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1 はじめに

山 本 　今日は、お客様がよく質問されるこ
とや、お客様が疑問に思っていながらなかな
か言い出せず、こんなところを教えてあげる
とかゆいところに手が届くという点や、あと
は、営業的な視点でこういうご提案ができま
すという点など、社労士と連携しながらお仕
事ができますといった点も絡めながらお話し
したいと思います。
　労務・社会保険法研究会のご紹介を少しだ
けしますと、8年ぐらい前に設立しまして、弁
護士と社労士とでお互い連携しながらお客様
に対してよりよいサービスを提供することを
模索するために立ち上げた研究会です。私は
創立時から参加させていただいています。研
究会名義で書籍を出版するなど、アクティブ
に活動している研究会ですので、ぜひともご
興味があれば、ご参加ください。
　本日は、はじめに、会社が作成した就業規
則の注意点についてお話しします。2つ目がメ
インテーマと考えていまして、経営者や担当
者の方があまり理解していないので、こうい
うところをケアしてあげるといいというお話
をしようと思います。
　そこまでが就業規則のお話でして、それか
ら先は少しずつ参考になる点をお話ししよう
と思います。
織 田 　就業規則だけ直しても、結局、関連
する労使協定がきちんと締結されていなかっ
たとか、また､ 最近､ 就業規則に関連してい
る非常に人気のある助成金がありますので、
それらについてもご紹介します。
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山 本 　助成金の場合はタイミングがあって、
就業規則を書き換えるタイミングを間違える
と給付を受けられないことがあります。その
辺を経営者や担当者の方が理解していないと、
もらえるものがもらえないということになっ
てしまいます。最近は、費用対効果がよいと
いいますか、申請手続がそれほど難しくない
わりに金額が大きいものもあるので、その辺
の提案ができると経営者の方に喜ばれます。

2 会社が作成した
就業規則の注意点

山 本 　まずは、会社が作成した就業規則は
問題点が非常に多いというお話からいたしま
す。我々は就業規則をたくさん作っていまし
て、かなりの数を見ています。就業規則を見
れば、社労士が作ったのか、あるいは、ほか
の専門家の方、例えば、弁護士が作ったのか、
あるいは、もともと専門家が作成したものが
あったが、そこに法律の専門家ではない方が
手を加えてしまったものか、あるいは、一か
ら経営者が頑張って自分で作ったものかなど、
見ればだいたいすぐ分かってしまうというあ
る特徴があります。専門家が作ったものはい
いのですが、専門家が作成したものに素人が
手を加えたものというのが一番怖いです。
織 田 　そうですね。専門家に相談すること
なく、法律を知っていればやらない削除や修
正をしてしまっている場合、特に、細かいと
ころをひそかに変更している場合、非常に見
つけにくいです。ただ、そこを見つけないと
違法なまま労基署に提出されてしまって、後
で問題になるケースなどもありますので、お
薦めとしては、その兆候を発見したら全面改
定をお勧めするというのが一番安全かなと思
います。
　法律の知識がない方が手を加えた可能性が
あると考えられる就業規則の特徴は、大きく
分けて4つです。
　まず1つ目です。一番多いのは、法定休暇が
削除されているケースです。有給休暇、生理
休暇、育児時間、特に、妊娠した方の緩和措

