働き方改革関連法に関する説明会・

「改善基準告示」の見直し内容の説明会
令和４年９月 13 日

14 時

埼玉労働局
所沢労働基準監督署
埼玉労働局
労働基準部監督課

１

開会

２

説明 「働き方改革関連法(時間外労働の上限規制等)について」
講師 所沢労働基準監督署 副署長 齋藤 克広
（休 憩）

３

説明 「自動車運転者の改善基準告示の見直し案（バス）の内容
について」
講師 埼玉労働局労働基準部監督課 松本 桂一郎

４

質疑

５

閉会

資料一覧

１ 時間外・休日労働に関する労使協定届（様式第９号から様式第 9 号の５）
様 式

用

途

様式第９号

一般労働者について、時間外・休日労働を行わせる場合

様式第９号の２

限度時間を超えて、時間外・休日労働を行わせる場合

様式第９号の３

新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休日労
働を行わせる場合

様式第９号の４

適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務に係る時間外・休日労
働を行わせる場合

様式第９号の５

適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務において、事業場外労
働のみなし労働時間に係る協定の内容を３６協定に付記して届出す
る場合

２ 「36 協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合 その労働
組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をして
ください
３

36 協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する
指針

４ 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
５ 労働時間の考え方：「研修・教育訓練」等の取扱い
６ 過重労働による健康障害を防ぐために
７ ２０２３年４月１日から
月６０時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
８ 事業主の皆さま、労働者の皆さま
未払賃金が請求できる期間などが延長されています

９ 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請
は、電子申請を利用しましょう！
10 テレワークガイドラインを改定しました
11

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェック
リスト

労働保険番号

時間外労働
に関する協定届
休日労働

都道府県

事業の名称
（〒

―

所掌

管轄

基幹番号

枝番号

被一括事業場番号

□□□□□□□□□□□□□

法人番号

様式第９号（第 16 条第１項関係）
事業の種類

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

事業の所在地（電話番号）
）

協定の有効期間

（電話番号：
−
−
）
延長することができる時間数
１年（①については 360 時間ま
時間外労働をさせる
必要のある具体的事由

１日

労働者数 所定労働時間
業務の種類

(

満 18 歳
以上の者

)

１箇月（①については 45 時間ま
で、②については 42 時間まで）

（１日）
（任意）

で、②については 320 時間まで）

起算日
(年月日)

所定労働時間を
所定労働時間を
所定労働時間を
法定労働時間を
法定労働時間を
法定労働時間を
超える時間数
超える時間数
超える時間数
超える時間数
超える時間数
超える時間数
（任意）

（任意）

（任意）

時
間
外 ① 下記②に該当しない労働者
労
働

② １年単位の変形労働時間制
により労働する労働者

労働者数
休日労働をさせる必要のある具体的事由

休
日
労
働

業務の種類

所定休日

満 18 歳

(以上の者)

（任意）

労働させることができる
法 定 休 日 の 日 数

労働させることができる法定
休日における始業及び終業の時刻

☐

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1 箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ２箇月から６箇月までを平均して 80 時間を超過しないこと。

（チェックボックスに要チェック）
協定の成立年月日

年

月

日

協定の当事者である労働組合（事業場の労働者の過半数で組織する労働組合）の名称又は労働者の過半数を代表する者の
協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（

職名
氏名
）

上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。

☐

（チェックボックスに要チェック）
上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第 41 条第 2 号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法によ
る手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
年
月
日

