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「職場における精神障害発症に対する法的救済」
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P r o f i l e

最新労働法解説

講師●弁護士：町田悠生子 （まちだ　ゆきこ）

　働き方改革関連法のうち労基法・労安
衛法等の主要な改正規定に対する政省令
等の案が、8月27日に諮問され、９月３
日に労働政策審議会の各分科会・部会に
おいておおむね妥当と答申がなされ、そ
の後９月７日に官報に掲載、公布されま
した。
　また、今回の政省令の改正に合わせて、
新設あるいは改正された書式（36協定
届、清算期間１か月超のフレックスタイ
ム制の協定届等）も公表され、政省令の
正しい理解とともに、それら書式等の記
載についても対応が必要です。
　特に今回の政省令の内容は幅広く、罰

則付きの労働時間の上限規制、限度時間
を超えて延長時間を定める際の留意事
項、年休取得の義務化、労働条件の明示
方法、過半数代表の選出の厳格化等、今
後の企業実務への影響は多岐にわたり、
その対応は喫緊の課題です。
　そこで本研究会では、弁護士の町田先
生を講師にお招きし、企業側の視点から
政省令にどのように対応するのか、特に
知っておくべきこと等についてご解説い
ただきます。

平成18年３月　 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成20年３月　 慶應義塾大学法科大学院修了
平成21年12月　 弁護士登録（第二東京弁護士会）
平成24年６月　 五三・町田法律事務所設立
日本労働法学会会員、経営法曹会議会員、第二東京弁護士会労働
問題検討委員会副委員長
弁護士登録以来、専ら使用者側にて労働事件を多数取り扱うとと
もに、日々、顧問先等からの人事・労務関係の相談に対応。
【執筆】「労務専門弁護士が教えるSNS・ITをめぐる雇用管理」（共
著　新日本法規出版　平成28年）、「裁判例や通達から読み解く マ
タニティ・ハラスメント 引き起こさないための対応実務等」（編
著　労働開発研究会　平成30年）「2018年労働事件ハンドブック」
（執筆分担　労働開発研究会　平成30年）他。

働き方改革関連法政省令解説―
企業側の視点から―

―大改正の内容と企業がとるべき実務対応・重要ポ

イント―
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本定例会のポイント

過半数代表者選出手続の適正確保の強化

　過半数代表者が使用者の意向に基づいて選出されたものであってはならな
いことが労働基準法施行規則に明記された。これは、36協定を含め、過半数代
表者との間で労使協定を締結等する場面の全てに適用されるものである。過半
数代表者の選出手続は、それが不適法であると、労使協定が全労働者との関係
で当然に全部無効となる。適正さを欠くことによるリスクは極めて大きい。
　そもそも法が労使協定に免罰的効果を付与しているのは、その協定が、労使
が独立し、かつ対等の立場で締結したものであって、労働者側の意見がきちん
と協定に反映されているからである。労働者側の代表者が使用者の意向によっ
て選出されるとなれば、この前提が大きく損なわれてしまう。法の趣旨を正し
く理解し、労を惜しまず選出手続の適正さを確保するようにしたい。

新しい36協定届出様式の使用開始

　36協定の有効期間の全期間が2019年４月１日（中小企業では2020年４月
１日）以降となるときから、働き方改革関連法に基づく新しい36協定届出様
式を使用することになる。新しい届出様式への記入時の留意点は、届出書裏
面の記載心得で詳細に解説されているので、必ず新様式での36協定締結前に
確認してほしい。
　また、労基法36条６項に基づく時間外労働の上限規制（単月100時間未満、
２～６か月平均で80時間以内）も、新様式による36協定の有効期間が始ま
るときから適用される。そして、２～６か月平均は、新様式の使用開始後は
リセットされない。

産業医の権限強化・面接指導の確実な実施

　労働安全衛生法及び労働安全衛生規則の改正事項は少なくないが、いずれ
も、産業医の産業保健機能を強化し、また、長時間労働者に対する面接指導
を確実に実施することを趣旨とするものである。今回の改正からは、全体を
通じて、産業医と事業者側がしっかりと情報を共有し、産業医は労働者の状
況を、事業主は産業医の意見の意義等を深く理解した上で、より緊密に連携
して労働者の健康の維持確保を目指すものであることが読み取れる。
　これらの趣旨が、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則が細かく定める手
続の中に落とし込まれているので、趣旨を理解し、個々の手続を漏れなく行
うようにしたい。また、一部、改正事項について通達の発出未了の部分もあ
るので、引き続き、行政が発信する情報の収集に努めたい。
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Ⅰ

年４月１日）】
・労働基準法施行規則の一部改正
・健康保険法施行規則の一部改正
・厚生年金保険法施行規則の一部改正
・労働者災害補償保険法施行規則の一部
改正
・じん肺法施行規則の一部改正
・労働安全衛生規則の一部改正
・雇用保険法施行規則の一部改正
・労働者派遣法施行規則の一部改正
・育児介護休業法施行規則の一部改正
・労働時間等設定改善法施行規則の一部
改正
・確定拠出年金法施行規則の一部改正
・確定給付年金法施行規則の一部改正
・厚生労働省の所管する法令の規定に基
づく民間事業者等が行う書面の保存等に
おける情報通信の技術の利用に関する省
令の一部改正
・特定有期雇用労働者に係る労働基準法
施行規則第５条の特例を定める省令の一
部改正
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行
動計画等に関する省令の一部改正

　以上のとおり、全15本の省令（施行規
則）が改正されました。ただし、中には、
法改正に伴う条文番号の変更という形式
的な変更に留まるものも含まれています
（労働者派遣法、育児介護休業法、女性
活躍推進法の各省令など）。
　このほか、過半数代表者関係の改正も
複数あります。労基法施行規則にも、後
にご紹介するように、過半数代表者は使
用者の意向によって選出されたものであ
ってはならないことが盛り込まれました
が、健康保険法や厚生年金保険法の各省

　弁護士の町田と申します。本日は、働
き方改革関連法の成立に伴って改正され
た政省令のうち、労働基準法施行規則と
労働安全衛生規則を中心に皆様と一緒に
検討していきたいと思います。
　なお、働き方改革関連法関係の政省令
改正については、過日（10月19日・10月
25日）、水町勇一郎先生が本例会で講義
をされ、私も参加いたしました。皆様の
中にも参加された方が少なからずいらっ
しゃることと思います。働き方改革の趣
旨や理念については、水町先生から十分
なご解説があり、また、主に労働基準法
施行規則についてご紹介がありましたの
で、私は、使用者側の観点から、改めて
労働基準法施行規則の改正点を確認する
とともに、労働安全衛生規則の改正にも
焦点を当て、実務上の留意点をお話しし
ていきたいと思います。

働き方改革関連法政省令・
施行通達等（公表済み分）

　まず、働き方改革関連法の成立に伴い
どの省令（施行規則）が改正されたのか、
また、働き方改革関連法に関して現時点
で発出されている施行通達や指針にどの
ようなものがあるかを確認しておきまし
ょう。

【省令（施行規則）】
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の施行に伴う厚生労
働省関係省令の整備等に関する省令（厚
生労働省令第102号　平成30年９月７日）
【施行：平成31年４月１日（ただし、労
基法施行規則68条の改正は平成35（2023）
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Ⅱ

令にも同様の改正が含まれています。

【指針】
②労働基準法第36条第１項の協定で定め
る労働時間の延長及び休日の労働につい
て留意すべき事項等に関する指針（厚労
省告示第323号　平成30年９月７日）

　これは、36協定に関する指針です。後
ほどご紹介します。

③労働者の心身の状態に関する情報の適
正な取扱いのために事業者が講ずべき措
置に関する指針（労働者の心身の状態に
関する情報の適正な取扱い指針公示第１
号　平成 30 年９月７日）

　これは、労働安全衛生法関係の指針で
す（平成31年４月１日適用）。後ほどご
紹介します。

【施行通達】
④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について（基発0706
第１号　職発0706第２号　雇均発0706
第１号　平成30年７月６日）
　
　これは、働き方改革関連法の公布日に
出されたもので、働き方改革全般に関す
る概要が書かれています。

⑤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による改正後の労働
基準法の施行について（基発0907第１号　
平成30年９月７日）

　これは、労基法関係の施行通達で、フ

レックスタイム制、時間外労働の上限規
制、年次有給休暇、中小企業における月
60時間超の時間外労働に関する割増賃金
率の適用猶予の廃止、労基法施行規則の
見直し（労働条件の明示、過半数代表者
等）について記載されています。高プロ
関係は入っていません。

⑥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による改正後の労働
安全衛生法及びじん肺法の施行等につい
て（基発0907第２号　平成30年９月７
日）

　これは、労働安全衛生法関係の施行規
則で、産業医・産業保健機能の強化や面
接指導等について記載されています。高
プロ関係は入っていません。

　働き方改革関連法による法改正の施行
日は次頁図表１をご参照ください。

労働基準法改正関係
　では、労基法改正に入っていきます。
　本日の例会では、時間の制約もありま
すので、労基法関係も労働安全衛生法関
係も、政省令改正の要綱に関する厚労省
のプレスリリース（平成30年９月３日付
「『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の施行に伴う関係政
令の整備及び経過措置に関する政令案要
綱』等の答申」）の内容を一つずつ順に
確認していく、という流れにしたいと思
います。「要綱」というのは要約版のこ
とです。
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下「36協定」という。）において定
める事項
・健康福祉確保措置の実施状況に関
する記録を３年間保存しなければな
らないものとすること。
・36協定の届出様式
・適用猶予となる事業・業務の範囲
ⅴ　年次有給休暇について、以下の
事項等を定めるもの。
・通常の基準日より前の日に年次有
給休暇を付与する場合の時季指定義
務の考え方
・使用者は、年次有給休暇の時季指
定に当たって、その時季について労
働者の意見を聴かなければならず、
その意見を尊重するよう努めなけれ
ばならないものとすること。
・使用者は、年次有給休暇管理簿を
作成し３年間保存しなければならな

厚労省プレスリリース／労基法施行規則
の一部改正関係

ⅰ　労働条件の明示方法について、
労働者が希望した場合にはファクシ
ミリ、電子メールその他の電気通信
の送信の方法によることができるも
のとするもの。
ⅱ　労働基準法第18条第２項等に規
定する労働者の過半数を代表する者
は、使用者の意向に基づき選出され
た者でないものとするもの。
ⅲ　清算期間が１箇月を超えるフレ
ックスタイム制の協定で定める事項
に、当該協定の有効期間を追加する
もの。
ⅳ　時間外労働の上限規制につい
て、以下の事項等を定めるもの。
・新労基法第36条第１項の協定（以

＊働き方改革関係法改正の施行日 
改正した法律 大企業 中小企業（※3） 

雇用対策法（※1） 公布日（2018 年 7 月 6 日） 
労働基準法 ①：時間外労働の上限規制  

2019 年 4 月 1 日 
2020 年 4 月 1 日 

②：①③以外の改正事項（年次

有給休暇の付与義務等） 
2019 年 4 月 1 日 

③：中小企業における割増賃金

率の猶予措置の廃止 
 2023 年 4 月 1 日 

労働安全衛生法・労働時間等設定改善法など 2019 年 4 月 1 日 
パートタイム労働法・労働契約法（※2） 2020 年 4 月 1 日 2021 年 4 月 1 日 
労働者派遣法（※2） 2020 年 4 月 1 日 

  
※1 名称が「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」に変わり、働き方改革の基本法という位置づけに。国が働き方改革を

継続的に進めていくことを定めるもので、企業への直接的な影響は特になし。 
 ※2 いわゆる“同一労働同一賃金”と呼ばれてきたもの。雇用形態にかかわらない公正

な待遇の確保。 
※3 中小企業の範囲 

  資本金額または出資総額  
 
または 

常時使用する労働者の数 
小売業 5000 万円以下 50 人以下 

サービス業 5000 万円以下 100 人以下 
卸売業 1 億円以下 100 人以下 
上記以外 3 億円以下 300 人以下 

 

 

図表１
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うことは、すなわち、労働条件を明示し
ていない、ということですから、わざわ
ざこのような条文を置く必要はないよう
にも思われますが、これは、職業安定法
と平仄を合わせるための改正であり、ま
た、行政指導の根拠とするための条文な
のでしょう。2018年１月１日施行の改正
職業安定法では、募集過程での労働条件
明示が強化されました（職安法５条の３、
詳しくは厚労省リーフレット「労働者を
募集する企業の皆様へ～労働者の募集や
求人申込みの制度が変わります～」を参
照）。この流れに続いて、募集から採用
に至るまでの全過程で適切に労働条件が
明示されるように、労働契約締結時点で
の労働条件明示を定めた労基法について
も「事実と異なるものとしてはならない」
ことが規定されたものと理解できます。

２　過半数代表者の選出（労基法施行規
則６条の２）

　次に、過半数代表者に関して、「使用
者の意向に基づき選出されたものでな
い」ことが明記されました。
　過半数代表者が使用者の意向に基づき
選出されたものであってはならないこと
は、従前から通達で明らかにされてきま
したので（平成11年1月29日基発45号、
平成22年5月18日基発0518第1号）、実務
を変更するものではありません。通達で
のみ定められていた内容が施行規則に格
上げになったということです。
　労使協定というのは、文字通り、労使
による協定であって、労と使が対等の立
場で話し合い、労働者側の意見もきちん
と反映されているからこそ、労基法は、
労使協定に労基法違反状態への免罰的効

いものとすること。

１　労働条件の明示方法について（労基
法施行規則５条、改正後のもの、以下
同じ）

　これは、労基法15条に基づく労働条件
の明示方法について、書面の交付に加え、
労働者が希望した場合には、FAXまた
は電子メールなどの受信者を特定して情
報を伝達するために用いられる電気通信
の送信（ただし印刷可能なものに限る）
も可とするという改正です。
　パート労働者に対しては、パートタイ
ム労働法６条により労働条件明示義務が
加重されておりますが、明示方法につい
て、同法では既に、書面の交付のほか、
労働者が希望した場合には、FAXや電
子メール（ただし印刷可能なものに限る）
も可とされています（同法施行規則２条
２項）。労基法上の労働条件明示につい
ても、これとほぼ横並びになりました（た
だし、パートタイム労働法では、電磁的
な方法としては電子メールのみが許され
ています）。
　この、労働条件の明示方法の変更につ
いては、有期特別措置法によって無期転
換ルールの例外となる対象労働者に対す
る労働条件の明示に関しても全く同様の
改正がされております（特定有期雇用労
働者に係る労働基準法施行規則第５条の
特例を定める省令の改正）。

　それから、もう１点、労基法施行規則
５条２項として「明示しなければならな
い労働条件を事実と異なるものとしては
ならない」との条文が新設されました。
　事実と異なる労働条件を明示したとい
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「使用者の意向に基づいて選出される」
とは具体的にどのような状態のことを指
しているのか、ということだと思います。
　この点について、残念ながら、施行通
達（上記Ⅰ⑤）には、「使用者側が指名
する」という例しか書かれていません。
使用者が指名してはいけないことは当然
ですから、それ以外に、どのような状況
だと使用者の意向に基づいた選出になる
のかを知りたいのですが、施行通達には
具体的な記載がありません。
　そこで、一つの参考事例として、ナッ
ク事件（東京地裁H30.1.5判決・労経速
2345号3頁）をご紹介したいと思います。
この事件は、結論としては、事業場外み
なしの通常必要時間みなし協定に関し、
過半数代表者が使用者の意向に基づいて
選出されているため無効とされました。
　まず、裁判所は、労基法施行規則６条
の２の趣旨について、以下のように述べ
ています。
　「その趣旨は、労務管理について使用
者と一体的な立場にある者を排除し、か
つ、労働者の過半数から労使協定を締結
する者として明確な支持を受けた者をし
て協定を締結させることで労使協定に労
働者の自主的な意思を十分に反映させ、
内容の妥当性を確保しようとしたものと
解されるから、当該事業場の労働者にと
って、自主的な判断をする機会が与えら
れ、かつ、当該事業場の過半数の労働者
がその候補者を支持していると明確に認
められる民主的な手続が執られていると
いうことができれば投票や挙手以外の方
法（例えば労働者間の話合いや持ち回り
決議）でも足りるが、使用者の意向によ
って選出された者であってはならず、ま