置など、知らない方が多いので、それらを勝
手に削除しているケースが非常に多いです。
あるいは、削除までしていなくても、育児休
業を3か月と勝手に決めているケースなども見
られます。まず、法定休暇が法定通りに全部
あるかどうかというところが大きなポイント
です。
山 本 　有給休暇の日数が少ない会社も結構
ありますよね。
織 田 　そうですね。
　次に2つ目は、休日と休暇が混同されている
パターンです。特に、夏期休暇や年末年始休
暇が法律上の休日なのか、あるいは、休暇な
のかが規定に書いておらず、また、経営者も
担当者の方も、休日と休暇の違いが分かって
いないというケースも多く見られます。
　3つ目は、服務規律や懲戒規定があまりに細
かすぎるケースです。経営者の思い入れが相
当あるのでどうしてもこれだけは書きたいと
いうことです。
山 本 　過去に見た規定では、遅刻3回で解雇
というのがありました。また、上半身裸でね
じり鉢巻きでお客様のところに行ってはいけ
ませんという規定も見たことがあります。
織 田 　これはトラック業界での規定です。
昔はそういうのが当たり前にあったので。
山 本 　書き方の問題ですよね。もうちょっ
と包括的な規定にしないと懲戒のときに実際
に困ります。面白かった例では、自宅でイン
コを飼ってはいけないというのがありました。
これは、養鶏場なので鳥インフルエンザ等の
対策でしょうか。ほかには、高級焼き肉店で、
お肉を持って帰ってはいけないとか。あとは、
塾等で生徒と個人的な接触を持ってはいけな
いなど、業種によっていろいろ特徴があるか
なと思います。
織 田 　それらの規定が入っていること自体
が問題なのではありません。専門家ならあま
り作らないような異常に細かい服務規律がい
っぱい書いてあるということは、ほかの内容
にも手を加えている可能性があるということ
です。そうすると、作成時点で適法であった
ものが違法になっている可能性があるため、
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ほかの規定も全部細かく一文ずつ見ることに
なってしまいます。数字も細かく見ていくと、
本来1年でなければいけないところを3か月と
勝手に書いていたというケースが発見された
りします。
　4つ目は、給与規定の手当です。これは比較
的大きい会社でも間違って書いているケース
が多いと感じます。特に、基準内賃金を会社
の基準であるものと誤解しているケースなど。
あるいは、規定と実態との乖離があるケース
もあります。いろいろな手当を支給している
のに規定がないとか、反対に、実際には支給
していない手当が記載されている場合などで
す。
　しかも、給与規定は、直接担当者の方に聞
いてみないと規定どおりに運用しているかど
うかも分からないというところもあります。
例えば、実際にあったケースでは、経営者は1
分単位で給与を払っていると思っていた。そ
ういう指示をしているつもりだった。しかし、
担当者に聞いたら実際は15分単位で払ってい
ることが分かり、経営者がそれを知らなかっ
たというケースもありました。
　ほかに、実際にあった例では、欠勤控除が
給与規定ではこう書いてあるのに、担当者が
それでは計算しにくいからと勝手に変えまし
たとか。それが違法であるという認識をせず
にやっているケースもあって、就業規則の修
正自体ではないとはいえ、実態を合わせなく
てはいけません。
　このように、私たちが実際に就業規則を直し
てほしいというご依頼をいただいたときは、全
体を拝見して、専門家が作ったものか素人が手
を加えた可能性が高いかということをまず確認
して、その段階でどのぐらいチェックをしなけ
ればいけないかというのをだいたい考えます。
　これは非常に細かくチェックする必要があ
るなと判断した場合は、非常に細かいチェッ
クリストを作っています。それに沿って、相
当細かくヒアリングをして、実態に合ってい
ないところや法律に合っていないところにつ
いては全部変更の提案をしていくというよう
なやり方をしています。

　ヒアリングの際は、社員の構成も聞いてい
ます。その理由は、パートや契約社員の数が
多い場合は、正社員の規定だけでなくパート
や契約社員向けの就業規則があった方がいい
のではないかという判断をするためです。現
在の本規則の適用範囲は何なのか、別規定を
作る気があるのかないのかというようなとこ
ろも聞いたりしています。
　ほかには、選考時の書類、あるいは、実際
の採用時の書類、また、内定制度があるのか
ないのか。内定通知書を作っているのかどう
か、身元保証人はいるのかいらないのか、試
用期間をどう考えているのか、人事異動はど
んな異動があるか、休日の実態はどうなって
いるのかなど、詳しくお聞きしています。
　また、振替休日や代休制度の要否、年次有
給休暇が法定通りなのか、独自に決めたいの
か。半日有給を入れるのか、時間単位を入れ
るのかどうか。それから、季節休暇で年末年
始や夏季休暇が休日なのか休暇なのか。慶弔
休暇、法定休暇、その他特別のアニバーサリ
ー休暇などがあるか。さらには、退職、労使
協定など、2時間以上かけて細かくヒアリング
していき、ようやくお客様の要望に合ったも
のが作れるかなという感じで進めています。

