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ます。
　そもそも、経産省がなぜ働き方改革につい
て語るのか、厚労省の所管ではないのかとい
う疑問を持っている方もいらっしゃるかと思
います。まず、この働き方改革実行計画を決
定したのは、厚労省でも経産省でもなく、政
府に設置された「働き方改革実現会議」とい
う会議体です。例えば細かい労基法の条文等
は厚労省が作るのですが、後ほどお話しする
時間外労働等の上限を1か月80時間以内にする
とか1か月100時間未満にするとか、そういう
大枠は働き方改革実現会議で決めたというこ
とです。
　その実現会議の事務局は、厚労省、経産省、
文科省などからの出向者で構成されています。
　働き方改革には、働き手が自分の働き方を
見直すという意味もあれば、企業が人事制度
の改革等をとおして自社での働き方を見直し
ていくという意味もあります。そのため、企
業を所管している経産省にとっても働き方改
革は重要なアジェンダになっているというこ
とですね。

2 働き方改革実行計画

働き方改革実現会議1
　まず、平成29年3月28日に働き方改革実行計
画の決定がなされたのですが、このとき安倍
首相は、「平成29年が、日本の働き方が変わっ
た出発点として、間違いなく記憶されること
になるだろう。」というメッセージを最後に出
しました。

1 はじめに

　現在、弁護士資格を持ったまま、経済産業
省の産業人材政策室に勤務しております、白
石と申します。平成28年9月に着任しまして、
平成30年9月まで2年間の任期です。
　今日は、「働き方改革実行計画」の概要と、

「働き方改革第2章」の2つの話をしようと思い
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　働き方改革実現会議は平成28年9月にスター
トして、平成29年3月に終わりました。そのア
ジェンダは次の9つです。

　このうち法律面でなじみ深いのは1、3、5な
ので、今日はこの3つの点に絞ってお話ししま
す。これから各論に入りますが、働き方改革
実行計画にどのような内容が書かれていたか
ということをお話しした上で、平成28年度末
に定められたその実行計画に従って、平成29
年度にどんな動きになっているかということ
を順番にお話ししていこうと思います。

同一労働同一賃金（同一労賃）2
　同一労働同一賃金（同一労賃）については、
ガイドラインの制定と法改正の2軸ということ
で実行計画に定められています。
❶前提の整理
　先に前提の整理をします。1つ目、ガイドラ
インについて。これはあくまでまだガイドラ
イン「案」でして、まだ正式なものにはなっ
ていません。実行計画上も国会審議等を踏ま
えて最終的に確定し、法律と一緒に施行する
ことになっています。
　また、2つ目として、同一労賃については、
あくまで同一の企業団体内における格差是正
を目指すものであり、会社間の格差是正には
使えません。加えて、正規従業員と非正規従
業員の間の不合理な待遇差改善を目指すもの
です。したがって、正規と正規の間や、非正

規と非正規の間には適用されないと明言され
ています。
　正規とは「無期雇用フルタイム」をいい、
非正規とは「有期雇用、パートタイム／派遣」
の3つをいいます。なぜここで派遣だけ分けて
記載しているかというと、派遣労働者だけ扱
いが難しく、実際、実行計画の中でも記載が
分けられているからです。どういうことかと
いうと、派遣労働者の待遇を決めるのは派遣
元ですが、その派遣労働者の待遇を誰とそろ
えるかといったら、派遣先の労働者となんで
すね。要するに待遇の決定主体が違うのに、
そろえるのは難しいのではないかという問題
があります。また、派遣労働者は派遣先が変
わりうるわけですが、派遣先が変わったら、
それに合わせていちいち待遇も変えなければ
いけないのかという問題もあります。そのた
め、有期雇用やパートタイムとは分けた取扱
いになっています。
　前提の3つ目です。「職務や能力等の明確化
とそれに基づく公正な評価、それに則った賃
金制度が望ましい」、「ベンチャーや中小企業
については、職務内容が複層的又は流動的で
あることも勘案し、労使の話し合いにより工
夫することが望ましい」と書かれています。
これは、同一労賃が目指すものとして格差是
正がありますが、加えて更に2つのメッセージ
があり、その1つは評価の在り方の見直しをし
ましょうということです。
　もう1つは職務無限定の見直しです。要する
に、職務を明確化しないと「同一の労働」が
定義できないわけですが、現状は職務範囲が
無限定で、みんな言われたことは何でもやり
ますという働き方です。これではこの先厳し
いのではないかという問題意識があります。
この2つの問題意識が同一労賃との関係でも存
在しており、それがガイドライン案に文章と
しても記載されているわけです。
❷ガイドライン案の内容
　具体的にガイドライン案の中身に入ります。
まず、①基本給、②手当、③福利厚生・その
他に分け、個別の待遇ごとに、どういう理由
であれば差を付けることが認められて、どう

