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第２ 評価・配置

５ 360度評価の導入を始めとした、評価方法の変更・
新評価方法を導入する

ケース これまで当社では、業績と年功の2項目で人事
評価を行う制度を採用していましたが、より具体

的な行動変容を促すため、有志の従業員数人と人事制度プロジェ
クトを発足し、1年かけて新しい評価制度を検討してきました。
新評価制度では、業績に加え、360度評価と目標管理の3項目に変
更しようと考えています。

ポイント

① 不利益変更に該当する。
② 労働者に対する十分な説明や導入スケジュールへの配慮がな
されていれば、合理性は認められ得るが、賃金面での不利益の
程度によっては、緩和措置を設けることも適当。
③ 緩和措置を設けることも視野に入れつつ、不利益が生じる労
働者に対しては、キャリア形成にプラスに作用することを丁寧
に説明していくことが必要。評価者研修も実施し、評価の納得
性を高めていくことも重要。

解 説

１ 不利益変更の該当性の判断
本事例では、評価項目から年功をなくし、上司や同僚、部下、他部

署の労働者等、様々な立場の方から多面的な評価を行う、いわゆる360
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度評価と、目標管理を加えるという変更を検討しています。
業績という評価項目に変わりはないものの、労働者はこれまで業績

を指標として努力することが求められていた状況から、設定された目
標に対する到達度を見られることになるほか、上司、部下、同僚とい
った周囲の労働者と協働しながら仕事を進めることをより一層求めら
れることになります。
具体的にどのような項目を評価するかといった、評価方法の具体的

な内容については、使用者の裁量に委ねられており、そもそも労働条
件ではないという考え方もあり得ますが、このような評価項目の変更
によって、当然、その評価の結果も変わり得るといえますから、評価
やその結果である賃金や昇進に不利益な影響が出る可能性がある以
上、このような変更は不利益変更に当たると考えることになります。

２ 不利益変更の合理性の判断
就業規則の変更による労働条件の変更が、①労働者の受ける不利益

の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相
当性、④労働組合等との交渉の状況、⑤その他の就業規則の変更に係
る事情に照らして合理的かどうかを判断することになります（労契10）。
本事例では、「より具体的な行動変容を促すため」に、評価項目を変

更しようとしているとのことですが、その裏には、業績という“結果”
のみに囚われてしまうこととなる従前の評価制度による弊害があるも
のと思われます（②）。結果のみならず、業績に至る過程についても評
価の対象とすることによって、結果重視の弊害をなくし、各労働者の
具体的な行動の変容が見込まれるという点で、目的と手段との間に合
理的な関連性はあるものと考えられます（ただし、当然ながら具体的
な内容次第では問題が生じ得ます。）（③）。
他方で、個別の労働者にとっては、旧評価制度の方が有利な結果に
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なる者もいると思われますが、そのような労働者にとっても、業績だ
けでなく、過程や目標管理という観点からも評価されることで、自己
の仕事の進め方をより改善させられる契機となるともいえ、長い目で
見れば必ずしも不利益とはいえない可能性もあります（①）。もっと
も、賃金や役職が低下する可能性があることも否定できず、不利益の
程度を軽く見ることはできません（①）。
他方で、新しい評価項目はいずれも一般的に採用されていることの

多いものですし、労働者を巻き込んだ人事制度プロジェクトで1年か
けて検討されたものということですから、相当性の点では問題はない
と思われます（③）。
もっとも、評価項目の変更を行う場合、労働者にとって不意打ちに

ならないよう、評価の時点だけでなく、その評価の対象となる期間が
始まるよりも前の時点で、新たな評価項目に基づく評価が開始される
ことを労働者に周知する必要があります。例えば、令和4年6月から新
たな評価項目に基づく評価を行おうとする場合、その評価対象期間が
令和3年4月から令和4年3月までの1年間であるときは、令和3年3月ま
での間に、新たな評価項目やその影響について、労働者に十分説明し
ておく必要があります（④）。
本事例では、労働者に対する十分な説明や導入スケジュールへの配

慮がなされていれば、評価項目の変更には合理性が認められ得ると思
われますが、評価が賃金と連動している場合においては、賃金の減額
幅次第では、緩和措置を設けることが適当なときもあるでしょう。な
お、そのような場合には、人件費の総額原資に変更がないことは、合
理性を肯定する事情になり得ます。

３ 実務上の対応策
様々な職種や年齢、パーソナリティで構成される組織において、万

人が納得する評価制度というものは実質的に存在しないといってよい

2頁
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でしょう。それだけに、評価制度の変更に当たっては、これを単なる
システムの変更とは見ずに、いかに労働者の納得を得ることができる
かということがポイントとなります。
本事例では、高業績であるが目標管理や周辺のコミュニケーション