☐（チェックボックスに要チェック）
使用者

労働基準監督署長殿

職名
氏名

様式第９号（第 16 条第１項関係）
（裏面）
（記載心得）
１ 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基準
法第 36 条第６項第１号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と区別
して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化することにより当該
業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
２ 「労働者数（満 18 歳以上の者）」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の数
を記入すること。
３ 「延長することができる時間数」の欄の記入に当たつては、次のとおりとすること。時間数は労働基準法
第 32 条から第 32 条の５まで又は第 40 条の規定により労働させることができる最長の労働時間（以下「法
定労働時間」という。）を超える時間数を記入すること。なお、本欄に記入する時間数にかかわらず、時間
外労働及び休日労働を合算した時間数が 1 箇月について 100 時間以上となつた場合、及び２箇月から６箇
月までを平均して 80 時間を超えた場合には労働基準法違反（同法第 119 条の規定により６箇月以下の懲役
又は 30 万円以下の罰金）となることに留意すること。
（１） 「１日」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、１日について
の延長することができる限度となる時間数を記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数に
ついても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
（２） 「１箇月」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、
「１年」の欄
に記入する「起算日」において定める日から１箇月ごとについての延長することができる限度とな
る時間数を 45 時間（対象期間が３箇月を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者につい
ては、42 時間）の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する
場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
（３） 「１年」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、
「起算日」にお
いて定める日から１年についての延長することができる限度となる時間数を 360 時間（対象期間が
３箇月を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者については、320 時間）の範囲内で記入
すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間
を超える時間数を併せて記入することができる。
４ ②の欄は、労働基準法第 32 条の４の規定による労働時間により労働する労働者（対象期間が３箇月を超
える１年単位の変形労働時間制により労働する者に限る。
）について記入すること。なお、延長することが
できる時間の上限は①の欄の労働者よりも短い（１箇月 42 時間、１年 320 時間）ことに留意すること。
５ 「労働させることができる法定休日の日数」の欄には、労働基準法第 35 条の規定による休日（１週１休
又は４週４休であることに留意すること。）に労働させることができる日数を記入すること。
６ 「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第 35 条の規定
による休日であつて労働させることができる日の始業及び終業の時刻を記入すること。
７ 労働基準法第 36 条第６項第２号及び第３号の要件を遵守する趣旨のチェックボックスについて、「２箇
月から６箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した２箇月から６箇月までの期間を指すこ
とに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留
意すること。
８ 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で
組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代
表する者は、労働基準法施行規則第６条の２第１項の規定により、労働基準法第 41 条第２号に規定する監
督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして
実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出され
たものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。
また、これらの要件を満たしていても、当該要件に係るチェックボックスにチェックがない場合には、届
出の形式上の要件に適合していないことに留意すること。

９ 本様式をもつて協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明
らかとなるような方法により締結するよう留意すること。
10 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入する
ことで差し支えない。
（備考）
１ 労働基準法施行規則第 24 条の２第４項の規定により、労働基準法第 38 条の２第２項の協定（事業場外で
従事する業務の遂行に通常必要とされる時間を協定する場合の当該協定）の内容を本様式に付記して届け出
る場合においては、事業場外労働の対象業務については他の業務とは区別し、事業場外労働の対象業務であ
る旨を括弧書きした上で、「所定労働時間」の欄には当該業務の遂行に通常必要とされる時間を括弧書きす
ること。また、「協定の有効期間」の欄には事業場外労働に関する協定の有効期間を括弧書きすること。
２ 労働基準法第 38 条の４第５項の規定により、労使委員会が設置されている事業場において、本様式を労
使委員会の決議として届け出る場合においては、委員の５分の４以上の多数による議決により行われたもの
である旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協定」とある
のは「労使委員会の決議」と、
「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数について任
期を定めて指名した労働組合」と、
「協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法」とあ
るのは「委員会の委員の半数について任期を定めて指名した者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選
出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たつては、任期を定めて指名された委
員とその他の委員とで区別することとし、任期を定めて指名された委員の氏名を記入するに当たつては、同
条第２項第１号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労
働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名
された委員の氏名を記入することに留意すること。
３ 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第７条の規定により、労働時間等設定改善委員会が設置され
ている事業場において、本様式を労働時間等設定改善委員会の決議として届け出る場合においては、委員の
５分の４以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙
を別途提出することとし、本様式中「協定」とあるのは「労働時間等設定改善委員会の決議」と、
「協定の当
事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者である労働組合」と、
「協定の当事者（労働
者の過半数を代表する者の場合）の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者（労働者の過半数
を代表する者の場合）の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たつては、
推薦に基づき指名された委員とその他の委員とで区別することとし、推薦に基づき指名された委員の氏名を
記入するに当たつては、同条第 1 号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において
はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の
推薦に基づき指名された委員の氏名を記入することに留意すること。

労働保険番号

時間外労働
に関する協定届
休日労働

都道府県

事業の名称
（〒

―

所掌

管轄

基幹番号

枝番号

被一括事業場番号

□□□□□□□□□□□□□

法人番号

様式第９号の２（第 16 条第１項関係）
事業の種類

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

事業の所在地（電話番号）
）

協定の有効期間

（電話番号：
−
−
）
延長することができる時間数
１年（①については 360 時間ま
時間外労働をさせる
必要のある具体的事由

１日

労働者数 所定労働時間
業務の種類

(

満 18 歳
以上の者

)

