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　政府が提唱する柔軟な働き方として、テレワークと副業や兼業、そして副

業・兼業型を含むフリーランスがあります。また、フリーランスの中で、情

報通信技術（ICT）の普及に伴い、インターネットを通じて、単発で仕事を

請け負う「ギグワーカー」と呼ばれる労働者も増えてきています。これらが

求められる背景には、情報通信技術（ICT）を活用した場所や時間にとらわ

れない柔軟な働き方の拡大現象がありますが、直接には、政府の働き方改革

実行計画がこれらを推奨したことに由来しています。しかし、令和 ２年に発

生し、次々と現れる変異種のため、令和 ３年にまですでに第 ５波到来といわ

れる COVI-19のパンデミックによる緊急事態宣言の下で、テレワークは感

染拡大防止策、コロナ禍の下での事業継続計画（BCP）策の重大な柱として、

一挙に利用が拡大することとなりました。

　そこで、今までとは違った労務管理が必要となる多様な働き方、労働形態

が増え、また、その利用拡大が期待されています。

　本書は、企業の人事・労務関係者、弁護士、社会保険労務士等の方々に向

けて、これらの新しい働き方、労働形態を企業が活用する観点から、これら

の働き方、労働形態をどのように理解すべきなのかを、最新の法令・裁判例、

ガイドライン等を踏まえて、適切な労務管理を行うための実務と必要となる

規定例、トラブルが発生した場合の対処法などを、総合的にＱ＆Ａで解説し、

実務のニーズに応えようとするものです。

　本書は、編者代表により章立て、テーマ等の調整を行い、各執筆者は、自

説を述べるのではなく、判例を中心に、できうる限り客観的に、前述の目的

を狙って各自が独自に執筆しています。そのため、各所で示されている見解

は各担当執筆者の個人の責任において示されたもので、執筆者全員の統一見

解でも、編者たるロア・ユナイテッド法律事務所の統一見解というものでは

なく、各項目相互間の解説につき若干の、重複・矛盾もありますが、強いて

調整を行っていないことをお断りしておきます。ただし、読者の便宜のため、

最低限の調整とリファーには留意して編集しています。

　本書が、人事・労務に関係し、あるいは、これに興味ある方々にいささか
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でもお役に立ち、各企業と従業員全体が、よい意味での日本的経営の根幹で

ある人本主義の理念の下に、公正かつ規律ある企業文化を形成され、もって、

まさに、職場での安全、生命と健康という、根源的な問題につき、企業の発

展と従業員の福祉を向上させることに寄与できれば筆者一同の望外の喜びと

するところです。

　最後に、本書の企画、刊行全般について、㈱民事法研究会の田口信義氏、

編集部の田中敦司氏、当事務所の担当の吉野麻耶をはじめとする皆さんにい

ろいろとお骨折りいただいたことに御礼申し上げます。

　令和 ３年11月

編者代表　ロア・ユナイテッド法律事務所／代表パートナー弁護士

岩　出　　誠
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第 ２ 章
雇用型テレワークの雇用型テレワークの
労務管理労務管理



Ⅰ　労務管理上の課題

Ｑ ２ - 1 - 1 テレワークの課題の概要 

　テレワークの課題とはどのようなものかについて、概要を教えて

ください。

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

　①企業が感じた課題としては、「できる業務が限られる」、「従業

員同士の間でコミュニケーションが取りづらい」、「紙の書類・資料

が電子化されていない」が、②労働者が感じた課題としては、「会社トップ

の意識改革」、「経費の負担」、「適切な労働時間管理」等が挙げられています。

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

1 　 COVID-19拡大対策としてのテレワークの普及と課題

　テレワークは、政府によって長年推進されてきたにもかかわらず普及が進

みませんでしたが、COVID-19の感染者数増加に伴い令和 ３年 ４月 ７日に緊

急事態宣言が発令されたことを契機として、COVID-19拡大対策として一挙

に広まりました。この経験からは、働き方の観点から、テレワークの際の労

働時間管理のあり方や社内コミュニケーションの不足への対応など、さまざ

まな検討課題も見えてきました。

２ 　テレワークの課題の概要

　令和 ２年1２月２5日の厚労省の「これからのテレワークでの働き方に関する

検討会報告書」（検討会報告書）では、企業がテレワークで感じた課題として、

「できる業務が限られる」、「従業員同士の間でコミュニケーションが取りづ

らい」、「紙の書類・資料が電子化されていない」等が多く出されています。

　また令和 ３年 1月19日の経団連の「２0２0年人事・労務に関するトップ・マ

ネージメント調査結果」では、「テレワークの実施により明らかになった課題」
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で回答割合が高い順では「従業員同士のコミュニケーション」、「業務手法に

