
─特集 1 ─
働き方改革シリーズ 第12弾

働き方改革関連法案の 
要点解説

多岐にわたる法改正の内容を弁護士が解説
政府が第196回通常国会の最重要課題と位置づける「働き方改革関連法案」は、労働基準
法、労働安全衛生法など計 8本から成る法律の改正案を一つにまとめた総称である。
人事担当者からすると、①罰則付きの時間外労働の上限規制、②正規・非正規の労働者の
不合理な待遇差を禁じる「同一労働同一賃金」、③高収入の一部専門職を労働時間規制の対
象から外す「高度プロフェッショナル制度」の創設が注目点といえるだろう。一方、2018
年 2 月に裁量労働制に関する厚生労働省の調査データに不備が見つかり、結局、裁量労働
制の対象拡大は法案から削除されたという経緯がある。
法案は 4月 6日に国会に提出、 5月31日に衆議院本会議で賛成多数で可決され、 6月 4日
に参議院で審議入りした。政府は 6月20日までの国会の会期を延長する方針で、法案は成
立する見通し。成立すれば、時間外労働の上限規制は大企業で2019年 4 月、中小企業で20
年 4 月に施行される。
今回は、『労政時報』第3946号（18. 2.23）の「働き方改革関連法案の法律案要綱」の解説
に引き続き、髙井・岡芹法律事務所の大村剛史弁護士、高 亮弁護士に法案全般の内容につ
いて解説いただいた。

●働き方改革関連法案の法律案要綱…第3946号（18. 2.23）

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年第二東京弁護士会登録、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『SNSをめぐるトラブルと労務管理』『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−）』（いずれも民事法研究会）、『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。第一
東京弁護士会労働法制委員会委員。共著として『SNSをめぐるトラブルと労務管理』（民事法研究会）、『実務Q＆Aシリーズ 懲戒
処分・解雇』（労務行政）がある。
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法律解説
働き方改革関連法案の要点解説

ポイント

●①労働基準法 フレックスタイム制の見直し…平成31（2019）年 4月 1日施行

・�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
・�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、行政官庁に届け出る必要がある

時間外労働の上限規制…平成31（2019）年 4月 1日［中小企業は平成32（2020）年 4月 1日］施行

・�36協定の記載事項を明確化（省令事項の記載が必要）
・�［原則］ 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間
・�［例外］ 臨時的な特別な事情がある場合でも、①年720時間以内（時間外労働のみ）、② 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、③ 2〜 6 カ月における期間の平均を80時間以内（休日労働含
む）、④月45時間を超える月は 6回以内とする
・�上記［例外］のうち、②③に違反した場合には罰則（ 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金）が科される
・�一部の業種で業務の特殊性から時間外労働の上限規制の適用除外、猶予の措置が行われる［図表 5］

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…平成35（2023）年 4月 1日施行

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

一定日数の年次有給休暇の確実な取得…平成31（2019）年 4月 1日施行

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
ければならないこととする（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）

特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）の創設…平成31（2019）年 4月 1日施行

・�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、
休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする

・�制度の対象者について、在社時間等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（※労働安全衛生法の改正）

・�対象者が自らの意思で適用解除できる規定を追加

●②雇用対策法
（法律名変更）

事業主の責務…公布日施行

労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善など、労働者が生活との調和を保ちつつ意欲と能力に応じて
就業できる環境の整備に努めなければならない

●③�労働安全衛生
法

産業医・産業保健機能の強化、労働時間の把握…平成31（2019）年 4月 1日施行

・�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など新たに
8項目を定める

・�高度プロフェッショナル制度の対象労働者を除き、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の
状況を把握しなければならない

●④じん肺法 労働者の心身の状態に関する情報の取り扱いの整備…平成31（2019）年 4月 1日施行

●⑤�労働時間等設
定改善法

勤務間インターバル制度の普及促進…平成31（2019）年 4月 1日施行

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

●⑥労働契約法 不合理な待遇差を解消するための規定の整備
　…平成32（2020）年 4月 1日［中小企業は平成33（2021）年 4月 1日］施行

均衡規定（「不合理と認められる相違の禁止」）をパート労働法に移行

●⑦パート労働法�
（法律名変更）

均等・均衡規定の整備、待遇に関する説明義務
　…平成32（2020）年 4月 1日［中小企業は平成33（2021）年 4月 1日］施行

短時間労働者・有期雇用労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化

●⑧労働者派遣法 均等・均衡規定の整備、待遇に関する説明義務…平成32（2020）年 4月 1日施行

［注］　本稿では、⑧労働者派遣法に関しては記述を省略している。
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特集 1

　平成30年 4 月 6 日に「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」（以下、法

案）が国会に提出され、現在、第196回通常国会で

審議中である（ 5月31日、衆議院本会議で与党な

どの賛成多数で可決され衆議院を通過し、参議院

に送付された）。平成29年 9 月15日には「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）が公表されたと

ころであり、その内容は『労政時報』第3946号−

18.�2.23で解説した。今回の当該法案との関係で最

も大きく変わったのは、企画業務型裁量労働制に

関する法改正がなくなったところであろう。その

他の点については、法律案要綱から大きく変更と

なった点はないが、今回法案が提出されたことで、

その具体的な内容がより明らかとなった。

　法案は、労働に関する諸法律の改正が多岐にわ

たっているが、本稿では、この法案のうち、①労働

基準法、②雇用対策法、③労働安全衛生法、④じ

ん肺法、⑤労働時間等設定改善法、⑥労働契約法、

⑦パート労働法に関する改正に絞って解説する。

1.フレックスタイム制
［ 1］�清算期間の上限の延長（労働基準法32条の 3

第 1項 2号、第 2項）

労働基準法32条の 3第 1項 2号（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期間をいい、 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。）