3 経営者や担当者があまり
理解していないこと

織 田 　では、経営者や担当者の方があまり
理解していないことについて、誤解が多いと
思われる9項目についてお話しします。
（1）適用範囲
織 田 　まず適用範囲です。これはだいたい
就業規則の2条、3条あたりにあるところです。
山 本 　正社員用の就業規則しか作っていな
い会社が結構多いのですが、常時アルバイト
がいる場合はアルバイト用の就業規則を作り
なさいというのが労働基準法89条で言われる
ところです。
　仮に、正社員用の就業規則しか作っていな
い場合、パートやアルバイトにも適用される
はずだと主張されることがあります。事件名
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は忘れましたが、パートが退職金を請求して
認められたという事案があったと思います
（※大興設備開発事件・平成9年10月30日大阪
高判・労働判例729号61頁／労働経済判例速報
1665号3頁）。
　アルバイトには慶弔休暇や休職、退職金は
与えていないというのはよくあると思います。
この辺を分かっていない方だと、ちゃんと就
業規則を分けておかないとアルバイトに権利
を主張されたら断れないということがよくあ
ります。
織 田 　アルバイトには慶弔休暇はないとい
っても、親御さんが亡くなったのに休むなと
いうわけにはいかないでしょうと、大体の経
営者の方は言います。ところが、社員と同じ
ように来なかったアルバイトに時給をちゃん
と払いますかと聞くと、どの経営者も払わな
いと答えます。そこで、この規定だと払うと
書いてありますよというお話をさせていただ
きます。
山 本 　そうですね。ただ今後は、同一労働
同一賃金という話が出てきています。2016年
12月に出たガイドライン案を見ると、働く能
力や役割が違えば賃金が違ってもいいけれど
も、そうでない部分については賃金が同じで
なければいけないとなっていて、ロードマッ
プを見ると2019年4月から運用されると政府が
発表しています。したがって今後は、慶弔休
暇や休職について正社員とそれ以外の方に差
を付けられないのだろうなと感じているとこ
ろです。
　実務的には同一労働同一賃金の対応よりも、
36協定の罰則付き上限について先に法改正が
あると思いますので、そちらの対応が先かな
と思います。
（2）休日と休暇の違い
織 田 　そもそも休日と休暇って違うの？夏
季休暇は休日ではいけないの？というご質問
が非常に多く、就業規則にも休日のところに
夏季休暇と書いてあるだけというケースが多
いです。規定自体が違法というわけではない
のですが、問題は給与計算が合っているかど
うかという点です。

