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○ 基本的な背景
→ 少子高齢化による労働力人口の減少・人手不足の現状

○ アベノミクス、一億総活躍社会の目指すもの
→ 女性・高齢者等の活躍促進
→ 女性・高齢者等の労働力化の制約要因をなくす必要性
→ 国際競争力を高める（他国に比べ貧乏になった・日本が

稼げなくなった）生産性は先進国最下位を脱出したい
→ 鬱、過労自殺の増加を防ぎたい

「働き方改革」のポイント



今後、急激に減少する労働力人口
少子高齢化、共働き社会、うつや介護など「無病息災」は当たり前でなく
誰もが「一病息災」になりうる時代。 働き方の感覚を変える必要性の高まり。

・

人と違う、他社と違う、
存在価値をつくる。
・時間でなく成果に注目。

・利益が上がるビジネス
モデルに変えること。



（見直し）

（現行制度の適用除外等の取扱）

（事前に予測できない災害その他事項の取扱）

（取引条件改善など業種ごとの取組の推進）

（企業本社への監督指導等の強化）

（意欲と能力ある労働者の自己実現の支援）

５ ．柔軟な働き方がしやすい環境整備

（１）雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援

（２）非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援

（３）副業・兼業の推進に向けたガイドラインや改定版モデル就業規則の策定

６ ．女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備

（１）女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援などの充実

（２）多様な女性活躍の推進

（３）就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備

７ ．病気の治療と仕事の両立

（１）会社の意識改革と受入れ体制の整備

（２）トライアングル型支援などの推進

（３）労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化

８ ．子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労

（１）子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進

（男性の育児・介護等への参加促進）

（２）障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進

９ ．雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援

（１）転職者の受入れ企業支援や転職者採用の拡大のための指針策定

（２）転職・再就職の拡大に向けた職業能力・職場情報の見える化

１０．誰にでもチャンスのある教育環境の整備

１１．高齢者の就業促進

１２．外国人材の受入れ

１３．10 年先の未来を見据えたロードマップ

（時間軸と指標を持った対応策の提示）

（他の政府計画との連携）

１．働く人の視点に立った働き方改革の意義

（１）経済社会の現状

（２）今後の取組の基本的考え方

（３）本プランの実行

（コンセンサスに基づくスピードと実行）

（ロードマップに基づく長期的かつ継続的な取組）

（フォローアップと施策の見直し）

２ ．同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善

（１）同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備

（基本的考え方）

（同一労働同一賃金のガイドライン）

① 基本給の均等・均衡待遇の確保

② 各種手当の均等・均衡待遇の確保

③ 福利厚生や教育訓練の均等・均衡待遇の確保

④ 派遣労働者の取扱

（法改正の方向性）

① 労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備

② 労働者に対する待遇に関する説明の義務化

③ 行政による裁判外紛争解決手続の整備

④ 派遣労働者に関する法整備

（２）法改正の施行に当たって

３ ．賃金引上げと労働生産性向上

（１）企業への賃上げの働きかけや取引条件の改善

（２）生産性向上支援など賃上げしやすい環境の整備

４ ．罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正

（基本的考え方）

（法改正の方向性）

（時間外労働の上限規制）

（パワーハラスメント対策、メンタルヘルス対策）

（勤務間インターバル制度）

（法施行までの準備期間の確保）

働き方改革実行計画

平成29年３月28日
働き方改革実現会議決定
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「働き方改革」実行計画



働き方改革関連法の状況と
施行スケジュール

Chapter One



働き方改革関連法の施行スケジュール

19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4

労働時間上限規制
大企業 ● → → → → →

中小 ● → → → →

年次有給休暇5日取得義務 共通 ● → → → → →

高プロ・フレックスタイム 共通 ● → → → → →

医師面接見直し・時間把握 共通 ● → → → → →

月60時間超割増率引上げ 中小 ● →

限度基準適用除外見直し 共通 ●

勤務間インターバル(努力義務) 共通 ● → → → → →

同一労働同一賃金
大企業 ● → → → →

中小 ● → → →

その他 共通 ● → → → → →

(別法案)賃金債権時効延長 共通 ▲ → → → →



施行スケジュール順で理解する
働き方改革関連法の対応
2019年4月1日施行分

Chapter Two



年次有給休暇の取得義務化への対応

• 年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち
5日については、付与日から1年以内の期間に、以下のいずれかの方法に
より与えなければならない。
① 労働者本人の時季指定による取得
②労使協定締結による計画的付与
③労働者本人の希望を聞いた上での使用者による時季指定

