
社会保険労務士法人 シャイン
2020年８⽉ web通信

「働き⽅改⾰のポイント整理︕」

令和２年８⽉２５日
※聴講者はカメラ・マイクオフでお願いします

※質問は常時「チャット」にてお受けします（中村宛）
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働き⽅改⾰のポイント整理︕
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１ 働き⽅改⾰の概要

２ 年次有給休暇の付与義務

３ 時間外労働等の上限規制

４ 同⼀労働同⼀賃⾦



働き⽅改⾰の基本的な考え⽅
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出所︓厚⽣労働省「働き⽅改⾰〜⼀億総活躍社会の実現に向けて」

☞これまでの「仕事」中⼼の⽣活から（昭和型︖）
自分の⽣活に合わせて働くことができる社会づくり。



「働き⽅改⾰」の⽴案者 ⽔町勇⼀郎教授
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■「７０年ぶり」の労働法の⼤改⾰
・労働時間に関しては「アメリカ型」から
「ヨーロッパ型」へ移⾏。

・賃⾦決定についても欧⽶の考え⽅が強い。

■社会問題︓「⻑時間労働」＋「正規・非正規格差」
・「 karoshi」は世界で通⽤する⾔葉に。
・非正規（短時間、有期、派遣）が全労働者の４割。
年収２００万円以下。健全な⽣活に支障。

■経済問題︓成⻑と分配の好循環（アベノミクス）
・経済が好調なうち（2020年まで）に実施する必要性。
・⺠主党（財務省）、安倍自⺠（経産省）がリード。
「労働政策」というより「経済政策」の側面が強い。



働き⽅改⾰の概要

5出所︓政府「働き⽅改⾰実⾏計画（概要）」2017年３⽉２８⽇ 働き⽅改⾰実現 会議決定



人口ピラミッドの推移
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出典︓国⽴社会保障・人口問題研究所ホームページ （http://www.ipss.go.jp/）

人口 125,000千人
内15-64歳 74,000千人

↓

人口 92,840千人
（約25％減）
内15-64歳 47,900千人
（約40％減）

☞企業は規模、業種、地域に
かかわらず、人の取り合い
になっていく︕



衝撃の「働き⽅改⾰」
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■国から企業への課題
例えば年休５⽇の付与義務（年間40時間）
年間総労働時間（約2,000時間）からすれば、
2％の効率改善を図れるか︖

■進まない年休取得の現実。実は…︖︖

出典︓厚⽣労働省︓年次有給休暇の取得率等の推移（全国）



主な改正内容
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改正する法律 主な改正項目

労働基準法

・時間外労働の上限新設
・年次有給休暇の確実な取得
・時間外労働（⽉６０時間超）の割増賃⾦率引き上げ（中⼩企業）
・労働時間の管理義務（管理監督者も含む）
・「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清算期間の変更

労働契約法ほか 「同⼀労働同⼀賃⾦制度」の導⼊

労働時間等
設定改善法 勤務間インターバルの努⼒義務化

安全衛生法 ・研究開発業に対する⻑時間労働面接の義務化の義務
・産業医・産業保健機能の強化

雇用対策法 国による働き⽅改⾰推進の基本⽅針の策定を明記



施⾏時期

時間外労働の
上限規制

同⼀労働同⼀賃⾦
（パートタイム法）
（労働者派遣法）

その他改正項目
（⾼度プロ制度、フレックス
タイム制度、年休の消化義務、
勤務インターバルの努⼒義務、

産業医の権限強化等）

その他改正項目
（時間外６０時間超えの

中⼩企業の割増賃⾦率⾒直し）

働き⽅改⾰関連法の施⾏時期
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2019
4.1

2020
4.1

2021
4.1

2022
4.1

2023
4.1

大企業

中⼩企業

大企業

中⼩企業

全企業

中⼩企業



働き⽅改⾰のポイント整理︕
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２ 年次有給休暇の付与義務



年次有給休暇の付与義務
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【年次有給休暇制度】
入社から６カ⽉後に発⽣（詳細次ページ）。パートであって
も年休がある。年休がない会社はない。

【年休の消化義務（2019年４⽉１日〜）】
■１０⽇以上の年休が付与される労働者に対し、５⽇につ
いて毎年、時季を指定して付与（計画的付与、労働者の
申請による付与も５⽇に含む）

■ 「年次有給休暇管理簿」の作成義務

⇒付与できない場合、１人につき３０万円以下の罰⾦等。
⇒年休利⽤の実績が必要（買い上げはそもそも禁⽌）。
⇒仕事が薄い時季があれば、そうしたところで積極的に取得
させる。これから働く人は皆、知っている。