果を与えているのです。労使協定による
免罰的効果が正当化されるには、あくま
で労使がそれぞれ独立し、かつ、対等の
立場でなければなりません。過半数代表
者が使用者の意向に基づいて選出される
ことになれば、独立性・対等性が大きく
損なわれ、使用者に迎合的な意見しか言
わなくなる危険性が高まりますから、労
使協定に免罰的効果を持たせること自体
の正当性が、根本から歪められてしまい
ます。ですから、過半数代表者は使用者
の意向に基づいて選出されたものであっ
てはならないことは当然の前提なのです
が、それが今回、労基法施行規則に明記
されることになったのです。
　これにより、労基署が、臨検監督時や
36協定等の労使協定の届出時に、過半数
代表者の選出手続の適正さを従前以上に
しっかりと確認することが予想されま
す。働き方改革関連法改正の前提となっ
ている労政審（労働政策審議会）の建議
（労審発第921号　平成29年６月５日）に
も、指導監督を徹底すべきとの記載があ
ります。使用者としては、選出手続の適
正さ（使用者の意向に基づいて選出され
たものでないこと、民主的な方法により
過半数の支持を得て選出されたこと）の
記録化（証拠化）にも留意する必要があ
ります。
　
　とはいえ、実務上は、労働者の自主性
に委ねたままでは、過半数代表者がスム
ーズに選出されないことも少なからずあ
ります。どうしても使用者側が多少プッ
シュしないと過半数代表者の選出手続が
進んでいかないという悩みを企業から伺
うこともあります。そこで気になるのは、
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募る明確な手続はとられていないことが
認められる。これらの事情を総合すると、
…使用者の意向によって選出された者で
あると認められる。また、労働者から見
て、支店長等の意向に基づくＤ、Ｂ及び
Ｃ以外の者でも代表者又はその候補者と
なりうることが明確にされて、かつ、別
の者を過半数代表者として支持すること
で使用者から何らかの不利益な取り扱い
を受けるおそれがないと信頼するに足る
事情があったことを認めるに足りる的確
な証拠もないから、Ｄ、Ｂ及びＣが過半
数代表者に当たるとは認められない。」
と結論づけました（下線は講師による）。
　この判決は、使用者は選出手続に一切
関与してはならない、とは言っていませ
ん。労働者の実質的な判断及び民主的手
続きを妨げない限度であれば一定程度関
与することも許されるということだと理
解できます。
　また、使用者が代表者を指名すること
についても、基本的には許されませんが、
例えば、従業員の中から全く手が上がら
なかったときに使用者が候補者の提案を
したとしても、「その人にこだわるもの
ではなく、他の人でもいい」「他の人を
選んでも不利益はない」ことが明らかに
され、労働者側の自由な判断の機会が確
保されていれば、違法とはいえない、と
この判決は言っています。つまり、「使
用者の意向に基づく選出」というのは、
幅のある考え方で、多少なりとも使用者
が選出手続にどうしても関与せざるを得
ないのであれば、労働者側の自由な判断
の機会を担保するよう使用者は十分な配
慮をしなさい、ということだと私は受け
とめております。

た、単にある者が過半数代表者として使
用者と協定を締結することにつき、積極
的に異議を述べる者がいないというだけ
では足りないというべきである。」
　次に、使用者が選出手続に関与するこ
との是非については、以下のように述べ
ています。
　「使用者が選出手続に関与することは、
労働者の自主的な判断及び民主的な手続
を妨げない限度でのみ許容されるから、
使用者の意向で代表者又はその候補者を
指名することは、労働者から見て、その
者以外の者も代表者又はその候補者とな
りうることが明確にされて、かつ、使用
者が指名した者を支持せず、別の者を過
半数代表者として支持することで使用者
から何らかの不利益な取り扱い（労働基
準法施行規則６条の２第３項参照）を受
けるおそれがないと信頼するに足る事情
が存しない限り、労働者の自主的な判断
を妨げると認めるべき事情というべきで
ある。」
　以上を前提として、「①原告が所属し
た支店における事業場外労働みなし制に
関する労使協定を締結したＤ、Ｂ及びＣ
は、『○○さんを従業員代表とすること
に同意します』と記載されているが、何
に関する従業員代表であるか、説明の記
載はない書面に社員が署名押印する方法
で過半数代表者に選出されていること、
②上記書面は総務担当者から社員に回覧
されて、社員が署名押印する方法で作成
されており、従業員代表となる「○○さ
ん」の部分は支店長等の意向に基づいて
回覧開始時に氏名が既に記入されていた
こと、③上記①、②の手続のほか、社員
に対し、過半数代表者の立候補や推薦を



No.2685　労働法学研究会報12

代表者との間で締結した全ての労使協定
は直ちに全部無効になってしまうので
す。違反した場合の効果が極めて重大で
す。36協定が違法・無効となれば、全従
業員分、全ての法定労働時間を超える労
働が直ちに違法・無効となります。これ
が過半数代表者の選出手続の怖いところ
です。
　また、一般的に、36協定だけはきちん
と過半数代表者を選出しているが、他の
労使協定は杜撰、というようなことは滅
多にありません。36協定が甘ければ他の
労使協定もだいたい全部甘いわけです。
労働法には、過半数代表者が絡む条文が
多いです。労基法だけでなく、育児介護
休業法や労働者派遣法などでも過半数代
表者は登場します。過半数代表者の登場
場面が広がるなかで、きちんと選出する
癖を早めにつけておかないと、全部が無
効・違法になりかねませんので、ぜひ、
この改正を機に襟を正していただきたい
と思います。

３　フレックスタイム制（労基法施行規
則12条の３）

　清算期間が１か月を超えるフレックス
タイム制を導入する場合は、①労使協定
に有効期間の定めを設けなければなら
ず、また、②その労使協定を届け出なけ
ればならないことになりました。　これ
は、清算期間が「１か月を超える」場合
ですので、「１か月ちょうど」は含みま
せん。
　①有効期間の定め方について、施行通
達（上記Ⅰ⑤）には記載がありませんが、
１か月単位の変形労働時間制の労使協定
に関する通達（平成11年３月31日　基発

　この判決は、あくまで東京地裁の一裁
判官が示した判断ですので、判例法理に
なっているわけではありませんが、「使
用者の意向に基づいた選出」の一例とし
て十分参考にしていただいて、実務対応
をしていただきたいと思います。
　
　もう一点、過半数代表者に関して、「使
用者は、過半数代表者が法に規定する協
定等に関する事務を円滑に遂行すること
ができるよう必要な配慮を行わなければ
ならない」との条文も新設されました（労
基法施行規則６条の２第４項）。これも、
配慮の具体的内容については、施行通達
（上記⑤）に記載がありませんので、一
定の事項を必ず行わなければならないと
いうことではないということだと思いま
す。例えば、代表者選出時の投票手続を
手伝ったり会社の設備を利用させたりす
る、また、代表者としての活動時間につ
いて賃金控除をしない、というようなこ
とが想定されているのでしょう。使用者
の方から過半数代表者にニーズを聞い
て、状況に応じて判断すればよいと思い
ます。

　以上のとおり、今回の改正からは、過
半数代表者に関する運用の適正さを確保
しようとする強いメッセージが感じられ
ます。使用者側としてはそれに思いを致
して、今まで杜撰だった点があるようで
あれば、多少面倒であっても、労を惜し
まず正しい流れで過半数代表者の選出手
続を行う方向に修正していただきたいと
思います。
　過半数代表者の選出手続は、仮にそれ
が違法であれば、36協定も含め、過半数
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を通したものだけでしたが、今回の改正
により、労基法36条にも上限時間（単月
100時間未満、２か月～６か月平均で月
80時間以内）が定められました。これに
より、36協定に基づく上限と労基法によ
る上限とが並列することになりましたの
で、企業は、この両方の上限を常に両睨
みしなければならず、36協定に基づく上
限を守るだけでは違法となる場合が生じ
ることになりました。例えば、図表２の
一番右は、36協定との関係では適法です
が、９月と10月の２か月平均が80時間を
上回っているため、労基法上の上限規制
（労基法36条６項）に反し違法となります。
　また、最近、副業・兼業の促進がよく
話題になっています。施行通達（上記Ⅰ
⑤）では、「労働者が、自社と、副業・

169号「不適切な制度が運用されること
を防ぐため、有効期間は３年以内とする
ことが望ましい」）と同様の考え方とな
るのではないかと思われます。
②届出は、新たに定められた様式第３号
の３を用いて行います。届出義務違反に
は罰則があります（労基法120条１号＝
30万円以下の罰金）。

４　時間外労働の上限規制
⑴新たな時間外労働の上限規制の概要
　新しい時間外労働の上限規制の内容に
関しては、既に皆様ご案内のこととは思
いますが、一応、簡単に復習をしておき
ましょう。
　これまでは、時間外労働の上限は、企
業が自ら定めた36協定というフィルター

 

 

 

  1 週 40 時間超の時間 

4 月 1 日～4 月 30 日 75 45 45 

5 月 1 日～5 月 31 日 45 45 45 

6 月 1 日～6 月 30 日 75 90 45 

7 月 1 日～7 月 31 日 45 45 45 

8 月 1 日～8 月 31 日 45 45 45 

9 月 1 日～9 月 30 日 75 45 90 

10 月 1 日～10 月 31 日 75 90 90 

11 月 1 日～11 月 30 日 45 45 45 

12 月 1 日～12 月 31 日 75 90 90 

1 月 1 日～1 月 31 日 45 45 45 

2 月 1 日～2 月 28 日 45 45 45 

3 月 1 日～3 月 31 日 75 90 90 

合計 720 720 720 

 ○ ○ × 

 

 

【36 協定】 原則：45 時間／月・360 時間／年 

特別条項：98 時間／月・720 時間／年 

図表２
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　では、36協定に関する労基法施行規則
の改正内容を確認していきましょう。
　まず、36協定の届出様式が新しくなり
ました。新様式は、36協定の有効期間の
全部が2019年４月以降（中小企業の場合
は2020年４月以降）となるときから使用
します。つまり、36協定の有効期間が
2019年３月31日（中小企業の場合は2020
年３月31日）をまたぐ場合は、現在の様
式を使います（図表３を参照）。なお、上
記（１）の新たな上限規制（労基法36条）
についても、労基法が定める上限（労基
法36条６項）を含め、36協定届の新様式
の使用開始と同時に適用開始となります。

　新様式には、様式第９号と様式第９号
の２があり、特別条項を設けない場合は
前者、設ける場合は後者を使います。様
式第９号の２は、限度時間内の時間外労
働についての届出書（１枚目）と、限度
時間を超える時間外労働についての届出
書（２枚目）の２枚セットです。

　36協定の締結・届出時の留意点につい
ては、「労働基準法第36条第１項の協定

兼業先の両方で雇用されている場合に
は、他社での労働時間も適正に把握する
責務を有して」おり、上限規制は、副業・
兼業先での労働時間を通算した労働時間
を前提に適用すると書かれていますの
で、副業・兼業を解禁する方向で考えて
いる場合には、十分ご留意ください。
　36協定というフィルターを通した上限
と労基法による直接的な上限とは、それ
ぞれに罰則が設けられています（労基法
119条１号＝６か月以下の懲役又は30万
円以下の罰金）。なお、私が厚労省に電
話で確認したところによると、労基法36
条６項による「２か月～６か月平均で月
80時間以内」との上限が2019年４月施行
よりも前にさかのぼって適用されること
はなく、2019年４月は同月１か月分のみ、
2019年５月は同年４月と５月の２か月間の
平均のみ、ということになるそうです。
このあたりも含め、年内を目標に、これ
まで厚労省に寄せられた質問を取りまと
めたQ&Aを公表する予定とのことでした。
　
⑵36協定において定める事項・36協定の
届出様式

 
  2019（H31）年   2020 年    2021 年 

   1/1 3/31 4/1  12/31 1/1 3/31 4/1  12/31 1/1  

大  現行様式 新様式 新様式 

大 現行様式 新様式 新様式 

中小  現行様式 現行様式 新様式 

中小 現行様式 現行様式 新様式 

 
 

図表３
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　まず、新様式には、「上記で定める時
間数にかかわらず、時間外労働及び休日
労働を合算した時間数は、１箇月につい
て100時間未満でなければならず、かつ、
２箇月から６箇月までを平均して80時間
を超過しないこと。」というチェックボ
ックスが加わりました。記載心得による
と、「チェックボックスは労働基準法第
36条第６項第２号及び第３号の要件を遵
守する趣旨のものであり、『２箇月から
６箇月まで』とは、起算日をまたぐケー
スも含め、連続した２箇月から６箇月ま
での期間を指すことに留意すること。ま
た、チェックボックスにチェックが無い
場合には有効な協定とはならないことに
留意すること」とのことですので、趣旨
を理解し、チェック漏れのないようにし
てください。また、これによると、2019
年４月以降、新様式の適用が開始される
と、以後、36協定の有効期間にかかわら
ず、常に２か月から６か月が平均され続
けていくことになることがわかります。
平均値は、36協定の締結・届出の都度リ
セットされるわけではありませんので、
ご注意ください。
  それから、特別条項を適用する場合の
手続（限度時間を超えて労働させる場合
における手続）に関して、「36協定届の
記載例」では「労働者代表者に対する事
前申し入れ」と書かれています。この特
別条項適用時の手続の内容については、
特に制約はなく、36協定の締結当事者間
の手続として労使当事者が合意した協
議、対象労働者に対する通告その他の手
続であれば構いません（上記Ⅰ⑤施行通
達、平成11年１月29日基発45号・平成15
年10月22日基発1022003号により一部改

で定める労働時間の延長及び休日の労働
について留意すべき事項等に関する指
針」（上記Ⅰ②）が発出されました（厚
労省からリーフレットも出ています）。
この指針には、①労使当事者の責務（時
間外労働・休日労働は必要最小限にとど
めなければならないこと）、②使用者の
責務（使用者は、36協定の範囲内であっ
ても労働者に対する安全配慮義務を負う
こと）、③業務区分の細分化（時間外労働・
休日労働を行う業務の区分を細分化し、
業務の範囲を明確にしなければならない
こと）、④限度時間を超えて延長時間を
定めるに当たっての留意事項（特別条項
は臨時的な特別の事情がなければ適用で
きないこと、臨時的な特別の事情はでき
る限り具体的に定めなければならないこ
と）、⑤１箇月に満たない期間において
労働する労働者についての延長時間の目
安、⑥休日の労働を定めるに当たっての
留意事項（休日労働の日数及び時間数を
できる限り少なくするように努めなけれ
ばならないこと）、⑦健康福祉確保措置、
⑧適用除外・適用猶予業務が盛り込まれ
ています。
　この指針の内容も含め、36協定の締結・
届出時の留意点は、新様式の記載心得に
詳細に書かれていますので、新様式を使
い始める際には、必ず内容を確認してく
ださい。
　
　また、新様式への記入方法については、
厚労省が公表している「36協定届の記載
例」に詳細に書かれていますので、具体
的な記入に関する解説は、時間の都合上、
その配付に代えたいと思いますが、何点
か特に重要な点だけお伝えしておきます。
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対応するよう、徹底を図ることが適当」
とされており、行政指導の強化が予想さ
れます。
　周知の趣旨は、労働者が法令等の内容
を知らないことに乗じて使用者が不正・
不当な取扱いを行うことを防止する点に
あります。労働者が使用者の行為を監視
する環境（労基法104条参照）を整備す
るために周知は重要な前提となります。
　周知方法は、①事業場に備え付ける、
②書面を交付する、③内容を常時確認で
きる電子機器を事業場に置く、のいずれ
かです（労基法施行規則52条の２）。従
業員の請求があった場合に見せるという
方法でも、①事業場への備え付けに含ま
れます（平成11年3月31日　基発169号）。