１箇月（①については 45 時間ま
で、②については 42 時間まで）

（１日）
（任意）

で、②については 320 時間まで）

起算日
(年月日)

所定労働時間を
所定労働時間を
所定労働時間を
法定労働時間を
法定労働時間を
法定労働時間を
超える時間数
超える時間数
超える時間数
超える時間数
超える時間数
超える時間数
（任意）

（任意）

（任意）

時
間 ① 下記②に該当しない労働者
外
労
働

② １年単位の変形労働時間制
により労働する労働者

労働者数
休
日
労
働

休日労働をさせる必要のある具体的事由

業務の種類

満 18 歳

(以上の者)

所定休日
（任意）

労働させることができる
法 定 休 日 の 日 数

労働させることができる法定
休日における始業及び終業の時刻

☐

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ２箇月から６箇月までを平均して 80 時間を超過しないこと。

（チェックボックスに要チェック）

様式第９号の２（第 16 条第１項関係）
（裏面）
（記載心得）
１ 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働
基準法第 36 条第６項第１号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業
務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化すること
により当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
２ 「労働者数（満 18 歳以上の者）」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の
数を記入すること。
３ 「延長することができる時間数」の欄の記入に当たつては、次のとおりとすること。時間数は労働基
準法第 32 条から第 32 条の５まで又は第 40 条の規定により労働させることができる最長の労働時間
（以下「法定労働時間」という。
）を超える時間数を記入すること。なお、本欄に記入する時間数にかか
わらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 1 箇月について 100 時間以上となつた場合、及び
２箇月から６箇月までを平均して 80 時間を超えた場合には労働基準法違反（同法第 119 条の規定によ
り６箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金）となることに留意すること。
（１） 「１日」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、１日について
の延長することができる限度となる時間数を記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数に
ついても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
（２） 「１箇月」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、
「１年」の
欄に記入する「起算日」において定める日から１箇月ごとについての延長することができる限度と
なる時間数を 45 時間（対象期間が３箇月を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者に
ついては、42 時間）の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定
する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
（３） 「１年」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、「起算日」に
おいて定める日から１年についての延長することができる限度となる時間数を 360 時間（対象期間
が３箇月を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者については、320 時間）の範囲内で
記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働
時間を超える時間数を併せて記入することができる。

４ ②の欄は、労働基準法第 32 条の４の規定による労働時間により労働する労働者（対象期間が３箇月を超
える１年単位の変形労働時間制により労働する者に限る。）について記入すること。なお、延長することが
できる時間の上限は①の欄の労働者よりも短い（１箇月 42 時間、１年 320 時間）ことに留意すること。
５ 「労働させることができる法定休日の日数」の欄には、労働基準法第 35 条の規定による休日（１週１休
又は４週４休であることに留意すること。）に労働させることができる日数を記入すること。
６ 「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第 35 条の規定
による休日であつて労働させることができる日の始業及び終業の時刻を記入すること。
７ 労働基準法第 36 条第６項第２号及び第３号の要件を遵守する趣旨のチェックボックスについて、「２箇
月から６箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した２箇月から６箇月までの期間を指すこ
とに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留
意すること。
８ 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で
組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代
表する者は、労働基準法施行規則第６条の２第１項の規定により、労働基準法第 41 条第２号に規定する監
督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして
実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出され
たものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。
９ 本様式をもつて協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明
らかとなるような方法により締結するよう留意すること。
10 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入する
ことで差し支えない。
（備考）
労働基準法施行規則第 24 条の２第４項の規定により、労働基準法第 38 条の２第２項の協定（事業場外
で従事する業務の遂行に通常必要とされる時間を協定する場合の当該協定）の内容を本様式に付記して届
け出る場合においては、事業場外労働の対象業務については他の業務とは区別し、事業場外労働の対象業
務である旨を括弧書きした上で、
「所定労働時間」の欄には当該業務の遂行に通常必要とされる時間を括弧
書きすること。また、
「協定の有効期間」の欄には事業場外労働に関する協定の有効期間を括弧書きするこ
と。

時間外労働
に関する協定届（特別条項）
休日労働
様式第９号の２（第 16 条第１項関係）
１年
１日
（任意）

１箇月
（時間外労働及び休日労働を合算した時間数。100 時間未満に限る。）

業務の種類

(

満 18 歳
以上の者

起算日
(年月日)

労働者数
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

（時間外労働のみの時間数。
720 時 間 以 内 に 限 る 。 ）

延長することができる時間数
及び休日労働の時間数

延長することができる時間数

)