講演録：策定側から見る「働き方改革実行計画」とその後

1.   同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
2.   賃金引き上げと、労働生産性の向上
3.   時間外労働の上限規制の在り方など 

長時間労働の是正
4.   雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、 

人材育成、格差を固定化させない教育の問題
5.   テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方
6.   働き方に中立的な社会保障制度・税制など 

女性・若者が活躍しやすい環境整備
7.     高齢者の就業促進
8.   病気の治療、そして子育て・介護と仕事の両立
9.   外国人材の受入れの問題



NIBEN Frontier●2018年10月号4

いう理由では差を付けることができないのか
を整理し、一般論と具体的事例とを組み合わ
せて記載しているのがこのガイドライン案と
いうことになります。
　例えば①基本給については、職業経験・能
力／業績・成果／勤続年数に応じた処遇をす
る場合や、勤続による職業能力の向上に応じ
て昇給をする場合は、それら（職業経験・能
力等）が同一であれば同一の支給をしなけれ
ばいけません。これを「均等待遇」といいま
す。また、違いがある場合、支給にどんな相
違を設けても認められるわけではなく、違い
があるのであればその違いに応じた支給をし
なければいけません。これを「均衡待遇」と
いいます。①基本給についてはこの2つを一般
論として定めています。
　具体例として、例えばスーパーだと1 ～ 2年
目ぐらいの社員が修行の意味を兼ねてスーパ
ーで働く、店長をやる、そして、そこで10年、
20年働いており、能力も高いパートタイマー
よりも高い給料を支給されるということはよ
くあります。それ自体は認められるとガイド
ライン案に書かれています。
　他方で、認められないとされる事例に少し
気になるものがあります。職業経験を理由と
して高い基本給を受けているけれど、今担当
している業務がその職業経験と無関係なのに
高い給料をもらうのはおかしいということが
書かれています。これはジョブローテーショ
ンがある会社だと、例えば人事畑しか経験し
たことのない人が営業畑に行ったとします。
そのときに人事で得た職業経験は必ずしも営
業で生きるわけではないのですが、職業経験
を理由に給料に差が付くことはよくあること
です。しかし、そういう理由で給料に差を設
けてはいけませんとガイドライン案は言って
います。
　なお、ガイドライン案には、どういう理由
で差を設けるのは認められる、または認めら
れないということは書いてありますが、どの
程度の差を設けることが認められるのかとい