⑶特別条項適用時の健康福祉確保措置の
実施状況に関する記録（労基法施行規
則17条２項）

　特別条項適用時の健康福祉確保措置の
実施状況に関する記録を、36協定の有効
期間中及び有効期間満了後３年間、保存
しなければならないことが定められまし
た。記録・保存の具体的方法について、
施行規則上の指定はありませんので、何
らかの方法で、記録して保存していただ
ければよろしいと思います。

５　年次有給休暇について（労基法施行
規則24条の５～７、55条の２）

⑴通常の基準日より前の日に年次有給休
暇を付与する場合の時季指定義務の考
え方

　労基法施行規則では、「通常の基準日
より前の日に年次有給休暇を付与する場
合の時季指定義務の考え方」が詳細に規

正）。この手続は、特別条項を適用する
ときには必ず行わなければならず、所定
の手続を経ることなく、原則となる延長
時間を超えて労働時間を延長した場合
は、法違反となるものであることとされ
ています（同通達）。また、所定の手続
がとられたことについて、その旨を届け
出る必要はありませんが、労使当事者間
においてとられた所定の手続の時期、内
容、相手方等を書面等で明らかにしてお
く必要があります（同通達）。
　つまり、手続内容の制約はないので、
確実に実施できる手続きを選択すること
が肝要です。36協定に関する従前の厚労
省のリーフレットでは、「労使の協議」
と書いてありましたが、特別条項を適用
しなければならないような忙しい時に労
使の協議というのは現実的ではありませ
んし、協議状況や協議の結果を証拠とし
て残すのも難しいかと思います。また、
「労働者代表者に対する事前申し入れ」
というのも、理想的ではありますが、労
働者代表者が退職した場合等に困難が生
じます。自分で自分の首を絞めるような
ことがないように、実施しやすい手続を
選択して必ず実施し、それを記録として
残すことが大切です。

　最後に、届け出た36協定の周知も忘れ
ないようにしてください。周知義務（労
基法106条１項）違反は、それ自体、独
立して罰則の適用があります（労基法
120条１号＝30万円以下の罰金）。労政審
の建議（労審発第921号　平成29年６月
５日）の中で、周知についても「使用者
は、36協定等を労働者に周知させなけれ
ばならないとしている法の規定を踏まえ



労働法学研究会報　No.2685 17

生じるということになります。
　Ⅲは、入社から半年後に10日（ここま
では労基法通り）、それから半年後に11
日を付与する場合です。そうすると、入
社半年後からの１年間と、入社1年後か
らの１年間とが重複します。このように
重複する期間は、「５日」が重複する全
期間で按分されます。つまり、重複期間
18か月間÷12×５で7.5、ということは、
重なり合った期間の中で８日の指定義務
が生じるということです。重なり合った
期間が終われば、その後は、１年ごとに
５日間指定することになります。なお、
按分「してもよい」ということですので、
原則どおり、10日付与した日から１年間
に５日間、11日付与した日から１年間に
５日間指定してももちろん構いません。
　Ⅳは、入社時点でまず５日付与します。
そして、７月１日に残る５日を付与しま
す。この時点で10日付与となります。こ
の場合、１年目の７月１日からの１年間
と、２年目の４月１日からの１年間とが
重なり合うことになります。この場合の
取扱いについて、厚労省のリーフレット
には記載がありませんが、重なり合った
21か月全体で「５日」を按分すればよい
（21÷12×５＝8.75なので21か月間に９
日指定）となるのではないかと思います。
　Ⅴは、厚労省のリーフレットには記載
がありませんが、このような会社もある
のではないかと思い記載しておきまし
た。これは、入社時点で３日、３か月後
の７月１日に３日付与し、10月１日に残
る４日を付与して計10日付与します。計
10日付与されるのが10月１日となります
ので、結局のところは、Ⅲと同じになり
ます。

定されています。年次有給休暇は、労基
法上は、雇入れから６か月経って初めて
付与されるものです（労基法39条１項）。
しかし、実務上は、年休を管理しやすく
するために、入社時などに前倒しで付与
することがあります。これ自体は、法律
を上回る扱いですので適法ですが、前倒
しの場合に、今回導入された年間５日の
指定義務についてどのように考えればよ
いのかが問題となります。そのことを定
めたのが労基法施行規則24条の５です
が、非常にややこしく書かれており、条
文を読んだだけではよくわかりません。
　そこで、厚労省は「年次有給休暇の時
季指定義務」というリーフレット（図表
４）を公表し、労基法よりも前倒しで年
次有給休暇を付与する場合の時季指定義
務の考え方を図式化しています。これは
これでわかりやすいのですが、このリー
フレットには労基法施行規則の中に登場
する「基準日」、「第一基準日」、「第二基
準日」、「みなし基準日」という用語が登
場しません。
　これに対し、改正労基法の施行通達（上
記Ⅰ⑤）にも図があり（同通達21～22頁
目）、そちらでは、これらの用語も含め
た解説がされています（19頁図表５）。
　ただ、リーフレットと施行通達の両方
を見比べなければならないというのは非
常に面倒ですので、私の方で、一つにま
とめた図を作成しました（後掲図表６【講
師作成図】）。
　【講師作成図】のⅠは、労基法どおり
に付与する場合です。
　Ⅱは、入社時点で10日全部を与える場
合です。これは単純で、当初の付与日（入
社日）から１年ごとに５日の指定義務が
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※法定の基準日と異なり、
 入社日から年次有給休暇を付与する場合や、
 全社的に年次有給休暇の起算日を合わせるために２年目以降に付与日を変える場合
などについては、以下のような取扱いとなります。

ご不明な点やご質問がございましたら、厚生労働省または事業場の所在地を管轄する都道府県労働局、労
働基準監督署におたずねください。
 問合せ先：厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課 （代表）
 最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署は以下の検索ワードまたは コードから参照できます。

検索ワード： 都道府県労働局 または 労働基準監督署

（ ）

①法定の基準日（雇入れの日から半年後）より前に 日以上の年次有給休暇を付与する場合
⇒使用者は付与した日から１年以内に５日指定して取得させなければなりません。

４/１入社 １０/１ ３/３１

法定の基準日10日付与

９/３０

（例）４/１入社時に10日
付与する場合

通常は１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得させるこ
とになるが、４/１に前倒しで付与した場合には、４/１～翌
３/３１までの１年間に５日取得させなければならない。

５日取得

②入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、５日の指定義務がかかる１年間の期間
に重複が生じる場合（全社的に起算日を合わせるために入社２年目以降の社員への付与日を統一
する場合など）
⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間（前の期間の始期から後の期間の終期までの期間）
の長さに応じた日数（比例按分した日数）を、当該期間に取得させることも認められます。

４/１入社
通常は１年目の１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得さ
せ、２年目の４/１～翌３/３１までの１年間に５日取得させる
ことになるが、期間の重複が生じるため管理が複雑になる。

１０/１ ４/１

１年目の付与日
（10日付与）

９/３０

２年目の付与日
（11日付与）

３/３1

この場合には、１０/１～翌々３/３１までの期間（18箇月）に、
５日÷12×18＝７．５日以上取得させることも認められる。

（例）４/１入社で、
初年度は１０/１に付与
翌年度は４/１に付与
する場合

５日取得

５日取得

７．５日以上取得

④ 日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与し、労働者が自ら年次有給休暇を取得した場合
⇒分割して前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が 日に達した日からの１年間に５日の
指定義務がかかります。当該日以前に、分割して前倒しで付与した年次有給休暇について労働
者が自ら取得していた場合には、取得した日数を５日の指定義務から控除することができます。

４/１
入社

７/１～翌６/３０までの１年間に５日取得させることが必要。

７/１

５日付与

６/３０

５日付与

ただし、４/１～６/３０までに労働者が自ら年次有給休暇を取得して
いた場合には、取得した日数を５日から控除することができる。

（例）４/１入社時に５日付与
し、７/１に残り５日付与
する場合

←合計10日に到達

５日取得

③上記①・②の期間経過後は当該期間の最終日の翌日からの１年間に５日の指定義務がかかります。
（例）上記①の場合

４/１
入社

10日付与

１０/１

法定の基準日

①の期間

３/３１ ４/１

次の期間

（例）上記②の場合

４/１
入社

１０/１

１年目の付与日

４/１

②の期間 次の期間

２年目の付与日

９/３０ ４/１

５日取得 ５日取得

５日取得７．５日以上取得

３/３１

３/３１３/３１

p,50

図表４
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イ 付与期間に重複が生じる場合の特例（新労基則第 条の５第２項関

係）

上記アにかかわらず、使用者が 労働日以上の年次有給休暇を基準

日又は第一基準日に与えることとし、かつ、当該基準日又は第一基準

日から１年以内の特定の日（以下「第二基準日」という。）に新たに

労働日以上の年次有給休暇を与えることとしたときは、履行期間（基

準日又は第一基準日を始期として、第二基準日から１年を経過する日

を終期とする期間をいう。）の月数を で除した数に５を乗じた日数に

ついて、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えること

ができること。

ウ 第一基準日から１年以内の期間又は履行期間が経過した場合の取扱

い（新労基則第 条の５第３項関係）

第一基準日から１年以内の期間又は履行期間が経過した場合におい

ては、その経過した日から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）の初日を基準日とみなして新労

基法第 条第７項本文の規定を適用するものであること。

イ 付与期間に重複が生じる場合の特例（新労基則第 条の５第２項関

係）

上記アにかかわらず、使用者が 労働日以上の年次有給休暇を基準

日又は第一基準日に与えることとし、かつ、当該基準日又は第一基準

日から１年以内の特定の日（以下「第二基準日」という。）に新たに

労働日以上の年次有給休暇を与えることとしたときは、履行期間（基

準日又は第一基準日を始期として、第二基準日から１年を経過する日

を終期とする期間をいう。）の月数を で除した数に５を乗じた日数に

ついて、当該履行期間中に、その時季を定めることにより与えること

ができること。

ウ 第一基準日から１年以内の期間又は履行期間が経過した場合の取扱

い（新労基則第 条の５第３項関係）

第一基準日から１年以内の期間又は履行期間が経過した場合におい

ては、その経過した日から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）の初日を基準日とみなして新労

基法第 条第７項本文の規定を適用するものであること。
エ 年次有給休暇の一部を基準日より前の日から与える場合の取扱い

（新労基則第 条の５第４項関係）

使用者が年次有給休暇のうち 労働日未満の日数について基準日以

前の日（以下「特定日」という。）に与えることとした場合において、

特定日が複数あるときは、当該 労働日未満の日数が合わせて 労働

日以上になる日までの間の特定日のうち最も遅い日を第一基準日とみ

なして新労基則第 条の５第１項から第３項までの規定を適用するも

のであること。この場合において、第一基準日とみなされた日より前

に、労働基準法第 条第５項又は第６項の規定により与えた年次有給

休暇の日数分については、時季を定めることにより与えることを要し

ないこと。

⑶ 半日単位の年次有給休暇の取扱い

年次有給休暇の半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促

進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者

が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならな

い範囲で適切に運用される限りにおいて、問題がないものとして取り扱う

こととしているが、この取扱いに変更はないものであること。

この現行の取扱いに沿って、半日単位の年次有給休暇を労働者が取得し

エ 年次有給休暇の一部を基準日より前の日から与える場合の取扱い

（新労基則第 条の５第４項関係）

使用者が年次有給休暇のうち 労働日未満の日数について基準日以

前の日（以下「特定日」という。）に与えることとした場合において、

特定日が複数あるときは、当該 労働日未満の日数が合わせて 労働

日以上になる日までの間の特定日のうち最も遅い日を第一基準日とみ

なして新労基則第 条の５第１項から第３項までの規定を適用するも

のであること。この場合において、第一基準日とみなされた日より前

に、労働基準法第 条第５項又は第６項の規定により与えた年次有給

休暇の日数分については、時季を定めることにより与えることを要し

ないこと。

⑶ 半日単位の年次有給休暇の取扱い

年次有給休暇の半日単位による付与については、年次有給休暇の取得促

進の観点から、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者

が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならな

い範囲で適切に運用される限りにおいて、問題がないものとして取り扱う

こととしているが、この取扱いに変更はないものであること。

この現行の取扱いに沿って、半日単位の年次有給休暇を労働者が取得し

図表５
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のうちの５日については、基準日から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」と定めています。これを素直に読む
と、与えた日から１年以内に５日分を消
化しなければならない、つまり、新しい
年休日から付与しなければならないかの
ように読めます。しかし、従業員の立場
としては、時効消滅との関係で、通常は、
古いほうから消化してほしいと考えるは
ずです。この点について、私が厚労省に
電話で確認したところ、厳密に付与日か
ら１年以内とするのか、それとも、およ
そ１年間に最低５日と捉えればよいの
か、については言葉を濁しておりました

　このようにまとめてみると、要は、「１
年間」が重なり合う期間は按分、その期
間が終われば１年ごとに５日、というこ
とであると理解できます。
　
　時季指定義務の対象労働者は、「年次
有給休暇が10日以上付与される労働者」
ですから、正社員以外でも、比例付与（労
基法39条３項、労基法施行規則24条の３）
によって付与日数が10日以上となる労働
者は対象となりますのでご注意くださ
い。また、当然、管理職も対象となりま
す。
　
　新労基法39条７項は「有給休暇の日数

【講師作成図】
※図中の①～④は厚労省リーフレット「年次有給休暇の時季指定義務」の裏面に対応

入社 1年目（例：2019年） 2年目（例：2020年） 3年目（例：2021年） 4年目（例：2022年）
4/1 7/1 10/1 4/1 10/1 4/1 10/1 4/1

Ⅰ 労基法通りに付与 10日 11日 12日

10/1：
基準日

10/1：
基準日

10/1：
基準日

Ⅱ ①ベース 10日 11日 12日 ・・・
（重複なし）

4/1：
第1基準日

4/1：
基準日
（みなし）

4/1：
基準日

Ⅲ ②ベース 10日 11日 12日 ・・・
（重複あり）

これもOK→
10/1：
基準日

4/1：
第2基準日

4/1：
基準日
（みなし）

Ⅳ ④ベース 5日 5日 11日 12日 ・・・
（重複あり） 取得あり

充当OK④

これもOK→
4/1：
特定日

7/1：
特定日
第1基準日

4/1：
第2基準日

4/1：
基準日
（みなし）

Ⅴ ④ベース 3日 3日 4日 11日 12日 ・・・
（重複あり）

充当OK④

これもOK→
（※結局Ⅲと同じ） 4/1：

特定日
7/1：
特定日

10/1：
特定日
第1基準日

4/1：
第2基準日

4/1：
基準日
（みなし）

取得あり この1年間で5日
この1年間で5日

この1年間で5日

この18か月間で7.5日（8日）② この1年間で5日③

この1年間で5日
この1年間で5日

この21か月間で8.75日（9日）　21÷12×5② この1年間で5日③

この1年間で5日

この1年間で5日
この1年間で5日

この1年間で5日

この1年間で5日③この18か月間で7.5日（8日）②

この1年間で5日 この1年間で5日 この1年間で5日

この1年間で5日① この1年間で5日③ この1年間で5日③

充当OK④

取得あり

充当OK④

取得あり

充当OK④

充当OK④充当OK④

取得あり

充当OK④

図表６
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し、労働者の意見通りにしなければいけ
ないということではありません。

⑶年次有給休暇の管理簿の作成と３年間
保存（労基法施行規則24条の７、55条
の２）

　労基法施行規則24条の７として「使用
者は、法第39条第５項から第７項までの
規定により有給休暇を与えたときは、時
季、日数及び基準日（第１基準日及び第
２基準日を含む。）を労働者ごとに明ら
かにした書類（第55条の２において「年
次有給休暇管理簿」という。）を作成し、
当該有給休暇を与えた期間中及び当該期
間の満了後３年間保存しなければならな
い」という規定が新設されました。
　労基法39条５項は、労働者が請求した
時季に与えたとき、つまり労働者が自ら
取得したときです。同条６項は計画的付
与です。同条７項は使用者が付与したと
きです。すなわち、労働者が何らかの方
法で年休を取得したときには、年次有給
休暇の管理簿を作らないといけないとい
うことです。書式は自由で、厚労省とし
ても、書式例の公表予定はないそうです
（講師が厚労省に電話で確認）。既に年次
有給休暇の管理簿もしくはそれに近いも
のを作っている会社が少なかならずある
ので、厚労省が書式例を公表することで
かえって従前の実務に混乱を生じさせて
しまうことは避けたい、とのことでした。
　管理簿は労働者名簿と賃金台帳と合わ
せて調整することができますが、管理簿
自体は、労基法109条（３年保存）の対
象ではありません。３年保存は、あくま
で施行規則上の義務ですので、違反して
も罰則の適用はありません。

