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労働基準法とは

・労働条件の最低基準を定めた法律

・労働基準法で定められた基準に達しない労働条件は無効
法律 ＞ 労使協定 ＞ 就業規則 ＞ 労働契約

・違反には罰則もある（両罰規定）

・就業形態によらず、全ての労働者（雇用者）に適用される

「労働法」とは・・労働基準法や最低賃金法をはじめ、
労働契約法、男女雇用機会均等法、労働組合法など、

働くことに関する法律の総称です

正社員、アルバイトなどの名称を問わず
全ての労働者に適用されるルール
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労働契約の内容は、原則、会社と働く人の合意で自由に決められる
（契約自由の原則）

労働契約を完全に当事者同士で自由に決定できるようになると、
会社より弱い立場にあることが多い労働者は不利な労働条件になる

労働者を守るために、国家として一定のルールを設定
国による最低基準の法定（憲法第27条）、労働者の交渉力向上（憲法第28条）など

出典：「はたらく」へのトビラ（厚生労働省）

しかし…

そこで

労働契約と労働法

労働者が安心して働けるように権利を守る法律と制度があります
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就業時間中

会社施設”内”

会社施設”外”

・労務提供義務
・業務命令遵守義務
・職務専念義務

・職場環境維持義務
・施設管理権に服する義務

・信用保持義務
・秘密保持義務
・競業避止義務

義
務
の
発
生

権利と義務

労働者には権利があると同時に、義務を果たす必要があります
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出典：労働基準法の基礎知識（厚生労働省）

① 労働条件

② 賃金 ⑥ 年次有給休暇

⑧ 就業規則

③ 労働時間、休日

④ 休憩

⑤ 割増賃金

⑦ 解雇、退職
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1、労働基準法の全体像

労働基準法のポイントとして8項目を取り上げます



1-① 労働条件の通知

“必ず”
明示しなければならないこと

“定めをした場合”
明示しなければならないこと

絶対的明示事項 相対的明示事項

①契約期間
②期間の定めがある契約を

更新する場合の基準
③就業場所、従事する業務
④始業・終業時刻、所定労働時間を

超える労働有無、休憩、休日、
休暇、就業時転換

⑤賃金の決定方法、支払時期、昇給
⑥退職

①退職手当
②臨時の賃金（賞与等）、手当
③食費、作業用品などの負担
④安全衛生
⑤職業訓練
⑥災害補償、業務外傷病扶助
⑦表彰、制裁
⑧休職

※昇給以外は原則、書面交付

労働者を採用したときは、
以下の労働条件を明示しなければならない

労働基準法第15条 他
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通貨払い

一定期日払い

直接払い

全額払い

毎月1回払い

・賃金は直接支払う必要があり、現物支給は禁止
・労働者の同意などがあれば、銀行振り込みも可能

・労働者本人に直接支払う必要がある
・労働者の代理人、親権者等への支払い不可

・賃金は全額を支払う必要がある
・法令、労使協定の定めたもの以外は控除不可

・毎月少なくとも1回は賃金を支払わなければならない
（賞与は除く）

・周期的に到来する支払期日を定めなければならない
（賞与は除く）

1-②賃金

賃金は「通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、
一定の期日を定めて」支払わなければならない

労働基準法第24条
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1-③労働時間、休日1/2

労働時間の上限は1日8時間、1週40時間（特殊事業場44時間）

1日は0:00～24:00、1週間は日曜から土曜（原則）

労働基準法第32条,40条,35条,36条

労働時間に該当“する” 労働時間に該当“しない”

・手待ち時間
・昼休みの来客当番、電話番
・黙示の指示による、残業時間
・宿日直時間（労基署許可・なし）

・仮眠時間（手待ち時間・あり）

・特殊健康診断
・時間外の研修（使用者からの指示・あり）

・着替え（着衣義務・あり）

・通勤時間
・出張先から直行、直帰の移動時間
（自由利用・あり）

・宿日直時間（労基署許可・あり）

・仮眠時間（監視断続労働許可・あり）

・一般健康診断
・時間外の研修（使用者からの指示・なし）

・着替え（着衣義務・なし）

労働時間とは、「使用者の作業上の指揮監督下にある時間、または
使用者の明示または黙示の指示によりその業務に従事する時間」と定義される

出典：労働法（菅野和夫）
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労働時間の適正な把握

出典：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（厚生労働省） 12

※対象となる事業場は、
労基法の労働時間規定
（労基法第4章）適用の
全ての事業場

※対象となる労働者は、
労基法第41条に定める

者（管理監督者など）、
みなし労働時間制が適
用される者を除く全て
の労働者

※労働時間の記録に関
する書類の保存期間は
3年間



時間外労働の上限規制
大企業:2019年4月〜/中小企業:2020年4月〜施行

出典：働き方改革特設サイト（厚生労働省）
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※対象期間が3ヶ月
を超える1年単位の