　そもそも時給は年間所定労働時間数で割っ
て計算します。実際には月給を年間の月平均
労働時間数で割るのですが、ここでは分かりや
すくするために年間所定労働時間で考えます。
40時間×52週で年間2,080時間としますと、年
収500万円の方の時給は500万÷2,080で約2,403
円です。ここには夏季休暇は当然入っていま
せん。
　ところが実際は、夏季休暇、年末年始等で
休日が10日もあったとすると、1日8時間×10
で80時間分年間所定労働時間が短くなること
になり、その分、時給が上がります。このよ
うに法律上、休日と休暇では大きな違いがあ
り、残業代の計算がそもそも間違っている可
能性があるということになります。
　とはいえ、経営者の方で、自分の会社で休
日か休暇なのか分からないという方がいます。
その場合、休日か休暇かを判別するために非
常に分かりやすい質問として、夏季休暇があ
ります。夏季休暇のときに出勤した社員に休
日出勤手当を払っていますかという質問をす
ると、払っているという会社と、払っておら
ず、別の日に休暇を与えるという会社とがあ
ります。払っていると答えた会社は法律上の
休日となります。
　または、年末年始だったらどうなのか。夏
季休暇は一定期間内に5日間社員が自由に選べ
るので夏季休暇中に出勤するということはな
いが、年末年始は一斉に休日を取るので、年
末年始に出勤したらお金を払うというケース
が多いのかなと思います。そうすると、もし
かしたら夏季休暇は法律上の休暇だけれども、
年末年始は法律上の休日になっている可能性
もあります。
山 本 　また、経営者が、例えば、何かの記
念日として休日を1日増やしたとすると、時給
が上がることになります。休日をあげるのは
いいとしても、時給を上げたくないという経
営者は結構いらっしゃいます。
　仮に、平均年収が500万円だとすると、休日を
1日あげると、休日1日あたりの時給が10円上が
ることになりますよと言うと、社員が100人や
1,000人いる場合のコストをぱっと計算できま
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す。そういうコスト感覚を経営者に示すと信頼
感を得られるように思います。
　ところで、過去に見た休暇で面白いと思っ
たものに観戦休暇というものがありました。
サッカーチームのスポンサーになっている会
社で、年に1回そのチームを応援するためだっ
たら休んでいいというような休暇を出してい
ました。ほかには、ゲーム製作会社でゲーム
休暇というのがあって、新作ゲームを買いに
行くのに並ぶために休暇をあげるという素晴
らしい会社がありました。このような休暇が
あると、求人広告で人を惹きつけるようです。
（3）法定休日と所定休日の違い
織 田 　法定休日と所定休日についても、休
日と休暇と同様、違いが分からない方が多い
です。ただ、こちらについては休日と休暇ほ
ど全く知らないというわけではなくて、法定
休日って日曜日のことですよねという程度の
一般的な理解に留まる方がすごく多いです。
　ところが、法定休日を就業規則で日曜日と
定めているかというと記載がないケースが非
常に多いです。実は法定休日を就業規則に書
いていない場合は、法定休日が日曜日になる
とは限りません。なぜなら、昭和63年1月1日
基発第1号があるためです。
山 本 　厳密に言うと、基発第1号は週の起算
日をどの曜日にするのか就業規則で決めるこ
とができるとしています。振替休日のことを
考えると土曜日を起算日にするのが私は一番
分かりやすいと思っていますが、就業規則に
何も書かないと日曜日が週の起算日になりま
す。
織 田 　もう1つ、厚労省が平成21年10月5日
に法改正に合わせて出した質疑応答集があり
ます＊1。そのQ10として、「土日休みの事業場
で土日に両方休日出勤した場合に法定休日は
どうなるのか？」という質問に対して、「後の
方の休日出勤が法定休日出勤になる」という
回答になっています。
　そうすると、法定休日を定めていないと日
曜日が週の起算日ですので、土日に両方出勤
していると土曜日の方が法定休日出勤になる

ということになります。
　そうすると、一般の方は日曜日が法定休日
だと思っているケースが多いので、就業規則
に法定休日を定めておかないと、社員から、
何かおかしいんじゃないか、会社がごまかし
ているんじゃないかなどと疑われるというデ
メリットがあるかと思います。
山 本 　法律ではそこまで要求されていない
のですが、監督官からは法定休日を分かりや
すく決めてくださいという指導を受けること
が結構あります。
織 田 　友人や社員の方からの相談で「日曜
日に出勤したけれども、賃金の割増率が25％
になっている、ブラック企業なんじゃないか」
といったものがありますが、法定休日の定め
方が違っているケースだったりします。
　なお、土日のどちらかに出勤していれば、
出勤した日の割増率は25％であり、休んだ日
が法定休日だというような書き方をしている
就業規則もあります。違法ではないです、紛
らわしいですが。
　いずれにしろ、法定休日を定めた方が分か
りやすいとは思います。ただ、変形労働時間
制やシフト制にしている場合は定めることが
できません。曜日で定めることができないの
で、カレンダーをちゃんと作っているのであ
れば、カレンダーに法定休日は二重丸にする
とか、あるいは、後の休日を法定休日にする
しかないようなケースもあります。分かりに
くいシフトにしているケースでは法定休日を
定められないということも実務上あると思い
ます。
　もう1つ、実務上でよく4週4休といいますの
で、1か月に4日休日があれば、それが法定休
日でそれ以外の割増率は25％でいいのではな
いかと考える経営者の方も多くいます。
　しかし、実は4週4休とは変形労働時間制で
使う考え方であり、1か月に4日休日があれば
いいという話ではないということはあまり知
られていません。あるとき、監督官の方にと
うとうと「4週4休は本当に勧めません」と言
われたことがあります。なぜかというと、例

