働き方改革関連法
平成 31 年４月１日から働き方改革関連法が順次施行されています。
内容や企業規模によって、施行日が異なりますので、ご注意ください。なお法改正の詳

細は、ホームページを検索し、ご確認ください。

神奈川労働局
１ 同一賃金・同一労働（パートタイム労働者・有期雇用労働者法）
（Ｐ.４参照）
（施行日 大企業 平成 31 年 4 月１日 中小企業 令和 2 年 4 月 1 日）

同一企業において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用
労働者、派遣労働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差を設け
ることが禁止されます。ガイドラインを策定し、どのような待遇差が不合理に当たるかを明
確に示します。
ポイント
① 不合理な待遇差をなくすための規定の整備

② 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

③ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続（行政ADR）
の規定の整備

２

職場のセクハラを起こさないために（Ｐ.２７参照）
パワーハラスメント防止対策が強化され、事業主の義務となりました。

ポイント
① 職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
② 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

③ 職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
の防止対策も強化（中小企業主も対象）。

２ 障害者の法定雇用率引き上げ（Ｐ.４１参照）
令和 3 年 3 月 1 日〜
障害に関係なく、
希望や能力におうじて、
誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」
実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があ
ります。
事業主区分

法定雇用率
現

行

令和 3 年 3 月 1 日以降

民間企業

2.2%

2.3%

国、地方公共団体等

2.5%

2.6%

都道府県等の教育委員会

2.4%

2.5%
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1 労働時間法制の見直し
１ 時間外労働の上限規制の導入
（施行日 大企業 平成 31 年４月１日

中小企業 令和 2 年 4 月１日）

時間外労働の上限は、原則として月４５時間・年３６０時間を超えることはできません。
臨時的な特別な事情がある場合でも、年７２０時間・月１００時間未満（休日労働含む）
・
複数月平均８０時間（休日労働含む）が限度です。
なお、今回の時間外労働の上限規制では、違反した場合 6 か月以下の懲役または 30 万円
以下の罰金が科せられるおそれがあります。
法律による上限
（例外）

年７２０時間
複数月平均８０時間（休日労働含む）
月１００時間未満（休日労働含む）
年間６ヶ月まで

法律による上限
（原則）

残業時間（原則）
月４５時間
年３６０時間

法定労働時間
１日８時間
週４０時間
1年間＝１２ヶ月

２「勤務時間インターバル制度」の導入促進
（施行日 大企業・中小企業 平成 31 年４月１日）

１日の勤務終了後、翌日の始業時間までの間に一定時間以上の休息時間（インターバル）
の確保に努めなければなりません。
（努力義務）
３ 年５日間の年次有給休暇の取得
（施行日 大企業・中小企業 平成 31 年４月１日）

使用者は、１０日以上の年次休暇が付与される労働者に対し、労働者の希望を踏まえて時
季を指定して毎年５日年次有給休暇を与えなければなりません ( 労働者の時季指定や計画的
付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はありません。
）
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４ 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
（施行日 中小企業 令和5年４月１日）

月６０時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（５０％以上）について、中小企業への
猶予措置を廃止します。なお、大企業においては、平成 22 年から施行されています。

５ 労働時間の客観的な把握
（施行日 大企業・中小企業 平成 31 年４月１日）

健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、全ての人の労働時
間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握するよう義務づけられます。
６ フレックスタイム制の拡充
（施行日 大企業・中小企業 平成 31 年４月１日）

労働時間の調整が可能な期間（清算期間）の上限が１ヶ月から３ヶ月に延長されます。
それにより、子育てや介護といった生活上のニーズに合わせた労働時間が決められ、より
柔軟な働き方が可能になります。
７ 高度プロフェッショナル制度の創設
（施行日 大企業・中小企業 平成 31 年４月１日）

職務の範囲が明確で一定の年収（1,075 万円以上を想定）を有する労働者が、高度の専門
的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、年間１０４日以上かつ４週４日以上の休日
確保を義務付け、本人の同意や労使委員会の決議をもって、健康確保措置を講じなければな
りません。

８ 産業医・産業保健機能の強化
（施行日 大企業・中小企業 平成 31 年４月１日）

事業者は、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供しなければな
らないとともに、事業者は衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康把握に関する勧
告の内容等を報告しなければなりません。
※常時５０人以上の労働者を使用する事業場は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行
わせなければなりません。
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2 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
１ 不合理な待遇差を解消するための規定の整備（同一労働同一賃金の導入）
（施行日 大企業 令和 2 年４月１日 中小企業 令和 3 年 4 月１日）

同一企業において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用
労働者、派遣労働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差を設け
ることが禁止されます。ガイドラインを策定し、どのような待遇差が不合理に当たるかを明
確に示します。
（改正前→改正後）

パート

有期

派遣

均衡待遇規定

○→◎

○→◎

△→○＋労使協定※

均等待遇規定

○→○

×→○

×→○＋労使協定※

ガイドライン

×→○

×→○

×→○

○：規定あり △：配慮規定 ×：規定なし ◎：規定の解釈の明確化
※派遣先の労働者との均等・均衡待遇と一定の要件を満たす労使協定による待遇との選択。

２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
（施行日 大企業 令和 2 年４月１日 中小企業 令和 3 年 4 月１日）

非正規雇用労働者は、正規雇用労働者との待遇差に内容・理由等に関する説明を求めるこ
とができるようになります。また、事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、
説明をしなければなりません。

（改正前→改正後）

パート

有期

派遣

待遇内容
（雇い入れ時）

○→○

×→○

○→○

待遇決定に際しての考慮事項（求めがあった場合）

○→○

×→○

○→○

待遇差の内容・理由（求めがあった場合）

×→○

×→○

×→○

待遇内容：賃金、
福利厚生、教育訓練など
○：説明義務の規定あり
：説明義務の規定なし

３ 行政による事業主への助言・指導や裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の規定の整備
（施行日 大企業 令和 2 年４月１日 中小企業 令和 3 年 4 月１日）

行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の規定が整備さ
れます。なお、裁判外紛争解決手続とは、事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解
決する手続きのことをいいます。
（改正前→改正後）

パート

有期

派遣

行政による助言・指導

○→○

×→○

○→○

行政ＡＤＲ

△→○

×→○

×→○

○：規定あり

△：部分的に規定あり

×：規定なし
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