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。

　これまで、フレックスタイム制の清算期間の上

限は 1カ月とされていたが、上限が 3カ月に延長

された［図表 1］。
　なお、 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。

　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、行政官庁に届け出る必要が

ある（労働基準法32条の 3第 4項）。

　清算期間が 1カ月を超える場合で、清算期間途

中での入退社等により労働させた期間が清算期間

より短い場合には、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

（労働基準法37条）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）。

［ 2］�完全週休 2日制の特例（労働基準法32条の 3
第 3項）

労働基準法32条の 3第 3項（新設）
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

はじめに

第 1 労働基準法の一部改正
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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」と

あるのは「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。

　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、一定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。詳細は『労政時報』第

3946号−18. 2.23の［図表 7］参照）。今回、この完

全週休 2日制下でのフレックスタイム制の特例が

見直された。

　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、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労使協

定で定めたときは、「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。

　例えば、清算期間の日数が31日、所定労働日数

が23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23日× 8時間＝

184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31日÷ 7 ＝4.43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41.5時間〔184時間÷4.43〕まで労働させ

ることができることになる。

［ 3］�施行日（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附則）

　施行日は平成31（2019）年 4月 1日である。

2.時間外労働の上限規制
［ 1］�労使協定の記載内容（労働基準法36条 2 項）
　今回の法改正により、労働基準法において労使

協定（36協定）で定める事項が具体的に列挙され

た（労働基準法36条 2 項）。具体的には、以下のと

おりである。

図表 1  �フレックスタイム制の見直し（清算期間の上限の延長）

労働時間

法定労働時間

6月 7月 8月

①現行では 1カ月で清算するので、こ
の分の割増賃金を支払う必要がある

②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、
現行では欠勤扱いとなる

清算期間を 3カ月とすれば…
①割増賃金を支払う必要はなくなる
② 6 月に働いた時間分は、 8 月に
働かなくても欠勤扱いとならない
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＜労使協定記載内容＞
①�労働時間を延長し、また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

②�対象期間（この条〔編注：労基法36条〕の規定

により労働時間を延長し、または休日に労働

させることができる期間をいい、 1年間に限

るものとする。 4号および 6項 3号において

同じ。）

③�労働時間を延長し、または休日に労働させる

ことができる場合

④�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または労働させ

ることができる休日の日数

⑤�労働時間の延長およ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

　なお、⑤の省令で定める事項については、法律

案要綱によれば、以下の点を定めることが求めら

れている。

❶�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

❷�限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
❸�限度時間を超えて労働する場合における手続き
❹�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

　このうち❶の健康確保措置については、厚生労
働大臣が定める指針において具体的内容を規定す

るとされているため（労働基準法36条 7 項）、その

指針が待たれるところである。

［ 2］�時間外労働の上限規制（原則）（労働基準法�
36条 3 項、4項）

労働基準法36条 3 項（新設）
前項第 4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。

労働基準法36条 4 項（新設）
前項の限度時間は、 1箇月について45時間及び
1年について360時間（32条の 4第 1項第 2号の
対象期間として 3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っては、 1
箇月について42時間及び 1年について320時間）
とする。

　これまで時間外労働の上限規制の具体的な基

準については、「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」（平

10.12.28　労告154、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たが、

今回の法改正によりそれが条文化された。

　ただし、時間外労働の上限規制の原則的な内容

は、基準告示から基本的には変化していない。す

なわち、時間外労働させることができる時間は、

原則として 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こととされた（労

働基準法36条 4 項）。

＜限度時間の上限（原則）＞
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年間360時間

　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（同項）。
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［ 3］�時間外労働の上限規制（例外）（労働基準法�
36条 5 項、6項）

労働基準法36条 5 項（新設）
第 1項の協定においては、第 2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 3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、 1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 2項第 4号に関し
て協定した時間を含め100時間未満の範囲内に
限る。）並びに 1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720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 1項の協定に、併せて第 2項第 2号の対
象期間において労働時間を延長して労働させる
時間が 1箇月について45時間（第32条の 4第 1
項第 2号の対象期間として 3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
あっては、 1箇月について42時間）を超えるこ
とができる月数（ 1年について 6箇月以内に限
る。）を定めなければならない。

労働基準法36条 6 項（新設）
使用者は、第 1項の協定で定めるところによっ
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っても、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。
1 �　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、 1日について労
働時間を延長して労働させた時間　 2時間を
超えないこと。
2 �　 1 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　100時
間未満であること。
3 �　対象期間の初日から 1箇月ごとに区分した
各期間に当該各期間の直前の 1 箇月、 2 箇

月、 3箇月、 4箇月及び 5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 1箇月当たりの平均時間80時間を超えな
いこと。

　時間外労働の上限規制については、前項で述べ

たとおり、原則として 1カ月について45時間、 1

年について360時間であるが、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（この点については、従

前の基準告示と同じ）。

　その具体的な要件は、「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

伴い臨時的に第 3項の限度時間を超えて労働させ

る必要がある場合」とし、これを満たした場合に

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（労働基準法36条 5 項）。この

要件については、文言上、基準告示で使用されて

いた「特別の事情」という表現が用いられてはい

ないものの、意味合いとしては同様の取り扱いに

なるのではないかと思われる。

　一方で、大きく変わった点として、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や休

日労働をさせる場合に、さまざまな制限を課すこ

ととなった。その具体的な内容は、［図表 2〜 4］
のとおりである。

［ 4］�時間外労働の上限規制の適用除外、猶予
　以下の事業・業務に対しては、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

措置が行われることとなった［図表 5］。

⑴�工作物の建設の事業
⑵�自動車運転の業務
⑶�医師
⑷�鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する
事業
⑸�新技術・新商品等の研究開発業務
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図表 2  �労使協定で定める時間外労働の限度時間

図表 4  �限度時間の上限（例外）

図表 5  �適用猶予・除外の事業・業務

図表 3  �時間外労働の上限規制の導入

原　　　　則 例　　　　外

・�月45時間
・�年360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�原則である月45時間（ 1年単位の変形労働時間制の場合は42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）