＊1　 http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf
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えば、1月1日がある会社の年間変形労働時間
制の起算日と考えると、その日から4週ごとに
4日休みがあるかを1年分全部計算しなければ
いけません。正確に言うと1か月に4日休日が
あればいいということではないんだと。
　実際に計算するのは非常に大変ですし、間
違いも起きやすいので、監督官の方は正直勧
めないとおっしゃっていました。
山 本 　経営者の方にお話しするときは、「月
4回ですと12か月で48日休みですよね」という
お話をしていただいて、「1年で何週間ありま
すか。52週間ですよね、4日足らないですよ
ね」と言うと分かってもらえます。
織 田 　足りないと言うと、多めに1か月5日
あればいいのねと言ったりもしますが、5日あ
っても、だからといって4週4休になっている
とは限りません。週休にして1日取るのが実務
上一番簡単ではないかと思います。
山 本 　あともう1つ問題点としては、精神疾
患の労災認定基準＊2によると2週間（12日）以
上にわたる連続勤務は心理的負荷の強度が高
いとされています。したがって、4週4休は連
続勤務を避けるべきという観点からもお勧め
できません。
（4）振替休日と代休の違い
織 田 　振替休日と代休についてです。振替
休日と代休の両方を使っている会社がほとん
どです。特徴として、振替休日は就業規則に
定めなければ使うことができません。代休は
就業規則に定めがなくても使わせることがで
きるとされています。
　とはいえ、振替休日と代休の違いは中小企
業の場合はほぼ理解されていません。大きい
企業の場合でも、理解はされているものの、
振替休日という名の代休であることがほとん
どです。
山 本 　最高記録は振替休日が40日ぐらいた
まっている会社を見ました。びっくりしまし
た。
織 田 　それはたまっているのではなくて、
単なる賃金不払いです。労基署に「払ってく
ださい」と確実に言われます。ほかには「公

休が20日間たまっているんですよ」と言われ
たこともあります。よく聞いてみると、単に
休日出勤してお金を払っていないのが20日分
あるという意味でしたが、そこが完全に誤解
されて運用されています。
　労基署の監督官の方もそんな細かいことま
では指摘しないというケースが多いなと感じ
ます。実際、今まで私のお客様でそこまで言
われたケースは1件しかありませんでした。
　その1件は、振替休日と代休を混同している
ので、その差の0.25を払いなさいと言われたと
いうケースです。その監督官いわく、休日出
勤をしたなら、その週のうちに休日を取らな
ければ、それは振替休日ではないので割増賃
金分の0.25を払いなさいと言われました。非常
に振替休日の多い会社だったのでそう言われ
たのかもしれませんが、給与計算が非常に大
変でした。
山 本 　監督官の方は自分の権限で動くので、
その監督官の考えで是正勧告等の結論が変わ
ってきます。したがって、監督官の個性を踏
まえた上で対応する必要があります。
織 田 　そうですね。非常に堅い方だと、先
ほどのケースのように0.25全部払いなさいとい
う方もいらっしゃるかと思えば、だいぶおお
らかな方もいらっしゃいます。監督官によっ
て非常に温度差があるので、何を求めている
のかというところは人によって違ってきます。
　そういうわけで、就業規則の改定に際して
は、振替休日と書いてありますが、本当に振
替休日ですかというところは確認していただ
いた方がいいのかなと思います。
山 本 　就業規則をどこまで細かく見る必要
があるかといいますと、小規模な会社ではそ
こまで細かく見る必要はないと思います。で
も、IPOを目指しているとか、親会社が買収さ
れて上場企業になりましたとか、そういう場
合は細かいところを見ていく必要があるので、
そういう視点でお話をしています。
（5）法定休暇と法定外休暇の違い
織 田 　そうですね。次が法定休暇と法定外
休暇です。こちらもなかなか理解されていな

