での準備期間の確保などを理由に 1年間程度の延期が見込まれている。
法改正の確実な情報は法律案を待たなければならないが、改正内容の大筋をまとめた法律
案要綱でも押さえておくべき改正項目や企業実務への影響を事前に整理できる。今回は、
髙井・岡芹法律事務所の大村剛史弁護士、高 亮弁護士に労働基準法関連を中心に解説いた
だいた。

大村剛史（おおむら つよし）　　弁護士（髙井・岡芹法律事務所）

2002年東京大学卒業。2007年東京弁護士会登録、牛島総合法律事務所入所。2011年髙井・岡芹法律事務所入所。経営法曹会議会
員。企業側の弁護士として、日常的な労働問題から、人員削減・事業再編・人事制度変更・集団的労使問題等の大規模かつ複雑
な労働問題に至るまで、多数の案件に関与する。共著として『現代型問題社員対策の手引（第 4版−生産性向上のための人事措
置の実務−）』（民事法研究会）、『労働裁判における解雇事件判例集 改訂第 2版』（労働新聞社）がある。

高 亮（こう りょう）　　弁護士（髙井・岡芹法律事務所）

2008年早稲田大学法学部卒業。2011年京都大学法科大学院修了。2012年第一東京弁護士会登録、髙井・岡芹法律事務所入所。
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法律解説
働き方改革関連法案の企業実務に与える影響

ポイント

1.労働時間に関する制度の見直し（労働基準法）1.労働時間に関する制度の見直し（労働基準法）
❶時間外労働の上限規制の導入時間外労働の上限規制の導入：時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時

的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働を含む）、複数月平均80時間
（休日労働を含む）を限度に設定

❷中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し：月60時間を超える時間外労
働に係る割増賃金率（50％以上）について、中小企業への猶予措置を廃止する（施行後 3 年後実施） 

❸一定日数の年次有給休暇の確実な取得一定日数の年次有給休暇の確実な取得：使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に
対し、 5 日について、毎年、時季を指定して与えなければならない（労働者の時季指定や計画的付
与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない）

❹フレックスタイム制の見直しフレックスタイム制の見直し：フレックスタイム制の「清算期間」の上限を 1 カ月から 3 カ月に延
長する

❺企画業務型裁量労働制の拡大企画業務型裁量労働制の拡大：企画業務型裁量労働制の対象業務に「裁量的にPDCAを回す業務」
と「課題解決型の開発提案業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続きの簡
素化等の見直しを行う

❻高度プロフェッショナル制度の創設高度プロフェッショナル制度の創設：職務の範囲が明確で一定の年収（1075万円以上）を有する労
働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、
本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休憩、休日・深夜の割増賃金等の規定を適
用除外とする

2.勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法）2.勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法）
　事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない

3.産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛生法）3.産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛生法）
❶事業者は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報告し

なければならない

❷事業者は、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない

［ 1］�「働き方改革を推進するための関係法律の整［ 1］�「働き方改革を推進するための関係法律の整

備に関する法律案要綱」の経緯・背景備に関する法律案要綱」の経緯・背景

　平成29年 3 月28日、「働き方改革実行計画」（平

29. 3.28　働き方改革実現会議決定）が公表され

た。これにより、［図表 1］に掲げた11のテーマに

関し、労働界、産業界等はこれを尊重し、労働政

策審議会において本実行計画を前提にスピード感

を持って審議を行い、政府は関係法律案等を早期

に国会に提出することを求められることとなった。

その中でも、特に「 3．罰則付きの時間外労働の

上限規制」については、長時間労働が、健康の確

保だけでなく、仕事と家庭生活との両立を困難に

し、少子化の原因や、女性のキャリア形成を阻む

原因、男性の家庭参加を阻む原因になっていると

されていたことから、ワーク・ライフ・バランス

を改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくし、

労働参加率の向上を図るべく、実現が強く求めら

1 働き方改革関連法案の働き方改革関連法案の��
これまでの経緯・背景これまでの経緯・背景
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特集 1

れるところとなった。

　これを受けて、労働政策審議会の各分科会・部

会（労働条件分科会、安全衛生分科会、職業安定

分科会、雇用環境・均等分科会、職業安定分科

会・雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会）

で審議がなされ、平成29年 9 月 8 日、「働き方改革

を推進するための関係法律の整備に関する法律案

要綱」（以下、法律案要綱）が諮問され、同月15

日、同審議会から厚生労働大臣に対して答申され、

厚生労働省がこの答申を踏まえて、具体的な法律

案を作成し、国会への提出を行うこととなった。

［ 2］法律案要綱の概要［ 2］法律案要綱の概要

　平成29年 9 月に出された法律案要綱において、

改正が予定されることになった法律案は、以下の

八つの法律である。法律案要綱は、平成27年の第

189回通常国会に提出されて継続審議となっていた

労働基準法等の改正案（平成29年 9 月28日の衆議

院解散で審議未了のため廃案）の内容を一部見直

し、同一労働同一賃金などの関連する法律の改正

を一本化する形となっている。

❶労働基準法

❷じん肺法

❸雇用対策法

❹労働安全衛生法

❺�労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

働者の保護等に関する法律（労働者派遣法）

❻�労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

（労働時間等設定改善法）

❼�短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

（パートタイム労働法）

❽労働契約法

　本稿では、こうした法律案要綱において、❶労

働基準法を中心に、特に重要なものを説明してい

くこととする。

　前述のとおり、「働き方改革実行計画」では、罰

則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労

働対策の実現が強く求められていた。そこで、法

律案要綱において、この時間外労働の上限規制や、

罰則化による労働時間に関する制度の大きな見直

しが図られている。

　具体的には、後述する現行の時間外労働の限度

2 労働時間に関する制度の見直し労働時間に関する制度の見直し��
（労働基準法に関する法律案要綱）（労働基準法に関する法律案要綱）

図表 1  �働き方改革実行計画で示された11のテーマ

1 ．同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
2 ．賃金引上げと労働生産性向上
3 ．罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正
4 ．柔軟な働き方がしやすい環境整備
5 ．女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備
6 ．病気の治療と仕事の両立
7 ．子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労
8 ．雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援
9 ．誰にでもチャンスのある教育環境の整備
10．高齢者の就業促進
11．外国人材の受入れ
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法律解説
働き方改革関連法案の企業実務に与える影響