（ 1年単位の変形労働時間制の場合）
・�月42時間
・�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 労働基準法36条 6 項 2 号

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

36条 6 項 3 号

③ 1年について時間外労働できる時間は720時間 36条 5 項

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）

36条 5 項

建設事業 改正法施行 5年後に、一般則を適用（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1カ月100時
間未満・複数月平均80時間以内の要件は適用しない。この点についても、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）

自動車運転の業務 改正法施行 5年後に、時間外労働の上限規制を適用。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 改正法施行 5年後に、時間外労働の上限規制を適用
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
における砂糖製造業

改正法施行 5年間は、 1カ月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）

新技術・新商品等の
研究開発業務

医師の面接指導※、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない
※�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（労働安全衛生法の改正）

限度時間
1カ月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

1年間＝12カ月

特別条項
上限なし

法定労働時間
1日 8時間
1週40時間

法律による上限
（原則）
1カ月45時間
1年360時間

法律による上限
（原則）

年間 6カ月まで

法律による上限
（例外）
•年720時間
•複数月平均80時間
（休日労働含む）
•月100時間未満
（休日労働含む）

1年間＝12カ月

年間 6カ月まで現　行 改正案
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　なお、このほか、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時間未満とされている（労

働基準法36条 6 項 1 号）が、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。

⑴工作物の建設の事業（労働基準法附則139条）

　改正法施行 5年間（平成36〔2024〕年 3月31日

まで）は、時間外労働の上限規制（原則および例

外）を適用しない（労働基準法附則139条 2 項）。

　また、今回の法律施行日から 5年経過後（平成

36〔2024〕年 4月 1日以降）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

業に関しては、「 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」および「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した

（労働基準法附則139条 1 項）。

　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、将来的

な一般則の適用については引き続き検討すること

となった。

⑵自動車運転の業務（労働基準法附則140条）

　改正法施行 5年間（平成36〔2024〕年 3月31日

まで）は、時間外労働の上限規制（原則および例

外）を適用しない（労働基準法附則140条 2 項）。

　一方、改正法施行 5年経過後（平成36〔2024〕

年 4月 1日以降）は、時間外労働の上限規制につ

いて、以下のとおりとなった（労働基準法附則

140条 1 項）。

・�時間外労働の上限規制（原則）が適用される

〔36条 3 項、 4項〕。

・�時間外労働の上限規制（例外）は右記のとおり

〔36条 5 項、 6項〕。

＜適用除外＞
�1 カ月における時間外労働および休日労働で

きる時間は100時間未満（労働基準法36条 6 項

2 号）

�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（労働

基準法36条 6 項 3 号）

�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（年 6回まで）（労働基

準法36条 5 項）

＜適用の緩和＞
�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、将来的

な一般則の適用については引き続き検討すること

となった。

⑶医師（労働基準法附則141条）

　改正法施行 5年間（平成36〔2024〕年 3月31日

まで）は、時間外労働の上限規制（原則および例

外）を適用しない（労働基準法附則141条 4 項）。

　また、今回の法律施行日から 5年経過後（平成

36〔2024〕年 4月 1日以降）については、具体的

な上限時間等は厚生労働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

体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討

し、結論を得ることとなった（労働基準法附則

141条 1 項ないし 3項）。

⑷�鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する�

事業（労働基準法附則142条）

　改正法施行 5年間（平成36〔2024〕年 3月31日

まで）は、「 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」および「対象期間中、
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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（労働基準法

附則142条）。

⑸�新たな技術、商品または役務の研究開発に係る

業務（労働基準法36条11項）

　時間外労働の上限規制（原則および例外）は適

用しない。ただし、医師の面接指導（労働安全衛

生法66条の 8の 2）、代替休暇の付与等の健康確保

措置を設けることが必要とされた。

　なお、当該業務に関しては、平成29（2017）年

6月 5日労働政策審議会「時間外労働の上限規制

等について（建議）」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

明らかになっていない。

［ 5］�施行日（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附則）

　時間外労働の上限規制に係る改正規定（労働基

準法36条）の適用は平成31（2019）年 4月 1日施

行の予定である。ただし、中小企業における時間

外労働の上限規制に係る改正規定の適用は平成32

（2020）年 4月 1日の予定である。

3.�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猶予措置の廃止（労働基準
法附則138条の削除）

　平成22（2010）年 4月 1日施行の改正労働基準

法では、長い時間外労働を強力に抑制することを

目的として、 1カ月について60時間を超えて時間

外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働

について50％以上の率で計算した割増賃金を支払

わなければならなくなった。

　従前、中小事業主に対しては、労働基準法37条

1 項ただし書き（ 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）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。

　しかし今回の法改正により、その猶予措置が撤

廃され、中小事業主についても 1カ月60時間を超

える時間外労働をした場合には、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

［図表 6］。
　なお、この猶予措置の廃止は平成35（2023）年

4月 1日から施行される。

4.�年次有給休暇の時季指定（労働基準法39条 7 項、
8項）

労働基準法39条 7 項（新設）
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カ月経過

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。

労働基準法39条 8 項（新設）
前項の規定にかかわらず、第 5項又は第 6項の
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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。

　事業者は、付与される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

れた日（基準日）から1年以内に、労働者ごとに 5

日分を、時季を定めて取得させなければならない。

　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。

　なお、基準日を法定の基準より繰り上げて設定

した場合、いつまでに時季を定めて取得させなけ

ればならないかは、厚生労働省令で定めることと

された。

　なお、法律案要綱の段階では、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ていた。

❶�労働者に対して時季に関する意見を聴くこと
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�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

