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決昭28・8・10労民4・4・361）。同裁判例では、この意見が十分に陳述され
たということは十分に陳述する機会と時間的余裕が与えられたという
ことであり、事実上意見が陳述されたか否かは問わないとされていま
す。また、十分に意見が尊重されたということは、労働者の意見が採
用されることを必要としないことはもちろん、意見を反映することも
必要ではないとされています。
就業規則に添付する意見書については、労働者側に意見書の提出や

意見書への署名・押印を拒否された場合でも、使用者が「労働者側か
ら意見を聴取した旨を客観的に証明できる限り」、労働基準監督署は
就業規則の届出を受理すべきとされています（昭23・5・11基発735、昭23・
10・30基発1575）。そのため、労働者側に意見書の作成を拒否された場合
には、意見聴取から拒否までの経緯を説明した「意見書不添付理由書」
を使用者が作成して添付すれば、就業規則の届出は受理されます。

第４ 周知手続

１ 周知義務と具体的周知方法
使用者は、就業規則を、法令や労使協定等と同様に、労働者に対し

周知させる義務を負っています（労基106①、労基則52の2）。この義務に
違反すると30万円以下の罰金に処せられることがあります（労基120
一）。
周知の具体的な方法としては、①常時各作業場の見やすい場所へ掲

示し、又は備え付けること、②書面を労働者に交付すること、③磁気
テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作
業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置するこ
と、のいずれかの方法によることが必要となります（労基則52の2）。
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ここで、就業規則を外部へ持ち出すことを禁止することができるか

という問題があります。使用者は、上記①～③のいずれかの方法によ

る就業規則の周知義務を負っていますが、就業規則の外部持ち出しの

禁止については、法律上の規定がありません。よって、使用者におい

て就業規則を外部へ持ち出すことを禁止することも可能です。ただ

し、労働者が就業規則の写しの交付を求めてきた場合には、その理由

を丁寧に聴取し、労働者の正当な権利行使を妨げることのないように

配慮することが必要です。

２ 常時10人未満の労働者を使用する使用者が就業規則を作成し
た場合
上記１の義務は、法令の周知義務と並ぶもので、就業規則の作成・

届出義務を課されていない、常時10人未満の労働者を使用する使用者

が就業規則を作成した場合にも及ぶことになります（菅野和夫『労働法』

201頁（弘文堂、第12版、2019））。

３ 就業規則を変更した場合
新しい生活様式に伴って就業規則を適正な手続（労基89・90）を経て

変更した場合にも、当然労働者への周知が必要となります。

第５ 就業規則と他の規範（労働基準法、労働協約、
労働契約）との効力関係

１ 法令・労働協約の優位について
(1) 労働基準法92条1項は「就業規則は、法令又は当該事業場につ
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[ケース７] テレワーク勤務対象者の通勤手当等を減額する
場合は

当社では、今般テレワーク勤務（在宅勤務）を導入するこ

とになりました。これに伴い、会社に通勤する頻度が低くな

る従業員の通勤手当や育児・介護手当を減額したいと考えて

います。就業規則や社内規程の作成でどのような注意が必要

でしょうか。

◆ポイント◆

通勤手当や育児・介護手当の減額は、従業員にとって不利
益変更に該当するため、原則として従業員の個別同意が必要
となります。
ただし、変更後の就業規則の内容が合理的なものであり、
これを従業員に周知する場合には、就業規則による労働条件
の変更は可能とされていますので、テレワーク勤務（在宅勤
務）の導入に伴う通勤手当の減額は合理性が認められる可能
性があるでしょう。他方、育児・介護手当の減額については、
その合理性を説明するのは容易でないため、慎重に考える必
要があります。

１ 労働条件の不利益変更
「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づ

いて締結し、又は変更す」ることが原則とされ（労契3①）、「労働者及び

使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更す

ることができ」ます（労契8）。
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他方、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更する
ことにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更
することはできない」と定められており（労契9）、労働者に不利益とな
る労働条件の変更や就業規則の変更は、原則として許されません。
ただし、不利益変更となる場合であっても、変更後の就業規則を労

働者に周知させ、かつ変更後の就業規則が合理的なものであるときは、
労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めると
ころによるものとされ（労契10）、かかる場合には、就業規則の変更に
より労働条件の不利益変更が可能となります。そして、就業規則変更
の合理性は、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、
変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他
の就業規則の変更に係る事情に照らして判断されます（労契10）。
なお、就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法89条及び90条

の定めるところによります（労契11）。

２ 通勤手当の減額
就業規則において通勤手当について規定されている場合には、それ

が労働契約の内容である労働条件となりますので、会社が一方的に就
業規則を変更して通勤手当を減額することは、労働条件の不利益変更
に当たり、原則として許されません。
もっとも、テレワーク勤務（在宅勤務）を行った日は会社への通勤