講演録：就業規則の作成・改定を依頼されたときに役立つ労働法関連知識

＊2　http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120215-01.pdf
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いケースが多く、好き勝手に削除されがちで
す。うちにはそんなものはないですとよく言
われます。
　逆に、慶弔休暇をなぜか法定休暇と誤解し
ている経営者の方が非常に多いのですが、こ
れは法定休暇ではありませんので、慶弔休暇
の対象は会社が自由に増減できます。後から
減らすと不利益変更の問題となりますが。
　また、育児、介護関係の休暇についての理
解がない方が非常に多いです。休暇等の絶対
的記載事項について丸々全部削除してくださ
いと言う方も非常に多いのですが、それは許
されませんし、既に削除されていたら入れて
あげないといけません。
山 本 　慶弔休暇に関して言いますと、就業
規則に書くまでではありませんが、経営者の
方にお話しするのが、例えば、結婚したら5日
間お休みをあげますと書いてあったときに、
「会社が忙しいから、悪いけど新婚旅行をちょ
っと先に延ばしてくれないか」という話が結
構あります。その後、ずっと忙しく、5年後に
「あのときの新婚旅行に行かせてください」と
言われたときに認めるかどうかです。その事
実があったときから慶弔休暇を取得できる期
限はどのくらいなのか、就業規則に書かない
までも会社の内部のルールとしては決めてお
いた方がいいです。あと、5日が、例えば、2
日と3日に分けて取得可能なのかとか、営業日
ベースなのか、それとも、暦日ベースなのか。
これらについても決めておかないと問題にな
ることがあります。
織 田 　そうですね。普通、5日と書いてある
と、土日が休みだから、平日5日全部お休みを
取って土日と合計で9日取れるなと計算して新
婚旅行に行こうと思っている方が結構多いと
思いますので、そこで許容できるのかどうか
という問題です。
山 本 　ほかにも、結婚とは、入籍を指すのか、
結婚式の日なのかなど、いろいろあります。
今まで相談を受けた中だと、3回目の結婚なの
で休暇を出したくないとか、同じ相手と再婚
する場合とか、何らかの線引きがいるかもし
れません。