• 法律どおり、入社半年で年休を付与している場合には、個人単位で年次
有給休暇の取得状況を把握することが求められ、非常に煩雑。これを機に、
斉一的取り扱い（年休付与の基準日を設定する）を採用する企業の増加が
予想される（就業規則見直しが必要）。

• 計画的付与を行う場合、年間カレンダーにも
影響することから、早めの準備が必要。例えば、
1月1日から12月30日で年間カレンダーを
作成しているような場合は、来年4月まででは
なく、ここ今すぐに対応を決定する必要がある。



強化される長時間労働に対する健康確保措置（安衛法）

1. 医師による面接指導
• 長時間労働に対する健康確保措置として、労働安全衛生法第66
条の８の面接指導について、現行では１週間当たり40時間を超え
て労働させた場合のその超えた時間が１か月当たり100時間を超
えた者から申出があった場合に義務となっているが、この時間数
を定めている省令を改正し、１か月当たり80時間超とする

2. 労働時間の客観的な把握 手書き出勤簿はダメ、時間を把握出来るもの

• 面接指導の適切な実施を図るため、管理監督者を
含む、すべての労働者を対象として、労働時間
の把握について、客観的な方法その他適切な
方法によらなければならない旨を省令に規定
する。

• 今後は、すべての従業員について、タイムカ
ード、ICカードなどによる労働時間把握が
原則とされる。管理職の働き方改革が重要に。



清算期間が３ヶ月に延長されるフレックスタイム制

• フレックスタイム制とは、１日の労働時間の長さを固定的に定めず、１ヶ月以内の
一定の期間（清算期間）の総労働時間（ex.８時間×２１日＝１６８時間）を定めて
おき、従業員はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で柔軟に
決めることができる制度。

• １ヶ月を超える期間での繁閑の差があるケースでは使いにくかったが、今回の改
正では、清算期間の上限が３ヶ月に延長される。なお、１ヶ月を超える清算期間を
設定する場合には、労使協定を労働基準監督署に届け出なければならない。

• 起算日から１ヶ月毎に区分した期間について、１週あたりの労働時間が５０時間を
超えないようにしなければならない。

• 育児や介護などとの両立や柔軟な労働時間制度の
導入による効率的な仕事の推進においてフレックス
タイム制は効果があるが、今回の改正により、1ヶ月
を超える期間で繁閑の差があるような場合などでも
有効に活用されることが期待される。



施行スケジュール順で理解する
働き方改革関連法の対応
2020年4月1日施行分

Chapter Three



労働時間上限規制の内容 2019年4月1日施行分
（中小企業は2020年4月から）

• 今回の法改正により、以下の労働時間上限規制が行われる。
1. 延長時間について、月45時間、年360時間（１年単位の
変形労働時間制の場合は月42時間、年320時間）の限度
時間以内としなければならない。
✓ 従来設けられていた3ヶ月120時間などの限度は廃止

2. 特別条項を締結する場合においても、上回ることができ
ない年間の時間外労働時間を1年720時間とする。

3. 2.の1年720時間以内において、単月では
100時間未満、複数月（２~6カ月）平均では80時間
以内（法定休日労働を含む)とする。



同一労働同一賃金 労働契約法20条と不合理性の判断基準

• 2018年6月1日に最高裁で、同一労働同一賃金を争点とした２つの重要裁
判（ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件）の判決が言い渡された。