　施行日は平成31（2019）年 4月 1日である。な

お、経過措置として、 4月 1日以外の日が基準日

である労働者に係る有給休暇については、上記の

施行日後の最初の基準日の前日までの間は、上記

改正は適用しないとされている（労働基準法附則

4条）。

5.�高度プロフェッショナル制度（労働基準法41条
の 2）

［ 1］制度概要（労働基準法41条の 2第 1項）

労働基準法41条の 2第 1項（新設）
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 5分の 4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 2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 1号に

掲げる業務に就かせたときは、この章で定める

図表 6  �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率の引き上げ

1 カ月の時間外労働
（ 1日 8時間・ 1週40時間
を超える労働時間）

1カ月の時間外労働
（ 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 60時間以下 60時間超

大 企 業 25％ 50％ 大 企 業 25％ 50％

中小企業 25％ 25％ 中小企業 25％ 50％

現　行 改正案

平成22（2010）年 4月以降、当分の間適用猶予（ 3年後見直し規定あり）
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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 3号から第 5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。

1 �　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のうち、労働者に就

かせることとする業務（以下この項において

「対象業務」という。）

2 �　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って、対

象業務に就かせようとするものの範囲

　今回の改正では、特定高度専門業務・成果型労

働制（高度プロフェッショナル制度）が創設され、

以下①〜④の各要件を満たす労働者は、労働時間、

休憩、休日、深夜割増賃金に係る労働基準法の適

用から除外する制度が新たに盛り込まれた。

①�「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（労働基準法41条の 2第 1項

1号、対象業務）」に就く労働者について、「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」（以下、労使委員会）で、労働基準

法41条の 2第 1項各号に定める内容を決議する

こと

②�当該決議を使用者が行政官庁に届け出ること

③�使用者が同項 3号ないし 5号に規定するいずれ

かの健康確保措置を講じること

④�書面その他厚生労働省令で定める方法で労働者

の同意を得ること

［ 2］対象業務
　対象業務については、厚生労働省の労働政策審

議会「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。以下、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、追って厚生労働省令で定め

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または助言の業務）

・�研究開発業務

［ 3］�対象となる労働者の範囲（労働基準法41条の
2第 1項 2号）

　高度プロフェッショナル制度の対象となる労働

者は、次の二つの要件を満たすことが必要とされ

ている。

①�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

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

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

りの給与の平均額をいう）の 3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

　なお、②の賃金額について、建議では「労働基
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準法第14条に基づく告示の内容（1075万円）」を参
考にするとしている。

［ 4］�労使委員会（労働基準法41条の 2第 1項、�
4 項、5項）

　労使委員会では、以下の10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。決議に際しては、決議の内容が企画業務
型裁量労働制に関する指針（平15.10.22　厚労告
353）に適合したものになるようにしなければなら
ず（労働基準法41条の 2第 4項）、行政官庁は、同
指針について、委員に必要な助言指導を行うこと
ができる（労働基準法41条の 2第 5項）。
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（以下、
健康管理時間）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

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
ので定めて使用者が与えること

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るところによ
り使用者が講ずること

　・�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）（使用者が当該期間におい
て、法定の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）の休日を与え
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
省令で定める項目を含むものに限る）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�対象労働者のこの項の規定による同意の撤回に
関する手続き
⑧�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
⑨�使用者は、同意をしなかった対象労働者に対し
て解雇その他不利益な取り扱いをしてはならな
いこと
⑩�その他厚生労働省令で定める事項
　なお、労使委員会の委員構成等の要件について
は、企画業務型裁量労働制の定めを準用する（労
働基準法41条の 2第 3項）とされている。

［ 5］�行政官庁への報告・施行日（労働基準法41条の
2第 2項）

　決議の届け出をした使用者は、前記［ 4］の④〜
⑥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とされている。
　施行日は、平成31（2019）年 4月 1日である。

労政時報　第3953号/18. 6.22 27



特集 1

6.罰則（労働基準法119条、120条）

［ 1］�時間外労働の上限規制に関する罰則規定（労

働基準法119条）

　前記2.［ 3］の時間外労働の上限規制（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」に違反した場合には、罰則が科される

（ 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金）こと

となった（労働基準法119条）。また、医師に関し

ては、別途、罰則が規定されている（労働基準法

141条 5 項）。

［ 2］�年次有給休暇、フレックスタイムに関する�

罰則規定（労働基準法120条）

　労働基準法39条 7 項（使用者が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ること）に違反し

た場合や、前記 第 1 1.のフレックスタイム制に

おける32条の 3第 2項に違反した場合には、30万

円以下の罰金に処せられることとなった（労働基

準法120条）。

1.法律名の改正

　今回の法改正において、「雇用対策法」という名

称を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇

用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」と

いう名称に変更することとなった。この名称の変

更は、今回の法改正において、雇用のみならず、

より広い労働政策を当該法律の中で取り扱うこと

としたためにされたものである。

2.目的、基本理念規定の改正（ 1条 1項、3条 2項）

　まず、目的規定（ 1条 1項）に関し、労働者の

多様な事情に応じた雇用の安定および職業生活の

充実ならびに労働生産性の向上を促進することを

目的に加えた。

　この目的規定の改正の趣旨は、国が、労働に関

し、必要な施策を総合的に講ずることにより、経

済社会情勢の変化の中で、労働者がその多様な事

情に応じた就業ができるようにすることを通じて

その有する能力を有効に発揮することができるよ

うにするとともに、労働生産性の向上を図り、もっ

て労働者の職業の安定および職業生活の充実なら

びに経済的社会的地位の向上を図りながら、経済

および社会の発展ならびに完全雇用の達成に資す

ることを法の目的とすることにある。

　その上で、目的達成のために労働者に対し、ど

のような配慮が必要かという基本的理念を以下の

とおり定めた。

（基本的理念）

3条 2項（新設）

労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、

経験その他の職務遂行上必要な事項（以下この

項において「能力等」という。）の内容が明らか

にされ、並びにこれらに即した評価方法により

能力等を公正に評価され、当該評価に基づく処

遇を受けることその他の適切な処遇を確保する

ための措置が効果的に実施されることにより、

その職業の安定が図られるように配慮されるも

のとする。

3.国の施策の改正（ 4条）

　国が 1条 1項の目的を達成するため、 3条の基

本的理念に従い、新たに以下の事項について、必

要な施策を総合的に講じなければならないとし

た。

第 2 雇用対策法の一部改正
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�各人が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を促進するため、