がなくなりますので、その分通勤に要する費用は低額となることから
すれば、実際の通勤費を適正に算出する内容の変更であれば、従業員
の受ける不利益の程度も限定的であり、労働条件の変更の必要性や変
更後の就業規則の内容の相当性も認められる可能性が高いでしょう。
さらに、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事
情を総合的に考慮して合理性が認められれば、これを従業員に周知さ
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せ、労働基準法89条及び90条の定める手続を履践することにより、就
業規則の変更による通勤手当の減額は可能といえます。
その場合の、テレワーク勤務規程の規定例は以下のとおりです。
【テレワーク勤務規程】 DL

（給与）
第〇条 テレワーク勤務者の給与については、就業規則第〇条に
定めるところによる。
２ 前項の規定にかかわらず、在宅勤務（在宅勤務を終日行った
場合に限る。）が週に〇日以上の場合の通勤手当については、毎
月定額の通勤手当は支給せず、実際の通勤に要する往復運賃の
実費を給与支給日に支給するものとする。

作成上のポイント
上記規定例は、在宅勤務者を対象に、終日在宅勤務を行った日が1週間に
一定日数以上ある場合には、定額の通勤手当の支給を廃止し、実際に通勤
に要する往復運賃の実費を支給することを想定しています。
なお、終日在宅勤務を行った日数については、上記規定例のように週単
位でなく月単位で算定する方法も考えられます。
また、本ケースは在宅勤務が前提となっていますが、サテライトオフィ
ス勤務についても、会社への通勤と比較して通勤費用が低額となる場合に
は、在宅勤務と同様に通勤手当を減額することを検討する余地があるでし
ょう。

運用上のポイント
電車やバスで通勤している従業員に対し、通勤手当として定期代相当額
を支給している会社が多いのではないでしょうか。
定期代は、鉄道事業者やバス事業者ごとに、又は利用する電車・バスの
距離、何か月分の定期代か等によって割引率が異なりますが、終日在宅勤
務日の回数によっては、定期代相当額の方が実費よりも低額になる場合が
あります。
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また、通勤手当を実際の通勤に要する往復運賃の実費とすると、定額を
支給していた場合と比べて、通勤日数の集計等の事務作業に係る負担が生
じることとなります。
したがって、1週間又は1か月のうち何日以上を終日在宅勤務とするかを
検討の際には、このような点も考慮の上判断するとよいでしょう。

３ 育児・介護手当の減額
就業規則において育児・介護手当について規定されている場合にも、

それが労働契約の内容である労働条件となりますので、会社が一方的
に就業規則を変更して育児・介護手当を減額することは、労働条件の
不利益変更に当たり、原則として許されません。
例外的に、労働契約法10条に定める要件（変更後の就業規則の「周

知」及び「合理性」）が満たされる場合には、就業規則の不利益変更も
認められますが、テレワーク勤務（在宅勤務）は、勤務場所が会社か
ら自宅に変更されるにすぎず、勤務時間中に会社の業務に従事するこ
とに変わりはなく、その時間中に育児・介護が認められるものでもあ
りません。
したがって、テレワーク勤務（在宅勤務）であることをもって育児・

介護手当を減額することは、従業員の受ける不利益も大きく、相当性
が認められる可能性も低いと思われますので、そのような就業規則の
変更については、相当慎重に判断する必要があります。
なお、テレワーク勤務（在宅勤務）の導入に当たっては、自宅で育

児・介護をする時間を確保するため勤務時間の短縮を希望する従業員
が生じる場合も考えられます。これに応じるかは会社の判断となりま
すが、従業員との合意により、勤務時間の短縮を認め、当該時間に相
応した基本給に変更することや、自宅で育児・介護する時間を踏まえ
た手当の変更は可能といえます。
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[ケース32] 感染症の影響で一部の従業員に業務が偏る場合
は

新型コロナウイルス感染症の影響が想定外に大きく、一部

の従業員に業務が偏ってしまい、ある程度の残業をしてもら

う必要があるのですが、どのような社内体制を整えて対応す

ればよいのでしょうか。

◆ポイント◆

出社が可能な一部の従業員に業務が集中しても、法定労働
時間（1日8時間・週40時間）を遵守するよう配慮する必要が
あります。
三六協定を締結することで、時間外労働をさせることが可
能ですが、月45時間・年360時間が時間外労働の限度時間です。
三六協定に「特別条項」を設けることで臨時的に限度時間
を超えて労働させることも可能ですが、時間外労働は年720
時間以内、月100時間未満、2か月～6か月平均がいずれも80時
間以内などの上限に違反すると刑事罰の対象となるので厳格
な労働時間管理が必要です。

