
高度プロフェッショナル制度導入がもたらす

自治体労働者への影響
ホワイトカラーエグゼンプションと時間外労働

伊山正和（京都総合法律事務所弁護士）

私が弁護士として働く京都総合法律事務所は、

労働問題を専門として出発した経緯もあって、

私も労働関係を担当しています。

貧困問題は、弁護士会を通じて取り組んでい

ますが、残念ながら最近、疎かになっています。

その原因は、この問題がどこか「他人事」にな

っているからです。他人事として考えてしまう

と、取り組みが疎かになってしまいます。

今回、テーマを「ホワイトカラーエグゼンプ

ション」としたのは、この制度が「他人事」で

はなく、間違いなく我われに影響を及ぼすと考

えたからです。

自治体労働者と時間外労働

自治体労働者と労働基準法

あえて、自治体労働者の労使関係について申

し上げるのは、権利性を確認していただきたい

からです。自治体労働者を「公務員」に置き変

え、「公務員は全体の奉仕者で、公共の福祉の

担い手である」と、大きな声を上げる首長がい

ます。たしかに、市民受けする表現です。首長

や政治家が、そういう聞こえのいい話をするの

は仕方がないかもしれません。自治体労働者が

通常の職務を行ううえでは、大切な考え方かも

しれません。しかし、働いた成果を得るという

賃金の面において、自らが奉仕者であるとか、

公共の福祉を担うとかいう概念を、卑屈になっ

て使うことはありません。公務員として、働き

方の基本理念としては大切ですが、それによっ

て労働者としての権利が制限されるとしたら、

原理的に間違いです。

「公務員には労働基準法は適用されない」と

言われることがあります。国家公務員は、今の

法体系上、ある程度、妥当ですが、自治体労働

者については、そうではない。そもそも労働基

準法 112 条には、「この法律及びこの法律に基

いて発する命令は、国、都道府県、市町村その

他これに準ずべきものについても適用あるもの

とする」と書かれています。労働基準法で定め

られていることは、国や地方など関係なく、ど

こで働いても適用されます。当然、公務員にも、

労働基準法で権利として定められているものは、

保障されなければならない。

国家公務員については、法の制定当時は、労

働基準法を適用していました。したがって、国

家公務員法の本文には「労働基準法は適用除外

する」という記載はなく、附則の最後に「適用

はしない」と書いてあるだけです。このように

された一説には、マッカーサーが「国家公務員、

つまり官吏に対して、労働基準法を適用して労

働基本権を与えると、労働争議が起こる。官吏

に労働基本権を与えることはまかりならぬ」と

いういことで、適用されなくなったと言われて

います。

かたや、地方公務員法は、国家公務員法のよ

うな「労働基準法の適用除外」ではなく、個別
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に「これは適用する」「しない」と分けていま