に難がある社員（「Ａ社員」と呼称します。）にとっては、受け入れ難
い内容でしょう。逆に、業績は高くはないが、目標管理や周辺とうま
くコミュニケーションをとって業務を進めている社員（「Ｂ社員」と呼
称します。）にとっては望ましい変更となるでしょう。
この変更の趣旨に鑑みた場合、考えられるのは、「組織として持続成

長できる組織構造にする」ということです。この趣旨及びその効果、
長期的にはＡ社員のキャリア形成にとっても大きくプラスに作用する
であろうことを丁寧に説明していくことが必要です。また、併せて評
価者研修なども実施し、どういった目線、基準で評価をすべきかの共
通認識をもって、評価の納得性を高めていく必要があります。
なお、この変更で注視しなければならないのは、Ａ社員のモチベー

ションダウンによる業績低下の防止だけではなく、Ｂ社員の業績向上
の実現です。Ｂ社員のパフォーマンス向上にどうつなげていくか、管
理職への説明も重要なポイントとなります。
もちろん、前述のとおり、Ａ社員を含め、賃金の減額が生じ得るよ

うな場合には、一旦は緩和措置を設けて“時間”を作りつつ、使用者
において労働者にはどのようなパフォーマンスを発揮してもらい、ど
のように成長してもらうことが望ましいと考えているかを丁寧に説明
し、行動変容を促すことになるでしょう。
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16 テレワークの費用負担に関する規定を新設する

ケース 当社では、テレワークの際の費用(通信費等)を
当社と従業員のどちらが負担するのか曖昧だった

のですが、この度、以下のような規定を新設することにしました。

第〇条（費用負担）

1 テレワークの際の通信費は、従業員負担とする。ただし、テレ

ワークのためにインターネット回線を新たに開設する必要があ

る場合には、開設費用は会社負担とする。

2 テレワークの際の水道光熱費は、従業員負担とする。

3 業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他会社が認め

た費用は、会社負担とする。

4 その他の費用については従業員負担とする。

ポイント

① 労働条件の不利益変更には該当する。
② 労働者の受ける不利益の程度がそれほど大きくないことや、
内容の相当性に鑑みれば、基本的には、不利益変更の合理性が
認められると思われる。
③ 通信費と水道光熱費を労働者負担とする点について、労働者
に理解を求めていくことが必要。

解 説

１ 不利益変更の該当性の判断
テレワークを行うに際しては、自宅等で業務を行うために、業務に

12頁
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伴う費用（インターネット料金、水道光熱費等）が、出社して業務を

行う場合とは別に発生することになります。出社して業務を行うに際

して生じるそういった費用は、当然に使用者負担であると考えられて

いることが多いと思いますが、テレワークの際の費用を労使いずれが

負担するべきかについては、必ずしも法令によって明確に決められて

いるわけではありません。基本的には、労使の話合いで決めることに

なります。

本事例のように、（テレワークに伴うものとはいえ）労務を提供する

に際して生じる費用を労働者の負担と明確に定めることは、労働者に

負担を課す、あるいは労働者の負担を増すものとして、労働条件の不

利益変更には該当するというべきでしょう。

なお、テレワークの際の費用負担の考え方については、厚生労働省

の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」

において、「テレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生

じることは望ましくない。個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状

況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、労使のどちらがど

のように負担するか、また、使用者が負担する場合における限度額、

労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あら

かじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、

就業規則等において規定しておくことが望ましい。特に、労働者に情

報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当

該事項について就業規則に規定しなければならないこととされている

（労働基準法（昭和22年法律第49号）第89条第5号）。」とされています。

２ 不利益変更の合理性の判断
就業規則の変更による労働条件の変更が、①労働者の受ける不利益
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22 フレックスタイム制のコアタイムを新設する

ケース 当社のフレックスタイム制においては、コアタ

イムを設けていませんでしたが、客先からの問合

せへの対応の必要性や、急遽会議を入れることがある業務実態等

を踏まえて、コアタイムを新たに設け、午前10時～午後3時とする

予定です。

ポイント

① 合理性判断の対象にはならないか、対象になるとしても基本
的に合理性は認められる。
② 実際に生じている問題を、労働者全体にできるだけ具体的に
説明することで、一定の納得感は得られる。なお、コアタイム
の勤務が難しい労働者に対して個別対応を行うかどうかは、コ
アタイムの趣旨を踏まえて慎重に検討すべき。

解 説

１ 不利益変更の該当性の判断
フレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻を自ら決め

ることのできる制度ですが、制度上、労働者が労働しなければならな

い時間帯（コアタイム）を定めておくことも可能です（労基則12の3①二）。

このコアタイムを新たに設けると、労働者にとっては、始業・終業時

刻を自由に選択できる時間帯の幅が狭くなることになりますので、不

利益が生じている面があるといえます。

もっとも、コアタイムを設ける場合には、その時間帯の開始及び終
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第４ 兼業・副業