基準告示（平10.12.28　労告154、最終改正：平21.�

5.29　厚労告316）を法律に格上げし、罰則による

強制力を持たせるとともに、従来、上限なく時間

外労働が可能となっていた臨時的な特別の事情が

ある場合として労使が合意した場合であっても、

上回ることのできない上限を設定するなど、法律

による強制力を持たせるものである。

　以下では、この時間外労働の上限規制等の法律

案要綱の説明を行う。

［ 1］時間外労働の上限規制［ 1］時間外労働の上限規制

⑴現在の時間外労働の上限規制⑴現在の時間外労働の上限規制

　今回の改正法の前提として、まずは現在の時間

外労働の上限規制を説明する。

　現在、時間外労働に関する具体的な基準は、労

働基準法上（36条 2 項）、厚生労働大臣により基準

を定めることができるとするのみで、法律上は規

定されていない。

労働基準法36条 2 項

厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものと

するため、前項の協定で定める労働時間の延長の

限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率そ

の他の必要な事項について、労働者の福祉、時間

外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定め

ることができる。

　そして、この具体的な基準は、平10.12.28　労告

154（「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」最終改正：平21.�

5.29　厚労告316。以下、基準告示）により定めら

れているところである。

　この基準告示において定められている時間外労

働に関する限度時間の具体的な基準は、［図表 2］

のとおりである。時間外労働の上限は、月45時間、

年360時間を原則（ 1年単位の変形労働時間制の場

合、月42時間、年320時間）とされている。

　なお、この限度時間には、法定休日労働の時間

は含まれておらず、法定休日労働に関して、現状

は特に限度時間は設定されていない。

　このように限度時間は基準告示により定められ

ているところであるが、ある一定の場合には、こ

の原則的な限度時間を超えて時間外労働をするこ

とが可能となっている。すなわち、臨時的に限度

時間を超えて時間外労働を行わなければならない

特別な事情が予想される場合には、［図表 3］のよ

うな特別条項付き協定を結べば、前記［図表 2］の

原則的な限度時間を超える時間外労働を行うこと

が可能とされており、この場合の時間外労働の延

図表 2  �時間外労働に関する限度時間

図表 3  �特別条項付き協定の例

期　　　間 限　度　時　間

1　週　間  15時間（ 14時間）

2　週　間  27時間（ 25時間）

4　週　間  43時間（ 40時間）

1　カ　月  45時間（ 42時間）

2　カ　月  81時間（ 75時間）

3　カ　月 120時間（110時間）

1　年　間 360時間（320時間）

［注］�　「限度時間」の（　）内の数字は、対象期間が 3カ月を
超える 1年単位の変形労働時間制の対象者の場合。

一定期間における延長時間は、 1カ月45時間、
1 年360時間とする。ただし、通常の生産量を
大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫
したときは、労使の協議を経て、 6回を限度と
して 1カ月○時間まで、 1年○時間までこれを
延長することができる。なお、延長時間が 1カ
月45時間を超えた場合の割増賃金率は○％、 1
年360時間を超えた場合の割増賃金率は○％と
する。

［注］�　限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率は、
法定割増賃金率を超える率とするよう努めることとされ
ている。
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特集 1

長時間の上限は基準に定められておらず、青天井

となっている。これが、今回の法律改正で大きく

変わる事項の一つである。ただし、この例外的に

限度時間を超えて時間外労働が認められる「特別

な事情」（臨時的なもの）については、❶一時的ま

たは突発的に、時間外労働を行わせる必要のある

もの、❷ 1 年の半分を超えないことが見込まれる

ことといった制約があり、その結果、原則的な限

度時間を超える時間外労働を行うことができる回

数は 1年に 6回（ 6カ月）が限度とされている（平

11. 1.29　基発45、平15.10.22　基発1022003）。

⑵時間外労働の上限規制の法制化⑵時間外労働の上限規制の法制化

　今回の労働基準法の改正において、最も大きく

変わる点は、時間外労働に関する具体的な基準が、

前項で説明した厚生労働省告示ではなく、法律で

規定されることになる点である。そこで、本項で

は、法制度化されることになる時間外労働の上限

規制について説明を行う。

　まず時間外労働の上限規制であるが、原則的な

時間外労働の上限規制については、基準告示の内

容から基本的に変化していない。すなわち、時間

外労働させることができる時間は、 1カ月につい

て45時間、1年について360時間とされ、その限度

時間を超えない時間に限って時間外労働が認めら

れる［図表 4］。なお、 1年単位の変形労働時間制

において 3カ月を超える期間を対象期間と定めて

労働させる場合には、通常の場合と異なり、 1カ

月について42時間、1年間について320時間に限り

時間外労働が認められる。

　また、例外的に、原則的な時間外労働の限度時

間を超えて、時間外労働をすることが認められて

いる点も、従前の基準告示と同じである。すなわ

ち、法律案要綱によれば、今回の改正法において

も、「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（中略）

限度時間を超えて労働させる必要がある場合」に

は、原則の限度時間を超えて時間外労働をさせる

ことができることとした。

　もっとも、従前の基準告示と異なり、法律では、

前記⑴⑴の原則としての限度時間を超えて時間外労

働をさせる場合にさまざまな制限が課せられるこ

ととなり、さらに、休日労働についても一定の制

限が課されたものとなった。具体的には［図表 5〜

6］のとおりである。

　なお、以上の限度時間の上限（例外）とは別に、

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は、 1日当たりの時間外労働

は 2時間を超えないよう求められている（労働基

準法施行規則18条）。ただし、この上限規制は、従

前の労働基準法36条 1 項ただし書きと同じ内容で

ある。

図表 4  �限度時間の上限（原則）

図表 5  �限度時間の上限（例外）

労使協定で定める時間外労働の限度時間は、 1
カ月45時間、1年360時間（ 1年単位の変形労働
時間制の場合、 1カ月42時間、 1年320時間）

①�1 カ月における時間外労働および休日労働で
きる時間100時間未満
②�対象期間中、 2カ月ないし 6カ月のそれぞれ
の期間における時間外労働および休日労働の
1カ月当たりの平均時間は80時間以内