おけるデジタル化（諸手続の電子化、ペーパレス化等）」、「労働時間管理」、「従

業員の人事評価」、「ICT環境の整備」、「従業員の育成」、「テレワークの対象

とする範囲（部署・業務等）の見直し」、「従業員の健康管理（メンタルを含む）」、

「業務上の情報セキュリティーの確保」が挙げられています。

　さらに令和 ２年 ６月３0日の連合の「テレワークに関する調査２0２0」では、

「テレワークを継続する上での課題」として、「会社トップの意識改革」
（３1.３％）、「経費の負担」（２8.６％）、「適切な労働時間管理」（２４.２％）等が挙げ

られています。

　テレワークの課題を踏まえた、平成３0在宅指針に示された留意点、平成３0

在宅指針の啓発用パンフ掲載の在宅勤務就業規則での時間外労働、休日労働

および深夜労働の原則禁止という誤解を与えかねない表現と、その後のテレ

ワーク指針における時間外・休日・深夜においてテレワークを行うこともあ

り得ることを前提とした記載への変更等については、Ｑ 1 - ２ - 1 を参照して

ください。

　テレワーク指針においても、テレワークの課題に対する留意点として、①

テレワークの導入に際しての留意点、②労務管理上の留意点、③テレワーク

のルールの策定と周知、④さまざまな労働時間制度の活用、⑤テレワークに

おける労働時間管理の工夫、⑥テレワークにおける安全衛生の確保、⑦テレ

ワークにおける労働災害の補償、⑧テレワークの際のハラスメントへの対応、

⑨テレワークの際のセキュリティへの対応について指摘しています。

（村林　俊行）
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Ｑ ２ - 1 - ２ テレワークのメリット・デメリット 

　テレワークのメリットとデメリットについて教えてください。

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

　テレワークのメリットとしては、労働者とっては「通勤時間の短

縮及びこれに伴う精神的・身体的負担の軽減」等が、使用者にとっ

ては「育児・介護等を理由とした労働者の離職の防止、遠隔地の優秀な人材

の確保」のほか「自然災害・感染症流行時等における事業継続性の確保」等

があります。デメリットとしては、「同僚や部下とのコミュニケーションが

とりにくい」、「上司とのコミュニケーションがとりにくい」、「在宅勤務で可

能な業務が限られる」等が挙げられます。

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

1 　テレワークのメリット

　令和 ２年 ６月３0日の東京都の「テレワーク導入実態調査」によれば、企業

からはテレワークの導入によって「従業員の通勤時間、勤務中の移動時間の

削減」（91.３％）、「非常時の事業継続に備えて（新型コロナウイルス、地震等）」
（88％）、「その他通勤に支障がある従業員への対応」（６8.７％）、「育児中の従

業員への対応」（６8.４％）に効果があった等との回答がありました。

　令和 ２年 ６月３0日発表の連合の「テレワークに関する調査２0２0」（以下、「連

合調査」という）では、「通勤時間がないため、時間を有効に使用できる」
（７４.６％）、「自由な服装で仕事をすることができる」（４8％）、「自分の好きな

時間に仕事をすることができる」（２5.６％）、「好きな場所で仕事ができる」
（19.8％）等との回答がありました。

　テレワーク指針では、①従業員にとって、テレワークのいずれの勤務形態

でも、「オフィスでの勤務に比べて、働く時間や場所を柔軟に活用すること

が可能であり、通勤時間の短縮及びこれに伴う精神的・身体的負担の軽減、

仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化につながり、それに

伴う時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立の一助となる等、労働者に
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とって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリット」が指摘