30 従業員が兼業・副業を行う場合のルールを新設す
る

ケース 当社の就業規則では、従業員の兼業・副業につ
いては、服務規律において「許可なく他の会社等

の業務に従事しないこと」と定めているのみでした。もっとも、
兼業・副業の容認へ向けた世の中の流れや、従業員からの問合せ
が増えてきたこと、さらに、従業員に多様な経験を積んでもらい、
自身のキャリアや会社業務に活かしてほしいことも踏まえて、実
際に兼業・副業を行う際のルール（不許可事由や会社への申請方
法等）を新設したいと考えています。

ポイント

① 不利益変更に該当する可能性はあり、特に、不許可事由の新
設に関しては慎重に判断することが必要。
② 仮に不利益変更に該当するとしても、不利益変更の合理性が
認められる可能性は高い。
③ 単に適法性のためのみならず、実際に労働者が兼業・副業へ
踏み出すことを後押しするような施策をとることが有益。

解 説

１ 不利益変更の該当性の判断
(1) 不許可事由の新設
一般的に、使用者が禁止する兼業・副業の類型としては、当該従業
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員の業務時間中に行われる場合、労務提供に支障を来す場合、営業秘
密の使用・開示を伴う場合、競業となる場合、会社の社会的評価や企
業秩序を害する場合、といったものがあり得ます（白石紘一ほか『働き方
改革関連法完全対応 就業規則等整備のポイント―改正法と実務解説・規程例―』

192頁（新日本法規出版、2019））。
この点、そもそも労働者の兼業・副業に関して、裁判例は、労働者

が勤務時間以外の時間に兼業・副業を行うことを使用者は原則として
許さなければならず、一定の場合にのみ例外的に禁止できる旨判示し
ています（マンナ運輸事件＝京都地判平24・7・13労判1058・21等）。したがっ
て、不許可事由を設けることは、原則として自由であるところに、労
働者の権利を制限する例外を設けるということになりますので、労働
条件の不利益変更に該当すると考えられます。なお、もともと許可制
を定めていたのであれば、不許可事由を具体化したとしても、新たな
権利制限は生じていないと考える余地もありますが、不許可事由が具
体化されれば、不許可となる現実的可能性が上がったともいえますの
で、やはり労働条件の不利益変更自体には該当すると考えるべきでし
ょう。
(2) 手続の新設
兼業・副業に関連して労働者に課す手続としては、例えば以下のよ

うなものがあります。

手続の時期 手続の内容

許可申請時 ・会社所定の許可申請書の作成、提出
・人事部門又は所属部門の長との面談

兼業・副業開始時 ・誓約書の差入れ

兼業・副業開始後 ・定期的な報告

いずれにしても、これらは、あくまで手続面の話であって労働条件
の話ではないため、就業規則等において新設され、手続が増える場合

2頁
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39 週休3日制を導入する（週の労働時間及び賃金を
減らす）

ケース 当社は、現在週休2日制です。もっとも、人手不
足の折、週5日勤務だと就業することができない

人にも活躍してもらえる機会を創出するという、働き方の多様性
実現の観点から、また、自己研鑽や家族等との時間を十分に持っ
てもらい、中長期的な生産性の向上を図るという観点から、週休3
日制にしようと考えています。これに伴い、現在在籍している従
業員については、1日の所定労働時間は変えずに、週5日勤務を週4
日勤務とするので、基本給（月給）の金額を5分の4に下げる予定
です。

ポイント

① 労働日数（労働時間）は短くなるが、基本給が下がる以上、不
利益変更に該当すると思われる。
② 基本給の減額という不利益は相当程度大きい一方、変更につ
いて十分な必要性や相当性があるとはいい難く、不利益変更の
合理性が認められる可能性は低いと考えられる。
③ 本来は、希望者のみを対象とするといった措置が適当。

解 説

１ 不利益変更の該当性の判断
休日を増やすこと自体は、労働者にとって有利な変更となりますの

で、労働条件の不利益変更には該当しません。一方、これに伴い、基
本給を減額する場合には、たとえそれが労働日（労働時間）の減少に

4頁

第４章 労務管理 173

5頁 〔RFH0016〕【東陽(幸内)】



労働条件不利益･偶数 A5･柱罫有･01A．本文･14Q×31倍×横1段･25Q×27行･無線綴じ･セット済

比例したものであっても、労働条件の不利益変更に該当すると思われ
ます。そもそも月給制の労働者は、基本的に各月の休日日数に関わら
ず同一の基本給を支払われているのですから、休日の増加に応じて当
然に基本給を減額すべきということにはならないためです。なお、日
給制の労働者であれば、休日の増加によって、受領できる賃金が実質
的に減少することになりますが、これは日々の労働の提供とこれに対
応する賃金が密接に結びついている日給制においてはやむを得ないも
のであり、労働条件の不利益変更法理（合理性判断）の対象にはなら
ないと思われます（日通岐阜運輸事件＝名古屋高判平20・5・16労経速2009・25
参照）。
なお、以上の点は、就業規則の変更によって、既存の労働者の労働