法定労働時間を
超える時間数

所定労働時間を
超える時間数
（任意）

延長することができる時間数

限度時間を超え
限度時間を超 法定労働時間を
て労働させるこ 法定労働時間を超 所定労働時間を超
えた労働に係 超 え る 時 間 数
とができる回数 える時間数と休日 える時間数と休日
る割増賃金率
（６回以内に限る。）労働の時間数を合 労働の時間数を合
算した時間数
算した時間数
（任意）

所定労働時間を 限度時間を超
超 え る 時 間 数 えた労働に係
る割増賃金率
（任意）

限度時間を超えて労働させる場合における手続
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び
福祉を確保するための措置

（該当する番号）

（具体的内容）

☐

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ２箇月から６箇月までを平均して 80 時間を超過しないこと。

（チェックボックスに要チェック）
協定の成立年月日

年

月

日

協定の当事者である労働組合（事業場の労働者の過半数で組織する労働組合）の名称又は労働者の過半数を代表する者の
協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（

職名
氏名
）

☐

上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。
（チェックボックスに要チェック）
上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第 41 条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手
続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
（チェックボックスに要チェック）
年
月
日
職名
使用者
氏名

☐

労働基準監督署長殿

様式第９号の２（第 16 条第１項関係）
（裏面）
（記載心得）
１ 労働基準法第 36 条第１項の協定において同条第５項に規定する事項に関する定めを締結した場合に
おける本様式の記入に当たつては、次のとおりとすること。
（１） 「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」の欄には、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記入すること。なお、業務の都合上必要な場合、業務上やむを得ない
場合等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを記入することは認められないことに留意する
こと。
（２） 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、
労働基準法第 36 条第６項第１号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を
他の業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化
することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
（３） 「労働者数（満 18 歳以上の者）
」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働
者の数を記入すること。
（４） 「起算日」の欄には、本様式における「時間外労働・休日労働に関する協定届」の起算日と同じ
年月日を記入すること。
（５） 「延長することができる時間数及び休日労働の時間数」の欄には、労働基準法第 32 条から第 32
条の５まで又は第 40 条の規定により労働させることができる最長の労働時間（以下「法定労働時間」
という。）を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数であつて、
「起算日」において定める
日から１箇月ごとについての延長することができる限度となる時間数を 100 時間未満の範囲内で記
入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間
を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数を併せて記入することができる。
「延長することができる時間数」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数
を記入すること。
「１年」にあつては、
「起算日」において定める日から１年についての延長すること
ができる限度となる時間数を 720 時間の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数
についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
なお、これらの欄に記入する時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 1
箇月について 100 時間以上となつた場合、及び２箇月から６箇月までを平均して 80 時間を超えた場
合には労働基準法違反（同法第 119 条の規定により６箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金）とな
ることに留意すること。
（６) 「限度時間を超えて労働させることができる回数」の欄には、限度時間（１箇月 45 時間（対象
期間が３箇月を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者については、42 時間））を超えて
労働させることができる回数を６回の範囲内で記入すること。
（７） 「限度時間を超えた労働に係る割増賃金率」の欄には、限度時間を超える時間外労働に係る割増
賃金の率を記入すること。なお、当該割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努める
こと。
（８）「限度時間を超えて労働させる場合における手続」の欄には、協定の締結当事者間の手続として、
「協議」、
「通告」等具体的な内容を記入すること。
（９） 「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」の欄には、
以下の番号を「
（該当する番号）」に選択して記入した上で、その具体的内容を「
（具体的内容）
」に記
入すること。
① 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
② 労働基準法第 37 条第４項に規定する時刻の間において労働させる回数を１箇月について一定回
数以内とすること。
③ 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
④ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
⑤ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。