す。国家公務員と地方公務員で、どうして違い

がでたのかは、はっきりしていません。後付け

的に説明すれば、地方自治体は、個別に労働条

件が変わる可能性があり、あたかも企業の労使

関係に類似した関係である。ただ、最低限、公

務員として制限せざるを得ないものがあり、労

働基準法一本ではいけないので、地方公務員法

で、基準を定める必要があった。しかし実情に

応じて修正の必要があるので、適宜、修正して

かまわない、となった。

先日、否決された「大阪都構想」が、仮に通

っていたら、もしかすると、地方自治体それぞ

れの労働条件、勤務条件がばらばらになった可

能性があります。地方の実情に応じて考えたら

いいということは、一面、民主的で良いことか

もしれませんが、自治の主体である住民が、地

方公務員に対して敵対的な態度をとる場合には、

「隣の市や町ではそうだが、ここではそうでは

ない」ということが出てくる可能性があります。

大阪都構想が良いか悪いかは別として、そうい

う問題が出てきた時のことを、検討しておかな

ければならないと思います。

知っておきたい、労働基準法「適用除外」の項目

さて、地方公務員法のなかで、労働基準法の

「適用除外」とされているものは、非常にたく

さんあります。そのなかで 3つは知っておく必

要があります。

1 つは「労働条件の決定（労基法 2 条）」で

す。労働条件は、民間企業であれば、労働者と

使用者が対等の立場で決定すべきものです。就

業規則も、労働者と使用者の契約でスタートし

ます。しかし、自治体労働者の労働条件は、契

約ではありません。条例で定められます。これ

を、「勤務条件条例主義（地公法 24 条 6 項）」

と言います。

2 つめは「変形・裁量労働時間制等（労基法

32 条の 3 等）」です。変形労働時間制とは、1

カ月または 1年といった一定期間において、繁

忙期の所定労働時間を法定労働時間より長くす

る代わりに、閑散期の所定労働時間を短くし、

平均して週 40 時間以内にする制度です。裁量

労働制というのは、勤務時間の開始から終了ま

での時間を、ある程度、労働者の裁量に委ねる

制度です。これらは、自治体労働者には適用さ

れないことになっています。しかし、原理的に

は導入することが可能です。窓口勤務の方が、

昼シフトや夜シフトといったシフト制をとる。

直接、住民と接しない方であれば、裁量労働制

を導入してもおかしくない。しかし、これらの

制度を導入するためには、労使協定書の締結が

必要です。したがって、労働条件が条例で決め

られる公務員は、労働協定書の締結権が与えら

れていませんから、採用できないことを知って

おく必要があります。

3 つめは「業務災害の補償」です。「労働者

災害補償保険法（労災法）」は、公務員には適

用されません。公務員の労働災害は、「地方公

務員災害補償法」という別の法律でカバーされ

ています。

このように、労働条件を条例で定めることが

法律で決められているため、「適用除外」は実

情に即してたくさんあります。しかし、地方公

務員法は労働基準法の特別法として位置づけら

れていますから、労働基準法を原理的に適用で

きないものはなく、「自治体労働者の労働に関

する権利は、労働基準法に由来するものとして

存在する」ということを知っておいていただき

たいと思います。

給与への労働基準法の適用と時間外労働

自治体労働者の給与は、よく「俸給」と言わ

れます。「奉る（たてまつる）」という文字は、

お上から下々の者がいただくという意味があり

ます。「給」は「たまわる」こと。したがって、

「俸給」は二重にいただく形になっている。皆

さんが俸給を受け取るのは、国から「恩恵」と
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してもらっているということになります。しか