ので、これについても今後公表予定の
Q&Aで回答が示されることに期待した
いと思います。
　
　次に、施行通達（上記Ⅰ⑤）では、半
日付与でも可とされています。ただし、
これはあくまでも従業員の希望があった
ら半日付与してもいい、ということです
ので、使用者の側が指定するときに半日
で指定することはできません。
　これに対し、時間単位付与については、
５日指定義務からは除外されます。労働
者側からの取得だろうと使用者側からの
指定だろうと、いずれの場合も、時間単
位に関しては「５日」から除外されると
のことでした（講師が厚労省に電話で確
認）。
　
　施行通達（上記Ⅰ⑤）では、確実な取
得の方法として、年度の当初に労働者の
意見を聞いた上で、年休の取得計画を作
成し、以後、これに基づき、年休を取得
することなどが考えられると書かれてい
ます。これも参考に、どのようにすれば、
管理職も含めて確実に年５日取得できる
かを検討していただきたいと思います。
この改正は、企業の規模にかかわらず全
ての会社で2019年４月１日施行です。特
別な経過措置はありません。

⑵時季指定に当たっての労働者の意見の
聴取（労基法施行規則24条の６）

　使用者が時季指定をする場合には、付
与日について事前に労働者の意見を聴か
なければならないこと、そして、なるべ
く労働者の意見を尊重するよう努めなけ
ればならないことが求められます。ただ
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　労働基準法関係は以上です。
　

労働安全衛生法関係
　では、次に、労働安全衛生法関係の省
令（労働安全衛生規則）の改正事項を確
認してまいります。
　前出の厚労省のプレスリリース（平成
30年９月３日付）では、労働安全衛生規
則の改正点は以下のとおりまとめられて
います。

厚労省プレスリリース／労働安全衛生規
則の一部改正関係

　ということで、管理簿は、労働者ごと
に時季・日数・基準日が記載されていれ
ばどのような書式でも構わないのです
が、検討のたたき台があった方が便宜か
と思いますので、私の方で作ってみまし
た（図表７）。ゴシックになっていると
ころが、管理簿で必ず書かなければなら
ない項目です。基準日には〇をつけると
して、これが基準日だということがわか
るようにしました。あくまで一例として
参考にしていただき各社使いやすい書式
をご検討いただければと思います。

年次有給休暇管理簿 

          

氏名 甲野太郎         

入社日 2019.4.1         

所属部署 総務部総務課        

          

年休付与状況 法定付与義務 取得状況 残 

日 

数 
付与日 

付与

日数 
基準日 期限 

日

数 

日

数 

合

計 
取得日 

取得 

方法 

2019.4.1 3       1 1 2019.5.20 届出 2 

2019.7.1 3       1 2 2019.9.5 届出 4 

2019.10.1 4 〇 
2021.3.31 8 

1 3 2019.12.5 届出 7 

2020.4.1 11 〇 0.5 3.5 2020.2.5 届出 6.5 

     0.5 4 2020.3.3 届出 6 

     1 5 2020.3.28 指定 5 

     1 6 2020.6.4 届出 15 

     1 7 2020.10.3 届出 14 

     1 8 2021.3.19 指定 13 

          

年休付与状況 法定付与義務 取得状況 残 

日 

数 
付与日 

付与 

日数 
基準日 期限 

日

数 

日

数 

合

計 
取得日 

取得 

方法 

2021.4.1 12 〇 2022.3.31 5 1 1 2021.7.5 届出 24 

     1 2 2021.10.25 届出 23 

     1 3 2021.12.3 届出 22 

     1 4 2022.2.25 届出 21 

     1 5 2022.3.26 指定 20 

 

図表７

Ⅲ
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１　産業医・産業保健機能の強化
⑴改正趣旨
　産業医・産業保健機能を強化する趣旨
は、以下の２点です。
・　長時間労働やメンタルヘルス不調な
どにより、健康リスクが高い状況にある
労働者を見逃さないため、産業医による
面接指導や健康相談等が確実に実施され
るようにするべく、産業保健機能を強化
する。
・　産業医の独立性や中立性を高めるな
どにより、産業医等が産業医学の専門的
立場から労働者一人ひとりの健康確保の
ためにより一層効果的な活動を行いやす
い環境を整備するため、産業医の在り方
を見直す。

⑵産業医の辞任・解任の衛生委員会・安
全衛生委員会への報告（労働安全衛生
規則13条４項）

　産業医を辞任・解任したときは、その
旨と理由を遅滞なく（概ね１か月以内に）
衛生委員会または安全衛生委員会に報告
しなければいけないことになりました。
これは、産業医の身分の安定性や職務遂
行の独立性・中立性を確保するためです。

⑶産業医に対する情報提供（労働安全衛
生規則14条の２）

　改正労働安全衛生法13条４項に「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」
という条文が新設され、産業医に対する

ⅰ　産業医の辞任又は解任時におけ
る衛生委員会等への報告を定めるも
の。
ⅱ　産業医に対して提供する労働者
の健康管理等に必要な情報及びその
情報提供の時期を定めるもの。
ⅲ　産業医の勧告内容について事前
に事業者の意見を求めることや、勧
告内容等の記録及び保存、勧告内容
等の衛生委員会等への報告を定める
もの。
ⅳ　事業者又は総括安全衛生管理者
に対して意見を述べること等の産業
医の権限について明確化するもの。
ⅴ　産業医の業務内容等の労働者へ
の周知及びその方法を定めるもの。
ⅵ　医師による面接指導の対象とな
る労働者の要件や研究開発業務に従
事する者に対する医師による面接指
導の方法等を定めるもの。
ⅶ　労働者の労働時間の状況につい
て、タイムカードによる記録、パー
ソナルコンピュータ等の電子計算機
の使用時間の記録等の客観的な方法
その他の適切な方法で把握するとと
もに、これらの方法により把握した
労働時間の状況の記録を作成し、３
年間保存するための必要な措置を講
じることを定めるもの。

　働き方改革関連法による労働安全衛生
法の改正には２本の柱があります。①産
業医・産業保健機能の強化と②面接指導
の強化です。ⅰ～ⅴが①に関するもの、
ⅵとⅶが②に関するものです。以下、順
に紹介していきます。
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達（上記Ⅰ⑥）では、概ね２週間以内と
されています。

⑷産業医による勧告（労働安全衛生規則
14条の３）

　産業医は、労働者の健康確保するため
必要があると認めるときは必要な勧告を
することができます（改正労働安全衛生
法13条５項）。これ自体は変更がないの
ですが、「勧告を受けたときは、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
項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報
告しなければならない」ことが新たに追
加されました（同条６項）。
　また、産業医側の義務として、勧告を
しようとするときは、あらかじめ、勧告
の内容について事業者の意見を求めるこ
とも追加されました（労働安全衛生規則
14条の３第１項）。
　
　事業者側は、産業医から勧告を受けた

情報提供義務が新しく加わりました。こ
れに関する詳細を定めた「厚生労働省令」
が労働安全衛生規則の14条の２です。詳
しくは、図表８にまとめましたのでご覧
ください。
　産業医への情報提供は、なるべく書面
で行うことが望ましいと施行通達（上記
Ⅰ⑥）に書かれています。また、具体的
な情報提供の方法については、事業場ご
とにあらかじめ産業医との間で決めてお
くことが望ましいと書かれておりますの
で、今年度中に産業医と調整していただ
くのがよろしいと思います。
　ちなみに、労働安全衛生規則14条の２
の第１号は「遅滞なく」、第２号と第３
号は「速やかに」となっています。「遅
滞なく」と「速やかに」とでは、「速や
かに」の方が即時性が高いです（即時性
が高い順に、「直ちに」、「速やかに」、「遅
滞なく」）。「遅滞なく」は、合理的な理
由に基づく遅れは認められるという理解
です。「速やかに」については、施行通

 
  情報の内容（第１項） 提供時期（第２項） 

１号 

以下の①～③について講じようとする措置の内容に関す

る情報 

  

  

  

  

以下の①～③について措置を講じない場合にあっては

その旨・理由 

以下の①～③について既に講じた措置の内容に関する

情報 

  

  

① 健康診断実施後の措置（法６６条の５第１項） 法６６条の４ 
による医

師又は歯

科医師か

らの意見

聴取を行

った後、

遅滞なく 

② 
長時間労働者に対する面接指導実施後の措置（法

６６条の８第５項、研究開発業務従事者を含む） 

法６６条の８

第４項 

③ 
ストレスチェックの結果に基づく面接指導実施後の

措置（法６６条の１０第６項） 

法６６条の１０

第５項 

２号 

１週４０時間超の実労働時間が１か月あたり８０時間を超

えた労働者の氏名・１週４０時間超の実労働時間（研究

開発業務従事者を含む） 

１週４０時間超の時間の算

定を行った後、速やかに

（＝概ね２週間以内） 

３号 
労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の

健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの（※） 

産業医から情報の提供を

求められた後、速やかに

（＝概ね２週間以内） 

（※）具体的な内容は、追って通達等が示される予定。 
 

図表８
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③ストレスチェックの検査の実施、高ス
トレス者への面接指導の実施、その結果
に基づく労働者の健康を保持するための
措置に関すること。
④作業環境の維持管理に関すること。
⑤作業の管理に関すること。
⑥①～⑤のほか労働者の健康管理に関す
ること。
⑦健康教育、健康相談その他労働者の健
康の保持増進を図るための措置に関する
こと。
⑧衛生教育に関すること。
⑨労働者の健康障害の原因の調査及び再
発防止のための措置に関すること。
⑩事業者又は総括安全衛生管理者に対し
て意見を述べること。
⑪①～⑨に掲げる事項を実施するために
必要な情報を労働者から収集すること。
⑫労働者の健康を確保するため緊急の必
要がある場合において、労働者に対して
必要な措置をとるべきことを指示するこ
と。

　以上の①～⑨はこれまでも産業医の権
限とされてきたものであり、今回の改正
ではそれが明確化されたに留まります。
これに対し、⑩～⑫は、今回の改正によ
り産業医に新たな権限を付与するもので
す。
　また、産業医は、衛生委員会又は労働
安全衛生委員会に対して労働者の健康を
確保する観点から必要な調査審議を求め
ることができることも追加されました
（労働安全衛生規則23条３項）。

⑹産業医の業務内容等の労働者への周知
及びその方法（労働安全衛生規則98条

ときは、①勧告の内容、②勧告を踏まえ
て講じた措置の内容（措置を講じない場
合にあっては、その旨及びその理由）に
ついて、記録し、３年間保存すること、
勧告を受けた後は、遅滞なく、衛生委員
会又は安全衛生委員会に報告することも
求められることになりました（労働安全
衛生規則14条の３第２項～第４項）。上
記①②の記録の作成・保存については、
e-文書法の適用があります。
　勧告内容や勧告に対して措置を講じた
のか否かが記録化されていくことになる
と、過重労働に対する会社の安全配慮義
務違反が問われる場面では、今後必ず、
労働者側からこの記録の提出を求められ
ることになるでしょう。これを機に、よ
り一層、産業医との適切な連携を築き、
産業医からの勧告を真摯に受け止めるこ
と、また、それらを適切に記録し透明性
を確保しようとする姿勢を持つようにし
ていただきたいと思います。

⑸産業医への権限の付与（労働安全衛生
規則14条の４、23条の３）

　事業者は、産業医に対し、以下の権限
を与えなければならないことが定められ
ました。

①健康診断の実施及びその結果に基づく
労働者の健康を保持するための措置に関
すること。
②長時間労働者に対する面接指導（改正
労働安全衛生法66条の８第１項、同法66
条の８の２第１項）、労働安全衛生法66
条の９に規定する必要な措置の実施とこ
れらの結果に基づく労働者の健康を保持
するための措置に関すること。
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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。」
第２項「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。」
第３項「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。」
第４項「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項の指針が「労働者の心身の状態
に関する情報の適正な取扱いのために事
業者が講ずべき措置に関する指針」（上
記Ⅰ③）です。
　この指針では、「取扱規程を定める目
的」について、こう述べています。
　「心身の状態の情報が、労働者の健康
確保措置の実施や事業者が負う民事上の
安全配慮義務の履行の目的の範囲内で適
正に使用され、事業者による労働者の健
康確保措置が十全に行われるよう、事業
者は、当該事業場における取扱規程を定
め、労使で共有することが必要である。」　
ただし、指針には、「なお、本指針に示
す内容は、事業場における心身の状態の
情報の取扱いに関する原則である。この
ため、事業者は、当該事業場の状況に応

の２）
　改正労働安全衛生法101条２項で、「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
定めるものを、常時各作業場の見やすい
場所に掲示し、又は備え付けることその
他の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。」
との条文が新設されました。
　周知すべき内容は以下の３つです（労
働安全衛生規則98条の２第２項）。
ア　事業場における産業医の業務の具体
的な内容
イ　産業医に対する健康相談の申出の方
法
ウ　産業医による労働者の心身の状態に
関する情報の取扱いの方法

　アについては、上記（５）の12の権限
を明らかにすればよいと思います。イに
ついては、各事業所での決まりを書くだ
けです。ウについては、次の（７）を参
照してください。
　周知の方法は、労基法上の周知の方法
と同一です（労働安全衛生規則98条の２
第１項、23条３項各号）。

⑺労働者の心身の状態に関する情報の取
扱い（改正労働安全衛生法104条）

　労働者の心身の状態に関する情報の取
扱いについて、改正労働安全衛生法104
条に以下の条文が新設されました。
第１項「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
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保存しなければならない」（労働安全衛
生規則23条４項）とされました。「次に
掲げる事項」というのは、①委員会の意
見及び当該意見を踏まえて講じた措置の
内容、と、②①のほか委員会における議
事で重要なもの、です。

２　面接指導
⑴改正趣旨
　長時間労働やメンタルヘルス不調など
により健康リスクが高い状況にある労働
者を見逃さないようにするため、医師に
よる面接指導（問診その他の方法により
心身の状況を把握し、これに応じて面接
により必要な指導を行うこと。）が確実
に実施されるようにして労働者の健康管
理を強化するための改正です。

⑵医師による面接指導の対象となる労働
者の要件

　今回、医師による面接指導の対象とな
る労働者の要件が改めて整理されること
になりました。
　次頁図表９をご覧ください
　表中の①について、これまでは週40時
間を超えた実労働時間が月100時間を超
えた場合となっていましたが、これが月
80時間へ引下げられました（2019年４月
１日施行）。時間の引き下げられただけ
で、それ以外の変更はありません。面接
指導の実施時期は、労働者からの申出後
遅滞なく、です。
　②と③が今回の改正で新しく加わりま
した。②は、研究開発業務の従事者につ
いて、面接指導を強化するものです。研
究開発業務の従事者については、週40時
間を超えた実労働時間が月80時間を超え

じて、心身の状態の情報が適切に取り扱
われるようその趣旨を踏まえつつ、本指
針に示す内容とは異なる取扱いを行うこ
とも可能である。しかしながら、その場
合は、労働者に、当該事業場における心
身の状態の情報を取り扱う方法及び当該
取扱いを採用する理由を説明した上で行
う必要がある。」との記載もありますの
で、必ずしも全て指針どおりにしなけれ
ばならない、ということではないようで
す。
　施行通達（上記Ⅰ⑥）では、「この指
針に基づき事業者が講ずべき措置の具体
的内容については、追って通知する予定
である」とされていますので、現時点で
は、施行通達が出るまでにこの指針に目
を通していただき、今後、取扱いに関す
る規程を用意する必要があるということ
をご理解いただく程度でよいのではない
かと思います。