労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多

様な就業形態の普及及び雇用形態又は就業形

態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の

確保に関する施策を充実すること（ 4条 1項

1号〔新設〕）

�女性の職業及び子の養育又は家族の介護を行

う者の職業の安定を図るため、雇用の継続、

円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び父子

家庭の父並びに寡婦の雇用の促進その他のこ

れらの者の就業を促進するために必要な施策

を充実すること（ 4条 1項 6号内に、新たに

下線部が追加された）

�疾病、負傷その他の理由により治療を受ける

者の職業の安定を図るため、雇用の継続、離

職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職の

促進その他の治療の状況に応じた就業を促進

するために必要な施策を充実すること（ 4条

1項 9号〔新設〕）

4.事業主の責務（ 6条 1項）

事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短

縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生

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環境の整備に努めなけ

ればならない。

　雇用対策、労働施策において、事業主の果たす

役割の大きさ、重要性に鑑み、当該法律の中に事

業主の責務という形で規定したものである。本法

律の性質上、この法律内で新たに義務を創設する

という形ではなく、各法律に既に存在している責

務についての確認的に規定している。

5.基本方針の策定、実施（10条）

　本条項において、国が、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するため

に必要な労働に関する施策の総合的な推進に関す

る基本的な方針を定めることとなった（10条 1

項）。

　基本方針に定める内容は、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するこ

との意義に関する事項（10条 2 項 1 号）、1条 1項

の目的を達成するため国が総合的に講じようとす

る施策に関する基本的事項（同項 2号）等とされ

ている。

　そして、その基本方針の策定に当たっては、厚

生労働大臣が、都道府県知事の意見や労働政策審

議会の意見を聴取し（10条 4 項）、閣議の決定を求

めることとなる（10条 3 項）。また、厚生労働大臣

は、必要に応じて、関係行政機関の長に対し、基

本方針策定の段階で資料の提出その他必要な協力

を求めたり（10条 6 項）、基本方針において定めら

れた施策で、関係行政機関の所管に係るものの実

施について、必要な要請をすることができるとし

た（10条の 2）。

　また、中小企業への配慮から、国に対し、基本

方針において定められた施策の実施に関して、地

方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その

他の事業主団体、労働者団体その他の関係者によ

り構成される協議会の設置その他のこれらの者の

間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるよう努

力義務を課した（10条の 3）。

　なお、国は、労働に関する施策をめぐる経済社

会情勢の変化を勘案し、必要があると認めるとき

は、基本方針を変更することも定められた（10条

7 項）。

6.施行日

　施行日は公布日とされた。
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1.�産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛生法�
13条、101条、104条）

　以下の八つの定めが新たに設けられた。

①�事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定め

る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

を提供しなければならない（労働安全衛生法13

条 4 項）。

②�産業医は、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行った場合、事業者は当

該勧告の内容その他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する

ことが義務づけられた（労働安全衛生法13条 6

項）。

③�事業場は、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につい

て、厚生労働省令で定めるものを、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（労働安全衛生法101条 2 項）。

④�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ことを義務づける定

めが設けられた（労働安全衛生法13条 3 項）。

⑤�労働安全衛生法または同法に基づく命令による

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っ

ては、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、並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（労

働安全衛生法104条 1 項）。

⑥�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（労働安全衛生法104条 2 項）。

⑦�厚生労働省は、⑤および⑥について、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（労働安

全衛生法104条 3 項、 4項）。

⑧�産業医の設置義務を負わない規模の事業場につ

いて、医師その他厚生労働省令で定める者に労働

者の健康管理等の全部または一部を行わせる場

合は、上記①および③について、努力義務を負う

（労働安全衛生法13条の 2第 2項、101条 3項）。

2.�面接指導等（労働安全衛生法66条の 8の 2、66条
の 8の 4）
　事業者は、以下の労働者に対し、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

わなければならない。

①�労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生

労働省令で定める時間を超える、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（管理監督者等の労働基準法41条各号に

掲げる者および高度プロフェッショナル制の対象

者を除く）（労働安全衛生法66条の 8の 2第 1項）

②�高度プロフェッショナル制の対象労働者で、そ

の健康管理時間が当該労働者の健康の保持を考

慮して厚生労働省令で定める時間を超えるもの

　なお、労働者の面接指導に応じる義務、面接指

導の結果の記録、医師の意見聴取義務、医師の意

見の衛生委員会等への報告その他の必要な措置を

取る義務については、労働安全衛生法66条の 8第

2項ないし第 5項を準用することとされた（同法

66条の 8の 2第 2項、66条の 8の 4第 2項）。

　準用に際し、同法66条の 8第 5項については、

上記①では「作業の転換」を「職務内容の変更、

有給休暇（法定の有給休暇を除く。）の付与」と読

み替え、上記②では、「就業場所の変更、作業の転

換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」を

第 3 労働安全衛生法の一部改正
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「職務内容の変更、有給休暇（法定の有給休暇を除

く。）の付与、健康管理時間が短縮されるための配

慮等」と読み替えることとされた。

　また、経過措置として、 第 1 2.［ 4］（21ペー
ジ）で述べた36協定に関する経過措置により、な

お従前の36協定が適用されている労働者に対して

は、当該従前の36協定が適用されている期間は、

改正後の面接指導の対象に含まれないとされてい

る。

3.労働時間の把握（66条の 8の 3）

事業者は、第66条の 8第 1項又は前条第 1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 1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。

　従前、事業者について、労働時間の把握義務お

よびその方法を具体的に定めた法令は存在せず、

平成29（2017）年 1月に公表された厚生労働省の

ガイドライン（「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」平29. 