し、地方公務員法では、支払われるべき賃金は

「俸給」ではなく、「給与」とあります。自治

体労働者が自治体からもらう賃金は、権利とし

てもらっていることを強調したいと思います。

これとの関係で「時間外労働」の問題があり

ます。「勤務時間を超えて働いても、時間外手

当が付かないことがある」と、よく聞きます。

また、その理由として「時間外手当の予算があ

るので、それを超えた分については手当が出せ

ません」と説明されるとも聞きます。

労働基準法では、時間外労働をするためには

労働組合と「36 協定」を結ぶ必要があります。

これは、残業命令を発することができるかどう

かという問題ですが、地方公務員法に時間外勤

務手当が存在する以上、自治体労働者にも時間

外労働という概念があり、手当を払うことが予

定されています。「予算がないから時間外手当

が払えない」というのは、本末転倒です。時間

外労働をさせるのであれば、それに見合うだけ

の予算措置を講じなければならない。予備費を

回してでも、払わないといけない。

時間外勤務手当の支払基準は、民間と同じよ

うに自治体の条例で定められています。仮に労

働基準法に違反する条例が定められていた場合

は、ルール違反になる。労働基準法の基準を下

回る条例はないと思いますが、運用に問題があ

る場合があります。地方公務員法第 14 条では、

「地方公共団体は、この法律に基いて定められ

た給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般

の情勢に適応するように、随時、適当な措置を

講じなければならない」としています。時間外

勤務手当が民間で認められているのに、それを

下回るのは、おかしいと言わざるを得ない。自

治体労働者は、地方公務員法に定められている

「均衡の原則」で、きっちりと守られています。

「均衡の原則」とは

地方公務員の給与決定の原則に、「均衡の原

則」というのがあります。この「均衡の原則」

には、3 つの柱があります。1 つめは、絶対値

として金額が日常の生計を維持し、職務に専念

できうるものであること。公務員として働く場

合は、職務専念義務が課せられており、「あな

たに払う給与はこれだけ」ということではなく、

「生活できるのにふさわしいだけの給与を支払

いなさい」とされている。

2 つめは、「同じ公務、類似の職務内容を有

する国・自治体労働者の給与との均衡」です。

どの地域に暮らしていても、同じサービスを提

供する自治体労働者には、同じ給与を支払わな

いければいけないという考え方です。「うちは

田舎だから、これだけの給与しか払えません」

とはいかない。「自治体の規模」ではなく「働

く仕事の内容」によって、給与は定められなけ

ればならない。

3 つめは、「民間事業従事者の給与との均

衡」です。これは、公務員であるからといって

不当に給与を下げてはならず、民間では景気が

いいからと、どんどん給与が上がっているのに、

公務員の給与が上がらないということはいけな

い。役所から「俸給」として給わっているとし

ても、景気がよくなったら民間と同じように上

げなければならないという原則です。ところが、

最近は変化しています。民間事業者の給与との

均衡について、「納税者である住民の納得を得

るため、民間事業従事者の給与との均衡が必要

である」と説明がされている法律書がある。こ

れは「国家公務員の給与は高すぎると、世の中

の人は言っている」ということを意味していま

す。じつは、これが曲者です。

危険な「高度プロフェッショナル制度」

国会で、「高度プロフェッショナル制度」が

議論されています。現在は、「集団的自衛権」

が争点になり、なりを潜めていますが、この制

度は非常に危ない。
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「高度プロフェッショナル制度」は、裁量労