されています（テレワーク指針 1参照）。また、②使用者にとっても、「業務

効率化による生産性の向上にも資すること、育児・介護等を理由とした労働

者の離職の防止や、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等の

メリット」が指摘されています（テレワーク指針 1参照）。

　特に、令和 ２年から続くコロナ禍の中では、BCP（事業継続計画）の観点

から、「自然災害・感染症流行時等における事業継続性の確保」の意義が大

きく認識されていたことはＱ 1 - ２ - 1 で解説したとおりです。

　なお、コロナ禍での特例ではなくテレワークを制度化した例もでてきてい

ます。たとえば富士通株式会社では、親の介護や配偶者の事情で遠隔地に移

住せざるを得ず退社するケースがあったことを踏まえて、部署やポストも変

わらず、テレワークで仕事を継続できるように遠隔勤務を認め、東京都内の

本社に所属しながら奈良県や福岡県から働く社員もいるとのことです（令和

３年 1月19日付日本経済新聞）。

２ 　テレワークのデメリット

　連合調査では、「通常の勤務より長時間労働になることがあった」（51.5％）、

「時間外・休日労働をしたにも関わらず申告しない者が６5.1％もいた」、「勤

務時間とそれ以外の時間の区別がつけづらい」（４４.9％）、「運動不足になる」
（３8.8％）、「上司、同僚とのコミュニケーションが不足する」（３７.６％）等との

回答がありました。

　また令和 ２年1２月２5日の検討会報告書では、従業員調査から出てきたデメ

リットとして、「同僚や部下とのコミュニケーションがとりにくい」、「上司

とのコミュニケーションがとりにくい」、「在宅勤務で可能な業務が限られる」

等の割合が高かったとされています。

　業務効率や生産性の変化については、令和 ３年 1月19日の経団連の「２0２0

年人事・労務に関するトップ・マネージメント調査結果」では、「上がった」
（２0.２％）、「下がった」（２６.8％）と拮抗しています。下がった原因としては、

コミュニケーションが希薄化し、やりがいが失われこともあるものと思われ

ます。� （村林　俊行）
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Ｑ ２ - 1 - 3 テレワークの対象者の選定

　テレワークの対象者選定の際の留意点について教えてください。

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

　テレワークの対象者選定に際しては、①使用者が命ずる場合や労

働者がテレワークを希望する場合があるが、テレワークを行わせる

業務上の必要性と労働者のプライバシー保護につき配慮しつつ、労働者本人

の納得のうえで、対応することが必要となります。また、②正規労働者と非

正規労働者との間で不合理な待遇差を設けることは避けるべきです。さらに、

③在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を

希望しない労働者については、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利

用することも考えられ、新入社員、中途採用の社員および異動直後の社員は、

業務を円滑に進める観点から、コミュニケーションの円滑化に特段の配慮を

することが望ましいものといえます。

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

1 　テレワークの対象と根拠

　テレワークの実施に際しては、使用者が命ずる場合や労働者がテレワーク

を希望する場合があります。

⑴　使用者がテレワークを命ずる場合
　そもそも使用者がテレワークを命ずることができるかどうかを検討するに

際しては、①平時であるか、新型コロナウイルス感染症拡大期のような緊急

事態下であるか、②就業規則上の根拠の有無・個別同意の有無について検討

する必要があります。

　まず緊急事態下におけるテレワークについては、緊急事態下の臨時的な措

置であることを重視すれば、就業規則上の根拠や労働者の同意がなくても、

会社は命ずることができると解釈することとなり得ます。この見解からして

も、平時においてテレワークを命ずるに際しては、就業規則上の根拠は必要

と解されやすく、配転命令と同様の基準または通常の配転命令よりは限定的
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に考えてその有効性を判断するものと解されます。もとより、いずれの場合