1.20　基発0120第 3）があるにとどまっていた。今

回の改正では、高度プロフェッショナル制度の対

象労働者を除き、厚生労働省令で定める方法によ

り、労働者の労働時間の状況を把握しなければな

らないことが義務づけられた。

　なお、高度プロフェッショナル制度の対象労働

者については、労働基準法41条の 2第 1項 3号に

基づき、厚生労働省令で定める方法により健康管

理時間を把握する措置を使用者が講ずることを決

議する必要があるとされている。

4.罰則（120条 1 号）および施行日
　事業者が前記2.の面接指導を受けさせる義務に
違反することは、50万円以下の罰金刑の対象とな

る。施行日は平成31（2019）年 4月 1日である。

じん肺法35条の 3（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

るに当たっては、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 2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 3 で述べた労働安全衛生法の改正の中の情

報の取り扱いの部分について、じん肺法にも「じ

ん肺法に基づく健康診断」（じん肺法 3条、7〜10

条）という制度があり、健康診断等の情報の取り

扱いについても、労働安全衛生法の規定と同様の

規定をじん肺法にも置くことが必要であると考え

られたために設けられた条文であり、その趣旨・

目的は労働安全衛生法と同様である。

　なお、施行日は平成31（2019）年 4月 1日であ

る。

第 4 じん肺法の一部改正

労政時報　第3953号/18. 6.22 31



特集 1

1.「労働時間等の設定」の定義（ 1条の 2第 2項）
　労働者の健康確保の観点から、「労働時間等の設
定」の定義に関し、2.［ 1］で述べる「勤務間イン
ターバル制度」を含め、次の枠内の下線部分の文
言が追加された。

この法律において「労働時間等の設定」とは、
労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時
季、深夜業の回数、終業から始業までの時間そ
の他の労働時間等に関する事項を定めることを
いう。

2.事業主等の責務（ 2条 1項、4項）
［ 1］勤務間インターバル制度

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。

　本条項は「勤務間インターバル制度」の努力義
務に関する規定である。すなわち、本条項におい
て、事業主の責務として、「終業から始業までの時
間の設定」をすることについての努力義務を課す
こととなった。
　これにより、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り、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
能にしようとした。ただし、「努めなければならな
い」とあるとおり、あくまで勤務間インターバル
制度は努力義務であり、現時点では法的に制度設
置を義務づけるものではない。

［ 2］他の事業主との取引における配慮

事業主は、他の事業主との取引を行う場合にお
いて、著しく短い期限の設定及び発注の内容の
頻繁な変更を行わないこと、当該他の事業主の
講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の
円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付
けないこと等取引上必要な配慮をするように努
めなければならない。

　本条項の改正箇所は、下請に対して著しく短い
納期を設定するなどの現状に鑑み、過剰な取引条
件を押しつけないための配慮を要求するために、
新たに追記された（上記の下線部）。

3.�一定の要件を満たす衛生委員会を労働時間等�
設定改善委員会とみなす規定の削除（ 7条 2項
削除）
　労働時間等の設定の改善を図るための措置につ
いての調査審議機会をより適切に確保する観点か
ら、「労働時間等設定改善委員会」が設置されてい
ない事業場で、労使協定により衛生委員会を労働
時間等設定改善委員会とみなす規定が廃止される
こととなった。ただし、施行に関しては、平成34
（2022）年 3月31日まで（平成31〔2019〕年 3月31
日を含む期間を定めているものであって、その期間
が平成34〔2022〕年 3月31日を超えないものについ
ては、その期間の末日まで）の間は有効とされた。

4.�労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る�
労働基準法の適用の特例（ 7条の 2）
　各企業における労働時間・休日および休暇等の
改善に向けた労使の自主的取り組みを促進させる
ため、労働基準法37条 3 項（代替休暇）、39条 4 項
（時間単位の年次有給休暇）および同条 6項（年次
有給休暇の計画的付与）について、労働時間等設
定改善企業委員会における決議に関する特例を設
けた。具体的には、同委員会で委員の 5分の 4以
上の多数による決議がなされた場合には、当該決
議を関係事業場における各条項に係る労使協定に

第 5
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）の一部改正
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代えることができるとした。なお、この特例が認
められるためには、各事業場で各条項について労
働時間等設定改善企業委員会に調査審議させ、事
業主に対して意見を述べさせる旨を労使協定に定
めることが必要である。

5.施行日
　前述3.を除き、施行日は平成31（2019）年 4月
1日である。

　法案では、期間の定めがあることによる不合理
な労働条件の禁止を定めた労働契約法20条を削除
し、有期雇用労働者に関する不合理な待遇の禁止
がパート労働法 8条に盛り込まれることとなった
［図表 7］。詳しくは、後掲 第 7 3.［ 3］で解説す
る。

1.法律名・目的・基本的理念（ 1条、2条の 2、3条）

パート労働法 2条の 2（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。

　法律名に「及び有期雇用労働者」を加え、「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」に変更した。
　また、目的（ 1条）および事業主等の責務（ 3
条）の「短時間労働者」をすべて「短時間・有期
雇用労働者」に変更し、新たに有期雇用労働者に
ついても同法の対象範囲に含まれることを明確に
した。
　また、「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」との基本的
理念に関する規定が新設された（ 2条の 2）。

2.定義（ 2条）
　従前、「短時間労働者」とは、「 1週間の所定労
働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者
（当該事業所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所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 1週間の所定労働時間に比し短い労働者」
と定義されていた（ 2条 1項）。
　法案では、上記の条項の「事業所」が「事業
主」と改められ、事業所ごとではなく、事業所全
体で「通常の労働者」該当性を判断することとさ
れた。
　また、「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」