変形労働時間制の対
象労働者は、月42H、
年320H

※原則の残業事案を
超えて労働をさせる
場合は、臨時的で特
別の事情が必要であ
り、労使協定（36協

定の特別条項）を結
び、労基署へ届け出
なければならない

※違反した場合には、
罰則（6か月以下の
懲役または30万円以

下の罰金）が科され
るおそれがあります

※法定労働時間を超
えて、時間外労働、
休日労働をさせる場
合は、労使協定（36

協定）を労基署へ届
け出なければならな
い



変形・みなし労働時間制

出典：令和2年就労条件総合調査 結果の概況（厚生労働省）
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・1ヶ月単位…月初、月末、特定週などが繁忙
・1年単位 …特定季節、特定月などが繁忙
・1週間単位…常時労働者30人未満の特定業種で、

直前にならないと繁忙の程度がわからない
・フレックスタイム制…始業終業の時刻を、労働者に

自由に選択させることができる

・事業場外みなし労働時間制
…労働時間の管理、把握が困難な場合

・専門業務型裁量労働制
…労働者に時間配分、仕事仕方などを委ねる
（研究会開発、編集者、デザイナーなど）

・企画業務型裁量労働制
…労働者に時間配分、仕事仕方などを委ねる
（企画、立案、調査、分析業務など）



労働時間に関する適用除外者

出典：労働基準法（荘司芳樹）
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①林業を除く、農林水産業
②管理監督者、または機密の事務を取り扱う者（役職者、秘書）

③監視、または断続的労働に従事する者 ※労基署の許可が必要

①経営者と一体的な立場にある重要な職責と責任がある
→肩書だけではなく、部下の人事権などの実態がともなうこと

②労働時間の規制になじまない者
→出社、退社について、本人に裁量権があること

③地位に相応しい待遇を得ていること
→少なくとも時給計算をした時に、残業をしている部下より

時給単価が高いこと

労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外者

管理監督者の基準

深夜労働の
割増賃金と
年休の付与は

除外されません



宿直1/2

出典：グループホームにおける夜間勤務者等の
適正な労務管理のために（厚生労働省） 16



宿直2/2

出典：断続的な宿直又は日直勤務許可申請（長野労働局）
17



1-③労働時間、休日2/2

少なくとも1週間に1日、または4週間に4日の休日の付与が必要

労働基準法第32条,40条,35条

休日
・労働義務がない日（労働日ではない）
・法定休日は、週1日以上、または4週4日以上

休暇
・労働義務のある日（労働日）に、個別に労働義務を逃れる日
・年次有給休暇

休業
・労働義務のある日（労働日）に、個別に労働義務を逃れる日
・産前産後休業、育児休業、介護休業、労災休業など

代休
・労働者を休日に労働させ、後日その代わりの休日を与えること
（代わりに与える休日を事前に指定しない）
・休日の労働には、休日割増賃金の支払いが必要

振替休日
・休日自体を、事前に別の日に振り替えること
・翌週振替をする場合、割増が発生する可能性に注意
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1-④休憩

1日の労働時間6時間超で45分以上、8時間超で60分以上
労働から完全に解放されることを保証された時間

労働基準法第34条

3原則 例外

労働時間の
途中に付与

・休憩を与えなくても良い者
①長距離の乗務員
②屋内勤務者30人未満の郵便局

一斉付与

・適用除外
運輸交通業、商業、金融、広告業、映画演劇業、通信業、
保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業

・労使協定で定めがある場合

自由利用

・適用除外
①警察官、消防吏員、常勤の消防団員、児童自立支援施設で

児童と起居をともにする職員
②乳児院、児童養護施設、障害児入所施設で児童と

起居を共にする職員 ※労基署の許可が必要
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1-⑤割増賃金