条件を一律に変更する場合のものです。週休3日制でありつつ、基本
給が5分の4になるという新たな社員制度を設け、希望者のみにこれを
適用するということであれば、労働条件の不利益変更には該当しませ
ん。

２ 不利益変更の合理性の判断
就業規則の変更による労働条件の変更が、①労働者の受ける不利益

の程度、②労働条件の変更の必要性、③変更後の就業規則の内容の相
当性、④労働組合等との交渉の状況、⑤その他の就業規則の変更に係
る事情に照らして合理的かどうかを判断することになります（労契10）。
本事例では、週2日だった休日が週3日となり、労働日（労働時間）

が減少することになりますので、その意味では労働者に利益となって
いる面があることは否定できません（①）。もっとも、基本給という労
働者にとって重要な労働条件が低下するものであり、また、その下げ
幅も2割という小さくないものであることを踏まえると、不利益の程
度は相当程度大きいといえます（①）。また、働き方の多様性の実現や、
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自己研鑽の時間や家族との時間を創出するという目的自体は意義のあ
ることといえますが（②）、他方で、一律に全ての労働者に対して週休
3日制・基本給の切下げを適用することは、かえって働き方の多様性を
阻害している可能性もあります（③）。なお、労働者側との話合いがど
の程度行われたかという点も重要ではありますが、働き方の多様性と
いう観点からは、単に過半数の賛同があったというだけでは足りず、
より広く、可能であれば労働者全体の理解を得ることが必要というべ
きでしょう（④）。
以上を踏まえると、本事例では、不利益変更の合理性が認められる

可能性は低いと考えられます。本事例で挙げているような目的を実現
するために週休3日制を導入するのであれば、労働時間は減らさず、基
本給も引き下げない形を模索することが適当です（ケース38参照）。
なお、使用者としては、経営状態が芳しくないことを理由とした業

務及び賃金の抑制策として、本事例のように、休日を増やしつつ基本
給を引き下げるという施策をとる場合もあります（いわゆるワークシ
ェアリングと呼ばれるものも、その目的で行われることがあります。）。
この場合には、経営状態を踏まえた賃金抑制の必要性（②）があると
いうことになり、その必要性の高さ次第では、不利益変更の合理性が
認められる余地もあるでしょう。

３ 実務上の対応策
会社として週休3日制を導入し、多様な働き方を推奨すること自体

は何ら問題ありませんが、全ての労働者に週休3日制を適用する場合、
多様な働き方という点からは十分な説明がつきません。既存の労働者
に対しては、週休3日制のメリットや、増えた休日を自己研鑽や家族と
の時間等に充ててほしいこと等を説明し、1（～2）年程度の移行期間
を設け週4日勤務としつつ、新しい働き方に慣れてもらい、また理解し
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てもらう必要があります。
また、自己研鑽も目的の一つとすることや、基本給の減額が生じて

いることも踏まえると、兼業・副業を認めることとし、週に1日は社外
で働くこと等を認めるといった対応も必要になるでしょう。
そもそも、働き方を変える、多様性を持たせるということが目的で

あるならば、賃金の減額という、本来は副産物とでもいうべき結果を
求めるのではなく、時間をかけて丁寧に労働者の理解を得るようにす
るか、希望者のみを対象とし、働き方の多様性を認めるのかといった
判断が必要になります。
なお、賃金減額を伴う週休3日制の導入の目的が、経営状態が芳しく

ないことを踏まえた業務及び賃金の抑制という点にあるのであれば、
移行期間を設けることは困難でしょうけれども、使用者の経営状態を
率直に労働者に説明して、負担を分かち合うことへの理解を得ていく
ほかないといえるでしょう。

参考となる判例
〇労働基準法改正により、現在の所定労働時間を短縮し週40時間に変更す
るに伴い、基本給を所定労働日数の減少分に比例して減額（260/280）し
たことについて、高度の必要性に基づく合理性があるとした事例（九州運
送事件＝大分地判平13・10・1労判837・76）

〇週40時間制の導入に伴って、土曜日を休日にし、土曜日分の出勤日が削
減されたことから、日給制である給与をその分減額したことについて、
労働条件の不利益変更には該当しないとした事例（日通岐阜運輸事件＝名古
屋高判平20・5・16労経速2009・25）
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