うことは全く書かれていません。
　②手当の話にいきます。気になる点として、

「賞与」については同一の支給か、相違に応じ
た支給が必要だといわれています。具体的に
は、会社業績等への貢献に応じて支給する場
合、同一の貢献であれば、貢献に応じた部分
について、同一の支給を。貢献に違いがある
なら、相違に応じた支給をしなければいけな
い、とされています。事例として、目標未達
の場合に処遇上のペナルティーを課される正
規社員に賞与を支給しつつ、未達に対するペ
ナルティーがない非正規社員には賞与を支給
しないことは許されるとされています。会社
業績への貢献があるのに正規社員にだけ賞与
を払って非正規社員には払わないという扱い
は許されていないという書き方がされていま
す。
　また、細かいところで、時間外労働手当や
深夜休日手当について、正規社員と非正規社
員とで割増率が違うことはよくありますが、
これは認められないといわれています。
　次は③福利厚生・その他ですね。食堂や更
衣室は正規、非正規の別なく使用できるよう
にするというようなことが書かれています。
　ガイドライン案に書かれていないことにつ
いて補足します。まず「退職金」については
書かれていません。退職金は会社によってあ
まりに多様であるということや積み立ててい
ない会社に対していきなり支給を要求するの
は難しいということもあってか、ガイドライ
ン案では触れないという形になりました。
　また、「定年後の継続雇用（再雇用）」につ
いては、独立項目は立てずにあくまで注とし
て簡単な記載がされるにとどまりました。こ
れは、ガイドライン案作成時点では、長澤運
輸事件の高裁判決までは出ていましたが、最
高裁判決が出ていなかったことが影響してい
ます＊1。
❸実行計画本文
　以上がガイドライン案の大まかな解説です。
それを踏まえて、実行計画本文に何が書かれ

＊1　�平成30年6月1日に最高裁判決が出された。�http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/087785_hanrei.pdf
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ているかを説明します。
　平成29年3月末に出た実行計画。ガイドライ
ン案自体は同じものが実行計画に添付されて
おり、記載に変更はありません。ただし、実
行計画では法改正の方向性が示されました。
何をするかというと、パートタイム労働法と
労働契約法と労働者派遣法の改正です。
　実際、どういう改正をするかというと、大
きく分けて4つあります。
　1つ目は、まず、均等待遇と均衡待遇の双方
の規定の整備ですね。これらについて明文で
条文まで分けて記載されているのはパートタ
イマーについてだけなんです。これを有期労
働者や派遣労働者についても明文で書きまし
ょうということです。
　2つ目が、説明義務です。単なる待遇の説明
義務ではなく、待遇差の内容と理由の説明義
務を課すということが実行計画では書かれま
した。待遇差の理由を説明してもらわないと
労働者としては争いようがないということで
すね。要するに解雇理由の説明と同じ話です。
　3つ目が行政ADRを整備しましょうという話
です。
　4つ目は、派遣労働者に関する法整備です。
まず、派遣先事業者に対して派遣先労働者が
どういう待遇かという情報を派遣元事業者に
提供する情報提供義務が課されることになり
ました。これは派遣先労働者の待遇を教えて
もらわないと、派遣元が自分のところの派遣
労働者の待遇を変えることができないからで
すね。現時点で配慮義務が既に存在していま
すが、これを法定義務化するということです。
　派遣についてもう1つ、派遣先が変わるごと
に待遇を変えなければいけないのか、という
問題に対応するために、次の3要件を満たす労
使協定を結んでいる場合には、派遣先との均
等・均衡待遇を求めないということになりま
した。