③�1 年について時間外労働できる時間は720時
間
④�原則45時間を超えることができる月数は、 1
年について 6カ月以内（すなわち、年 6回ま
で）
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法律解説
働き方改革関連法案の企業実務に与える影響

⑶罰則⑶罰則

　上記（限度時間の上限［例外］）のうち、「① 1

カ月における時間外労働および休日労働できる時

間100時間未満」「②対象期間中、 2カ月ないし 6

カ月のそれぞれの期間における時間外労働および

休日労働の 1 カ月当たりの平均時間は80時間以

内」に違反した場合には、罰則が科される。

⑷上限規制の適用除外⑷上限規制の適用除外

　前記⑵⑵の時間外労働の上限規制の適用に関し、

幾つかの事業・業務においては、その業務の特殊

性から適用の除外、猶予、緩和が行われることと

なった。具体的には以下の事業、業務に対して、

上限規制の適用除外等がなされている。

①�新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業

務

②工作物の建設の事業

③自動車の運転の業務

④医業に従事する医師

⑤�鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事

業

①�新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る①�新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る��

業務業務

　前記⑵⑵で述べた「限度時間の上限（原則）」「限

度時間の上限（例外）」は適用しないとされた。た

だし、労働安全衛生法の一部改正において、 1週

間当たり40時間を超えて労働させた場合のその超

えた時間が1カ月当たり100時間を超えた者に対し

て、医師による面接指導の実施を義務づける（省

令事項）こととしており、義務違反に対しては罰

則が科される。

　なお、当該業務の定義に関しては、「時間外労働

の上限規制等について（建議）」（平29. 6. 5　労審

発921）において、従前の基準告示における適用除

外の範囲を超えた職種に拡大することのないよう、

その対象を明確化した上で適用除外とすることが

適当とされていたが、現段階では明らかとなって

いないところである。

図表 6  �新たな時間外労働の上限規制のイメージ（【例外】丸数字は［図表 5］に対応している）
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40

95
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80

45

60

95

4545

（時間）

45

80

100

例
　
　外

原
　則

【例外】③年間の時間外労働は720時間以内（休日労働は含まない）【例外】③年間の時間外労働は720時間以内（休日労働は含まない）

【原則】月45時間、年360時間（法定化、罰則あり）

【例外】④「45時間超えることができ
る月数」は年 6回まで（休日労働は
含まない）

【例外】④「45時間超えることができ
る月数」は年 6回まで（休日労働は
含まない）

【例外】② 1年を通じ、どの時期も
2～ 6カ月の平均が80時間以内（休
日労働を含む。なお、 2カ月ないし
6 カ月平均80時間以内とは、 2 カ
月、 3カ月、 4カ月、 5カ月、 6カ
月のいずれにおいても月平均80時間
を超えないことを意味する）

【例外】② 1年を通じ、どの時期も
2～ 6カ月の平均が80時間以内（休
日労働を含む。なお、 2カ月ないし
6 カ月平均80時間以内とは、 2 カ
月、 3カ月、 4カ月、 5カ月、 6カ
月のいずれにおいても月平均80時間
を超えないことを意味する）

【例外】① 1カ月の上限は100時間未
満（休日労働を含む）
【例外】① 1カ月の上限は100時間未
満（休日労働を含む）
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②工作物の建設の事業②工作物の建設の事業

　今回の法律施行日より 5年間、前記⑵⑵で述べた

「限度時間の上限（原則）」「限度時間の上限（例

外）」は適用しないとされた。

　また、今回の法律施行日から 5年経過後も、工

作物の建設の事業のうち、災害時における復旧お

よび復興の事業については、「限度時間の上限（例

外）」の「① 1カ月における時間外労働及び休日労

働できる時間100時間未満」「②対象期間中、 2カ

月ないし 6カ月のそれぞれの期間における時間外

労働および休日労働の 1カ月当たりの平均時間は

80時間以内」について適用しないとされた。

　なお、当該事業については、法律施行後の労働

時間の動向やその他の事情を勘案しつつ、特例の

廃止については引き続き検討をすることが求めら

れているところである。

③自動車の運転の業務③自動車の運転の業務

　今回の法律施行日より 5年間、前記⑵⑵で述べた

「限度時間の上限（原則）」「限度時間の上限（例

外）」は適用しないとされた。

　また、今回の法律施行日から 5年経過後につい

ても、「限度時間の上限（例外）」について、以下

の対応が行われることとなった。

〈適用除外〉〈適用除外〉

①①�1 カ月における時間外労働および休日労働でき

る時間100時間未満

②②�対象期間中、 2カ月ないし 6カ月のそれぞれの

期間における時間外労働及び休日労働の 1カ月

当たりの平均時間は80時間以内

④④�原則45時間を超えることができる月数は、 1年

について 6カ月以内（すなわち、年 6回まで）

〈適用の緩和〉

③③について 1年について時間外労働できる時間は

720時間ではなく960時間とする

　なお、当該事業についても、法律施行後の労働

時間の動向やその他の事情を勘案しつつ、特例の

廃止については引き続き検討することが求められ

ているところである。

④医業に従事する医師④医業に従事する医師

　今回の法律施行日より 5年間、前記⑵⑵で述べた

「限度時間の上限（原則）」「限度時間の上限（例

外）」は適用しないとされた。

　また、今回の法律施行日から 5年経過後につい

ては、医業に従事する医師のうち医療の提供の状

況等を勘案し厚生労働省令で定める者については、

上記「限度時間の上限（原則）」「限度時間の上限

（例外）」について、以下の対応が行われることと

なった。

〈適用除外〉〈適用除外〉

限度時間の上限（原則）： 1カ月45時間、 1年360

時間

〈適用の緩和〉

限度時間の上限（例外）

①①�1 カ月における時間外労働および休日労働でき

る時間100時間未満

②②�対象期間中、 2カ月ないし 6カ月のそれぞれの

期間における時間外労働および休日労働の 1カ

月当たりの平均時間は80時間以内

③③�1 年について時間外労働できる時間は720時間

④④�原則45時間を超えることができる月数は、 1年

について 6カ月以内（すなわち、年 6回まで）

─について、労働者の健康および福祉を勘案し

て厚生労働省令で定めることができるものとした。

⑤�鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する⑤�鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する��

事業事業

　今回の法律施行日より 3年間、前記⑵⑵の「限度

時間の上限（例外）」のうち、「① 1カ月における

時間外労働及び休日労働できる時間100時間未満」

「②対象期間中、2カ月ないし 6カ月のそれぞれの

期間における時間外労働及び休日労働の 1カ月当

たりの平均時間は80時間以内」について適用しな

いとされた。
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［ 2 ］�中小企業への60時間を超える時間外労働に［ 2 ］�中小企業への60時間を超える時間外労働に��

対する割増賃金率の適用の猶予措置の廃止対する割増賃金率の適用の猶予措置の廃止

（法律案要綱）

2 �　中小事業主に対する 1箇月について60時間を

超える時間外労働に対する割増賃金率の適用

　�　中小事業主に対する 1箇月について60時間を

超える時間外労働に対する通常の労働時間の賃

金の計算額の 5割以上の率で計算した割増賃金

の支払義務の適用猶予に係る規定を廃止するこ

と。

　労働基準法37条 1 項ただし書きにおいては、 1

カ月60時間を超える時間外労働をした場合、その

超えた時間に対して通常の労働時間の賃金の計算

額の 5割以上の率で計算した割増賃金を支払うこ

とが定められていた。しかし、平成22年の改正で

当該規定が定められた際に、中小事業主に対して

は、「当分の間」は当該規定を適用しないと定めら

れ（労働基準法附則138条）、しばらくの間、中小

事業主に対する猶予措置が図られていた。

　今回の法改正により、その猶予措置が撤廃され、

中小事業主であっても、他の事業主同様、 1カ月

60時間を超える時間外労働をした場合、その超え

た時間に対して通常の労働時間の賃金の計算額の

5割以上の率で計算した割増賃金を支払うことと

なった。

［ 3］年次有給休暇の時季指定［ 3］年次有給休暇の時季指定

（法律案要綱）

3 　年次有給休暇

　�　使用者は、年次有給休暇の日数が10日以上の

労働者に対し、年次有給休暇のうち 5日につい

ては、年次有給休暇の付与後、 1年以内の期間

に時季を定めることにより与えなければならな

いものとすること。ただし、労働者の時季指定

又は計画的付与制度により年次有給休暇を与え

た場合は当該与えた日数分については、使用者

は時季を定めることにより与えることを要しな

いものとすること。

　使用者は、年次有給休暇の日数が10日以上の労

働者について、年次有給休暇が付与されてから 1

年以内に、 5日分を時季を定めて取得させなけれ

ばならないとされた。ただし、労働者が時季を指

定して年次有給休暇を取得した日数および計画年

休の定めがある日数については、上記の 5日分か

ら控除することができる。

　また、使用者が時季を定めるに当たっては、以

下の❶〜❸について省令で定めることとされた。

❶労働者に対して時季に関する意見を聴く

❷�時季に関する労働者の意思を尊重するよう努め

なければならない

❸�使用者が各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、年次有給休暇の管理簿を

作成しなければならない

［ 4］フレックスタイム制［ 4］フレックスタイム制

⑴清算期間の上限の延長⑴清算期間の上限の延長

（法律案要綱）

1 �　フレックスタイム制の清算期間の上限を 3箇

月とするとともに、清算期間が 1箇月を超える

場合においては、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

を超えない範囲内において労働させることがで

きるものとすること。

　フレックスタイム制の清算期間の上限を 1カ月

から 3カ月に変更し、 1カ月を超える期間を清算

期間と定めた場合は、当該清算期間をその開始の

日以後 1カ月ごとに区分した各期間ごとに当該各

期間を平均し、 1週間当たりの労働時間が50時間

を超えない範囲内で労働させることができるとし、

50時間を超えた分は、法定の割増賃金を支払う必

要があるとされた。
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　なお、清算期間が 1カ月を超える場合のフレッ

クスタイム制の労使協定は、労働基準監督署に届

け出る必要がある（現行のフレックスタイム制の

労使協定は労働基準監督署への届け出義務はな

い）。清算期間が1カ月を超える場合で労働させた

期間が清算期間より短い場合（例えば、清算期間

の途中で入社・退職した場合）には、当該労働者

を労働させた期間を平均し 1週間当たり40時間を

超えて労働させたときは、その超えた時間につい

て法定割増賃金の例により割増賃金を支払わなけ

ればならないとされた。

⑵完全週休 2日制の取り扱い⑵完全週休 2日制の取り扱い

　完全週休 2日制の下でフレックスタイム制を実

施する場合、清算期間における曜日の巡りや労働

日の設定によっては、法定労働時間の総枠を超え

る場合がある。

　そのため、［図表 7］の要件を満たす場合に限っ

て、特例的な計算方法を認め、総枠を超える労働

でも時間外労働と扱わないことができることとし

ている（平 9. 3.31　基発228）。

　今回、上記の完全週休 2日制下でのフレックス

タイム制の特例が見直される。完全週休 2日制を

採用する事業所で、労働時間の限度について、労

使協定により当該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たとき

は、清算期間を平均し 1週間当たりの労働時間が

当該清算期間における日数を 7で除した数をもっ

てその時間を除して得た時間を超えない範囲内で

労働させることができるとされた。

図表 7  �フレックスタイム制における時間外労働となる時間の計算方法

通達による特例

法定労働時間

通常の労働時間制度… 1週40時間・ 1日 8時間
フレックスタイム制における法定労働時間の総枠…週の法定労働時間×清算期間における暦日数÷ 7

（例）　清算期間を 1カ月とした場合 40×30÷ 7 ＝171.4時間
または 40×31÷ 7 ＝177.1時間

171.4時間
177.1時間

完全週休 2日制の下でフレックスタイム制を実施する場合、
曜日のめぐりによっては、 1日 8時間の労働でも、法定労働
時間の総枠を超える場合がある。

このため、運用によって、
以下の要件を満たす場合には特例的な計算方法を認め、
総枠を超える労働でも時間外労働と扱わないことができる
こととしている。

●要件
1 ．清算期間が 1カ月
2．完全週休 2日制
3．29日目（ 4週間を超える日の初日）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概ね 8時間