１ 時間外労働をめぐる法規制
1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて労働させる場合には労

使協定（三六協定）を締結する必要がありますが（労基36①）、その場合

でも月45時間・年360時間が時間外労働の限度時間ですので、適切な労

働時間管理が必要となります（詳細は[ケース19]を参照）。
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２ 特別条項の利用
三六協定においては、臨時的な特別の事情があって労使が合意する

場合（特別条項）には、限度時間（月45時間・年360時間）を超えるこ
とができるとされています（労基36④⑤、平30・9・7厚労告323）。
新型コロナウイルス感染症の影響で、少なくない数の従業員の欠勤

が続き、一部の従業員に業務が偏ってしまい、相当の残業をしてもら
う必要がある場合に、三六協定の特別条項を利用することが考えられ
ます。
ただし、上記告示では、特別条項の運用について、「当該事業場にお

ける通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的
に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に
定めなければならず、「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得な
い場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めるこ
とは認められないことに留意しなければならない。」とあり、感染症の
影響によって時間外労働が増える事態を明記していない場合に対応で
きるのかが問題となります。
この点、今般の新型コロナウイルス感染症の状況については、三六

協定の締結当時には想定し得ないものであると考えられるため、例え
ば、三六協定の「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる
場合」に、繁忙の理由が新型コロナウイルス感染症とするものである
ことが明記されていなくとも、一般的には、特別条項の理由として認
められるものとされています（厚生労働省「新型コロナウイルスに関するＱ
＆Ａ（企業の方向け）（令和4年1月26日時点版）」5―問2）。
もっとも、特別条項によっても、①時間外労働が年720時間の範囲内、

②1か月45時間（3か月を超える変形労働時間制は42時間）の限度時間
を超えることができるのは年6か月以内、③1か月当たりの時間外労働
と休日労働の合計時間は100時間未満かつ、2か月平均、3か月平均、4
か月平均、5か月平均、6か月平均がいずれも80時間以内という限度が
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あり（労基36⑤⑥）、これに違反した場合は刑事罰に処せられますので（労
基119）、厳格な労働時間管理が必要です。
特別条項を設けた三六協定の例は次のとおりです。
【時間外労働及び休日労働に関する協定書】 DL

（時間外労働）
第〇条 業務上やむを得ない事由があるときは、時間外労働をさ
せることがあるが、時間外労働の限度時間は1か月40時間、1年
350時間とする。
（特別条項）
第〇条 次の特別な事情がある場合は、事前の労使協議により、
前条の限度時間を超えて時間外労働をさせることができる。た
だし、1か月80時間の時間外労働時間を超えることはできず、限
度時間を超えることができる回数は年6回までとする。
(1) 通常の受注量を大幅に超える発注への対応
(2) 大口顧客からの突発的な仕様変更
(3) 納品トラブル・大規模クレームの対応
(4) システムトラブルによる遅延等への対応
(5) 感染症その他の自然災害によるトラブルへの対応
（休日労働）
第〇条 業務上やむを得ない事由があるとき、その他緊急の必要
がある場合には、休日労働をさせることがある。
（有効期間）
第〇条 本協定の有効期間は協定の日より1年間とする。
令和〇年〇月〇日

使用者 〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇

労働者代表 〇〇〇〇
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作成上のポイント
特別な事情（臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合）
は、具体的に記載しなければなりません。
また、限度時間を超える場合に労使がとる手続（事前に労使協議をする
旨など）を具体的に定めるのが望ましいと考えます。
延長する時間や回数も規定した方がよいですし、割増賃金率も明記して
おくと分かりやすいです。
特別条項を設ける三六協定の書式については、労働基準監督署に提出す
る「時間外労働・休日労働に関する協定届（限度時間を超えて時間外・休
日労働を行わせる場合（特別条項））」（労基則様式9号の2）を利用して、会社
と従業員代表が連名で作成することで、三六協定と届出を一体として作成
することが可能です（厚生労働省「三六協定届・1年単位の変形労働時間制に関
する書面 作成支援ツール」）。

アドバイス

厚生労働省は、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延
長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」（平30・9・7
厚労告323）を定め、時間外労働・休日労働を必要最小限にとどめること、
会社は安全配慮義務を負っているので労働時間が長くなると過労死との
関連性が強まることに留意すること、業務の区分を細分化して業務の範
囲を明確にすること、休日労働の日数・時間数をできるだけ少なくする
こと、従業員の健康・福祉を確保することなどを求めていますので、時
間外労働がなるべく発生しないよう、配慮することが肝要といえます。
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事することができる。
２ 会社は、従業員からの前項の業務に従事する旨の届出に基づ
き、当該従業員が当該業務に従事することにより次の各号のい
ずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することがで
きる。
(1) 労務提供上の支障がある場合
(2) 企業秘密が漏洩する場合
(3) 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する
行為がある場合