　上記の3要件を満たした労使協定を派遣元で
結んでいれば、派遣先に応じて待遇を変えな
くてもよいということが定められました。
❹法律案要綱
　実行計画を踏まえた平成29年度の動向で、
法律案要綱が出ていますので、これについて
説明します。平成29年9月15日、厚労省におい
て、いわゆる「働き方改革関連法案」＊2の要綱
が取りまとめられ、労働政策審議会の了承を
得ました。
　これはかなり巨大法案で、労働基準法、じん
肺法、雇用対策法、労働安全衛生法、労働者派
遣法、労働時間等設定改善法、パートタイム
労働法、労働契約法、以上の8法を含む多くの
法律を一括改正しましょうというものです。
　同一労賃に関する法律案要綱のうち、同一
労賃に関する部分についてお話しします。ま
ず今、労働契約法第20条が有期労働者の同一
労賃を定めている条文なのですが、これは削
除することになっており、パートタイム労働
法の方に移されて合体することになっていま
す。パートタイム労働法の名前も「及び有期
雇用労働者」と入る形で変わる予定です。
　なぜそれらを合体するかというと、同一労
賃を実施していない企業に対して行政指導を
行うことを考えたとき、労働契約法はあくま
で契約法なので、法形式として行政指導に関
する条文を入れることができないからです。
そこで、行政指導等がもともと規定されてい
るパートタイム労働法の方に移そうというこ
とです。そういう理由もあり、労働契約法第
20条は削除されることになりました。
　次に、先ほど申し上げた待遇差の説明義務
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＊2　�第196回国会において、平成30年4月6日に提出され、同年6月29日に可決・成立した。�https://www.mhlw.go.jp/content/000307765.pdf
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ですね。労働者から求めがあったときに、「通
常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理
由」を説明する義務が定められます。
　また、派遣労働者について、先述した労使
協定を結んでいれば派遣先が変わるごとに待
遇を変えなくてよいという方式が法定される
ことになります。
　なお、先ほど派遣労働者について派遣先が
派遣元事業者に自分のところで働いている人
の待遇を情報提供する義務が課されると言い
ましたが、これは労使協定を結んでいる派遣
元事業者に対しては情報提供する必要がない
という建付けになります。なぜなら派遣先に
そろえる必要がないからです。したがって、
労使協定を結んでおらず派遣先から情報提供
を受けるパターンと、労使協定を結んでいて
情報提供を受けないパターンと2つできること
になります。
　これによって、労使協定を結んでいない派
遣事業者が淘汰されるということも可能性と
してはあります。なぜなら、派遣先、要する
に派遣労働者を受け入れる側は、できれば自
社の労働者の情報提供などしたくないからで
す。ところが、労使協定を結んでいない派遣
元には情報提供しなければいけないので、そ

うであれば労使協定を結んでいる派遣元から
派遣労働者を受け入れるという可能性は十分
あり得ると思います。

長時間労働の是正3
　今度は、長時間労働の是正の話をします。
全体像を示します（ 図表1 ）。
❶上限規制と罰則
　初めに実行計画に何が書かれているかにつ
いて説明します。まず、時間外労働の限度は、
原則月45時間かつ年360時間です。特例、要す
るに特別条項を使う場合には、年720時間まで
認められますが、年6回までです。
　さらに、絶対的上限が新設されます。これ
は2か月、3か月、4か月、5か月、6か月、どの
平均を取っても休日労働含めて1か月80時間以
内というのがまず1つです。もう1つは、1か月
の絶対的上限は休日労働を含めて100時間未満
です。80時間は「以内」で、100時間は「未満」
ということになります。つまり、ある月に時
間外・休日含めて90時間働かせた場合、次の
月は絶対に70時間以内に収めなければいけな
いということですね。これらの絶対的上限を
超えた場合について、罰則が新設されること