　「弔」の方でご相談があったのは、3親等内
は休暇を出すと就業規則に書いてしまってい
る会社がありました。3親等って結構遠いです
よね。顔も見たことないですよね。その会社
で慶弔休暇を何度も取得する社員が2人いて、
どうしたらいいですかと相談されたことがあ
ります。証拠を出せというのも差し障りがあ
りますし、取りあえずは葬儀等の案内文書程
度の提出を求めてはどうですか、という話を
しました。3親等内というのはやり過ぎかなと
いうのは感じます。
　ご存じかと思いますが、就業規則には絶対
的記載事項と相対的記載事項があります。休
暇は絶対的記載事項ですので、いくら従業員
に隠したいからといって、法定休暇を勝手に
削除することはできません。もし削除されて
いたら入れ直す必要があります。
（6）変形労働時間制
織 田 　サービス業は、労働時間よりも営業
時間の方が長いことが多いため、ほとんど変
形労働時間制なのではないかと思います。う
まく早番・遅番のシフトで組めればいいので
すが、最近は年中無休のお店も多くなってい
ますので、何らかの形で変形労働時間制を取
り入れている会社が多いと思います。1週間単
位の変形労働時間制というものもありますが、
使っている事業所はほとんどないといわれて
います。多いのが1か月単位または1年単位の
変形労働時間制です。
①1か月単位の変形労働時間制
　1か月単位の変形労働時間制を導入する場合
は、就業規則または労使協定に規定すればい
いのですが、労使協定により定めた場合でも、
1か月単位の変形労働時間制の下で労働させる
ことを従業員に義務付けるためには、就業規
則等にこの制度を定める必要があります。し
たがって、実際は、就業規則により規定し、
労使協定はないという会社が圧倒的に多いの
ではないかと思います。事情がよく変わる場
合などは、就業規則に書いておいて、労使協
定で補足をして届出をするという運用をして
いる会社も多少あります。
　就業規則の記載とは直接関係ないのですが、
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残業代の計算で注意点があります。1か月単位
の変形労働時間制には月の労働時間の上限が
あります。31日ある月だと177時間が所定労働
時間の上限。30日だと171時間が所定労働時間
の上限です。これは単純に1週間の法定労働時
間は40時間なので、割ればそうなるという話
です。そうすると、実際の労働時間から所定
労働時間の上限を引けばいいということで、
200時間働いたから200から177を引いた残りの
23時間が残業でしょうと思っている会社が圧
倒的に多いのですが、そうではありません。
　残業代の計算は、まず1日のシフトで見ます。
シフトが8時間を超えている場合、例えばある日
のシフトが10時間であったとすると、2時間分が
残業になり、割り増しが付きます。反対に、ある
日のシフトが7時間であった場合は、8時間まで
は法定内残業となり、割り増しが付きません。
　次に、1週の労働時間が40時間を超えている
かどうかを見ます。40時間を超えていれば法
定外残業になり、割り増しが付きます。
　日で見て、週で見て、最後に月で見ます。
実際のシフトの合計時間がその月の所定労働
時間なので、31日ある月でも177時間とは限ら
ず、それより少ないのが通常です。したがっ
て、たとえ月の所定労働時間が法定労働時間
よりも少なくても、そこが超えていればそれ
は残業です。
山 本 　実は、この計算に対応している勤怠
システムが世の中にほとんどないんです。ち
なみにこの考え方、社労士の試験に出るので、
受験をする方はぜひご参考にしてください。
織 田 　私の感覚では、飲食店とか、年間の
繁閑の差があまりないサービス業は1か月単位
の変形労働時間制を導入しているところが多
いです。
②1年単位の変形労働時間制
　サービス業でも年間の繁閑の差が大きい会
社は1年単位の変形労働時間制を利用します。
例えば、一番分かりやすいのは、デパートで
お中元やお歳暮を担当する方です。ほかには、
リゾート地のホテルや飲食店など、観光客の
多い時期と少ない時期で繁閑の差が激しいケ
ースなどです。

　1か月単位の変形労働制と違い、就業規則に
書いた上で労使協定書も作成する必要があり、
その協定書を労基署に届け出なければいけま
せん。ただし、36協定の届出とは違うところ
があります。36協定は遅くとも期間の初日ま
でに届け出なければならず、期日に遅れると、
届出日より前は無効ですというはんこを押さ
れてしまうのですが、1年単位の変形労働時間
制の協定書の場合は、協定さえ1年の始まりよ
り前にしていれば、届出自体は1か月後に出し
たとしても受理してくれます。
　ただ、1年単位の変形労働時間制は、中小企
業では、全く理解せずに運用しているところ
が多いという印象です。
③労働基準監督署の反応
　監督官の方はどういう反応をされるかとい
うと、まず調査に入って1か月単位の変形労働
時間制を採用している会社だったという場合
は、相当高い確率でシフトを出してください
と言われます。シフトの時点で違法かどうか
というところが見られて、シフト自体が違法
だと疑いの目で見られ、残業代の計算が正し
くない可能性がある、払いなさい、という是
正勧告が出る可能性が非常に高いです。
　実際、1か月単位の変形労働時間制を取り入
れている会社で正しいシフトを組めているか
というと、できていないケースの方が圧倒的
に多いと思います。
山 本 　シフトを出すタイミングも大事です。
織 田 　そうですね。事前じゃないといけま
せんし。
　また、ファストフード等で、特にアルバイ
トの場合は、なかなか1か月先までのシフトは
出せませんので、シフトが2週間単位というケ
ースが多いです。しかし、2週間単位の変形労
働時間制で届け出ているわけではありません
ので、1か月単位にした場合、計算が合わなく
て、結局それは無効だと言われて負けたケー
スがありました。
　大きな会社であっても、正しくできていな
いケースも多いので、変形労働時間制にする
よりも、週40時間で何とか収まるようにした
方がいいかもしれません。 （次号へつづく）
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