⑥ 年次有給休暇についてまとまつた日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
⑦ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
⑧ 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
⑨ 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさ
せること。
⑩ その他
２ 労働基準法第 36 条第６項第２号及び第３号の要件を遵守する趣旨のチェックボックスについて、
「２箇
月から６箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した２箇月から６箇月までの期間を指すこ
とに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留
意すること。
３ 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で
組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代
表する者は、労働基準法施行規則第６条の２第１項の規定により、労働基準法第 41 条第２号に規定する監
督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして
実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出され
たものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。
また、これらの要件を満たしていても、当該要件に係るチェックボックスにチェックがない場合には、届
出の形式上の要件に適合していないことに留意すること。
４ 本様式をもつて協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明
らかとなるような方法により締結するよう留意すること。
５ 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入する
ことで差し支えない。
（備考）
１ 労働基準法第 38 条の４第５項の規定により、労使委員会が設置されている事業場において、本様式を
労使委員会の決議として届け出る場合においては、委員の５分の４以上の多数による議決により行われた
ものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協定」
とあるのは「労使委員会の決議」と、
「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数に
ついて任期を定めて指名した労働組合」と、
「協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出
方法」とあるのは「委員会の委員の半数について任期を定めて指名した者（労働者の過半数を代表する者
の場合）の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たつては、任期を定め
て指名された委員とその他の委員とで区別することとし、任期を定めて指名された委員の氏名を記入する
に当たつては、同条第２項第１号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において
はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
に任期を定めて指名された委員の氏名を記入することに留意すること。
２ 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第７条の規定により、労働時間等設定改善委員会が設置さ
れている事業場において、本様式を労働時間等設定改善委員会の決議として届け出る場合においては、委
員の５分の４以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入し
た用紙を別途提出することとし、本様式中「協定」とあるのは「労働時間等設定改善委員会の決議」と、
「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者である労働組合」と、
「協定の
当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者（労
働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入する
に当たつては、推薦に基づき指名された委員とその他の委員とで区別することとし、推薦に基づき指名さ
れた委員の氏名を記入するに当たつては、同条第１号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合
がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者の推薦に基づき指名された委員の氏名を記入することに留意すること。

時間外労働
に関する協定届
休日労働

労働保険番号

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
都道府県

事業の種類

事業の名称
（〒

―

管轄

基幹番号

枝番号

被一括事業場番号

□□□□□□□□□□□□□

法人番号

様式第９号の３（第 16 条第２項関係）

所掌

事業の所在地（電話番号）
）

協定の有効期間

（電話番号：
−
−
）
延長することができる時間数
１年
時間外労働をさせる
必要のある具体的事由

１日

労働者数 所定労働時間
業務の種類

満 18 歳

(以上の者)

（１日）
（任意）

１箇月

起算日
(年月日)

所定労働時間を
所定労働時間を
所定労働時間を
法定労働時間を
法定労働時間を
法定労働時間を
超える時間数
超える時間数
超える時間数
超える時間数
超える時間数
超える時間数
（任意）

（任意）

（任意）

時
間
① 下記②に該当しない労働者
外
労
働

② １年単位の変形労働時間制
により労働する労働者

労働者数
休
日
労
働

休日労働をさせる必要のある具体的事由

労働基準法第 36 条第４項で定める時間を超えて労働させる労働者に対する
健康及び福祉を確保するための措置
協定の成立年月日

年

月

業務の種類

（該当する番号）

所定休日

満 18 歳

(以上の者)

（任意）

労働させることができる
法 定 休 日 の 日 数

労働させることができる法定
休日における始業及び終業の時刻

（具体的内容）

日

協定の当事者である労働組合（事業場の労働者の過半数で組織する労働組合）の名称又は労働者の過半数を代表する者の
協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（

職名
氏名
）

上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。

☐

（チェックボックスに要チェック）
上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第 41 条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による
手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
年
月
日

☐（チェックボックスに要チェック）
使用者

労働基準監督署長殿

職名
氏名

様式第９号の３（第 16 条第２項関係）
（裏面）
（記載心得）
１ 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働
基準法第 36 条第６項第１号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業
務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化すること
により当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
２ 「労働者数（満 18 歳以上の者）
」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の
数を記入すること。
３ 「延長することができる時間数」の欄の記入に当たつては、次のとおりとすること。時間数は労働基
準法第 32 条から第 32 条の５まで又は第 40 条の規定により労働させることができる最長の労働時間
（以下「法定労働時間」という。
）を超える時間数を記入すること。
（１） 「１日」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、１日について
の延長することができる限度となる時間数を記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数に
ついても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
（２） 「１箇月」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、
「１年」の
欄に記入する「起算日」において定める日から１箇月ごとについての延長することができる限度と
なる時間数を記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合において
は、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
（３） 「１年」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、
「起算日」に
おいて定める日から１年についての延長することができる限度となる時間数を記入すること。なお、
所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を
併せて記入することができる。
４ ②の欄は、労働基準法第 32 条の４の規定による労働時間により労働する労働者（対象期間が３箇月
を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者に限る。）について記入すること。
５ 「労働させることができる法定休日の日数」の欄には、労働基準法第 35 条の規定による休日（１週
１休又は４週４休であることに留意すること。
）に労働させることができる日数を記入すること。
６ 「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第 35 条の
規定による休日であつて労働させることができる日の始業及び終業の時刻を記入すること。
７ 「労働基準法第 36 条第４項で定める時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保す
るための措置」の欄には、労働基準法第 36 条第７項の指針の規定により健康及び福祉を確保するため
の措置を定める場合においては、以下の番号を「（該当する番号）」に選択して記入した上で、その具体
的内容を「（具体的内容）」に記入すること。
① 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
② 労働基準法第 37 条第４項に規定する時刻の間において労働させる回数を１箇月について一定回
数以内とすること。
③ 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
④ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
⑤ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
⑥ 年次有給休暇についてまとまつた日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
⑦ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
⑧ 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
⑨ 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受け
させること。
⑩ その他