• これらはいずれも労働契約法20条違反として争われている。

• 不合理性判断のポイントは以下の3点ということになる。
① 職務の内容（業務内容および責任の程度）
② 配置変更・転勤の有無および範囲
③ その他の事情

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容で
ある労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者
と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働
契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当
該労働条件の相違は、①労働者の業務の内容及び当該業
務に伴う責任の程度 ②当該職務の内容及び配置の変更
の範囲③その他の事情を考慮して、不合理と認められるも
のであってはならない。

2020年4月1日施行 中小企業は2021年4月からガイドライン確認
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合理性判断の内容の例（日本経済団体連合会）

日本経済団体連合会『同一労働同一賃金の実現に向けて《概要》』2016.7.19



同一労働同一賃金に関する解決策の一例
本人 会社 本人 会社 本人 会社

接客の大切さを理解している 部門構成がわかる 店舗売場案内ができる

身だしなみが守れる 大分類がわかる（生鮮・日配） 部門売場案内ができる

元気な返事ができる 中分類がわかる（生鮮） 食品衛生が理解できる

接客５大用語を使える 定番・Ａ発注・特売品の区分ができる 共通用語がわかる

社員同士挨拶が明るくできる 売場レイアウトが理解できる 計数の基礎がわかる

お客様に挨拶ができる 検品作業ができる ５Ｓがわかる

売り場の出入口で挨拶ができる。 伝票入力ができる 正しいゴミ処理ができる

スケジュール表通り業務ができる 伝票処理ができる 食品廃棄（リサイクル）報告ができる

商品補充時の正しい立ち位置がわかる 朝礼の内容がわかる

マニュアルの名称で呼ぶことができる 廃棄処理ができる 台車は基本引いて使用している

作業備品、売場什器 伝票入力ができる センター商品のマグネット、オリコン等の正しい処理ができる

ＰＯＰ備品関連の備品 POPが作成できる 先出し、先入れをしながら品出しをしている

発注・値下げ業務等の備品 売価メンテナンスができる トラックの荷台から台車に移してから検収をしている

台車の使い分けができる 棚割り入力ができる 商品を確認しながら検収している

ＰＯＰ備品の使い分けができる 定番発注ができる 商品は検収後に品出ししている

ＰＯＰの高さ、方向を統一している 特売・インプロ発注ができる

棚卸ができる

委託先へ出荷明細が出せる

プライスカードの位置がわかる 賞味期限チェックができる 在庫チェックができる

プライスカードの表示内容がわかる 不良品を売場から撤去できる 整理・整頓ができている

プライスカードに沿って陳列ができる 温度チェックができる 定物定位置管理になっている

名前（名称）をつけて管理している

陳列の乱れを手直しできる 返品処理ができる

カテゴリーごとの商品陳列ができる 　 店間移動処理ができる

商品陳列（品出し作業）ができる

補充（追加）作業ができる

販促備品を正しく使える

売り出し準備、売り出し商品の陳列ができる 売り場清掃が正しくできる 重点販売商品の陳列、管理ができる

ＰＯＰ、プライスカードの売価チェックができる インプロ商品のメンテナンスができる 店内マイク、売込み作業ができる

エンド商品の陳列ができる ＡＢＣマーキングができる（Ｂ・Ｃ） レジ操作ができる

売り出し商品にＰＯＰが取りつけられる 行事、催事の商品陳列が計画できる 各種プライスカードが出せる

時間帯の在庫で適切な見切りができる クレームの初期処理ができる 販促計画が理解できる

時間帯で売場の拡縮ができる 品出しの優先順位がわかる 今月の売上上位商品がわかる

棚卸作業ができる 中分類別の売上上位商品がわかる

鮮度チェックより見切りができる 電子メールが操作できる 本日の部門の売上予算がわかる