第 6 労働契約法の一部改正

第 7 短時間労働者の雇用管理の改善
等に関する法律（パート労働法）

図表 7  �同一労働同一賃金に関する改正

区　　分 不合理な待遇の禁止 差別的取り扱いの禁止 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

新設
改正法14条

有期雇用労働者 改正法 8条
改正前：労働契約法20条

新設
改正法 9条

新設
改正法14条
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（ 2 条 2 項）を、「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」（ 2条 3
項）をそれぞれ意味するとの、新たな定義が設け
られている。

3.雇用管理の改善等に関する措置（ 6〜13条）
［ 1］労働条件に関する文書の交付等（ 6条）
　従前、事業主は、短時間労働者を雇い入れた時
には速やかに、当該短時間労働者に対して、労働
条件に関する事項のうち労働基準法15条で定める
絶対的明示事項に加え、厚生労働省令で定める事
項（特定事項）について、文書の交付等厚生労働
省令で定める方法により明示しなければならない
ものとされていた（ 6条 1項）。
　法案では、「短時間労働者」が「短時間・有期雇
用労働者」と修正され、有期雇用労働者に対して
も、上記の特定事項を書面の交付等の方法により
明示しなければならないことが定められた。
　なお、現在短時間労働者について定められてい
る特定事項は、以下の四つである（パート労働法
施行規則 2条 1項）。
①昇給の有無
②退職手当の有無
③賞与の有無
④�短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項
に係る相談窓口

［ 2］就業規則の作成・変更手続き（ 7条）

パート労働法 7条 2項（新設）
前項の規定は、事業主が有期雇用労働者に係る
事項について就業規則を作成し、又は変更しよ
うとする場合について準用する。この場合にお
いて、「短時間労働者」とあるのは、「有期雇用
労働者」と読み替えるものとする。

　従前、事業主は、短時間労働者に係る事項につ
いて就業規則を作成し、または変更しようとする
ときは、当該事業所で雇用する短時間労働者の過
半数代表者の意見を聴くように努めるとされてい

た（ 7条）。
　法案では、同条に 2項を設け、有期雇用労働者
に係る事項について就業規則を作成し、または変
更しようとするときは、当該事業所で雇用する有
期雇用労働者の過半数代表者の意見を聴くように
努めるとの努力義務を新たに設けた。

［ 3］不合理な待遇の禁止（ 8条）

パート労働法 8条（下線部改正）

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。

　従前、労働契約法20条において、有期雇用労働
者の労働条件が無期雇用労働者の労働条件と相違
している場合、当該相違について、以下の①〜③
を考慮して、不合理と認められるものであっては
ならないことが定められていた。
①�労働者の業務の内容および当該業務に伴う責任
の程度（「職務の内容」）
②�当該職務の内容および配置の変更の範囲
③�その他の事情
　また、従前のパート労働法 8条においても、短
時間労働者と当該事業所に雇用される通常の労働
者との間の労働条件の相違について、上記①〜③
を考慮して、不合理と認められるものであっては
ならないことが定められていた。
　法案では、労働契約法20条が削除され、有期雇
用労働者に関する不合理な待遇の禁止がパート労
働法 8条に盛り込まれるとともに、「基本給、賞与
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その他」という個々の待遇ごとに、当該待遇の性
質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮
して、不合理か否か判断されるべきことが明確に
された［図表 8］。
　なお、近時の労働契約法20条に関する判例（ハ
マキョウレックス事件　最高裁二小　平30. 6. 1判
決、長澤運輸事件　最高裁二小　平30. 6. 1判決）
では、例えば「住居手当」「皆勤手当」といった個
別の待遇ごとに、同条に照らして不合理な相違が
ないか判断しており、法案も、これらの判例にお
ける判断方式と同様の定めを行っているものとい
える。

［ 4］�通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用
労働者に対する差別的取り扱いの禁止（ 9条）

パート労働法 9条（下線部改正）

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11条第 1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。

　従前、パート労働法 9条では、①「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」で、
②「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」短時間労働者につい
ては、「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」について通常の労働者と
差別的取り扱いをしてはならない旨が定められて
いた。
　法案では、短時間労働者に加え有期雇用労働者
についても、上記①②の要件を満たす場合は、短
時間・有期雇用労働者であることを理由として差
別的な待遇を行ってはならないこととされた。

［ 5］賃金・教育訓練・福利厚生施設（10〜12条）
　従前、10条および11条 2 項に基づき、短時間労
働者について、通常の労働者との均衡を考慮しつ
つ、職務の内容、職務の成果、意欲、能力または
経験等を勘案し、その賃金（通勤手当、退職手当
その他の厚生労働省令で定めるものを除く）を決
定し、教育訓練を実施するように努めるものとす
ることが定められていた。
　また、11条 1 項により、「通常の労働者に対して
実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が
従事する職務の遂行に必要な能力を付与するため