８ 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数
で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数
を代表する者は、労働基準法施行規則第６条の２第１項の規定により、労働基準法第 41 条第２号に規
定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明
らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基
づき選出されたものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに
留意すること。また、これらの要件を満たしていても、当該要件に係るチェックボックスにチェックが
ない場合には、届出の形式上の要件に適合していないことに留意すること。
９ 本様式をもつて協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上
明らかとなるような方法により締結するよう留意すること。
10 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入す
ることで差し支えない。
（備考）
１ 労働基準法施行規則第 24 条の２第４項の規定により、労働基準法第 38 条の２第２項の協定（事業場
外で従事する業務の遂行に通常必要とされる時間を協定する場合の当該協定）の内容を本様式に付記し
て届け出る場合においては、事業場外労働の対象業務については他の業務とは区別し、事業場外労働の
対象業務である旨を括弧書きした上で、「所定労働時間」の欄には当該業務の遂行に通常必要とされる
時間を括弧書きすること。また、
「協定の有効期間」の欄には事業場外労働に関する協定の有効期間を括
弧書きすること。
２ 労働基準法第 38 条の４第５項の規定により、労使委員会が設置されている事業場において、本様式
を労使委員会の決議として届け出る場合においては、委員の５分の４以上の多数による議決により行わ
れたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協
定」とあるのは「労使委員会の決議」と、
「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の
半数について任期を定めて指名した労働組合」と、
「協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）
の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数について任期を定めて指名した者（労働者の過半数を代
表する者の場合）の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たつては、
任期を定めて指名された委員とその他の委員とで区別することとし、任期を定めて指名された委員の氏
名を記入するに当たつては、同条第２項第１号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合があ
る場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過
半数を代表する者に任期を定めて指名された委員の氏名を記入することに留意すること。
３ 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第７条の規定により、労働時間等設定改善委員会が設置
されている事業場において、本様式を労働時間等設定改善委員会の決議として届け出る場合においては、
委員の５分の４以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記
入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協定」とあるのは「労働時間等設定改善委員会の決議」
と、
「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者である労働組合」と、
「協
定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数の推
薦者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名
を記入するに当たつては、推薦に基づき指名された委員とその他の委員とで区別することとし、推薦に
基づき指名された委員の氏名を記入するに当たつては、同条第１号の規定により、労働者の過半数で組
織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に
おいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名された委員の氏名を記入することに留意する
こと。

時間外労働
に関する協定届
休日労働
様式第９号の４（第70条関係）
事

業

の

種

類

事

時間外労働をさせる
必要のある具体的事由

①

業

の

名

称

事

業務の種類

労働者数
所定労働時間
（満18歳以上の者）

業務の種類

労働者数
（満18歳以上の者）

１日

業

の

所

在

地（電話番号）

延長することができる時間数
１日を超える一定の期間（起算日）

期間

下記②に該当しない労働者

②

１年単位の変形労働時間制
により労働する労働者

休日労働をさせる必要のある具体的事由

協定の成立年月日

年

月

労働させることができる休日

所定休日

並びに始業及び終業の時刻

期間

日

協定の当事者である労働組合（事業場の労働者の過半数で組織する労働組合）の名称又は労働者の過半数を代表する者の
協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（

職名
氏名
）

上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表
する者であること。☐（チェックボックスに要チェック）
上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される
投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。☐（チェックボックスに要チェック）
年
月
日
職名
使用者
氏名
労働基準監督署長殿