【テレワーク勤務規程】 DL

テレワーク勤務規程

第１章 総 則

（テレワーク勤務制度の目的）
第１条 この規程は、〇〇株式会社（以下「会社」という。）の就
業規則第〇条に基づき、従業員がテレワーク勤務（在宅勤務、
サテライトオフィス勤務及びモバイル勤務をいう。以下同じ。）
をする場合の必要な事項について定めたものである。
（テレワーク勤務の定義）(※13)
第２条 在宅勤務とは、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所
（会社指定の場所に限る。）において情報通信機器を利用した
業務をいう。
２ サテライトオフィス勤務とは、会社所有の所属事業場以外の
会社専用施設、又は、会社が契約（指定）している他会社所有
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の共用施設において情報通信機器を利用した業務をいう。
３ モバイル勤務とは、在宅勤務及びサテライトオフィス勤務以
外で、かつ、社外で情報通信機器を利用した業務をいう。

第２章 テレワーク勤務の許可・利用

（テレワーク勤務の対象者）(※14)
第３条 在宅勤務の対象者は、就業規則第〇条に規定する従業員
であって次の各号の条件を全て満たした者とする。
(1) 在宅勤務を希望する者
(2) 自宅の執務環境、セキュリティ環境、家族の理解のいずれ
も適正と認められる者

(3) 業務の内容上、適正と認められる者
2 サテライトオフィス勤務及びモバイル勤務の対象者は、就業
規則第〇条に規定する従業員であって次の各号の条件を全て満
たした者とする。
(1) サテライトオフィス勤務又はモバイル勤務を希望する者
(2) 業務の内容上、適正と認められる者
（テレワーク勤務の申請手続）(※15)
第４条 テレワーク勤務を希望する者は、所定の許可申請書に必
要事項を記入の上、1週間前までに所属長から許可を受けなけ
ればならない。
２ 会社は、業務上その他の事由により、前項によるテレワーク
勤務の許可を取り消すことがある。
３ 第1項によりテレワーク勤務の許可を受けた者がテレワーク
勤務を行う場合には、前日までに所属長へ利用を届け出なけれ
ばならない。
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（テレワーク勤務時の服務規律）(※16)
第５条 テレワーク勤務者は、就業規則第〇条及びセキュリティ
ガイドラインに定めるもののほか、次に定める事項を遵守しな
ければならない。
(1) テレワーク勤務の際に所定の手続に従って持ち出した会
社の情報及び作成した成果物を第三者が閲覧、コピー等し
ないよう最大の注意を払うこと。

(2) テレワーク勤務中は業務に専念すること。
(3) 第1号に定める情報及び成果物は紛失、毀損しないように
丁寧に取り扱い、セキュリティガイドラインに準じた確実
な方法で保管・管理しなければならないこと。

(4) 在宅勤務者及びサテライトオフィス勤務者は、自宅又は
会社が指定する場所以外で業務を行ってはならないこと。

(5) モバイル勤務者は、会社が指定する場所以外で、パソコン
を作動させたり、重要資料を見たりしてはならないこと。

(6) モバイル勤務者は、公衆無線LANスポット等漏洩リスク
の高いネットワークへの接続を行わないこと。

(7) テレワーク勤務の実施に当たっては、会社情報の取扱い
に関し、セキュリティガイドライン及び関連規程類を遵守
すること。

（テレワーク勤務時におけるパワーハラスメント行為の禁止）(※
17)

第６条 テレワーク勤務時におけるパワーハラスメント行為は、
就業規則第〇条第2号ないし第〇号について、対面で行われる
もののほか、ウェブ会議やビジネスチャット等のオンライン上
において行われるものも含む。
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第３章 テレワーク勤務時の労働時間等

（テレワーク勤務時の労働時間）(※18)

第７条 テレワーク勤務時の労働時間については、就業規則第〇

条の定めるところによる。

２ 前項にかかわらず、テレワーク勤務者は、会社の承認を受け

て始業時刻、終業時刻及び休憩時間の変更をすることができる。

３ 前項の規定により所定労働時間が短くなる者の給与について

は、育児・介護休業規程第〇条に規定する勤務短縮措置時の給

与の取扱いに準じる。

（休憩時間）(※19)

第８条 テレワーク勤務者の休憩時間については、就業規則第〇

条の定めるところによる。

（所定休日）

第９条 テレワーク勤務者の休日については、就業規則第〇条の

定めるところによる。

（時間外及び休日労働等）(※20)

第10条 テレワーク勤務者が時間外労働、休日労働及び深夜労働

をする場合は所定の手続を経て所属長の許可を受けなければな

らない。

２ 時間外、休日及び深夜の労働について必要な事項は就業規則

第〇条の定めるところによる。

３ 時間外、休日及び深夜の労働については、給与規程に基づき、

時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当を支給する。
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