年休は何⽇与えなければならないか︖
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１回の付与日数が１０日を超える場合（赤枠）に付与義務発⽣︕

①通常の付与日数 週所定労働時間が３０時間以上、または５⽇以上の場合

②⽐例付与日数 週所定労働時間が３０時間未満で４⽇以下の者、
または１年間の所定労働⽇数が２１６⽇以下の者



年休の⽇数付与ルール
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【例】
平成２９年１⽉１⽇に入社した⽅が６⽉末まで所定労働⽇
数の８０％以上勤務すると、７⽉１⽇に１０⽇を付与。
（１００⽇勤務⽇があれば、８０⽇以上の勤務で付与）

更に１年後の３０年７⽉１⽇には１１⽇付与され、当初の
１０⽇を使っていなければ計２１⽇となる。
３１年７⽉１⽇には１２⽇付与されるが、最初の１０⽇は
２年で時効消滅し、未使⽤なら２３⽇が残る。

H29.7.1 → H30.7.1 → H31.7.1
10⽇ 21⽇ 23⽇

（10⽇+11⽇） （21⽇+12⽇-10⽇）



年休はどうやって消化する︖
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出典︓厚⽣労働省︓年５⽇の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説



年５⽇の時季指定義務
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出典︓厚⽣労働省︓年５⽇の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

平成３１年４⽉１⽇以降に付与される年休から適⽤。
→すでに全社員が義務化のサイクルに⼊っている︕
→今後の労基署の臨検では管理簿のチェックは必須。



年５⽇の時季指定義務
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出典︓厚⽣労働省︓年５⽇の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説



年休付与義務 チェック
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☑各社員の年休管理簿の作成が出来ている
（付与日、日数の管理）

☑平成３１年４⽉以降に１０日以上年休発生している社員に
年５日の付与が出来ている。
（できない場合、１人あたり３０万円以下の罰⾦）

☑会社から時季指定する場合、就業規則にその旨の規定が
⼊っている。



働き⽅改⾰のポイント整理︕
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３ 時間外労働等の上限規制



時間外労働等の制限 フロー
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１⽇８時間 週４０時間
（特例事業 ４４時間）

要 ３６協定（ない場合、罰則）

超える

建設・運送、医師等でない

３６協定 新様式

３６協定 特別条項
・年６回（６カ⽉） ４５時間超OK

年７２０時間まで

⽉４５時間、年３６０時間を超える
（１年変形の場合 ⽉４２時間、年３２０時間）



労働時間カウントイメージ
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【例】１⽇１０時間×７⽇勤務＝７０時間
【所定労働】８Ｈ×５⽇＝４０Ｈ
【時間外(⻘)】２Ｈ×５⽇＋１０Ｈ＝２０Ｈ
【休日労働(赤)】 １０Ｈ
☛当該⽉はこの週以外、時間外労働は25Ｈまで（⽉45Ｈ以内）
また全体の時間外・休日合計しても、70Ｈ未満（⽉100Ｈ未満）



労働時間カウントイメージ（変形労働）
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36協定様式と内容
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時間外労働
⽉45時間、年360時間

（１年変形 ⽉42時間、年320時間）

休⽇労働（上記と合計して⽉100時間未満）



36協定（特別条項）
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特別条項
例外︓年720時間



時間外労働の上限規制（⽉単位）イメージ
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時間外労働

特別条項

出典︓厚⽣労働省︓時間外労働の上限規制 わかりやすい解説



２〜６カ⽉平均８０時間以内
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時間外労働の上限規制（年の上限）
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※単⽉は100時間未満（休⽇労働含む）だが、２〜６カ⽉で平均８０時間未満
要件がある為、⽉８０時間×１２カ⽉＝年960時間が最大。
⇒結論的には『時間外＋休日＜＝８０時間』としないといけない。



時間外労働上限規制 チェック
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☑１日８時間、週４０時間を超える労働がある場合、
３６協定の締結、届出を⾏っている。

☑残業がある場合、⽉４５時間、年３６０時間以内
に収まっている。
⇒収まらない場合、特別条項付き協定を締結している。

☑時間外＋休日労働が⽉１００時間未満に収まっている。

☑時間外＋休日労働が複数⽉の平均で８０時間以内に
収まっている。



働き⽅改⾰のポイント整理︕
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４ 同⼀労働同⼀賃⾦



法制定の背景
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■正規・非正規の間には賃⾦、福利厚生、教育訓練などの⾯で
待遇格差があるが、こうした格差は、若い世代の結婚・出産
への影響により少子化の⼀要因、ひとり親家庭の貧困の要因
等となるなど、将来にわたり社会全体への影響を及ぼすに至
る。