様式第９号の４（第70条関係）
（裏面）
記載心得
１

「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基準法第36条第６項第１号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業
務を他の業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
２ 「労働者数（満18歳以上の者）
」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の数について記入すること。
３ 「延長することができる時間数」の欄の記入に当たつては、次のとおりとすること。
（１） 「１日」の欄には、労働基準法第32条から第32条の５まで又は第40条の規定により労働させることができる最長の労働時間（以下「法定労働時間」という。）を超えて延長することができ
る時間数であつて、１日についての延長することができる限度となる時間数を記入すること。
（２） 「１日を超える一定の期間（起算日）
」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、労働基準法第36条第１項の協定で定められた１日を超え３箇月以内の期間
及び１年間についての延長することができる時間の限度に関して、その上欄に当該協定で定められた全ての期間を記入し、当該期間の起算日を括弧書きし、その下欄に、当該期間に応じ、
それぞれ当該期間についての延長することができる限度となる時間数を記入すること。
４ ②の欄は、労働基準法第32条の４の規定による労働時間により労働する労働者（対象期間が３箇月を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者に限る。）について記入すること。な
お、延長することができる時間の上限は①の欄の労働者よりも短い（１箇月42時間、１年320時間）ことに留意すること。
５ 「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第35条の規定による休日（１週１休又は４週４休であることに留意すること。）であつて労働させることがで
きる日並びに当該休日の労働の始業及び終業の時刻を記入すること。
６ 「期間」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる日の属する期間を記入すること。
７ 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労
働者の過半数を代表する者は、労働基準法施行規則第６条の２第１項の規定により、労働基準法第41条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をす
る者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。これらの要件を満たさない場合
には、有効な協定とはならないことに留意すること。また、これらの要件を満たしていても、当該要件に係るチェックボックスにチェックがない場合には、届出の形式上の要件に適合していな
いことに留意すること。
８ 本様式をもつて協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明らかとなるような方法により締結するよう留意すること。

時間外労働
に関する協定届
休日労働

様式第９号の５（第 70 条関係）
事 業 の 種 類

事 業 の 名 称

時間外労働をさせる
必要のある具体的事由

事 業 の 所 在 地（電話番号）

業務の種類

労働者数
所定労働時間
（満 18 歳以上の者）

業務の種類

労働者数
（満 18 歳以上の者）

事業場外労働に関する
協定で定める時間

１日

延長することができる時間数
１日を超える一定の期間（起算日）

期間

① 下記②に該当しない労働者

② １年単位の変形労働時間制
により労働する労働者

休日労働をさせる必要のある具体的事由

協定の成立年月日

年

月

労働させることができる休日
並びに始業及び終業の時刻

所定休日

期間

日

協定の当事者である労働組合（事業場の労働者の過半数で組織する労働組合）の名称又は労働者の過半数を代表する者の
協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（

職名
氏名
）

上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。☐
（チェックボックスに要チェック）
上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第 41 条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による
手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。☐（チェックボックスに要チェック）
年
月
日
職名
使用者
氏名
労働基準監督署長殿

様式第９号の５（第 70 条関係）
（裏面）
記載心得
１ 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、事業場外労働の対象業務については他の業務と区別して記入し、労働基準法第36条第６項第１号の健康上特に有害な業務につ
いて協定をした場合には、当該業務を他の業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
２ 「労働者数（満 18 歳以上の者）
」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の数について記入すること。
３ 「延長することができる時間数」の欄の記入に当たつては、次のとおりとすること。
（１） 「１日」の欄には、労働基準法第32条から第32条の５まで又は第40条の規定により労働させることができる最長の労働時間（以下「法定労働時間」という。
）を超えて延長することができる時間数であつて、１日に
ついての延長することができる限度となる時間数を記入すること。
（２） 「１日を超える一定の期間（起算日）
」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、労働基準法第36条第１項の協定で定められた１日を超えて３箇月以内の期間及び１年間についての延
長することができる時間の限度に関して、その上欄に当該協定で定められた全ての期間を記入し、当該期間の起算日を括弧書きし、その下欄に、当該期間に応じ、それぞれ当該期間についての延長することができる限
度となる時間数を記入すること。
４ ②の欄は、労働基準法第32条の４の規定による労働時間により労働する労働者（対象期間が３箇月を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者に限る。
）について記入すること。なお、延長することができる時間
の上限は①の欄の労働者よりも短い（１箇月42時間、１年320時間）ことに留意すること。
５ 「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第35条の規定による休日（１週１休又は４週４休であることに留意すること。
）であつて労働させることができる日並びに当該休日の労働
の始業及び終業の時刻を記入すること。
６ 「期間」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる日の属する期間を記入し、事業場外労働の対象業務については事業場外労働に関する協定の有効期間を括弧書きすること。
７ 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代表する者は、
労働基準法施行規則第６条の２第１項の規定により、労働基準法第41条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の
方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。また、これらの要件を満たしていても、
当該要件に係るチェックボックスにチェックがない場合には、届出の形式上の要件に適合していないことに留意すること。
８ 本様式をもつて協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明らかとなるような方法により締結するよう留意すること。