働時間制度の変形であり、労働協約を締結する

必要があるから、自治体労働者には適応されな

い、関係がない、と思われているかもしれませ

が、民間事業従事者の給与との均衡という観点

からは、問題が出てきます。

「高度プロフェッショナル制度」は、労働者

団体から「残業代ゼロ制度」と言われています。

現段階では、すべての労働者の残業代がゼロに

なることはありませんが、将来的にはそうなる

可能性が大いにあります。もし、民間企業がお

しなべて残業代ゼロになったらどうなるか。

「民間は残業代が出ないのに、なぜ公務員にだ

け出るのか」という議論が、間違いなく出てき

ます。「高度プロフェッショナル制度」が民間

企業に拡大すれば、間違いなく公務員の時間外

手当に影響します。

制度を支える 3 つの要素

仕事の成果を労働時間以外ではかる制度

「高度プロフェッショナル制度」というのは、

法律用語ではなく、正確には「特定高度専門業

務・成果型労働制」と言います。「日本型ホワ

イトカラーエグゼンプション」とも言われてい

ます。「エグゼンプション」であって、「エクセ

プション」ではない。「エグゼンプション」は

「免除」、「エクセプション」は「例外」です。

法律にはルールがあり、例外を緩めると、ど

んどん例外が拡大するので、例外には厳しい。

したがって、「ホワイトカラーエクセプショ

ン」だったら、あくまでも「例外」ですから、

厳しく適用されます。したがって、「ホワイト

カラーエグゼンプション」と、あえて「免除」

という言葉を使っていることに意味があります。

何を「免除」するか。「労働時間の管理を免除

する」のです。1日 8時間労働だったら、「8時

間労働の縛りを免除する」ということです。労

働時間の拘束を免除するのが、この制度の意図

です。国は耳障りのいい表現でごまかしている。

政府が、「労働時間で成果を図るのは不適当で

はありませんか」「職場で、だらだら時間だけ

かけて、全然、仕事をしていない人っているん

じゃないですか」「さっさと仕事をしたらどん

どん仕事が降ってきて、またたくさん仕事をし

ても、結局、給与は同じ」「労働時間で仕事の

成果を図っているから、だらだらした人も一生

懸命やっている人も、同じだけの給料をもらう。

それはおかしいでしょう。だから成果ではかり

ましょうよ」と言われると、一般的には、「そ

うか」と思ってしまいます。

では、労働の成果を何ではかるか、どうやっ

てはかるかが、問題です。制度を支える絶対的

要素は、成果があったかなかったか、どの程度

の成果があったのか、誰の目から見ても明らか

にわかるような分野の仕事である必要がある。

たとえば飛行機のヘッドをつくるとか、弁護士

だったら事件の処理をするとか、目に見える仕

事でなければ、成果をはかることはできない。

民間企業もよく「成果主義」と言いますが、営

業職ならともかく、内勤している人の成果は目

に見えないはずです。労働時間で成果をはかれ

ない人には、絶対使ってはならない。

時間ではなく、成果ではかるということなら、

「8 時間かかる仕事を 1 時間で終わらせたら、

もう帰ってもいい。それでも給料は保証する」

という話もあっていいはずです。いくら 1時間

で終わったとしても、残った時間は別の仕事を

させられるなら、労働時間に拘束され、余計な

仕事を押し込まれることになります。

労働時間以外で成果をはかるには、① 労働

時間の拘束を受けないこと、② 職務内容や遂

行方法についての指揮命令を受けないこと、③

成果の有無や程度を客観的に評価できること、

という 3つの要素に合致した職種の人でないと、

馴染まないはずです。ところがこの制度は、あ

くまでも労働時間制度の、新たな選択肢として

考えられています。つまり、適用する母集団を
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限定するのではなく、名目として定め、いろい