長時間労働の是正（全体像）図表1

原則（労基法第32条） 1日8時間、1週40時間
36協定 労使協定で上記原則を超過可

※ただし、1か月45時間などの「上限」あり（※ア）

特別条項 労使協定で上記を超過可（結果として「上限」
無し）ただし、1年の半分以内まで

「上限」が分野に
よって適用除外
されるもの

1）建設、 2）自動車運転、
3）研究開発、
4）季節的要因又は公益上の必要（※イ）

災害等対応における
労働時間の延長

（※ウ）

災害その他避けることのできない事由
（ただし、事前に労基署長による許可が必要）

期間 １週間 2週間 4週間 １か月 2か月 3か月 １年間
限度時間 15時間 27時間 43時間 45時間 81時間 120時間 360時間

原則 （変更なし）
36協定 現行「上限」を法定

時間外は、月45時間、かつ、年360時間
一時的な
業務量の増加

新設「上限」を法定
① 時間外は1年720時間 

※1年で6か月まで
かつ、時間外＋休日で
② 2か月〜6か月の平均が 

いずれも月80時間以内
③単月100時間未満

適用除外（※） 3）研究開発
※健康確保措置を義務化

災害等対応 継続
サイバーアタックや大規模リコールな
どが含まれることを明確化

＜現行＞

（※ア） 36協定の上限時間は、厚労大臣告示で以下と定められている。

（※イ）   いずれも厚労省局長通達で限定列挙 
季節的要因等 ： 砂糖製造、造船、年賀状配達 
公益上の必要 ： 原発の定検、ガス製造設備の工事

※１）建設、２）自動車運転、医師等は施行を猶予。

（※ウ）   労基法第33条においては、「災害その他避けることのできない事由について、臨時の必要がある場合、使用者は労基署長の許可を受けて、必要
な限度において、労働時間の延長が可能」と定めている。

＜改正後＞

法定化

上限新設

縮小
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になりました。
　ただし、誤解のないように申し上げておく
と、現行法でも36協定で定めている時間を超
えて働かせた場合、労基法第32条違反という
罰則の適用はあります。罰則適用があるとい
う点自体に変わりはありません。絶対的上限
という「絶対的」の意味は、労使合意によっ
ても上回れないということですね。
　次に、年の上限の話ですね。ある報道で、
年720時間が上限だと言っているけれど実際は
960時間まで可能ではないかとの指摘がありま
した。これは実はそのとおりです。どういう
ことかというと、720時間というのはあくまで
時間外労働の上限なので、休日労働で年240時
間上乗せすることが可能なわけです。では、
なぜ960時間が上限になるのかというと、絶対
的上限の方で、月平均で休日労働を含め80時
間が上限なので、80×12で960時間になりま
す。12か月毎月80時間働くことは、特例利用
年6回までという絶対的上限に反するのではな
いかと思うかもしれませんが、この特例も時
間外労働についての特例なので、例えば月45
時間の時間外労働プラス休日労働35時間で合
計80時間とすれば、時間外労働は45時間なの
で、特例を使わずとも月80時間にすることが
可能ということです。まあ理論的には可能で
すが、あまり現実的ではない話です。
❷ 適用除外（猶予）、勤務間インターバル、 

労基法第33条
　次にいきます。医師は現在適用除外ではな
いのですが、医師には応召義務があり、基本
的に患者が来たら対応しなければいけないと
なっているので、適用猶予になりました。
　また、現在適用除外とされている建設、自
動車の運転等についても当面は猶予すること
になっています。業種により異なりますが、3
年から5年で見直しましょうということになっ
ています。新技術・新商品等の研究開発につ
いては、引き続き適用除外です。
　勤務間インターバルは、努力義務として入
れることになりました。
　それから、注目されている方は少ないと思
いますが、労基法第33条という条文がありま

す。これは、「災害その他避けることのできな
い事由によって、臨時の必要がある場合にお
いては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、
労働時間を延長できる」という規定なのです
が、実は特に延長の上限は設けられていない
んですね。
　今、実際に使われている例として、激しい
雪が降って新幹線が止まってしまうというと
きに雪かきのために時間外労働をする場合。
また、震災が起きた際に、ガス会社において、
いつどこでガス爆発事故が起きるか分からな
いので、急きょ点検等をしたことによって時
間外労働が1か月で250時間にもなったことが
あるようです。当然、月250時間などという36
協定は結んでいないので、そういうときは労
基法第33条を使って適法に働いていただいた
と、そういう事例もあるようです。
　今後月100時間未満が絶対的上限になると、
例えば同じような災害が起きたとき、あるい
は自然災害以外にも、リコールや、炎上問題、
最近ですと不正発覚などがあると、いろいろ
な部署が早急な対応に追われることになるは
ずです。それは法務であり、広報であり、あ
るいは原因究明であり、再発防止策の策定で
あり。そういうものに取り組まなければいけ
ないときに、月100時間だから今日はもうやり
ません、という形で、ある意味社会的責任を
反故にしてしまっていいのかというところは
あります。今までであれば、長めの上限が設
定されていた36協定の範囲内でなんとかなっ
ていたところなんですが、今後は労基法第33
条が使われる可能性があるということですね。
そうしたことも踏まえて、実行計画には、例
えばサーバー攻撃によるシステムダウンへの
対応や大規模リコールへの対応など、非自然
的災害、いわゆる人災についても労基法第33
条を適用できることを明確にしましょうと書
かれています。
　なお、『注釈労働基準法』には、自然的災害
だけではなく、火災や爆発、機械装置の故障
など、非自然的災害についても労基法第33条
を適用できると、もともと書かれています。