時間外労働、休日労働、深夜労働（22:00-5:00）を行わせた場合
割増賃金を支払わなければならない

労働基準法第37条

時間外労働
25%

休日労働
35%

深夜労働
25%

※1ヶ月60時間を超える時間外労働に
ついては50%以上
中小企業は、2023年3/31まで適用猶予

出典：人事・労務の仕事 便利帳（高橋美智恵）
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※管理監督者でも、深夜労働割増の
支払いは必要



1-⑥年次有給休暇1/2

雇い入れの日から6か月間継続勤務、全所定労働日8割以上で付与
週30H未満の労働者は、労働日を基準とした比例付与

労働基準法第39条

出典：グループホームにおける夜間勤務者等の
適正な労務管理のために（厚生労働省） 21



1-⑥年次有給休暇2/2

労働者には「時季指定権」、会社には「時季変更権」がある
有効期間は付与日より2年間

労働基準法第39条

・年次有給中の賃金は、以下の中から3つから支給することができます
①平均賃金、②通常の賃金、③健康保険の標準報酬日額（要 労使協定）

・法律上の付与日よりも、前倒しして付与することを条件として、
基準日を設けて付与日を統一することも可能（斉一的取り扱い）

・1日単位（0:00～24:00）で取得することが原則
・半日単位の制度導入権は会社にある
・時間単位は、最大5日まで取得可能（要 労使協定）

・計画付与は、最低5日を残して有休を消化してもらう制度（要 労使協定）
・年間10日以上付与される者は、最低5日取得させることを義務付け
※時間単位年休は対象とはならない
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1-⑦解雇、退職

解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められられない場合は無効となる（解雇権濫用法理）

なお、社員の退職に関する事項は、労基法に規定はない

労働基準法第20条,19条

解雇が
制限される
事由と期間

解雇の予告・
解雇予告手当の

支払い

・労災による傷病で休業する期間、およびその後30日間
・産前産後休業の期間、およびその後30日間

※次の場合は免責
・労災で療養開始後3年経過しても傷病が治らない場合に、

使用者が打切保障（平均賃金1200日分）を支払う場合
・天災事変等で、事業が継続できない場合（要労基署認定）

・解雇する場合は、少なくとも30日前の予告が必要
・予告しない場合は、30日分以上の平均賃金
（解雇予告手当）の支払いが必要

※天災事変等で事業が継続できない場合、労働者に帰責事由がある
場合は免責される

※予告日数は、予告日数分短縮できる
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1-⑧就業規則

常時10人以上の労働者を使用している場合、就業規則の作成、届出、
ならびに、労働者への周知をしなけばならない

労働基準法第89条,90条

“必ず”
記載しなければならないこと

“定めをした場合”
記載しなければならないこと

絶対的明示事項 相対的明示事項

①始業・就業時刻、休憩、休日
休暇、就業時転換（ 2組以上
に分けた交替制）

②賃金決定方法、計算、支払
方法、賃金の締め切り、
支払の時期、昇給

③退職（解雇事由含む）

①退職手当
②臨時の賃金等、最低賃金額
③食費、作業用品などの負担
④安全・衛生
⑤職業訓練
⑥災害補償、業務外の傷病扶助
⑦表彰、制裁
⑧その他 全労働者に適用事項
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2、WITH/AFTERコロナ時代の
人事労務管理のポイント

①

就労と休業
との関係

②

私生活の制限と
個人情報の保護

③

働く場所の
選択肢を増やす
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2-①就労と休業との関係

・コロナウイルス感染症に罹患した場合、都道府県知事等が、一定期間の就業
制限措置を取ることができる（感染症法18条）

・陽性の場合は、感染症法に基づき厳しい行動制限が課されるが、濃厚接触者の
場合は、「健康観察期間」となりゆるやかな行動制限となる

・就業制限を受けている場合は、民法（536条-2）「債権者の責めに帰すべき
事由」、労基法「使用者の責めに帰すべき事由」いずれにも該当しないため、
使用者に賃金、休業手当の支払い義務は存在しない

・新型コロナウイルス感染症等により、労務提供不能と判断されれば、被用者
保険加入者は、傷病手当金の補償を受けられる
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2-② 私生活の制限と個人情報の保護1/3

＜ 私生活の制限 ＞

毎日の検温と、休日を含む生活状況の記録と報告を義務付けることはできるか。

同居家族ではない人との会食、旅行などの特定行為を制限することはできるか。

使用者が労働者の私生活に介入し、特定の行為を禁止することは、一般的には認められま
せん。ただし労働者は、労働契約上の付随義務として企業秩序遵守義務を負うと解されて
いることもあわせて検討が必要です。