⑻その他
　その他の点としては、まず、産業医等
がより一層効果的な活動を行いやすい環
境を整備するべく、事業者は、産業医等
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努めなければ
ならないこととされました（改正労働安
全衛生法13条の３）。
　また、安全委員会、衛生委員会又は安
全衛生委員会について、事業者は、これ
までは「委員会における議事で重要なも
のに係る記録を作成して、これを３年間
保存しなければならない」とされていま
したが、今後は「委員会の開催の都度、
次に掲げる事項を記録し、これを３年間
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⑶労働者への労働時間に関する情報の通
知（労働安全衛生規則52条の２第３項）

　事業者は、週40時間を超える実労働時
間が月80時間を超えた労働者に対して、
速やかに、超えた時間に関する情報を通
知しなければならないことになりまし
た。これは、情報の通知先に、産業医だ
けでなく、労働者本人を加えるという改
正です（産業医への情報提供義務は、新
労働安全衛生規則14条の２へ移動してい
ます）。この情報通知の対象労働者は、
高プロ適用者以外、全員です（上記Ⅰ⑥
の施行通達参照）。通知の方法等につい
ては、追って通達等により示される予定
です。

⑷労働者の労働時間の状況把握・記録（労
働安全衛生規則52条の７の３）

　改正労働安全衛生法66条の８の３で、
「事業者は、第66条の８第１項又は前条
［第66条の８の２］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［高プロ適用者］を除く。）
の労働時間の状況を把握しなければなら

た場合、①により労働者から申し出があ
れば面接指導を実施することになります
が、さらに月100時間を超えた場合には、
②により、労働者からの申出の有無にか
かわらず面接指導を実施しなければなら
ないことになりました。③は、高プロ適
用者に関する面接指導で、詳細は未定で
す。
　週40時間を超えた実労働時間の算定式
には変更ありません。
（１か月の総労働時間数（労働時間数＋
延長時間数＋休日労働時間数）－（計算
期間［１か月間］の総暦日数÷７）×
40）

　労働安全衛生規則52条の２第２項は、
週40時間を超えた実労働時間の算定は
「毎月１回以上、一定期日を定めて行わ
なければならない。」としています。い
つを初日にするかは、各事業場の判断に
より自由に定めることができますので、
毎月１日とは限りません。そのため、
2019年３月31日をまたぐ月については、
改正法の適用はなし、との経過措置が定
められました（上記Ⅰ⑥の施行通達参
照）。  

  根拠条文 対象労働者 実施時期 

① 法 66 条の 8 
則 52 条

の 2 

③以外の労

働者（研究

開発業務従

事者を含む） 

週 40 時間を超えた実

労働時間が月 80 時間

を超え、かつ、疲労の

蓄積が認められる者 

労働者からの申

出後遅滞なく

（＝申出後概ね

1 か月以内） 

② 
法 66 条の 8

の 2 

則 52 条

の 7 の 2 

研究開発業

務従事者 

週 40 時間を超えた実

労働時間が月 100 時

間を超えた者 

100 時間を超え

た月の終了後遅

滞なく 

③ 
法 66 条の 8

の 4 
未定 

高プロ適用

者 

健康管理時間が労働

安全衛生規則で定め

る時間を超えた者 

未定 

 
 

図表９
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にいう「客観的な方法その他の適切な方
法」に何が含まれるかはまだ明らかにな
っていません。上記ガイドラインを参考
に、追って通達等で明らかにされる予定
です（上記⑥の施行通達）。
　
　以上です。ご清聴ありがとうございま
した。
（本稿は平成30年11月８日（木）に開催
しました第2785回労働法学研究会例会の
講演録を加筆・整理したものです。文責・
編集室）

ない。」との条文が新設されました。こ
の「厚生労働省令が定める方法」を規定
するのが労働安全衛生規則52条の７の３
第１項で、「法第66条の８の３の厚生労
働省令で定める方法は、タイムカードに
よる記録、パーソナルコンピュータ等の
電子計算機の使用時間の記録等の客観的
な方法その他の適切な方法とする。」と
されています。そして、労働安全衛生規
則52条の７の３第２項で「事業者は、前
項に規定する方法により把握した労働時
間の状況の記録を作成し、３年間保存す
るための必要な措置を講じなければなら
ない。」とされています。
  対象となる労働者は、高プロ適用者以
外、全員です。管理監督者も含まれます。
派遣労働者は派遣先が労働時間を把握し
ます（改正労働者派遣法45条３項、ただ
し、面接指導は派遣元です）。
　この改正のベースには、2017年１月に
公表された「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」があります。ただし、ガイド
ラインでは、管理監督者が除外されてい
ますが、労働安全衛生規則では除外され
ていませんのでご注意ください。ガイド
ラインは、労基法を意識したものですが、
労働安全衛生法は、医師による面接指導
を確実に実施することを目指すものです
ので、同法上、面接指導の対象となる労
働者が、労働時間の把握・記録の対象と
なります。労基法の管理監督者概念や割
増賃金支払いの要否とは連動しません。
なお、高プロの適用者が除外されている
のは、高プロには「労働時間」という概
念がないからです。
　労働安全衛生規則52条の７の３第１項
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よくわかる!

労働判例ポイント解説
75歳までの定年後再雇用者の更新拒否・65歳定
年後の再雇用拒否と労契法19条
国際自動車事件・東京地判平30・6・14（労経速2353号23頁）

青森中央学院大学教授

小俣勝治

事 実 の 概 要

　本件は、X組合（原告組合）の組合員
であり、Y会社との間で雇用契約を締結
していたX個人（原告個人）―AからL
までのXら（12人）が、①Y会社に対し
て、Xらのとの間で定年後の有期雇用契
約を締結せず、またはXらを雇止めした
ことにつき、客観的合理的理由が存在せ
ず無効であるなどとして、雇用契約上の
地位の確認、②賃金支払い・遅延損害金
の請求、③威嚇して提訴を諦めさせたり
訴えを取り下げさせたことについて不法
行為による損害賠償請求を求めた事案で
す。
（1）Y会社における定年後再雇用制度
　Y会社では、定年を60歳としていまし
たが、定年後再雇用を認めており、平成
18年ころには、70歳までは定年後再雇用
を認めていました。平成19年３月31日、
当時60歳の定年に達した組合員につい
て、①直近の健康診断の結果、業務遂行
に問題がなく、②過去３年間の無断欠勤
が20％以下の者については、希望があれ

ば63歳まで継続雇用するとの労使協定が
締結されました。
　甲グループ株式会社の社長（訴外Y-5）
は平成19年７月24日の団体交渉で、①乗
務員の安定的な確保と稼働率の上昇を図
るために、定年後の再雇用契約の条件に
ついて75歳までの契約更新を可能とする
こと、②60歳定年者の継続雇用の件は、
本人意思を確認の上、勤怠、健康に特段
の問題がなければ自動的に再雇用される
こと、③高齢乗務員の健康、安全対策と
して脳波検査を新たに付加して実施する
（X組合も③以外は好意的に受け止め
る）、と述べました。再雇用者の乗務員
の更新条件も同様に扱われました。
　Ｙ会社の定年は平成26年４月１日以降
65歳となりました。就業規則21条には、
「定年に達した社員が希望し会社が認め
た場合は、定年退職の翌日から引き続き
１年以内の期間を定めて再雇用する。」
と定められています。
（2）本件供給契約締結
　平成23年１月乙グループが甲グループ
の全株式を取得し、甲グループ各社は乙
グループ傘下に入ったところ、原告組合
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は労働者供給事業の認可を受けてY会社
と本件供給契約を結んで（平成26年６月
17日－平成27年４月１日商号変更に伴い
再契約）、組合員である再雇用者をY会
社に供給することになりました。同契約
２条（就業確保）には以下の定めがあり
ます。
２項：X組合は、Ｙ会社の申込みに応じ
て臨時組合員を供給する。
３項：Ｙ会社が就業させる労供組合員
（Ｙ会社に供給されるX組合の組合員）
は、X組合から供給される組合員で甲新
宿株式会社とその関連会社の定年者とす
る。
４項：Ｙ会社は労供組合員の配置につい
て、原則として当該組合員の出身就業場
所とし、需給動向やＹ会社の都合により
他の就業場所に配置することができる。
　同契約９条によれば、本契約の有効期
間は、契約日から１年とする。ただし、
期間満了１か月前までに、Ｙ会社、X組
合のいずれからも書面による契約満了の
意思表示がされないときは、本契約は引
き続き１年更新されたものとし、その後
も同様とする、とあります。
　雇用契約書記載の更新基準は、労働者
都合と会社都合のものがあり、後者につ
いては以下のものが挙げられています。
①契約満了時点の業務の有無または業務
量により判断
②職務能力、就労成績、健康状態など総
合的事由により判断
③事業所の経営内容、経営悪化又は大量
の業務消滅等により判断

（3）紛争の経緯
　平成27年７月15日、本件訴訟のX個人

らを含むY会社の従業員合計60名がY会
社に対して、未払い残業代の支払いを求
める通知書を送付しました。これに対し
て当時Yの社長（Y-①）の指示に基づき
Y-ａ課長による意思確認がなされた結
果、板橋営業所所属の従業員46名のうち
40名が請求を取り止めました。
　X個人-Aは平成28年１月16日で定年に
より期間の定めのない雇用契約が終了す
るところ、平成27年12月10日頃、Y-a課
長から、残業代支払請求の委任状に署名
しているが、組合の強制か個人の意思か
と確認された。Ｘ個人－Aは、組合の総
意でもあるが自分の意思で署名した旨解
答したところ、Y- a課長から12月で定年
だが今後どうしたいのかと尋ねられた。
Aは引き続きこの会社で仕事をしたい旨
答えた。Y-a課長は、X個人－Aを定年
退職として扱い、再雇用契約を結ばない
旨告げ、総合的に判断したと述べる。他
方で、別件訴訟提起していたＹ-bにもい
ったんは供給の申込みをしない旨通知し
たが、Ｙ-ｂが仕事継続のため訴訟を取
り下げた結果、供給契約の申込みの通知
があった。団体交渉の場でも当時の社長
（Y- ①） から会社を提訴するような人と
は、信頼関係が保てもないため再雇用や
契約更新を認めない旨の発言がありまし
た。（平成28年１月26日）
　Ｙ会社は「雇止め等の日」欄記載の日
までに、X個人らに対し、定年後の再雇
用をしない旨又は有期雇用契約を締結し
ない旨を通知し、同日付でX個人－Bか
らJまでを雇止めしました（「本件雇止
め」）。また、X個人－A、K、Lについて
は、定年後有期雇用契約を締結すること
なく、定年に達した時点で雇用関係を終
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了させ、再雇用契約を締結しませんでし
た（「本件再雇用拒否」）。本件雇止め及
び本件再雇用拒否を併せて、「本件雇止
め等」とします。
　本件の争点は、（1）X個人らとＹ会社
との雇用契約が、本件雇止め等にもかか
わらず、労働契約法（以下「労契法」と
いう。）19条の適用または類推適用等に
より更新または締結されたものとみなさ
れるか、（2）X個人らの賃金請求権の有
無及び額、（3）本件雇止め等のX個人ら
に対する不法行為該当性及びその損害
額、が挙げられますが、以下本稿では
（1）のみを取り扱います。

判 旨

一　本件有期雇用契約に対する労契法
19条の適用
　「本件供給契約は、Y会社が供給の申
込みをした供給労働者とY会社との間
で、別途雇用契約が締結されることを当
然の前提としているものと認められる。
そうすると、本件供給契約に基づくY会
社からの供給の申込みが契機となるとし
ても、X個人らとY会社との契約関係は
雇用契約であるから、その限りでは、労
働契約法及び労働基準法の適用を否定す
べき理由はない。」
　上記の事情を総合考慮すると、「Y会
社とX組合は、本件供給契約の締結に当
たり、前記認定に係る有期雇用契約の更
新の手続や定年後の継続雇用の運用等に
ついて、何らかの変更を加える意思を有
していたものではなく、かえって、何ら
の変更を加えない意思であったとみるの
が当事者の合理的意思解釈として相当で

ある。」
　「以上に判示した事情を総合すると、
本件供給契約は、契約書の２条２項に
『甲（Y）の申込みに応じて』との文言
はあるものの、Y会社に労働者供給を申
し込むか否かの自由裁量を与え、申込み
がなければ雇用契約が締結、更新されな
いという内容を合意したものではなく、
有期雇用契約の契約期間の終了に伴う更
新に当たっては、Y会社からの労働者供
給申込みがなされなくとも、他に同契約
の更新を妨げる勤怠、健康等の問題がな
い限り、同契約が更新されるという従前
の有期雇用契約の更新手続きや定年後の
継続雇用の運用等を前提とした契約とみ
るのが当事者の合理的意思解釈として妥
当であり、その旨の黙示の合意があった
と認めるのが相当である。」

二　定年後有期労働契約を締結していな
い原告A、K、Lに対する労契法19条の
類推適用等
（1）「労契法19条は、有期雇用契約につ
いて、同条１号、２号所定の要件がある
と認められ、当該労働者において遅滞な
く当該有期雇用契約の更新申込み等を行
った場合で、使用者の当該申込みの拒絶
が、客観的に合理的な理由を欠き、社会
通念上相当であると認められないとき
は、当該使用者は従前の有期雇用契約の
内容である労働条件と同一の労働条件で
当該申込みを承諾したものとみなすもの
であって、一定の要件の下に使用者の意
思表示を擬制して、有期雇用契約につ
き、一種の法定更新を認めるものであ
る。」
　本件では無期雇用契約の定年による当
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然の終了やその定年後の有期契約への転
化というX組合の主張を踏まえると、労
契法19条の類推適用の主張は、「同条の
定める有期雇用契約の法定更新という枠
組みとは大きく異なる」。とくに、労契
法19条は、「従前の有期雇用契約の内容
である労働条件と同一の労働条件で当該
申込みを承諾したものとみなす」と規定
しているのに対し、本件における従前の
契約は期間の定めのない雇用契約である
から、従前の契約の労働条件をもとに新
たに成立するものとみなされる有期雇用
契約の労働条件を特定することはできな
いうえ、定年後の労働条件を定年前の労
働条件や労働者の希望により補うこと
は、前判示に係る法定更新の枠組みにま
ったく別個の枠組みをいわば合体させて
定年後の労働条件を決定することになる
から、もはや類推適用の枠組みを超える
ものと言わざるを得ない。」
（2）本件では、「Y会社は、X個人ら３名
との再雇用契約締結を拒否しており、再
雇用契約における労働条件についての希
望等は何ら示されていないから、本件再
雇用拒否が権利濫用に当たるか否かを問
うまでもなく、上記X個人ら３名とＹ会
社との間で締結される再雇用契約の主要
な労働条件である上記各勤務形態のいず
れかという点を定めることができない以
上、上記X個人ら３名とＹ会社との間で
再雇用契約が成立したと認めることはで
きない。」
三　X個人－BからJまでの各有期雇用契
約の労契法19条による更新の有無
（1）75歳までの雇用契約更新に対する
合理的期待
　「以上の事実を含む前記認定の諸事実

に照らすと、上記Y5社長の発言以降定
年到達後、Y会社に再雇用された労働者
については、勤怠、健康状態等に問題が
ない限り75歳まで契約更新が可能となる
という限度において、有期雇用契約が更
新されるものと期待することについて合
理的な理由（労契法19条２号）がある」。
（2）75歳以降の者（X個人－D、I）につ
いては、「有期雇用契約の更新に対する
合理的期待を認めることはできない。」

　　