講演録：策定側から見る「働き方改革実行計画」とその後
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❸法律案要綱
　実行計画を踏まえて、法律案にどのように
書かれているかというと、基本的に実行計画
の内容は全部盛り込まれています。
　労働安全衛生法には2つの改正があります。
1つは、医師による面接指導の対象となる時間
要件が、時間外労働1か月100時間超から1か月
80時間超に短縮されます。もう1つ、全ての労
働者を対象として労働時間把握をしなければ
いけないという規定が入ることになっていま
す。平成29年1月に作成された労働時間適正把
握ガイドラインでは、これまで同様、管理監
督者や裁量労働制など、みなし労働の人につ
いては客観的な労働時間の把握は不要である
とされていましたが、全ての労働者を対象と
して労働時間を把握しなければいけないとい
うのが労働安全衛生法に書かれることになり
ます。
❹（参考）その他の動向
　実行計画には書かれていないことについて、
大きく3つの情報を提供します。
ア．賃金等請求権の消滅時効期間の延長
　まず1つ目に、平成29年12月から賃金等請求
権の消滅時効期間を変えようという検討会が
厚労省でスタートしました。これは、民法改
正で短期消滅時効がなくなり、消滅時効期間
が原則5年になることから、賃金等の労働債権
の消滅時効は2年のままでいいのかという点を
検討するわけですね。結論ありきではなく、
民法にそろえて5年にしなければいけないとい
うわけではないようですが。平成30年の夏を
めどに取りまとめということになっています。
イ．労基署業務の民間活用
　2つ目。これは働き方改革ではなく規制改革
推進会議のタスクなのですが、労基署業務の
民間活用についてです。例えば、駐禁の取締
りや刑務所の業務の一部を民間事業者に委託
している例がありますが、労基署業務につい
ても民間への委託を検討すべきではないかと
いうことです。例えば、平成27年に労基署が
定期監督を実施できたのは、全事業所のわず

か約3％に対してのみなので、単純計算すると
30年に1回しか定期監督が来ないということに
なってしまい、実効性がないのではないかと
いう指摘がありました。それに対して、厚労
省は、今は労働基準監督官を増やしています
という説明をしたのですが、今のペースで増
やしても欧州並みの比率にするまでには200 ～
300年ぐらいかかる計算なんですね。そこで、
社労士等の民間に委託すればよいのではない
かということが話し合われました。結論とし
ては、一部業務については民間委託をしてい
こうという方向性になっています。
ウ．解雇の事後的金銭解決
　3つ目。解雇の事後的金銭解決について平成
29年5月頃にいったん報告書が取りまとめられ
ました。これは今まで何回も頓挫しているの
で、1回報告書を取りまとめられただけでもス
テップとしては相当前に進んでいる形なので
すが、かなりの議論がなされました。結論と
しては、法律的な問題点等を検討するために
労政審下の検討会に持っていくということに
なっています。有識者検討会を開くというこ
とですね。これは、解雇無効の訴えと一緒に
しなければいけないのか、しなくていいのか、
既判力はどこまで及ぶのか、金銭解決すると
して金銭水準はどうするのかなど、専門的論
点がとても多いので労働法や民訴法など、い
ろいろな学者を交えて1度検討会を開くことに
なるのではないかと思います＊3。
 （次号へつづく）

講演録：策定側から見る「働き方改革実行計画」とその後

＊3　�平成30年6月より、「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」が開始されている。�
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_558547.html