図表 8  �「不合理な待遇の禁止」と「差別的取り扱いの禁止」の考え方

不合理な待遇の禁止
（改正法 8条：いわゆる「均衡待遇」）

差別的取り扱いの禁止
（改正法 9条：いわゆる「均等待遇」）

①職務の内容（業務内容＋責任の程度）
②職務内容・配置の変更範囲
③その他の事情

個々の待遇の性質・目的に照らして事情を
考慮して、不合理か否か判断

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

労政時報　第3953号/18. 6.22 35



特集 1

　法案では、これらの条項の「短時間労働者」が

すべて「短時間・有期雇用労働者」と改められ、

有期雇用労働者が対象に加えられている。

　また、従前の12条では、「事業主は、通常の労働

者に対して利用の機会を与える福利厚生施設で

あって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資す

るものとして厚生労働省令で定めるもの」につい

ては、短時間労働者にも利用の機会を与えるよう

に配慮するものとされていた。

　法案では、「短時間労働者」がすべて「短時間・

有期雇用労働者」と改められ、有期雇用労働者が

対象に加えられているほか、厚生労働省令で定め

る福利厚生施設（現在は、パート労働法施行規則

5条により、給食施設・休憩室・更衣室）につい

て、短時間・有期雇用労働者に利用の機会を与え

なければならないと義務づけられている。

［ 6］通常の労働者への転換（13条）
　従前、13条により通常の労働者への転換を推進

するため、事業主は、短時間労働者に対して、以

下のいずれかの措置を講ずることとされていた。

①�事業所で通常の労働者の募集を行う場合に、当

該募集に係る事項を当該事業所に掲示すること

により、短時間労働者に周知すること

②�通常の労働者の配置を新たに行う場合に、短時

間労働者に当該配置の希望を申し出る機会を与

えること

③�試験制度等の通常の労働者への転換を推進する

ための措置を講ずること

　法案では、「短時間労働者」が「短時間・有期雇

用労働者」と改められ、有期雇用労働者について

も、上記のいずれかの措置を講ずることとされた。

4.待遇の相違等に関する説明義務（14条）
　従前、14条 1 項により、短時間労働者を雇い入

れた事業主は、 9〜13条の規定により措置を講ず

べきこととされている事項（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り扱いの禁

止、賃金、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働

者への転換に関する措置）について、労働基準法

15条およびパート労働法施行規則 2条で定める、

労働条件の締結に際し明示すべき事項を除き、短

時間労働者に説明しなければならないと定められ

ていた。

　また、14条 2 項により、事業主は、雇用する短

時間労働者から求めがあったときは、 6条（労働

条件の明示に関する努力義務）、7条（就業規則の

作成・変更に際し、短時間労働者の過半数代表者

の意見を聴く努力義務）、および、常時の 9〜13条

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、説明しなければならないと定められて

いた。

　法案では、14条 1 項および 2項の説明義務につ

いて、有期雇用労働者が対象に加えられた。加え

て、14条 2 項における説明義務の対象に、「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」が加えられ、事業主は、

雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあっ

た場合は、通常の労働者との待遇の相違の内容お

よび理由について説明する義務が課せられた。

　また、14条 3 項が新設され、同条 2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の不利益な取り扱いをし

てはならないと明示的に禁止された。

5.指針（15条）
　厚生労働大臣は前記3.および4.の、 6〜14条に
定める措置その他 3条 1項が定める事業主が講ず

べき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、指

針を定めることができるものとされている。

のもの」について、「既に当該職務に必要な能力を

有している場合その他の厚生労働省令で定める場

合」を除き、職務内容同一短時間労働者にも同様

の教育訓練を実施しなければならないと定められ

ていた。
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法律解説
働き方改革関連法案の要点解説

　 6条以下の規定は抽象的なものにとどまってお

り、「不合理な待遇」等の内容に関する具体的な解

釈については、この指針で示される可能性が高い

と考えられ、人事担当者としては指針の作成状況

を特に注目すべきである。

6.その他
　短時間労働者のための相談体制の整備（16条）、

短時間雇用管理者の選任に関する努力義務（17

条）、厚生労働大臣による短時間労働者を雇用する

事業主に対する報告要求、助言・指導及び勧告の

権利（18条）、事業主等に対する国の援助（19〜21

条）、紛争解決（22〜24条）、紛争調整委員会への

調停の委任（25、26条）について、法案では、「短

時間労働者」が「短時間・有期雇用労働者」と改

められ、有期雇用労働者もこれらの条項の対象と

された。

　なお、紛争解決について、有期雇用労働者が上

記の条項の対象とされたことにより、短時間・有

期雇用労働者に関する紛争のうち、前記3.［ 1］、
3.［ 3］〜［ 5］および4.に関する紛争については、
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 5条

に基づく労働局のあっせんの対象とはならず、パー

ト労働法25条に基づく調停の対象となる。

7.施行日
　施行日は、平成32（2020）年 4月 1日とされた

（附則 1条 2号）。なお、中小事業主については、

改正部分のうち、2条 1項（短時間労働者の定義）、

3条（事業主等の責務）、3章 1節（ 6〜18条。た

だし、15条〔指針〕と18条 3 項〔厚生労働大臣の

権限を都道府県労働局長に委任できる旨の規定〕

は除く）、4章の一部（22〜25条）については、平

成33（2021）年 3月31日まで適用せず、改正前の

パート労働法および労働契約法20条の規定を適用

するとされた（附則11条 1 項）。

　また、平成32（2020）年 4月 1日以前（中小事

業主が当事者となる場合は平成33〔2021〕年 4月

1日以前）に現に紛争調整委員会で継続している

あっせんについては、施行日後も従前のあっせん

が継続する（附則12、13条）。

　以上に述べたとおり、今回の働き方改革関連法

案では、主なものだけでも、時間外労働に関する

厳格化（36協定の上限時間の法制化）、年 5 日の

年次有給休暇を時季指定して取得させることの義

務化、高度プロフェッショナル制度の創設、短時

間労働者・有期雇用労働者に関する通常の労働者

との不合理な待遇格差の禁止、労働時間の把握の

義務づけ等、多数の法改正が行われており、人事

実務に与える影響は大きい。

　また、本稿では割愛した労働者派遣法について

も、派遣先の派遣元に対する比較対象労働者（派

遣を受けようとする労働者と職務の内容及び配置

の変更の範囲が同一と見込まれる労働者）の待遇

に関する情報提供義務が創設され、派遣元につい

て、派遣労働者の待遇に関する労使協定を締結し

ない限り、原則として派遣労働者と派遣先の比較

対象労働者との間で不合理な相違を設けることが

禁止されるなど、派遣実務に影響があると思われ

る改正案が示されている。

　働き方改革関連法案については、一般市民の生

活に直接影響することから、世間の関心も高いと

ころであり、今後活発な国会審議がなされること

が予想される。人事労務に携わる者としては、引

き続き同法案に注視する必要があるだろう。

まとめ
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