売り場を見て追加ができる 特売企画の番号は、部門毎に決められた番号を設定している 今週（今月）の部門の売上予算がわかる

売り場の手直しができる 部門によっては、特売項目を複数設定し管理し易くしている 売上実績を見られる

季節、催事区分による陳列ができる 定期的に価格チェックをしている 原価と値入率が理解できる

関連販売ができる バックヤードは部門別に分類整理している

部門の商品案内ができる ベストレポートがよめる

単品日別動向表で単品の動きがよめる

重点商品の売り場提案ができる 設備関連のトラブル対応ができる 各種本部への報告ができる

各商品の売り場提案ができる 報告書、反省表が作成でき電子メールに添付して送付できる 指導、教育ができる

売上に応じて売り場の拡縮ができる 作業計画、勤務計画がたてられる 季節、行事の売上がわかる

棚割りができる 作業指示書を記入し指示ができる 商品提案ができる

売り場の演出ができる 担当部門の荒利率、在庫がわかる 棚卸作業が伝送できる

棚替えができる 棚卸計画＆反省書が書ける 行事、催事計画と反省ができる

予算入力、送信ができる 在庫量（額）から対策がとれる

商品売れ数、見切り、廃棄がわかる

人員計画がつくれる

総評 本人 会社

中

級

スーパー 業務項目
評価

業務項目
評価

業務項目
評価

社会人としてのの基本 商品と売場の管理 商品知識

備品・売場の名称及び使用方法 操作 商品の搬入品出し・他

小　　　　　　　　　計　　 小　　　　　　　　　計　　 小　　　　　　　　　計　　

小　　　　　　　　　計　　 小　　　　　　　　　計　　 小　　　　　　　　　計　　

小　　　　　　　　　計　　 小　　　　　　　　　計　　 小　　　　　　　　　計　　

売場管理 商品管理 バックヤード管理

売場作業 売場作業 売場管理他

小　　　　　　　　　計　　 小　　　　　　　　　計　　 小　　　　　　　　　計　　

数値管理・他

小　　　　　　　　　計　　 小　　　　　　　　　計　　 小　　　　　　　　　計　　

売場管理と販売業務 操作 数値管理・他

小　　　　　　　　　計　　 小　　　　　　　　　計　　 小　　　　　　　　　計　　

（基本は初級に含みます）

基

本

と

基

礎

知

識

初

級

上

級

売場作業 売場管理



【関連事項】未払い残業代の時効が2年から5年に延長？

• 2020年4月１日に施行される改正民法では、
消滅時効が５年間に統一される。

• これを受け、賃金債権の時効を２年間と定
めている労働基準法１１５条を改正し、最長
５年に延長するという議論が行われている。

• 現在行われている検討会では、今年夏を目
処にとりまとめを行うとしていることから、改
正の場合には改正民法と同じタイミングで
の施行が予想される。

• 改正が行われた場合には、未払い残業代
請求の急増が懸念される。また年次有給休
暇の消滅時効や書類の保存期間にも影響
が出る。

出典：厚生労働省「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」



施行スケジュール順で理解する
働き方改革関連法の対応
2023年4月1日施行分

Chapter Four



月60時間超時間外割増５割 中小にも2023年4月より適用へ

• これまで中小企業に猶予され
てきた１ヶ月について60時間を
超える時間外労働に対する
50％の割増率の適用は、2023
年4月1日に撤廃される。

• 中小企業においては、時間外
割増賃金のコストが上昇するこ
とになる。



まとめ

1. 働き方改革法案の本国会での成立した。これにより、来春より順
次施行される。

2. 企業によって課題が異なることから対応の優先順位は様々だと思
われるが、労働時間を本気で削減しない事には事業が成り立た
ない、また6月1日の同一労働同一賃金に関する２つの最高裁判
決は、わが国の雇用慣行を変えるほどのインパクトを持ち、今回
の法改正により更に強化される。

3. 非正規従業員を雇用している企業においては、不合理な基準と
指摘を受けないようにまずは諸手当の見直し検討が求められる。
その上で、法改正後に正式にとりまとめられる
「同一労働同一賃金ガイドライン」の内容を確認したい。