でも、使用者によるテレワーク対象者選定に関する使用者の裁量に対しては、

均等均衡待遇原則（労基法 ３条）、男女差別禁止（均等法 ６条 1号）、不当労働

行為禁止（労組法 ７条等）に反してはならない等の制約はあります。

　これに対して、テレワークでの就労場所が労働者の私的領域にあることか

ら、労働者のプライバシーへの配慮をする必要性が高いことを重視すれば、

緊急事態下であるか否かにかかわらず、また就業規則上の根拠があるか否か

を問わず、労働者の同意なくしてテレワークを行わせることができないもの

と解釈することとなり得ます。

　これらの解釈については、定説があるわけではなく、テレワークを行わせ

る業務上の必要性と労働者のプライバシー保護の調和の観点より、その中間

的な考え方も出てくるものと解されます。

⑵　労働者がテレワークを希望する場合
　一般には労働者に就労請求権はないものと解されており（日本自転車振興

会事件・東京地判平 9・ ２・ ４労判７1２号1２頁等）、テレワーク請求権も認めら

れないものと解されます。ただし、使用者によるテレワーク対象者選定に関

する使用者の裁量に対しては、安全配慮義務（労契法 5条）、均等均衡待遇原

則（労基法 ３条）、男女差別禁止（均等法 ６条 1号）、不当労働行為禁止（労組

法 ７条等）の観点から、テレワークを認めないことが違法となる余地はあり

ます。

　また、テレワークを希望する労働者が出社できない場合において、当該労

働者に不利益処分を課すことができるかどうかについては、解雇の場合には

労契法1６条、1７条、懲戒処分の場合には労契法15条に即して判断されること

となります。

　⑴⑵のいずれの場合にも、実際にテレワークを実施するにあたっては、労

働者本人の納得のうえで、対応することが肝要です。

２ 　その他の留意点

　テレワークの対象者に関する留意点として、テレワーク指針 ３⑶において

は、以下の点についても指摘しています。
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　テレワーク就労についても、正規労働者と非正規労働者との間で不合理な

待遇差を設けることはできないので、パート有期法 8条、 9条、派遣法３0条

の ３の不合理な待遇の相違に該当するかどうかについて判断されることにな

ります。「テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、

非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象

者から除外することのないよう留意する必要があ」ります。�

　また、雇用形態にかかわらず、企業内でテレワークを実施できる者に偏り

が生じてしまう場合もありますが、その場合においても「労働者間で納得感

を得られるよう、テレワークを実施する者の優先順位やテレワークを行う頻

度等について、あらかじめ労使で十分に話し合うことが望ましい」ものとい

えます。�

　さらに、「在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から

在宅勤務を希望しない労働者については、サテライトオフィス勤務やモバイ

ル勤務を利用することも考えられ」ます。�

　加えて、「新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、業務につい

て上司や同僚等に聞きたいことが多く、不安が大きい場合もあ」ります。そ

のため、「業務を円滑に進める観点から、テレワークの実施に当たっては、

コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい」ものとい

えます。ここにいう「特段の配慮」の内容ですが、テレワーク指針のもとに

なった令和 ２年1２月２5日の検討会報告書によれば、「対面と比較してコミュ

ニケーションが取りづらい側面のあるテレワークのみではなく、出社と組み

合わせる等の対応が考えられる」と記載されていることが参考となります。

（村林　俊行）
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Ｑ ２ - 1 - 4 派遣労働者へのテレワークの適用

　派遣労働者にテレワークを適用する際の留意点について教えてく

ださい。

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

　派遣労働者へのテレワークの適用については、厚労省「派遣労働

者等に係るテレワークに関するQ&Ａ」において、①契約内容等、

②訪問巡回・住所の把握、③苦情処理、④労務管理、⑤同一労働同一賃金、

⑥機器の整備等、⑦労働者派遣事業者の内勤社員に係るテレワークについて、

それぞれ留意点を記載しています。

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

　派遣労働者へのテレワークの適用については、厚労省が令和 ２年 8月２６日

に「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&Ａ」（令和 ３年 ２月 ４日更新）

を出しており、①契約内容等、②訪問巡回・住所の把握、③苦情処理、④労

務管理、⑤同一労働同一賃金、⑥機器の整備等、⑦労働者派遣事業者の内勤

社員に係るテレワークについて、それぞれ留意点を記載しています。以下、

①～⑦に関する主な留意点を記載します。

　①契約内容等については、派遣労働者がテレワークにて就業する場合の派

遣労働契約上の記載の仕方について、派遣就業の場所を記載する必要があり

ますが（派遣法２６条 1 項 ２ 号）、個人情報保護の観点から、派遣労働者の自宅

の住所まで記載する必要がないことに留意する必要があります。

　②訪問巡回・住所の把握については、派遣先指針（第 ２の ２⑵）や派遣元

指針（第 ２の 5）において定期的に派遣労働者の就業場所を巡回することが

要請されていますが、自宅でテレワークを実施している場合には、派遣労働

者のプライバシーに配慮する必要があるので、電話、メール、ウエブ面談等

により就業状況を確認することができる場合には派遣労働者の自宅への巡回

は必要がないとされています。

　③苦情処理については、自宅でテレワークを実施している派遣労働者より

苦情申出を受けた場合には、必要な助言や指導を行うに際して、必ずしも派

遣労働者の自宅に出向く必要はなく、電話、メール、ウエブ面談の活用をす

Ｑ

A
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