出所︓厚⽣労働省「平成29年賃⾦構造基本統計調査」



まずは「定義の整理」
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①パートタイマー
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
者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者
⇒フルタイムのパートは法律上のパートではない。

②有期契約労働者
雇⽤期間の定めのある労働者（例︓１年契約など）

③均等（きんとう）待遇
同じ働き⽅をしている場合、処遇（賃⾦などの労働条件）を
同じにすること

（例︓100の仕事に対し、性別・年齢等に関係なく100の待遇）
④均衡（きんこう）待遇
働き⽅が違う場合、その違いに応じてバランスを考えた処遇
を決定すること

（例︓100の仕事に対し100の処遇、50の仕事に対し50の処遇）



比較の原則
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１ 無期雇用者（主に正社員）と有期雇用者

２ フルタイム（有期雇用者も含む）とパートタイマー

３ 派遣先の労働者と派遣労働者
（労使協定⽅式による場合を除く）

…整理としては、比較対象となる雇⽤形態が社内に
あるのか︖

…有期どうし、正規どうしの比較は法律上、不要。
労務管理上は必要な場合が多い。
例︓有期パートから有期パート間の待遇差の説明

を求められるなどは、法律上、対応は不要。



同⼀労働同⼀賃⾦ 考え⽅
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■正規・非正規の均等、均衡が問題となる。
正規が100の仕事で100の待遇を受けているのに、非正規が
70の仕事で50の待遇であれば問題となる。
⇒「仕事の⾒える化」が必要になると考えられる。
⇒正規は業界水準、非正規は地域水準の決定が多い。

■判断要素
①業務の内容および当該業務に伴う責任の程度
②職務内容および配置の変更の範囲
③その他の事情

■待遇差の説明義務
非正規は説明を会社に求めることが出来る（同じような仕事
をしている場合、なぜ待遇が違うか…）。



これまでの労務管理との違い
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これまでは「賃⾦の総⽀給額」というところでの⽐較が
多く争いになってきた。

同⼀労働同⼀賃⾦で決定的に違うのは、各個別の待遇を
⽐較するということ。

【例】
・正規社員にのみ通勤手当がある。
・同じような役割を担っているのに、正社員のみ役職手当
がある。

・正規社員と有期社員で同じような仕事をしているのに、
有期社員は給料が７割程度。

・正社員にのみ慶弔休暇がある。



実務的な比較の対応（来春までの準備）
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正職員 有期 短時間職員 短時間職員 嘱託職員 説明

1 基本給 月給制 時給 時給

正職員は、職務内容、責任、権限および基
幹社員として⻑期にわたるキャリア形成の
必要性を前提とし、総合的な業務に従事
し、そのため包括的な人材活用と運用の対
象となる地位にあり、会社の業績向上につ
いての協力義務を負う。

2 昇給 有（業績による） 更新時に判断 更新時に判断 更新時に判断 業績と本人評価によって都度決定。
3 役職手当 役職による 役職による 役職による なし
4 通勤手当 通勤距離による 通勤距離による 通勤距離による 通勤距離による 差異なし

5 賞与
年２回
（業績による）

年２回
（業績による）

年２回
（業績による）

-
支給額については、業績への貢献により判
断する

6 退職金 なし なし なし -
7 年次有給休暇 法定どおり 法定どおり 法定どおり 法定どおり
8 休職 有 無 有 無

9 労働時間 フルタイム
フル、短時間
労働契約による

フル、短時間
労働契約による

フル、短時間
労働契約による

10 時間外・休日労働 有 原則なし 原則なし 原則なし

①縦軸に各待遇、横軸に社内の雇⽤区分を記入
賃⾦、労働条件、休暇、福利厚⽣…

②雇⽤区分ごとで差がある場合は、説明を右に記入



同⼀労働同⼀賃⾦ チェック
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☑社内に⽐較すべき雇用区分があるかを確認

☑ある場合は、雇用区分と各待遇等を表にする

☑待遇差がある場合は、その待遇差に対する説明を検討

…実際、法律が始まるにあたって作成では遅いので、
できる限り来年４⽉までに主要な労働条件については
整理をしておくことが必要。

…ガイドラインも⽰されいてるが、あくまで事例。
大企業が先⾏して法律が動いており、これから判例に
より詳細は決まっていくので、判例を待つのが得策。



次回 web通信 配信予定

36

令和２年９⽉２９日（⽕）
１４時〜

zoomの使用⽅法と
業務での活用について

【関与先様以外は 参加費 3,000円（税込み） 】

共同講師︓森 弘⾏⽒
FarYeastBrewing株式会社

経営企画室⻑
中央⼤学 客員講師
⼩菅村商工会 ⻘年部⻑