ポ イ ン ト 解 説

（1）組合との労働者供給契約の締結と
労契法19条適用問題
　Ｙ会社では、定年者を再雇用する場合
に、直接雇用の形式をとらずあえて労働
組合に労働者供給業の認可を受けさせ
て、まずＹ会社が労働組合に対して労働
者供給の申込みを行う形式になっていま
した。この形式的な手続きが再雇用の前
提とされると、会社側の申込みがなされ
ない定年者は再雇用の可能性は否定され
ます。Ｙ会社としては実際にそのような
意図を有していたとみられます。「Ｙ会
社としては、…労働者の雇用について期
待権を前提とした労契法19条の適用がな
いという利益を重視して本件供給契約を
締結した」との主張があります。そうな
れば、労契法19条適用の潜脱が意図され
たことになり、本件供給契約は違法・無
効（制度の濫用的利用として無効）と解
釈されても仕方ないでしょう。しかし、
本件労働者供給契約は労働組合との合意
＝労働協約であるところから、使用者側
の意図がどうあれ、労働組合がそのよう
な契約を締結することは考えられないの
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で、そのような趣旨とは解しえません。
その結果、本件供給契約締結の意義（特
に積極的意義）はほとんど認められない
ことになります。すなわち、本件供給契
約は「Y会社からの労働者供給申込みが
なされなくとも、他に同契約の更新を妨
げる勤怠、健康等の問題がない限り、同
契約が更新される」という従前の有期雇
用契約の更新手続きや定年後の継続雇用
の運用等を前提とした契約」と解されま
す。
（2）定年後初めての再雇用契約の締結
（原告A、K及びL）と労契法19条
　判旨は、労契法19条は「一定の要件の
下に使用者の意思表示を擬制して、有期
雇用契約につき、一種の法定更新を認め
るもの」としています。すなわち、使用
者としては再雇用契約の締結並びに有期
雇用契約の更新を拒絶しているのに、承
諾したとみなすわけですから、存在しな
い意思を存在するものと擬制することに
なります。この点は、従来判例における
雇止めの法理の説明とも関係します。
「本条は、これを労働者からの契約更新
ないし契約締結の申込みを使用者が承諾
したものとみなすという形で，立法上整
理したものである。この整理は、法定更
新という法律効果の発生を明確ならしめ
るためのものと解される」が、従来の雇
止めの実態との間に若干のズレが生ずる
（荒木他「詳説労働契約法」第2版2014年
204頁）、とされます。
　すなわち、「雇止めは、本来、有期契
約の期間満了による自動終了であり、更
新拒絶（雇止め通知）も観念の通知であ
って、解雇権濫用法理を類推適用して
も、解雇の場合と違って、無効とすべき

法律行為が存在しない。そこで、雇止め
の効果を否定しても、いかにして契約が
存続することを理論的に説明するのかが
問題となっていた。本条はこの点を、労
働者の契約更新・締結の申込みを使用者
が承諾したものとみなすことで、契約が
再締結されたことを明定し、理論上の問
題点を立法的に解決したもの」（荒木他
前掲書225頁）と説明されています。
　このような通説的見解に対して、雇用
継続の合理的期待が存する場合には、使
用者が自己の行動〔言動〕によりそのよ
うな（期間満了による自動終了の）機能
を弱め打ち消すような実質無期状況ない
し雇用継続の合理的期待が存する状況を
作出したことを重視（禁反言の原則も考
慮）して、その段階で（黙示の）自動更
新の合意すなわち、個々の有期労働契約
を生じさせる基礎・基盤ないし土台とし
ての基本合意がすでに成立しているとす
る見解もあります（三井正信「労働契約
法19条の基本構造と不更新条項（１）」
民商法雑誌153巻６号１頁（849頁、860
頁）。判例の雇止め法理の基礎は解雇権
濫用法理ではなくむしろ基本合意に基づ
く有期労働契約の成立に力点がある（三
井前掲論文863頁）のであり、更新拒絶
はこの合意の解約（三井前掲論文866頁）
となって解雇に類似した法状況になる、
と説明されます。
　判旨は通説的立場により19条を解釈し
ているとみられます。そして本件につい
てはその類推適用を否定しています。と
いうのは、「当該有期労働契約の契約期
間の満了」がベースとなる契約であって
かつみなされる契約も「従前の有期労働
契約の内容である労働条件」であること
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から、従前の無期契約の定年による終了
後の有期雇用契約の締結は、有期雇用契
約の更新問題とは全く別であって、類推
適用の対象範囲を超えている、とみてい
るようです。
　しかし、本件においては定年退職後直
ちに有期労働（再雇用）契約締結への期
待の程度並びにその社会的合理性は、以
前に定年を経た再雇用者と比較して勝る
とも劣らないものであり、また訴訟提起
を理由とする不当な再雇用拒否であるの
に、従前の契約が無期契約であったこと
のみを理由とする再雇用拒否は不合理で
あり納得のゆくものとは思えません。
（3）労契法19条２号の適用類型と類推
適用の可能性
　雇止め規制に関する従前の判例の分析
では、解雇法理（解雇権濫用法理）を類
推適用するかどうかという審査（第１段
階）と、類推適用された結果として求め
られる雇止めに対する客観的合理的理由
と社会的相当性の審査（第２段階）の二
段階の審査が意識されていました（大内
伸哉編「有期労働契約の法理と政策」
（弘文堂2014）31頁）。雇止めの紛争類型
は、①純粋有期契約タイプ、②実質無期
契約タイプ＝東芝柳町事件、③期待保護
（反復更新）タイプ＝日立メディコ事件、
④期待保護（継続特約）タイプ＝龍神タ
クシー事件、に整理されます（大内前掲
書45～46頁）。労契法19条は第１段階の
審査対象について１号で実質無期（上記
②）タイプを、２号で期待保護（反復更
新＝上記③）タイプと、期待保護（継続
特約＝上記④）タイプを統合したものと
されます（大内前掲書55頁）。
 ２号の範疇に入る上記④のタイプのモ

デルとなった龍神タクシー（異議）事件
（大阪高判平３・1・16労働判例581号36
頁）では、「臨時雇運転手制度の導入以
降、自己都合による退職者を除いては、
例外なく雇用契約が更新（再契約）され
てき」たことに照らせば、「その雇用期
間についての実質は期間の定めのない雇
用契約に類似する」とし、「申請人の雇
用を継続するものと期待することに合理
性を肯認」できるとして、「このような
本件雇用契約の実質に鑑みれば、前示の
臨時雇運転手制度の趣旨、目的に照らし
て、従前の取扱いを変更して契約の更新
を拒絶することが相当と認められるよう
な特段の事情が存しないかぎり、被申請
人において、期間満了を理由として本件
雇用契約の更新を拒絶することは、信義
則に照らし許されない」としています。
　制度導入後従前に有期契約は例外なく
更新されてきたという事情が、初めて有
期契約を締結した者の更新にあたっても
雇用継続への期待の合理性を正当化して
いる、とみることができます。そうする
と、一歩進めて、制度導入後65歳定年後
は健康等に問題がなければ再雇用され75
歳まで雇用されるとの事情から、定年後
初めての有期雇用契約の締結の期待が生
まれることにも合理性が認められるでし
ょう。そこに19条２号の類推適用が認め
られる可能性も検討の余地がありそうで
す。
　さらに労契法19条を離れますが、本件
では、定年後再雇用が労使慣行にまでな
っていた可能性があります（大栄交通事
件・東京高判昭50・7・24判時798号89
頁、東京地判平13・7・25労判818号46頁
等参照）。
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１　自己申告制の残業

――残業というやつは一体どこまで認め
なければならないんでしょうかね。
　スーパーマーケットチェーン店の馬場
拡販部長が少し怒りを込めるような言い
方で聞いてきた。
――経費としての残業手当が馬鹿になら
ないということですか。
――ええ、それもあるんですが残業命令
のない残業の扱いのことなんですよ。商

売柄、いちいち残業命令というような形
式をとるのは煩雑なんで、事後処理でや
らざるをえないんですが、その処理でい
ろいろありましてね。
――つまり、従業員の自己申告と実際の
計算結果のズレをめぐる問題ですか。
　私はよくある残業をめぐるトラブルを
想像しながら応じた。
――まあ、大きく括ればそうしたトラブ
ルということになるんでしょうが、自己
申告残業の許容範囲の問題ですか。
――なるほど、どこまでを残業として認
めるかということですか。
――ええ、よく問題になるのはお客様か
らのクレーム処理などなんです。ケース
バイケースで対応しているので、そのこ
とでやたら時間外になってしまうことで
すね。
――例えば、どんなことですか。
　私は具体的な想像ができないまま問い
返した。
――そうですね。例えば、お客様からの
商品へのクレームがあったような場合で
すが、基本的にシフト勤務の時は人員が
限られていますので、シフトをはずれて
から対応させているんです。
――つまり、そこからは時間外対応とい
うことですね。
――そういうことなんです。「不良商品
を売りつけた責任がそちらにあるんだか
ら、代わりの商品を自宅まで持ってこ
い」というようなケースが一般的なんで
すが、これが個人個人での対応能力に応
じていろいろになってしまうんです。
――いろいろというと、その処理に手間
取る人もいれば、手際よく片づける人も
いるということですか。



労働法学研究会報　No.2685 37

――まあ、そんなところですね。簡単に
言えば、手際の悪いやつに残業手当を多
く支払うことの矛盾ですよね。

２　問題は残業の質

――でも、そこは必要経費というか。そ
うした対応を取る以上、ある程度仕方が
ないことじゃないでしょうかね。
　私は馬場の言いたいことをつかみかね
ていた。
――ある程度は研修で対応を指導しては
いるんですが、そのマニュアル通りやらな
い。それで事態が悪化して残業手当は増え
るは、挙句の果て「店長を出せ」に発展し
て、余計な労力をかけることになる。
――でも、最近はいわゆるカスハラ、カ
スタマーハラスメントが話題になるほ
ど、お客の方も一筋縄ではいかない人が
増えているから、店員さんの対応も大変
なんじゃないですか。
　私は、少し店員の側に立った言い方を
した。
――確かに、そうした問題もあります
が、今回私が問題にしているのは残業の
質の問題なんですよ。極端な言い方にな
るかもしれませんが、能力のあるやつは
時間内に仕事を終える。しかし、能力の
ないやつほど残業代を稼いでいる。この
現実がなんとかならないだろうかという
ことですよ。
――能力の個人差による労働の質の問題
ですか。
　私は馬場の言いたいことは理解できた
が、どうも問題の立て方が乱暴な気がし
ていた。
――時には「自己責任だから残業はつけ

ずに処理しろ」などと言っているんです
が、言われても平気で残業を申告する者
としない者に分かれるんですよ。能力の
ない者に限って堂々と請求してくる。
――そうは言っても申告があれれば残業
代は支払うんですよね。
　私は念を押すように言ってみた。
――それはそうです。労働基準法のこと
は知っていますから、ホンネで言えば払
いたくはありませんが、そこはゴリ押し
はしません。
　憤懣やるかたないという感じで馬場は
腕を組んだ。
――それなら、苦情処理能力のある担当
者を決めて、専門に苦情処理をやっても
らえばいいんじゃないですか。
　私は、馬場の不満ばかりで対応策が話
されないことにブレーキをかけるつもり
で、軽く提案をしてみた。
――担当者ですか…。でも、それほど苦
情が多いわけでもないし…、そこまでは
必要ない感じですね。

３　認めない残業で労災事故

――問題は苦情処理ではなく、残業管理
の方なんです。
――なるほど、テーマはそっちですか。
――そうなんです。残業については先ほ
ど申し上げたように、自己申告にしてい
るんですが、それが少し事件になってい
ることがありまして…。
――事件ですか。事件になっているとい
いますと…。　
　私は、話の方向が見えないまま聞き返
した。
――つまり、勝手に残業をやって、その
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時に怪我をしたと言って労災申請をした
いと申し出た従業員がいましてね…。
――勝手と言いますと、上司が残業を認
めていないのに残業をしていたというこ
とですか。
――まあ、そんなところですね。残業を
していたことを知らないだけでなく、そ
の怪我をした現場も見ていなかったらし
いんです。そこで、果たして本当に労災
事故として扱ってよいかどうかというこ
となんです。
――でも、自己申告制をとっていたとい
うことなら、認めていないということは
難しいでしょうね。つまり個人個人の判
断に任せていた以上、少なくとも容認し
ていたということにはなりませんか。
――容認ですか…。
　馬場は、頭を抱えるようにして暫く考
えているように見えた。
――その従業員については少し問題があ
るというか、日ごろから疑わしい行動が
あるんですよ。
――疑わしいというのは、実際にやって
いない残業を申告するとかいうことです
か。
――いや、先ほど申し上げた残業の質の
方なんですが…。
――残業の質の方ですか…？
　私は馬場の言いたいことが完全に理解
できなくなっていた。

４　日ごろの態度が問題

――つまり、残業に値しない残業とでも
いえばいいんでしょうか。その日も飯を
食いに行っているし、どうもそこで少し
お酒を飲んだんじゃないかという疑いも

あるんです。他の従業員と喫煙室で長時
間話し込んでいたという人もいるし、残
業にかこつけて時間稼ぎをしていたので
はないかということなんですよ。
――なるほど、残業の質というのは、そ
う言うことですか。
――日ごろから、残業の姿勢がとかく噂
になっていた従業員のことなんですよ。
――それなら、日ごろそうした行動には
注意を与えていたということでしょうか。
――いや、そこまではしていないのです
が、「飯の時間は申告するな」とか「タ
バコ休憩は残業時間でないぞ」という冗
談めかした注意はしていたらしいんです
が…。
――冗談めかした注意ですか。
　私は何とも言いようがない感じで応じ
た。
――でも、先ほども言ったように、そう
した言い方をされれば申告を控え目に出
すのが普通でしょう。でも、彼はそうし
た配慮はほとんどしない従業員だったと
いうことですよ。
――うーん、それはどうでしょう。配慮
するかどうかはまさに個人の受け止め方
で、そのレベルでは残業を否定すること
はできないでしょう。
　私は、馬場の勘違いを指摘するつもり
で少し語気を強めて言ってみた。
――でも、今回の労働災害も荷物を運ん
でいて階段から滑り落ちて骨折したとい
うものなんですが、その不注意は食事の
時にお酒を飲んでいたからではないのか
という疑いがあるんですよ。
――なるほど、でもそれはあくまで疑い
ですよね。
――でも、日ごろの態度からするとその
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可能性が高いのではないかということな
んです。
――日ごろの態度ですか。
――残業の申請などで見られる、自分の
都合のいいように申告して、少しでも自
分を有利にしようという考え方ですか。
　馬場の相手の従業員への不信感の思い
込みが強いものであることが伝わっては
きたが、そこには少し飛躍があり過ぎる
感じがしていた。

５　働き方改革が進まない理由

――馬場さんの気持ちはわかりますが、
少しその意見は乱暴な気がするんです
よ。ほとんどが推測でしょう。
　私は、馬場の思い込みを諫めるように
言ってみた。
――ダメですかね。上司は「残業をして
いることを知らなかった」と言っている
んですが…。
――普段だって、知らないことも多いん
でしょう。自主申告制をとっていたとい
うことになりますから、ほぼ残業を否定
するのは無理でしょうね。
――それじゃあ、お酒を飲んでいたので
はないかというのはどうでしょうね。
――それも推測ですよね。
――でも、何度か一緒に飲んだことがあ
る従業員がいるという話はあるんですよ。
――当日の話ではないですよね。
――まあ、確かに当日ではないですが、
当日もその可能性はかなり高いと思って
いますが…。
――馬場さんは労災申請を拒否したいと
いうことですか。
　私は、少し馬場のムリな主張にいら立

っていた。
――実は、私がというよりも上層部に、
そんな食事の際にお酒を飲んで階段で転
んだことがどうして労働災害になるんだ
という強硬な意見がありましてね…。
――そういうことですか。でも、話が逆
ですよね
――逆と言いますと…。
――この問題は日ごろの時間外労働の管
理を杜撰にしておいて、その結果起きて
しまった問題を杜撰さを棚に上げて解決
しようということですよ。少なくとも残
業を届け出制か許可制にするなどしてお
けば生じない問題ですからね。
――実はそこが一番難しいですよ。残業
の必要性はまさに担当者が一番知ってい
るし、待ったなしの状況が多いんです。
だから、許可制や届け出制にはなじまな
いんですよ。
　少し哀願するような視線で馬場は訴え
た。
――ならば、仕事のやり方を見直す、キ
チンと管理できるように変えるというこ
とでしょう。
――今うちもやっているんですよ、その
仕事の見直し、働き方改革を…。そこで
も残業縮減を言っているんですがなかな
か進まないんです。
――まさにその原因が、残業に対しての
労使の見方の違いじゃないんですか。
――確かに、残業に対する考え方の違い
を考えずに闇雲に削減を唱えていても空
回りということですか。働き方改革が掛
け声ばかりで一向に進まない理由はその
辺にあるのかもしれませんね。
　私の言わんとすることを先取りするよ
うに馬場はつぶやいていた。
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「事例」で考える労働法