ろなところで適用できるようにしている。そう

なると、本来、成果をはかることができない人

も、この制度に取り込まれていってしまうこと

が、十分、考えられます。

政府は、「何らかの形で勤務時間を把握しま

す。休憩・休日は確保するので、過剰労働には

なりません。働きすぎで死ぬことがないように

きっちり有給休暇も与えるし、健康診断もしま

す。だから働きすぎにはならないでしょう」と

言っています。労働者が労働時間を決める制度

のはずが、「いやいや会社の方で、あなたが働

く時間は把握しています。働きすぎになったら

きちんといいますから、会社が与える仕事をや

ってくださいね」というのでは、制度の趣旨に

あっていません。この制度が問題なのは、たん

に残業代がゼロになるというだけではなく、制

度の作り方や発想から、どうもキナ臭い。

労働者が決めるはずの、職務内容や遂行方法

この制度の適用を受ける労働者は、職務内容

や遂行方法を、使用者側から指揮命令を受けな

い、フリーな立場であるはずです。しかし、国

は、「職務の内容は政令で限定していきます。

職務は使用者と書面で取り交わします」と言っ

ています。「制度の対象者になってと会社側が

言ってきても、拒否する自由があります」「断

ったからといって不利益な待遇はしません」

「仕事についても、会社からいい過ぎ、やり過

ぎがあったら、苦情を申し立てるともころがあ

ります」とも言っています。

「拒否することはできる」と言っても、拒否

なんかできませんね。これでは、あくまでも

「主導権は使用者側にある」という制度になっ

てしまいます。職務内容も会社から提示する、

どんなことをやっていくかも会社が決めるので

は、労働者が自由に決めることにはならない。

ここも議論が噛み合っていません。

成果の評価方法

そして最後に、制度の成果の評価方法。職務

内容については「時間をかければできる仕事は

含めない」としています。平均的な給与額は、

政令で、1075 万円にすると予定されている。

政府は、「年間給与 1075 万円以上なので、ほと

んどの人が対象にならないから安心です」「も

っと頑張ったというなら、苦情が言える制度が

ありますので、おかしな評価をされることはあ

りません」と言っている。そんな問題ではあり

ません。成果があったかどうかが、客観的にわ

からないといけない。後に苦情が出るような評

価しかできないなら、制度の対象にしてはなら

ないはずです。

適用の拡大を前提にした制度設計

政府が導入しようとしているこの制度は、制

度設計と、制度を支える理念が噛み合っていな

いのが、おわかりいただけたと思います。「噛

み合っていない」のか、「噛み合わせていな

い」のかといえば、おそらくは「噛み合わせて

いない」のだと思います。

制度を作る人が、法律のことを知らずに作っ

ているはずはありません。微妙に中身を変えて、

あえて議論しないようにしている。その背景に

は、初めは適用者は少なくし、その後に拡大す

ることを前提にしていることが、見え隠れしま

す。そのため、将来的に、残業代ゼロとする対

象労働者が広がることを、予測することは、決

して杞憂でも、大げさでもありません。ニュー

スでは「当面は 1075 万円以上」と言われます

が、これは「政令」で定められるもので、「法

律」ではない。「法律」なら国会に審議と議決

が必要ですが、「政令」は国会を通さず、内閣

で決められます。つまり「1075 万円以上」と

いうのは、政府の思うように変えられるわけで

す。今のままでは、無限定に広がっていく可能

性があるということは、いくら強調してもし過

ぎることはありません。
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自治体労働者への波及的効果

形式的な影響と実質的な影響

自治体労働者への波及的効果は、形式的な影

響と実質的な影響があります。まず、形式的な

影響からお話しします。

この制度は「労働基準法の一部改定」で成立

しようとしています。そもそも労働基準法は、

労働条件の最低基準を定めるもので、この最低

基準を守られる権利は、自治体労働者にも当然

にあります。他方、地方公務員法の「均衡の原

則」を逆手に使われている雰囲気があります。

労働基準法は、労働条件の最低基準を定めたも

のであり、最低基準より下にあるものを押し上

げようという目的です。ところが今回の制度は、

最低基準を上回っている人に対して、それより

下の基準をつくり、さらに押し下げることを想

定しています。

したがって、幸か不幸か、自治体労働者に適

用される地方公務員法は、労働基準法のもとに

ありますから、労働基準法という根本法が変わ

ってしまうと、いつ何時、影響が出るかもしれ

ないということになります。法律は、特別法な

らまだしも、基本法を改定すれば、広範囲に影

響します。労働基準法という基本法を改定する

のは、非常に大きな意味をもつことになります。

では、実質的な影響はどうか。今のところ、

対象を「特定高度専門職」とし、金融ディーラ

ーやアナリスト、研究開発、コンサルタント等

がこれにあたります。これらは、およそ自治体

には関係なさそうな職種ですが、専門的見地か

ら分析し、その結果に基づき提言する作業だっ

たら、自治体の労働者も行っています。まちづ

くりや市の運営に携わる職員は、いつ特定高度

専門職と見なされてもおかしくありません。

自治体労働者にとっても「他人事」ではない制度

この制度は、経団連の要請で作られよとして

います。経団連としては「1075 万円」からの

スタートは不満で、特定高度専門職の「特定」

が余計だとも言っています。今のところ、彼ら

に地方公務員法や国家公務員法を変えようとは

思っていないかもしれませんが、拡大する意図

をは大いにあります。

そもそも、自治体労働者の給与の基本的な考

え方はどうなっているのでしょうか。地方公務

員法 24 条 1では、「職員の給与はその職務と責

任に応ずるものでなければならない」と書かれ、

勤務時間が明記されていません。「職務と責

任」に応じて、それにふさわしい給与を払おう

という趣旨です。それが、今日の情勢からする

と、逆の意味で受けとられ、「職務と責任を果

していないものには、給与は与えるべきではな

い」となります。公務員法には、すでに、こう

いう恐ろしい足がかりがあります。

このように、法律に「労働時間」と「給与」

が結びつけられていないため、自治体労働者は

「ホワイトカラーエグゼンプション」的な、労

働時間で成果をはかることが不適当という考え

方が、馴染みやすい給与体系になっています。

ダムに一つの穴があくと、決壊をするのは非常

に速い。現在は、労働基準法の「適用除外」と

されているので、直接的には、自治体労働者に

影響がでませんが、これが拡大されると、確実

に影響が及びます。

この制度の導入には、ぜひとも皆さまととも

に、反対していきたいと思っています。

（この原稿は、2015 年 5 月 25 日に開催した「総会記

念講演」の講演録を編集したものです。）
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