●特例的な計算方法
　清算期間における 1週間当たりの労働時間

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ＝

（最初の 4週間の労働時間＋最後の 1週間の労働時間）÷ 5

以下の要件を満たす場合には特例的な計算方法を認め、
総枠を超える労働でも時間外労働と扱わないことができる

　清算期間における 1週間当たりの労働時間

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（最初の 4週間の労働時間＋最後の 1週間の労働時間）÷ 5

資料出所：厚生労働省「弾力的労働時間制度の概要」

例：平成21年 6 月

月　火　水　木　金　土　日
1  2  3  4  5  6  7
8  9   10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30

土　日
6  7
13  14
20  21
27  28

月　火　水　木　金　土　日
1  2  3  4  5  6  7
8  9   10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30  1  2  3  4  5

土　日
6  7
13  14
20  21
27  28

1  2  3  4  5

1 日 8 時間働くと、
8×22＝176時間となる
　　　　　⬇
法定労働時間の総枠
（171.4時間）を4.6時間
超え、その分は時間外
労働となる

176時間

（171.4時間）を4.6時間
超え

➡40× 4 ＝160時間

➡40時間
　…（160＋40）÷ 5＝40

運用による特例によって、法定労働時間の総枠を超える部
分（4.6時間）についても、時間外労働と扱わなくてよい
　　　　　　　　　　　　法定労働時間の総枠を超える部
分（4.6時間）についても、時間外労働と扱わなくてよい
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　例えば、清算期間の所定労働日数が21日の場合、

「当該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」は21日× 8 時間＝168時間とな

り、これを「当該清算期間における日数を 7で除

した数」である21日÷ 7＝ 3で除した、「清算期間

を平均し 1週間当たりの労働時間」について56時

間［168時間÷ 3］まで労働させることができるこ

とになる。

［ 5］企画業務型裁量労働制の拡大［ 5］企画業務型裁量労働制の拡大

⑴対象業務の追加⑴対象業務の追加

（法律案要綱）

1 　対象業務に次の業務を追加すること。

　⑴�事業の運営に関する事項について繰り返し、

企画、立案、調査及び分析を主として行うと

ともに、これらの成果を活用し、当該事業の

運営に関する事項の実施状況の把握及び評価

を行う業務

　⑵�法人である顧客の事業の運営に関する事項に

ついての企画、立案、調査及び分析を主とし

て行うとともに、これらの成果を活用し、当

該顧客に対して販売又は提供する商品又は役

務を専ら当該顧客のために開発し、当該顧客

に提案する業務（主として商品の販売又は役

務の提供を行う事業場において当該業務を行

う場合を除く。）

　企画業務型裁量労働制の対象業務に、①裁量的

にPDCAを回す業務と、②課題解決型の開発提案

業務の二つが追加された。

①裁量的にPDCAを回す業務①裁量的にPDCAを回す業務

　①①の業務については、「事業の運営に関する事項

の実施方法の改善を行う」業務であることを指針

に定めることとされている。

　また、「今後の労働時間法制等の在り方について

（建議）」（平27. 2.13　労審発777）では、例とし

て、「全社レベルの品質管理の取組計画を企画立案

するとともに、当該計画に基づく調達や監査の改

善を行い、各工場に展開するとともに、その過程

で示された意見等をみて、さらなる改善の取組計

画を企画立案する業務」が挙げられており、「企画

立案調査分析業務と組み合わせる業務が、個別の

製造業務や備品等の物品購入業務、庶務経理業務

等である場合は、対象業務とはなり得ない」こと

を指針で定めるとされている。

　このことから、①①の業務としては、各部署で日

常的に行っているようなPDCAではなく、全社ま

たは本社等の大規模事業所、あるいは複数の事業

所といった一定の規模を有する事業所の運営に関

してPDCAを回し、改善を行うような業務が想定

されているものと考えられる。

②課題解決型の開発提案業務②課題解決型の開発提案業務

　②②の業務については、「主として商品の販売又は

役務の提供を行う事業場において当該業務を行う

場合」を除くものとされ、上記建議でも、「店頭販

売やルートセールス等、単純な営業の業務である

場合や、そうした業務と組み合わせる場合は、対

象業務とはなり得ない」ことを指針に示すことと

され、業務の場所および内容の観点から、一般的

な店舗等の店員や営業担当者は対象外であること

が明記されている。

　また、「法人である顧客の事業の運営に関する事

項を改善するために行うものであること」および

「既製品やその汎用的な組み合わせの営業は対象業

務になり得ないこと及び商品又は役務の営業活動

に業務の重点がある業務は該当しないこと」も指

針に定めることとされ、同建議では、②②の業務に

当たる例として、「取引先企業のニーズを聴取し、

社内で新商品開発の企画立案を行い、当該ニーズ

に応じた課題解決型商品を開発の上、販売する業

務」が挙げられている。

　このことから、②②の業務は、顧客の事業運営上

の課題を聞き取った上で、改善を行うことが主な
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業務内容であり、商品や役務の提案については、