4. バブルを超える深刻な人手不足の状況もあり、
こうした動きへの対応の巧拙が企業業績に大
きな影響を与える可能性が出てきている。



「働き方改革」取組事例

働き方改革成功の条件
１ 会社の存在価値・目的を明確にする。
２ 社内を一致団結させる。
３ 理想の企業や経営者をモデリングする。
４ 現状分析・日程期限を決め実践開始！
５ 常に明るい未来を思考しながら断固と

して改革を進める

より良い組織づくりは自らの行動から！

「事業＝攻めと備えを
同時に行う必要性」

オックスフォード大学ダニエル・キム教授



事例１ （製造業）残業平均１２０時間から週休３日正社員へ２年間の道のり

・クラウドタイムカード導入と給与アウトソーシングにより、事務を削減。
・エアレジ導入で、毎朝1時間程度の経理事務を削減。
その時間で在庫管理やデータにより販売戦略を立てられるようになった。

・メールリストの利用で、一人で抱える仕事が減り顧客とのやりとりがスムー
ズになった。
・Ipadで事務所と工場を繋ぎ、発注や在庫チェックなどの移動時間を短縮。
・BOX（クラウド倉庫）利用で、顧客、業者間のやり取り時間を短縮（郵送、
メール、FAX送信表の段取り時間が不要に）
・e-faxの利用で、事務所に行かずに工場でまた出張先で受注の確認。
・有給取得1年カレンダーの作成と有給管理簿・有給取得マニュアルを作成
し有給取得率アップ研修の開催。
・HPに販売情報を記載することで、顧客をコントロールし、電話問合せ件数
を削減。顧客は見積書なども自分で作成出来る為、手待ち時間が減る。
・弥生オンラインで会計入力。領収書をスマホ撮影すると会計帳簿に反映。

銀行取引もオンライン契約すれば帳簿に自動で反映させることで経理入
力担当が不要になった。

「働き方改革」取組事例



事例２ （飲食店） ・社員ファイルで、人事労務に関する問合せ等の手間を削減。

・クラウドタイムカード導入と給与アウトソーシング、エアレジ導入を通し、数値を把握、数値により、利益の出ていない時間
帯を把握し、店舗稼働時間削減による人件費削減と利益率アップ。棚の整理整頓。
・A型支援事業所にコーヒー豆の袋詰めとシール貼り作業を委託することで、専門的な仕事が出来るようになった。
・人材育成による少数精鋭かつ残業しないシフト運営体制の確立。
・メニューや水を持って行かず、デトックスウォーターを顧客に取ってもらう、メニューはテーブル上にIPADを置くなど人材
不足を補いながら、顧客離れしない工夫により、人材不足を補完。一時的なバイトを雇わなくてもよくなり利益率アップ。
・のし紙ソフトの利用で、今まで3種類だったが、８種類ののしが短時間で正確に作成出来るようになった。

スーパーマンだったスタッフが専門性を持って勉強するようになった。

事例５ （商社）・ ・スマホアプリの伝言板によるリアルタイムの連絡網確立、・電子印の利用で、見積納品書に印鑑を押し
てもらう為に本社と現場と行ったり来たりする習慣を改善。 ・ICタイムカード導入
・I PAD導入により、現場で日報を完成し、本社事務との連携にて事務効率化と残業を削減。
・メールをスマホで読めるように設定したことで、手待ち時間、交通機関の移動時間が利用出来るようになった。

事例４ （ガソリンスタンド）・ICタイムカード導入 ・年間スケジュール表の作成 ・日曜定休日に向けた金曜土曜日の売上
増強キャンペーン計画 ・作業のマニュアル化による有給休暇取得率アップ ・人材育成とインターバル導入研修を行った。

事例３ （歯科医院）・キャリアアップ助成金・人材開発助成金により非正規労働者を訓練。その後正社員化により、毎回
120万の助成金を受給する仕組みを構築。 ・電子タイムカード導入による意識改革。・女性活躍推進企業認定取得により
就職希望者が増加。 ・関係の質向上研修による生産性向上の取組を行った。
・有給休暇1年カレンダーと有給管理簿の作成。

「働き方改革」取組事例