一方で会社は、例えば、感染が疑われる事実を認識していたにもかかわらず、出社を認め、
何らの措置も講じなかったために、社内での感染拡大を招いた場合、安全配慮義務違反に
問われる可能性があります。

感染の疑いがある場合には、利用目的を提示した上で、その旨を通知するよう求めること
はできると考えますが、必要以上の情報収集を行うことは望ましくないでしょう。
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2-② 私生活の制限と個人情報の保護2/3

社員が新型コロナウイルスに感染し、当該社員が接触したと考えられる取引先に
その旨情報提供することを考えている。社員本人の同意を取ることが困難なのだ
が、提供することはできるか。

＜ 個人情報の保護 ＞

社員に新型コロナウイルス感染者と濃厚接触者が出た。社内公表する場合の注意
点は何か。

ご指摘のケースについて、同一事業者内での個人データの提供は「第三者提供」に該当し
ないため、社内で個人データを共有する場合には、本人の同意は必要ありません。

また、仮にそれが当初特定した利用目的の範囲を超えていたとしても、当該事業者内での
２次感染防止や事業活動の継続のために必要がある場合には、本人の同意を得る必要はあ
りません。

当該社員の個人データを取引先に提供する場合、仮にそれが当初特定した利用目的の範囲
を超えていたとしても、取引先での２次感染防止や事業活動の継続のため、また公衆衛生
の向上のため必要がある場合には、本人の同意は必要ありません。

出典：新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした
個人データの取扱いについて（個人情報保護委員会） 29



2-② 私生活の制限と個人情報の保護3/3

・新型コロナウイルス感染症に感染した、または検査で陽性になったなどの
感染情報は、要配慮個人情報に該当する

・要配慮個人情報は、原則として本人の同意がなければ取得してはならない

・従業員の家族の感染情報は、対象者が特定されたら要配慮個人情報に該当する
ものの、従業員の職場に知られることを容認している場合は、従業員を通じて
家族本人から同意を得たと整理することが可能

・本人の同意を得ることが困難な場合であって、人の生命、身体の保護のため、
または公衆衛生の向上に必要がある場合は、本人同意なく取得できる

・濃厚接触者であるなどの感染疑い情報や、検温情報は、要配慮個人情報に
該当しない

・個人情報保護法に抵触しなくとも、プライバシー保護の観点から、必要性、
相当性の範囲内で、慎重に取り扱うことが求められる

参考：個人情報保護・プライバシー（森大樹）
30



ICTを活用し、時間と場所を有効に活用できる
柔軟な働き方“TELE=離れた所”+“WORK=働く”

31

雇
用
型

自
営
型

在宅ワーク SOHO
クラウド
ソーシング

ノマド
ワーク

在宅勤務
モバイル
勤務務

サテライト
オフィス
勤務

就
業
形
態
に
よ
る
区
分

働く場所による区分

2-③ 働く場所の選択肢を増やす1/3



テレワークは福利厚生の延長ではなく、
企業価値向上のための手段

32

働き方
改革

生産性
向上

人材
確保
/育成

事業
継続

（BCP）

コスト
削減

・従業員の意識改革
・企業風土の変革
・ワークライフ

バランスの実現
・長時間労働の削減

・新型インフル
エンザ等の
パンデミック
地震、台風等
災害時の事業
継続

・様々なライフ
イベントに
遭遇する
従業員の離職抑制、
キャリア継続

・従業員の自律、
自己管理力の向上

・優秀な人材の獲得

・集中による知的
生産性向上

・迅速な顧客対応
・グローバル化

への対応

・ペーパーレスの
推進による紙の
コストの削減

・フリーアドレス等の
施策の併用による
オフィスコストの
削減

・通勤コスト等の削減

2-③ 働く場所の選択肢を増やす2/3

参考：テレワークではじめる働き方改革（厚生労働省）



2-③ 働く場所の選択肢を増やす3/3

福岡県テレワークセミナー・相談会
介護職員のテレワークの導入 -テレワークのルールづくり（社会福祉法人南風会）
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/129778.pdf

＜ 事例紹介 ＞

※近日動画が公開される予定とのこと
リンク変更の可能性もありますが、その際は福岡県のHPからご確認ください

33

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/129778.pdf


1、労働基準法の全体像

2、with/afterコロナ時代の人事労務管理のポイント

3、質疑応答

34
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