改善のために個別に設計されるような業務を想定

しているものと考えられる。

⑵対象労働者の基準の明記⑵対象労働者の基準の明記

　「対象業務に従事する労働者は、対象業務を適切

に遂行するために必要なものとして厚生労働大臣

が定める基準に該当する知識、経験等を有するも

のに限るものとすること」が明記され、この基準

を満たすためには、少なくとも 3年間の勤続を必

要とすること等を定めるとされた。

⑶健康確保措置⑶健康確保措置

　企画業務型裁量労働制を実施するためには、労

使委員会において、次の措置のいずれかを決議し

なければならないことが定められた。

・�終業から始業までの時間の確保（勤務間インター

バル制）

・�労働時間が一定の時間を超えないようにする措

置

・�年次有給休暇以外の有給休暇の付与

・�健康診断の実施

・�厚生労働省令が定める措置

⑷その他⑷その他

・�労使委員会の決議内容は、厚生労働省の指針に

適合するものでなければならないことが明示さ

れ、行政官庁が、同指針に関し、必要な助言・

指導を行う権限があることが明示された。

・�使用者が具体的な指示をしない時間配分の決定

に、始業および終業時刻の決定が含まれること

が明示された。

・�上記の 2点、および上記⑶⑶の健康確保措置につ

いては、専門業務型裁量労働制にも適用される

こととされた。

［ 6］高度プロフェッショナル制度の創設［ 6］高度プロフェッショナル制度の創設

　「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従

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厚生労働省令で

定める業務（対象業務）」に就く労働者について、

労使委員会で所定の内容を決議して当該決議を使

用者が行政官庁に届け出、健康確保措置等を講じ

た上で、書面等の方法で労働者本人の同意を得る

ことにより、労働時間、休憩、休日・深夜の割増

賃金に係る労働基準法の適用から除外する制度

（高度プロフェッショナル制度）が新設された。

⑴対象業務⑴対象業務

　対象業務については、「今後の労働時間法制等の

在り方について（建議）」により、「高度の専門的

知識、技術又は経験を要する」こと、および「業

務に従事した時間と成果との関連性が強くない」

といった対象業務として適切な性質を法定した上

で、追って省令で定めるとされている。

　同建議では、具体的な案として、以下の業務が

挙げられている。

・�金融商品の開発業務

・�金融商品のディーリング業務

・�アナリストの業務（企業・市場等の高度な分析

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又は助言の業務）

・�研究開発業務

⑵対象労働者⑵対象労働者

　以下の二つの要件を満たす必要があるとされて

いる。

①�使用者との間の書面等の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

②�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 1年間当たりの賃金の額に換算
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した額が厚生労働省令で定める額以上であるこ

と

　なお、「厚生労働省令で定める額」とは、「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

の額を基礎として厚生労働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）

の 3倍の額を相当程度上回る水準」とされており、

前記建議では「労働基準法第14条に基づく告示の

内容（1075万円）」を参考にするものとされてい

る。

⑶労使委員会での決議事項⑶労使委員会での決議事項

　労使委員会では、以下の 9点について、委員の

5分の 4以上の多数で決議することが必要とされ

ている。

①対象業務の内容

②対象労働者の範囲

③�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所内にいた時

間（労使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」との合計時間（健康管

理時間）を把握する措置を当該決議で定めて講

ずること

④�対象業務に従事する対象労働者に対し、年104日

以上、かつ、 4週間を通じて 4日以上の休日を

当該決議および就業規則その他これに準ずるも

ので定めて講ずること

⑤�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および就業規

則その他これに準ずるもので定めて講ずること

　・�労働者ごとに始業から24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、深夜業の回数を 1

カ月について厚生労働省令で定める回数以内

とすること

　・�健康管理時間を 1カ月または 3カ月について

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

　・�1 年に 1回以上の継続した 2週間（労働者が

請求した場合においては、 1年に 2回以上の

継続した 1週間）の休日（使用者が当該期間

において、年次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）を与えること

　・�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、疲労の蓄積の状況および心身

の状況等に関する項目を含むもの）を実施す

ること

⑥�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および福

祉を確保するための措置であって、当該対象労

働者に対する有給休暇の付与、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

⑦�対象業務に従事する対象労働者からの苦情処理

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

⑧�同意をしなかった対象労働者に対して使用者は

解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない

こと

⑨�その他厚生労働省令で定める事項

　・�使用者は、決議の内容を行政官庁に届け出る

とともに、決議事項④〜⑥までの健康・福祉

確保措置の実施状況を、行政官庁に報告しな

ければならないものとされている（報告時期

については、前記建議では「 6カ月後」とさ

れている）。

　・�その他、企画業務型裁量労働制の労使委員会
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に関する定めが準用されることとされた。

　なお、企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大

や高度プロフェッショナル制度の創設に関しては、

労働安全衛生法を一部改正し、対象労働者に対す

る面接指導等を規定している。詳細は後掲 3

［ 3 ］［ 3 ］で詳述する。

［ 1 ］�勤務間インターバル制度（労働時間等の設定の［ 1 ］�勤務間インターバル制度（労働時間等の設定の

改善に関する特別措置法に関する法律案要綱）改善に関する特別措置法に関する法律案要綱）

（法律案要綱）

2 �　「事業主等の責務」に、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

を講ずるように努めなければならないことを追

加すること。

　「勤務間インターバル制度」とは、前日の終業時

刻と翌日の始業時刻との間に一定期間の休息の確

保を図る制度のことをいう。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き続けることを

可能にするために、今回の法改正で努力義務とし

て設けられた。

　具体的には、労働時間等の設定の改善に関する

特別措置法（以下、労働時間等設定改善法） 2条

における「事業主等の責務」を改正し、事業主に、

前日の終業時刻と翌日の始業時刻との間に一定期

間の休息の確保に努めなければならない旨の努力

義務が課されることとなった。ただし、法的な義

務までは今回の法改正では課されていない。

［ 2］産業医・産業保健機能の強化［ 2］産業医・産業保健機能の強化

⑴産業医からの勧告の報告・記録保存義務⑴産業医からの勧告の報告・記録保存義務

　産業医は、事業者に対し、労働者の健康管理等

に関して勧告をしようとするときは、あらかじめ、

当該勧告の内容について、事業者の意見を求めな

ければならない旨を厚生労働省令で定めることと

された。

　また、事業者が産業医から勧告を受けた場合、

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

員会または安全衛生委員会に報告しなければなら

ず、かつ、当該勧告の内容および当該勧告の内容

を受けて講じた措置の内容を記録し、これを保存

しなければならないとされた。

⑵産業医の職務内容等の周知義務⑵産業医の職務内容等の周知義務

　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（産業医の

業務の内容、産業医への健康相談の申出方法、産

業医の労働者の心身の状態に関する情報の取扱方

法）を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、

または備え付けることその他の厚生労働省令で定

める方法（書面の労働者への交付、電磁的記録に

よる記録および閲覧機器の設置）により、労働者

に周知させなければならないとされた。

⑶情報提供義務⑶情報提供義務

　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

とされた。

　なお、提供すべき情報は、以下のものとされて

いる。

①�労働安全衛生法66条の 5第 1項等による就業上

の措置（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（措置を講じ

ていない場合には、その旨およびその理由）

3 その他の法改正に関わる内容その他の法改正に関わる内容
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②�1 週間について40時間を超えて労働した場合に