社会保険労務士（元労働基準監督官）
北岡　大介

自宅当番等の労働時間性を改めて考える
〈第124回〉

【Q　弊社は食品製造販売業を展開して
いるところ、コンビニなどの販売顧客先
から、時折、製造販売した食品につき、
深夜・休日などに問い合わせがなされる
可能性がある。この問い合わせ対応も顧
客との信頼関係を維持する上で重要であ
るため、問い合わせ対応のために、同担
当部門において当番制を行っている。当
番に入った社員は、会社携帯電話が貸与
され、自宅または本人が自ら選択する場
所で自由に過ごすことができ、行動自体
に制約は設けていない。また電話等の対
応が生じる可能性があるため、当番日に
ついて、飲酒等は控えることとしてい
る。最近では、同当番に電話がかかって
くることは年に数件程度しかないが、顧
客との関係維持のため、当番制を継続し
ているものである。なお同当番に入った
場合には、当番手当として、3000円か
ら10000円を支給している。このような
自宅等での当番時間は、そもそも労働時
間にあたるのか、社内相談窓口におい
て、相談があったが、どのように考えれ
ばよいのか。】

はじめに

　近年、携帯電話、電子メールなどの普
及に伴い、IT機器と労働との関係が改
めて課題となりつつあります。同ツール
は極めて利便性が高く、働き方において
も、場所的拘束を要せず、自宅ないしサ
テライトオフィスでの勤務を現に可能と
しました。他方で、場所的拘束が緩やか
である一方、いつ何時連絡があるか分か
らないという意味での新たな拘束も生じ
ているところであり、同時間の「労働時
間性」が改めて課題となりつつあるもの
です。本解説では、まず待機時間をめぐ
る労働時間性判断の考え方を確認した上
で、在宅等における「当番」の労働時間
性が争われた先行裁判例を解説の上、前
記設問を検討するものです。

１　労働時間性判断の枠組みについて
　労基法32条、37条における「労働時
間」は、三菱重工業長崎造船所事件最高
裁判決（最1小判平成12年3月9日労判778
号14頁）において、以下の規範が示され
ています。「労働時間とは、使用者の指
揮命令下にある時間のことをいい、使用
者の明示又は黙示の指示により労働者が
業務に従事する時間は労働時間に当たる
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こと」。その上で、労働時間性判断は
「労働契約、就業規則、労働協約等の定
めのいかんによらず、労働者の行為が使
用者の指揮命令下に置かれたものと評価
することができるか否かにより客観的に
定まるもの」であるとし、客観説を採用
しているものです。具体的なあてはめに
おいては、「労働者の行為が使用者から
義務づけられ、又はこれを余儀なくされ
ていた」等の状況の有無等から、個別具
体的に判断されることを明らかにしまし
た。
　行政解釈も概ね最高裁判決と同様の判
断を示しており、裁判所・行政ともに労
働時間性判断の中核たる指揮命令下につ
き「労働者の行為が使用者から義務づけ
られ、又はこれを余儀なくされた」かど
うか、個別具体的に判断することとして
いるものですが、本稿において問題とな
るのは、待機時間における判断です。こ
の「義務づけ、又は余儀なくされたか否
か」の判断は、場所的・時間的拘束が明
瞭であり、かつ上長による指揮命令に基
づき就労している製造工場では明らかと
いえますが、待機時間については、同時
間の全てが業務遂行方法・手段等につ
き、上司から明示の指揮命令を受ける関
係にはありません。このため同待機時間
については、これまでも労使紛争化する
ことは珍しくなく、とりわけ警備業にお
ける仮眠時間については、同待機時間が
労働時間か否か訴訟においても数多く争
われています。当該紛争において、リー
ディングケースと位置づけられるのが、
大星ビル管理事件（最１小判平成14年2
月28日　労判822号5頁）です。

２　最高裁における待機時間の労働時間
性判断
　同事件ではまさに警備員の仮眠時間が
労働時間か否か争われました。同論点に
ついて最高裁判決は概略以下のとおり判
示し、労働時間性を肯定しています。

　「不活動仮眠時間において、労働
者が実作業に従事していないという
だけでは、使用者の指揮命令下から
離脱しているということはできず、
当該時間に労働者が労働から離れる
ことを保障されていて初めて、労働
者が使用者の指揮命令下に置かれて
いないものと評価することができ
る。従って、不活動仮眠時間であっ
ても労働からの解放が保障されてい
ない場合には労基法上の労働時間に
当たるというべきである。そして、
当該時間において労働契約上の役務
の提供が義務付けられていると評価
される場合には、労働からの解放が
保障されているとはいえず、労働者
は使用者の指揮命令下に置かれてい
るというのが相当」
　「本件の場合、Ｘらは、本件仮眠
時間中、労働契約に基づく義務とし
て、仮眠室における待機と警報や電
話等に対してただちに相当の対応を
することが義務付けられているので
あり、実作業への従事がその必要が
生じた場合に限られるとしても、そ
の必要が生じることが皆無に等しい
など実質的に上記のような義務付け
がされていないと認めることができ
るような事情も存しないから、本件
仮眠時間は全体として労働からの解



No.2685　労働法学研究会報42

放が保障されているとはいえず、労
働契約上の役務の提供が義務付けら
れていると評価することができる。
したがって、Ｘらは、本件仮眠時間
中は不活動仮眠時間も含めてＹの指
揮命令下に置かれているものであ
り、本件仮眠時間は労基法上の労働
時間に当たる」

　以上のとおり、同最高裁判決は仮眠時
間の労働時間性判断に際し、「実作業に
従事していない」のみで判断されるもの
ではなく「当該時間に労働者が労働から
離れることを保障されている」ことを重
視するものです。そのあてはめに際し、
同判決は、仮眠中における仮眠室での待
機と電話等対応が「義務付けられてお
り」「その必要性が生じることが皆無に
等しいなど実質的に…義務付けがされて
いないと認めることができるような事
情」も存しない旨認定し、使用者側主張
を斥けることとしたものです。

３　下級審裁判例における在宅等での待
機と労働時間性判断
　前述の大星ビル管理事件は、ビル警備
員の仮眠室に場所的に拘束される側面が
あり、かつ緊急事態の際の即時対応こそ
がその本務であり、労働時間性が認めら
れやすい事案類型といえます。その一
方、設問のように場所的拘束が緩やかな
場合、いかに考えられるでしょうか。ま
ず同論点につき参考裁判例といえるの
が、奈良県（医師時間外手当事件）（大
阪高判平22年11月16日労経速2093号3頁）
です。同事件では、原告である産婦人科
医師が宿日直勤務以外に、自主的に「宅

直」当番を定め、宿日直の医師のみで対
応が困難な場合、宅直医師が病院にきて
宿日直医師に協力し診療を行うこととし
ていました。本件では、当該宅直中の自
宅待機時間が「労働時間」に該当するか
否か争われたものですが、原審、控訴審
とも労働者側請求を以下理由から斥けて
います。

（原審）「上記宅直勤務が、割増賃金
の請求できる労働基準法上の労働時
間といえるか否かは、宅直勤務時間
が「労働者が使用者の指揮命令下に
置かれている時間」に当たるか否か
による。本件の宅直勤務制度は、救
急外来患者も多い奈良病院における
産婦人科医師の需要の高さに比べ
て、５名しか産婦人科医師がいない
という現実の医師不足を補うため
に、産婦人科医師の間で構築された
ものである。しかしながら、原告ら
も認めるように宅直勤務は奈良病院
の産婦人科医師の間の自主的な取り
決めにすぎず、奈良病院の内規にも
定めはなく、宅直当番も産婦人科医
師が決め、奈良病院には届け出てお
らず、宿日直医師が宅直医師に連絡
をとり応援要請しているものであっ
て、奈良病院がこれを命じていたこ
とを示す証拠はない。また、宅直当
番の医師は自宅にいることが多い
が、これも事実上のものであり、待
機場所が定められているわけではな
い。このような本件の事実関係の下
では、本件の宅直勤務時間において、
労働者が使用者の指揮命令下に置か
れていた、つまり、奈良病院の指揮
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命令下にあったとは認められない。」

　また控訴審も地裁認定を維持し、宅直
勤務が医師の自主的なものであること、
宅直で病院に呼び出される回数は年６～
７回程度に過ぎなかったこと、また医師
のプロフェッショナルの意識等から「自
主的な取組」と認めざるを得ない等と
し、１審同様に労働時間性を否定しまし
た。
　同様に都市再生機構事件（東京地判平
成29年11月10日労経速2339号3頁）でも
公園施設等の運営管理を担当している原
告が、携帯電話を持たされ、休日も３時
間以内に現地集合できるよう指示されて
いたので休日に自宅待機していたとし
て、時間外手当等の支払いが争われまし
た。これに対し判決では直近年度におい
ても、１件も連絡が必要となる事故等は
起きておらず、原告の担当機関にも携帯
電話にメールや電話が来たことはなかっ
たとします。また業務の性質としても待
機が必要なものといえず、待機の指示が
あったとはいえない等とし、労働時間性
を否定しています。

＜設問の検討＞呼び出し頻度が実質的に
皆無の場合には労働時間性は否定され
うる。
　以上の裁判例を前提とすると、本件の
ように電話で顧客等があった場合に対応
を求める待機時間の労働時間性は、時間
的・場所的拘束の度合いおよび呼び出し
対応の頻度などに左右されることになり
ます。まず場所的拘束がなく、自宅等本
人の選択する場所で当該時間を過ごすこ
とができる場合には、労働による拘束の

度合いが弱く、労働時間性否定の要素と
なりうるものです。さらに、当該顧客か
らの連絡が年間で数件程度にあたり、ほ
とんど連絡がないなど、その呼び出し対
応が実質的に皆無に等しいとすれば、当
該時間の労働時間性は否定されうるもの
と考えられます。
　ただし、このように割増賃金等の対象
に含めるべき労働時間に該当しないとし
ても、奈良県（医師時間外手当）事件高
裁判決が指摘するとおり、「自宅を離れ
ないようにする、飲酒を控える等の負担
ないし気配りが求められ、精神的な緊張
や負担も相当程度ある」ものといえ、そ
の負担に対し、一定の手当制度を設ける
ことは望ましいものといえます。また当
該時間含め、長時間労働が常態化してい
る場合には、健康障害のリスクが高まる
ものといえ、健康確保の観点から、当該
労働者に対する負担が高まることのない
よう配慮をなすことも当然に求められる
ものと思われます。
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　　　　　　　専修大学教授　藤森 研

アフターファイブと職能的倫理

　仕事を終えた「アフター・ファイブ」
に社員がどのような活動をしようとも、
本来、企業・組織はそれを規制する立場
にはない。ただ、社外活動により企業の
信用などを傷つけた場合に、不利益を被
ることを労働契約内容とすることがあり
うるだけだ。
　ほかに、職種によっては、職能に内在
する規制が働く場合がある。たとえば応
召義務のある医師は、私的な旅行中で
も、「お客様の中にお医者様はいらっし
ゃいますか」というドクターコールに遭
遇しかねない。弁護士には弁護士の、公
務員に公務員の職能的な倫理がある。
　メディア企業の従業員の場合、それほ
ど厳密な倫理が課されているわけではな
い。しかし公共性をもつジャーナリズム
は、独立性や公正さが社会から要請され
ている。そこで、メディア企業に属する
ジャーナリストには職能的自律と共に、
社外活動とくに社外言論に関し、企業か
ら規制される場合が多くなりうる。
　現在のメディア企業は、社員の社外活
動に対し、実際には、どのような制度を

作り、どう運用しているのか。一般化は
できないが、私が1970年代から2010年ま
で所属した朝日新聞社の場合を、一つの
事例として報告したい。

メディアと「コンプライアンス」

　かつては、どのメディア企業も、社員
の社外活動に対して今ほど神経質ではな
かった。記者が会社に届け出ずに社外の
雑誌に文章を書いたり、講演会やシンポ
ジウムに出たりするのは通常のことだっ
た。筆者も司法記者クラブに属した1980
年代初めに、先輩からの引き継ぎで法律
雑誌に交代でコラムを書いたが、社に届
けをした覚えがない。
　当時、社外で縦横に活躍する先輩も少
なくなかった。代表格は、朝日新聞記者
でありつつテレビ・キャスターなども務
めた筑紫哲也さんだろう。当初はテレビ
朝日が主な舞台だったせいもあって、朝
日新聞社も筑紫さんの活動を容認し、む
しろ宣伝効果に期待していた節がある。
筑紫さんは1987年から朝日新聞社発行の
雑誌『朝日ジャーナル』の編集長となっ
た。同誌の連載の名を冠した、テレビ朝
日とは違う系列の番組に出演したこと

一全国紙の社外活動に関する制度と運用

労働者の社外活動の自由
～新聞記者の事例から　第２回
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で、筑紫さんは88年に社から譴責を受け
る。前年の87年秋に出された、他系列の
テレビやラジオへの出演は原則自粛とい
う「申し合わせ」に抵触したからとの理
由だった。
　社外活動への締め付けが徐々に始まっ
たのが、この80年代だったと思われる。
しかしテレビ出演などと違い、雑誌執筆
などについての掣肘はまだほとんどなか
った。
　筆者自身の小さな経験で言うと、90年
代前半に新聞労連委員長となってから講
演などの機会が多くなった。ちょうど
「普通の国」論が盛んになり、読売新聞
が改憲試案を発表した時代で、護憲派の
筆者は率直に発言し、本や雑誌に書きも
したが、会社は休職中。労働組合運動で
もあり、もちろん朝日新聞社が何か言っ
てくることはなかった。委員長を終えて
からも社外活動として、同様のシンポジ
ウムへの参加や執筆を続けたが、上司へ
の届けをしなかった。社外活動は事前に
上司に言うのがすでに建前になっていた
ようだが、そうした規制に私は反対であ
り、朝日も無粋なことはせず黙認してい
た。
　2000年代に入るころから、日本社会の
空気が変わってきたように思う。リコー
ル隠しや牛肉偽装事件などが相次ぎ、
「コーポレート・ガバナンス」や「コン
プライアンス」が、流行のように言われ
た。動機は結局、企業の「自己保身」だ
と思えたが、いつの間にかそれはメディ
ア企業にも浸透した。

朝日新聞の場合

　朝日新聞社が「社外言論活動に関する

ガイドライン」を作ったのは、手元の資
料によると2000年６月１日である。そこ
では、社命に基づく言論活動は職務活動
とし、それ以外を社外言論活動とした。
後者については「順守事項」が定めら
れ、社名を用いない活動であっても政治
色、宗教色、企業や官庁の宣伝色の濃い
社外メディアでの執筆は原則として認め
ない、職務活動の遂行に支障をきたさな
い、などが列挙された。従わない場合
は、役職の異動や、場合によっては就業
規則上の処罰の対象になるとされた。
　前者の職務活動としての言論活動に関
しては、朝日社内に「講演センター」が
設けられ、記者の講演はそのセクション
を通すことになった。それまでは、記者
が知り合いや団体から講演を頼まれる
と、記者自身の判断で諾否を決め、謝礼
も直接受け取った。しかし講演センター
が出来て以後は、記者が講演を依頼され
ると、「いちおう講演センターを通して
申し込んで」と依頼者に頼み、依頼者は
講演センターに対し、その記者を指名し
て「講師派遣の申し込み」をする仕組み
になった。
　私の経験では、講演センターが講演の
是非や内容に容喙したことはなく、形式
的な手続き役に徹してくれた。ただし、
講演謝礼は依頼者から講演センターに振
り込まれるため、講演をした記者には規
定に従った額のみが渡され、残りは講演
センター（会社）が得ることになった。
私のいた2010年頃までは、たしか謝礼が
３万円までなら全額の３万円が本人に渡
されるが、より高額の講演謝礼の場合、
３万円超の部分については社がピンハネ
をしていたのではないかと思う（私は高
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額謝礼の講演経験が乏しいので、この項
は不確かかもしれない）。
　「朝日新聞記者行動基準」が定められ
たのは、2006年12月１日である。2009年
２月６日に一部改定された段階で公開さ
れているので、以下の記述は、その公開
版による。
　朝日新聞記者行動基準は、「記者が自
らの行動を判断する際の指針であり、記
者が自らの行動を支えるためのものであ
る」とうたい、極力命令的な性格を希薄
化しているが、それ以前であれば記者自
身の判断にゆだねていたものを統一・明
文化したものであり、規制的側面は否定
できない。
　この行動基準に「基本姿勢」「取材方
法」などと共に、「社外活動」という項
がある。内容は１～７に分けて書かれて
いる。以下にそのまま紹介する。３以下
が、とくに社外言論に関するものだ。