おけるその超えた時間が 1カ月当たり80時間を

超えた労働者の氏名および当該労働者に係る超

えた時間に関する情報

③�労働者の業務に関する情報であって産業医が当

該労働者の健康管理等を行うために必要と認め

るもの

　また、事業者は、労働安全衛生法または同法に

基づく命令等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・保管し、または

使用するに当たっては、労働者本人の同意がある

場合その他正当な事由がある場合を除き、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、ならびに当該収集の目

的の範囲内でこれを保管し、および使用しなけれ

ばならないとされた。

　さらに、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

なければならないとされた。これらの情報の収集・

管理等について、厚生労働省は、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

針を公表し、必要があると認めるときは、事業者

またはその団体に対し、当該指針に関し必要な指

導等を行うことができるとされた。

⑷その他⑷その他

　事業者は、産業医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ること、産業

医を解任したときまたは産業医が辞任したときは、

その旨およびその理由を衛生委員会または安全衛

生委員会に報告しなければならないことが定めら

れた。

　また、事業者が産業医に与えなければならない

産業医の具体的な権限を厚生労働省令で例示する

とされた。

［ 3 ］�面接指導（労働安全衛生法に関する法律案［ 3 ］�面接指導（労働安全衛生法に関する法律案��

要綱）要綱）

⑴面接指導義務⑴面接指導義務

　事業者は、「新たな技術、商品又は役務の研究開

発に係る業務に従事する労働者」および高度プロ

フェッショナル制度の対象労働者について、労働

時間（高度プロフェッショナル制度の対象労働者

は健康管理時間）が厚生労働省令で定める時間を

超える者（週40時間を超えた時間の合計が100時間

を超えた者）に対し、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、医師による面接指導を行わなければな

らず、労働者は、この面接指導を受けなければな

らないとされた。

　労働時間の把握に際しては、本制度の対象労働

者に限らず、すべての労働者を対象として、客観

的な方法その他適切な方法によらなければならな

いものとする旨を厚生労働省令で定めることとさ

れ、「今後の労働時間法制等の在り方について（建

議）」では、「客観的な方法」の例として、「タイム

カードやパソコンの起動時間等」によることを原

則とし、事業場外で労働する場合に限って自己申

告を認めるとされている。

　また、事業者は、面接指導の結果の記録、当該

面接指導の結果に基づく必要な措置についての医

師の意見の聴取、およびその必要があると認める

場合の職務内容の変更、有給休暇（年次有給休暇

を除く）の付与、健康管理時間が短縮されるた

めの配慮等の措置を講じなければならないとさ�

れた。

⑵労働者の申し出による面接指導の対象拡大⑵労働者の申し出による面接指導の対象拡大

　医師による面接指導等に関しては、現状では労

働安全衛生法66条の 8、労働安全衛生規則52条の

2により、「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月当たり100時間を超え」かつ、当該労働者につ
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いて「疲労の蓄積が認められる」場合は、労働者

は自ら申し出ることにより、医師による面接指導

を受けることができるとされている。

　今回の法改正では、労働安全衛生規則52条の 2

の時間数について、100時間超から80時間超に減少

するように厚生労働省令を改正することが予定さ

れている。

［ 1］時間外労働の上限規制［ 1］時間外労働の上限規制

　今回の法改正によって、最も大きく変わった点

は、「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（中略）

限度時間を超えて労働させる必要がある場合」に

は、原則の限度時間を超えて時間外労働をさせる

ことができるところ、その「臨時的」な場合にお

ける時間外労働に限度時間を設け、違反した場合

に罰則を設けた点にある。事業主としては、まず

この限度時間を徹底して遵守することが求められ

るところである。

　そして手続き面としては、新たに労使協定（新

36協定）を締結し、その内容を遵守することにな

る。ただし、新たに労使で締結する協定に関する

手続きは、これまでの36協定の手続きと基本的に

変わりはない。

　もっとも、今回の法改正により求められる新た

な労使協定の記載事項は以下のように定められて

おり、その点に留意する必要がある。新たな労使

協定の様式は、厚生労働省令で今後規定される予

定となっている。

A）労働者の範囲

B）対象期間

C�）時間外労働、休日労働をさせることができる

場合

D�）対象期間における 1日、 1カ月および 1年の

それぞれの期間における時間外労働時間または

休日労働日数（ 1カ月45時間以内、1年360時間

以内）

E�）時間外労働および休日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

F�）「臨時的に（中略）限度時間を超えて労働させ

る必要がある場合」における以下の記載

　ⅰ�） 1 カ月における時間外労働及び休日労働で

きる時間（100時間未満で設定）

　ⅱ�）1 年について時間外労働できる時間（720時

間以内）

　ⅲ）原則45時間を超える月数（年 6回まで）

　この点、E）に関しては、具体的には、以下の

点を定めることが求められている。

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限度時間を超えた労働に係る割増賃金率

③限度時間を超えて労働する場合における手続き

④�限度時間を超えて労働する場合に、 2カ月ない

し 6カ月のそれぞれの期間における時間外労働

および休日労働の 1カ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

　また、今回の法改正において、時間外労働や休

日労働の適正化のため、留意事項や時間外労働に

係る割増賃金率その他の必要な事項については、

労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の

事情を考慮して指針を厚生労働大臣が定めること

ができる旨規定されており、時間外労働の上限規

制の具体的な運用については、厚生労働省の指針

が今後出され、それに則して行っていくことにな

る。上記①の健康確保措置についても、指針にお

いて具体的内容が定められるとのことであり、指

針が待たれるところである。

4 法改正が行われた場合の法改正が行われた場合の��
実務への影響実務への影響
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法律解説
働き方改革関連法案の企業実務に与える影響

［ 2 ］�中小企業への60時間を超える時間外労働に［ 2 ］�中小企業への60時間を超える時間外労働に��

対する割増賃金率の適用の猶予措置の廃止対する割増賃金率の適用の猶予措置の廃止

　中小企業への当該猶予措置の廃止は 3年間猶予

されている（他の法律が原則として平成31年 4 月

1 日が施行日となっているところ、当該廃止は平

成34年 4 月 1 日が施行日とされている）。

　そこで、実務上は、中小企業でこれまで 1カ月

60時間を超えても 5割以上の割増賃金率を適用し

ていなかった事業主について、施行日までに割増

率を変更し、就業規則等の割増率の条項について

もそれに合わせて変更しておくことが必要となる。

［ 3］年次有給休暇の時季指定［ 3］年次有給休暇の時季指定

　時季指定権の期限直前に多数の労働者に一斉に

有給休暇を取得させなければならず、事業の運営

に支障を来すことのないように、計画年休等の措

置を検討するなど、計画的な時季指定を行うべき

と考えられる。

［ 4］フレックスタイム制［ 4］フレックスタイム制

　 1カ月以上の清算期間を定める場合は、①週平

均50時間以上の残業代は当月中に清算する必要が

あること、②労使協定について、労働基準監督署

への届け出をする必要があることに特に留意する

必要がある。

　また、完全週休 2日制を採用している事業所に

ついては、従前の特例の計算方法（平 9. 3.31　基

発228に基づく、清算期間の月の最初の 4週間と特

定期間〔月の最後の翌月にまたがる週〕の合計 5

週間の労働時間を平均した時間を用いる方法）と

かなり計算方法が異なっているので、見直しが必

要になると考えられる。

［ 5］企画業務型裁量労働制の拡大［ 5］企画業務型裁量労働制の拡大

　企画業務型裁量労働制の対象業務の範囲は広

がったものの、対象業務については、なお限定的

に解釈されており、従業員に高度な裁量があり、

業務のレベルについても高い業務を行う場合でな

いと、企画業務型裁量労働制が有効とならないお

それが高いことに変わりはない。

　企画業務型裁量労働制の効力が認められなかっ

た場合、意図せず多額の割増賃金を支払わなけれ

ばならなくなるリスクがあるため、改正を受けて

企画業務型裁量労働制の導入を検討する場合は、

対象業務について、個別に慎重な検討をすること

が必要であろう。

　また、労使委員会において健康確保措置を決議

することについては、企画業務型裁量労働制のみ

ならず、専門業務型裁量労働制にも義務づけられ

ており、漏らさず決議を行っておくことが重要で

ある。

［ 6］高度プロフェッショナル制度の創設［ 6］高度プロフェッショナル制度の創設

　高度プロフェッショナル制度を導入するに際し

ては、万が一事後的に本制度の効力が否定された

場合、対象労働者の報酬基準が高額であることか

ら、多額の割増賃金を支払わなければならなくな

るリスクがある。

　そのため、高度プロフェッショナル制度の導入

を検討する場合は、企業としては、対象業務の範

囲が限定されており、単に基準以上の報酬を支

払っているという一事をもって高度プロフェッショ

ナル制度が適用されるわけではないことに留意し、

法改正後に発される指針等を踏まえ、対象業務の

該当性を慎重に判断する必要がある。

　また、高度プロフェッショナル制度は本人の書

面等による同意を要件としているところ、後になっ

て同意の有効性に疑義が生じないよう、本制度の

適用対象となることにより、労働条件がどのよう

に変化するのか（メリット・デメリット）、適用に

同意しなかったとしても一切の不利益な取り扱い

をしないこと等について書面等で説明し、熟慮の
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期間を与え、かつ、説明を受けた内容を理解した

上で同意したことを記録に残すといった慎重な手

続きを取ることが望ましいと考えられる。

［ 7］勤務間インターバル制度［ 7］勤務間インターバル制度

　勤務間インターバル制度は、前述のとおり、今

回の法改正においては努力義務にとどまっている

ため、法的に制度を設けなければならないという

わけではない。

　もっとも、「働き方改革実行計画」では、政府が

今後有識者検討会を立ち上げ、制度の普及促進を

図るとしており、また、「時間外労働の上限規制等

について（建議）」によれば、平20. 3.24　厚労告

108「労働時間等の設定の改善に関する特別措置

法第 4条第 1項に基づく指針」（労働時間等設定改

善指針）の中で、労働者の健康確保の観点から、

「終業時刻及び始業時刻」の項目を設け、「前日の

終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息

時間を確保すること（勤務間インターバル）は、

労働者の健康確保に資するものであることから、

労使で導入に向けた具体的な方策を検討すること」

等を追加することが適当とされ、こうした内容が

指針に盛り込まれることが予定されているところ

である。

　その意味では、直ちに勤務間インターバル制度

を導入する必要性はないものの、導入に向けた具

体的な方策の検討を、今後労使間で行っていく必

要があろう。

［ 8］産業医・産業保健機能の強化［ 8］産業医・産業保健機能の強化

　改正において特に注意を要するポイントとして、

産業医への情報提供義務が挙げられる。情報提供

義務の対象とされている内容は、いずれも労働者

に心身の不調が生じていること、またはその可能

性が高いことをうかがわせる事情であり、これら

の点について、産業医への報告義務を果たしてい

ない場合、労災事故につながるとともに、報告義

務を果たさなかったことが安全配慮義務違反と認

定されるリスクも高いと考えられる。

［ 9］面接指導［ 9］面接指導

　面接指導の適用対象となる労働者については、

労働時間が長時間になりやすいことが想定される。

そのため、これらの業務に従事する労働者につい

ては、適切に労働時間を把握し、面接指導を実施

するとともに、面接指導の結果、医師から労働条

件に関する意見が出された場合には、当該意見を

踏まえ、労働条件の変更の要否について真
しん

摯
し

に検

討することが、長時間労働に伴う労災事故の発生

や安全配慮義務違反による損害賠償のリスクを低

下させるために必要と考えられる。

　法律案要綱における主な改正点は上記のとおり

であるが、働き方改革関連法案は、社会的にも注

目されている事項であり、国会審議において、さ

らなる内容の変更や附帯決議等がなされる可能性

が高いと考えられる。

　そのため、企業としては、法律案要綱に沿って

対応方針を検討しつつも、今後の国会審議の状況

にも注目する必要性が高いといえよう。

5 まとめまとめ
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