１．個人の資格で行う社外での活動は、
言論活動も含めて自由である。ただし、
記者活動の中立性に疑念を抱かせたり、
朝日新聞の信頼、名誉などを損ねたりす
る恐れのある行動はしない。、
２．朝日新聞の社名を使うときや、職務
と密接に関連があるときは、事前に上司
の了解を得る。
【言論活動】
３．社外メディアへの発表は、事前に上
司の承認を得る。記者個人が運営するホ
ームページやブログは社外メディアであ
り、同様の扱いとする。
４．社外メディアからの出演要請等に応
じる場合は、事前に上司の承認を得る。
緊急の場合は、事後に届ける。

５．取材や職務で知り得た情報を、朝日
新聞社が報道する前に社外メディアを通
して発表したり、その情報に基づいて論
評したりしない。ただし、専門性が極め
て高い情報で、朝日新聞と関連媒体での
公表を予定しないものは、取材先の同意
を得た場合に限り、使用できる。
６．党派色、宗教色、宣伝色の濃い社外
メディアから、取材や記事の執筆、番組
出演などを依頼された場合は、原則とし
て断る。
７．政府等の審議会や委員会などの諮問
機関のメンバーへの就任は、朝日新聞の
公正さに疑念を抱かれる恐れがあるた
め、独断で引き受けずに、必ず社の承認
を得る。就任した場合も、言動が朝日新
聞の報道、言論活動に制約を加えたり、
信用を傷つけたりしないよう留意する。

　上記の１、５、６ などは、かつて記
者が個人的に判断をしていた場合も、ほ
ぼそのままあてはまる規範だったろう。
一方で、３、４などは、「自らの判断の
指針」という行動基準の性格規定との関
係で、疑問が残る。
　最近まで朝日の記者だった人や、今も
現役の何人かに社外活動の運用状況や、
近年の空気を聞いてみた。
　社は読者との距離を近づけるため、特
定の記者たちにツイッターでのつぶやき
を促している。いわば公認ツイッター
だ。しかし、その内容を「見張る」セク
ションもあるようで、つぶやいた内容に
関し本人に注意を促すメールが、社内の
当該部署から送られてくることがあると
の話を聞いた。これは一例だが全体に規
制は強まっているようだ。
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　筆者は現在大学の教員で、授業の講師
に現役記者を招くことがある。研究会の
講師を記者に依頼することもある。相手
が朝日新聞記者の場合、記者たちは講師
になる旨を事前に上司に言っているよう
だ。講演センターへの正式申し込み手続
きを取るよう依頼されることも多い。そ
れがよいことかどうかは別にして、社外
言論活動に関するガイドラインも、記者
行動基準も、現在おおむね順守されてい
るのではないかと思われる。

政府審議会への参加は？

　行動基準に関して特筆すべきは、７の
問題である。心ある学者や労働組合は、
ジャーナリストは政府審議会に参加すべ
きではないと主張して来た。政策決定に
関与することで、自由な批判を鈍らされ
る恐れが強いからだ。1989年に発足し、
衆院選を現在の小選挙区比例代表並立制
に変えるよう答申した第八次選挙制度審
議会は、その最悪の事例である。同審議
会の会長は小林與三次・読売新聞社長
（当時）、委員には日経、テレビ東京など
の社長や、読売、毎日、産経の論説委員
長、NHK解説委員長、朝日の編集委員
らメディア関係者が名を連ねた。それか
あらぬか、この選挙制度が導入される
際、大手メディアは足並みを揃えて賛成
した。
　かつて大議論を巻き起こした小選挙区
制導入が、こうして簡単に成立した。そ
の結末が現在の「安倍一強」政治にほか
ならない。
　朝日新聞では割合早くからこの点で社
内議論があり、私が論説委員だった90年
代後半には、原則として政府の審議会に

は参加しない、との内部ルールが確立し
ていた。しかしメディア全体で言うと、
各社の論説委員らが政府審議会に参加す
る悪弊が今も続いている。審議会委員に
政府当局が用意するさまざまな資料にあ
りつけるからである。中にはポストを漁
るように、驚くほど多くの審議会や委員
会を掛け持ちする者もいた。
　社外活動について規制の必要性を言う
のであれば、むしろこうした点でこそ、
ジャーナリズム倫理に基づく見識を各社
が示すべきだと筆者は思う。
　総じてメディア企業の社外活動に対す
る規制は強まって来ている。時代空気や
メディア批判の高まりが原因と思われる
が、本来のジャーナリズムの倫理とは無
縁な、会社ないし経営者の「自己保身」
による過剰な規制もあるのではないだろ
うか。
　福島原発事故では、まだ住民がそこに
残っているのに、各メディアは政府の意
向や安全第一を考えて、記者を社命で現
場から遠くへ避難させた。これは社内の
職務に関する事例だが、本来のジャーナ
リズムの精神を、「コンプライアンス」
重視の事なかれ主義が侵食した例であ
る。社外活動の規制も、ジャーナリズム
の闊達さを奪うとすれば有害に働く。
　「社外」活動の自由の問題は、記者ら
が「社内」において編集方針の策定にど
う関与するかという「編集権」の問題
や、福島原発事故での避難指示のような
時、記者は信条に反する指示を拒めるか
という「内部的自由」の問題とも密接に
関連する。機会があれば、稿を改め、メ
ディアの内側の編集権や内部的自由につ
いても、考えていけたらと思う。
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なぜ日本人は休まないのか

〈 6 2〉

社会保険労務士

須田美貴

秋子　働き方改革関連法案で有給休暇の
取得が義務化されます。2019年４月１日
から使用者は、10日以上の年次有給休暇
が付与される全ての労働者に対し毎年５
日、時季を指定して年次有給休暇を取得
させることが義務付けられます。
春夫　義務化が必要なほど日本の有給休
暇取得率は極めて低い。厚生労働省の調
査によると、平成29年の有給休暇取得率
は49.4％であった（労働者１人平均付与
日数18.2日、労働者平均取得日数9.0日）。
日本の有給休暇取得率は平成28年と平成
29年の２年間連続世界最下位であった。

国別有給休暇取得率

秋子　有給休暇取得率が100％の国もあ
ると聞きます。ブラジル、スペイン、フ
ランスは有給休暇の付与日数が、年間30
日もあるのにほぼ消化できているそうで
す。休暇を大切にする国民性の違いもあ
るけれど、法整備がされていることも大
きいと思う。
春夫　これら取得率の高い国も昔から休
暇が取りやすかったわけではない。例え
ばスペインでは1931年に有給休暇の原則

が憲法で宣言されているが、スローガン
的な曖昧なものであった。何度も改革を
行い、有給休暇取得に関する裁判の歴史
の結果、現在の取得率になった。
秋子　日本もようやく法整備を行い、こ
れからは現場である職場も変わっていか
なければならないわ。

お客様は神様です

春夫　法整備がなされても、やはり休み
にくいことの原因は国民性にもあるだろ
う。日本人が休めない理由の一つに「お
客様は神様です」という考えがあるから
だ。顧客からの問い合わせに、休暇中の
担当従業員に連絡を取り対応させる会社
もある。従業員第一ではなくお客様第一
なのだ。
秋子　従業員が休暇で対応できないと知
ると、この会社は対応が悪いというクレ
ーマーもいるから、会社の対応もやむを
得ないわ。
春夫　顧客第一の日本人の気質は素晴ら
しいが、24時間365日対応のお店や企業
が増え、サービスが過剰だ。
秋子　休みにくいどころか働きすぎよ。
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過労死という言葉も日本独自のもの。最
近は従業員のために年始は休みにする店
舗もあるらしい。それでも顧客は離れて
いかないと思うの。
春夫　むしろ優良企業として好感度が上
がる。

休むことに罪悪感

秋子　また、休むと迷惑をかけるという
空気が職場にあると思います。有給休暇
だけではなく、病欠、育児休業、介護休
業、理由の如何によらず、休むことは迷
惑をかけると感じている人が多い。
春夫　育児休業や介護休業ですら取得す
る際に申し訳なく感じているのなら、有
給休暇を取得しにくいのは当然だ。有給
休暇取得を義務化しても、休むことへの
後ろめたさがあるようでは根本からの解
決とはいえない。
秋子　休まず働くことが偉いという感覚
がまだまだ強く残っているわ。残業をせ
ずに定時で帰りにくいのも同じ。上司が
残業をしていたら帰りにくいもの。職場
の空気を変えるのは上司次第ね。

皆勤手当

春夫　休むイコール悪いことであるとの
認識を与えてしまう危険から、皆勤賞を
廃止する小学校が増えているらしい。皆
勤賞があった頃の小学校時代を過ごした
世代は、社会に出ても休まないのが偉い
という感覚があるかもしれない。このよ
うな感覚を持った上司がいる職場は、休
みにくいだろう。
秋子　小学校の皆勤賞のように企業の皆

勤手当も休みにくくしている要因の一つ
かしら。有給休暇を取得すると皆勤手当
は支給されないの？
春夫　有給休暇を取得したことで不利益
な取り扱いをしてはならないので皆勤手
当には影響しないが、必ずしも違法とも
言えない。沼津交通事件（最二小判平
５・６・25）がわかりやすい例だ。月
4100円の皆勤手当を欠勤が１日あると半
額にし、２日以上で不支給としていた。
欠勤には有給休暇も含むため、労働者が
不利益を被るとして争っていた。しか
し、月給に対する皆勤手当の割合はわず
かであり、タクシーを効率的に運行させ
るために作られた手当である点が加味さ
れ、違法性は認められなかった。

企業の努力

秋子　法改正に伴い、５日分をどのよう
に休ませるか企業にとっては大きな課題
です。スムーズに導入するには、まずは
トップのメッセージを社内報や会議など
で全社員に伝えること。現場の意見を必
ず聴き、可能なところは改善する。定期
的なヒアリングは必要。
春夫　トップからの意識改革が必要だ。
トップの意識が低い場合はどうすればよ
いかとよく聞かれるが、これこそ今回の
法改正を社内の制度構築のきっかけにで
きるだろう。違法になる点、具体的な数
値をトップに提案する、他社の好事例を
伝えることで変わるきっかけになればよ
いと思う。
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『過労死落語を知ってま
すか』
桂福車　松井宏員　著
新日本出版社
1300円+税

　社会問題が落語とくっつくことは珍し
くない。川柳川柳の「ガーコン（歌で綴
る太平洋戦史）」、柳家さん八の「東京大
空襲夜話」、古くは柳家つばめの「佐藤
栄作の正体」など、いくつもある。
　しかし、労働問題、とくに過労死が落
語とくっつくというのは奇抜なアイディ
アだ。
　本書は過労死落語を作った落語作家・
小林康二さんと、それを高座でかけた桂
福車師の二人三脚と、周囲の支援者を描
いている。小林さんはもともと個人加盟
の労組委員長歴が25年、福車師も郵政労
働者として組合経験をもつ。
　小林さん作の過労死落語のタイトルは
「エンマの願い」。この噺のネタ卸しは
2016年９月の過労死弁護団の総会であっ
た。それなりの反応を得たが、修正点も
見つかる。
　「エンマの願い」には下敷きがある。
それが「エンマの怒り」という噺だ。
「エンマの怒り」は遺族の心に響いたが
広まりを欠いた。2001年にネタ卸しされ
た「エンマの怒り」が時を経て改訂され
たきっかけは過労死防止法の施行だっ
た。法施行以降、11月は啓発月間とさ
れ、全国で過労死シンポジウムが開かれ
る。このシンポジウムで過労死落語を上
演できるかもと思ったのは、過労死問題
に取り組む岩城穣弁護士。岩城弁護士
は、あるアマチュア劇団の過労死家族を
モデルにした芝居が、世の中を動かした

現場に立ち会っている。
　「文化の力」が本書では再三強調され
ている。
　「文化は意見の違う方を団結させる力
があります。そのような文化力を活用し
ながら、多くの方にメッセージを伝えて
いきたい」とは福車師の弁。
　「エンマの願い」には、法条文、法格
言がいくつも出てくる。
　「ヨーロッパには『自らの権利を放棄
する者は他人の権利を侵害する』という
言葉がある。お前が法律違反で働いてい
ると、他の者も労働者としての権利が行
使できにくくなるんや」
　登場人物である「鬼」は「労働者は、
各週の休息及び有給年次休暇をとる権利
を有し、これを放棄することはできな
い」とイタリア憲法を諳んじる。
　組合歴25年の小林さんが組合を退職
し、シナリオ学校に通ったのは1994年。
98年、改正労基法で裁量労働制が拡大さ
れた時、それを題材に落語を書いてくれ
と組合から依頼があった。苦心して書い
たのが「労働法が危ない」という噺であ
る。
　2018年２月１日、福車師は急逝した。
難しい労働法の話を野球に例えるのが上
手だったという。
　「阪神タイガースが優勝目前の大事な
試合で、主力選手の誰かが家族を東京デ
ィズニーランドに連れていきたいので休
ませてほしいと言えば、監督は怒るでし
ょう。そんな特別重大な事情のある時以
外は、いつでも年次有給休暇は取得でき
るのです。そもそも休まれて業務に支障
をきたすというのは、当たり前のことで
す」
　小林さんはあとがきで「労働は苦役」
のヨーロッパと「滅私奉公」がいまだに
残る日本の差を嘆きつつ、労働組合の更
なる奮起を求めている。
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251号 特集　問題提起・LGBTと労働法

●性的指向・性自認に関する問題と労働法政策の課題　内藤 忍
●多様な労働者への対応とLGBTの労働問題　長沼裕介
●性的指向および性自認を理由とする困難と「差別禁止法」私案　神谷悠一
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●労働基準法（労働時間規制）改正案の検討　名古道功
●平成27年改正労働者派遣法の検討　　高橋賢司
●青少年の雇用促進等に関する法改正について　紺屋博昭
●外国人技能実習適正化法案　斉藤善久
●医療保険制度改革法の一考察　原田啓一郎
（ほか、研究論文、判例解説等）

252号 特集　制度発足70年・労働委
 員会制度を考える
●戦後期における労働委員会と労使関係　仁田道夫
●労働委員会制度の現状と課題　諏訪康雄
●不当労働行為法理の課題　道幸哲也
●労働委員会の個別労働関係紛争に対するあっせん　野田 進
●労働委員会制度に未来はあるか？　大内伸哉
「職場における精神障害発症に対する法的救済」
私傷病休職者の復職と解雇・退職　北岡大介
精神障害の労災補償　田中建一
精神障害による自殺と損害賠償　鎌田耕一
（ほか、研究論文、判例解説等）

253号 特集　学生の就労をめぐる法的
 課題
●ブラックバイトはなぜ辞められないのか？　渡辺寛人
●大学生の在学中の就労における法的課題　紺屋博昭
●就職活動段階における労働問題　佐々木 亮
●労働者に対する労働法教育の限界とそれへの対応　和田一郎
●学生の就労をめぐる労働行政の役割　田口晶子
●『ブラックバイト対処マニュアル』を監修して　石田 眞　竹内 寿
第２特集　実効性ある均等政策に向けて
改正育児介護休業法の評価と課題　菅野淑子
在宅介護の長期化と介護離職　池田心豪
（ほか、研究論文、判例解説等）
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