事業主・労働者の皆さまへ
サ ブ ロ ク

「 ３６協定 ｣ を締結する際は、

労働者の過半数で組織する労働組合
その労働組合がない場合は

労働者の過半数を代表する者
との、書面による協定をしてください。
｢時間外労働・休日労働に関する協定（３６協定）」締結の際は、その都度、当該
事業場に➀労働者の過半数で組織する労働組合（過半数組合）がある場合はその労
働組合、②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者（過半数代表者）
と、書面による協定をしなければなりません。
また、①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正
に行われていない場合には、３６協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効
になり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。
本リーフレットを参考に適切に締結を行っていただくようお願いします。
※３６協定の締結・届出に代えて、労使委員会（労働基準法第38条の４第１項に基づくもの。）又は労働時間設定改善委員会
の決議・届出により、時間外・休日労働を行うことができます。

１

過半数組合がある場合

過半数組合の要件

■ 事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織する
組合であること
 正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めた事業場のすべての労働者の
過半数で組織する労働組合でなければなりません。

３６協定の締結時に、改めて、事業場の労働者数及び労働組合員数を確
認し、過半数組合となっているかを必ずチェックしてください。
労働組合に確認しましょう!

✓

労働組合員数
すべての労働者
（パートなども含む）

＞ 50％

２

過半数組合がない場合

過半数代表者の要件と選出のための正しい手続

■ 労働者の過半数を代表していること
 正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を
代表している必要があります。

■ ３６協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らか
にした上で、投票、挙手などにより選出すること
 選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやア
ルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参
加できるようにする必要があります。
 選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を
支持していることが明確になる民主的な手続（投
票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議）
がとられている必要があります。

 使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、
その人は３６協定を締結するために選出されたわけではありませんので、３６協定
は無効です。

■ 労働基準法第４１条第２号に規定する管理監督者でないこと
 管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な
立場にある人を指します。

３６協定の締結に当たり、労働者側の当事者となる過半数代表者については、
過半数代表者本人に聞くなどにより、次の３事項を必ず確認してください。

✓

①労働者の過半数を代表していること
②その選出に当たっては、すべての労働者が参加した
民主的な手続がとられていること
③管理監督者に該当しないこと

労働基準監督署に届け出た３６協定は労働者に周知しなければなリません。
⇒周知しなかった場合、労働基準法第106条違反です（30万円以下の罰金）。
・常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける
〈周知の具体例〉

・書面を労働者に交付する
・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

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

（H29.1２）

３６協定で定める時間外労働及び休日労働
について留意すべき事項に関する指針
（労働基準法第三十六条第一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）

2019（平成31）年４月より、３６（サブロク）協定（※１）で定める時間外労働に、罰則付
きの上限（※２）が設けられます。
厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、３６協定
で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針
を策定しました。
（※１）３６（サブロク）協定とは

時間外労働（残業）をさせるためには、３６協定が必要です！
労働基準法では、労働時間は原則として、１日８時間・１週40時間以内とされています。これを「法
定労働時間」といいます。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働（残業）をさせる場合には、
労働基準法第３６条に基づく労使協定（３６協定）の締結
所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。
３６協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「１日、１か月、１年当たりの時間外労働の上
限」などを決めなければなりません。

（※２）時間外労働の上限規制とは

３６協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました！
2018（平成30）年６月に労働基準法が改正され、３６協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設
けられることとなりました（※）。 （※）2019年４月施行。ただし、中小企業への適用は2020年４月。
時間外労働の上限（「限度時間」）は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなけれ
ばこれを超えることはできません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内（休日労
働を含む）、月100時間未満（休日労働を含む）を超えることはできません。また、月45時間を超え
ることができるのは、年間６か月までです。

３６協定の締結に当たって留意していただくべき事項
① 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。（指針第２条）
②使用者は、３６協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を
負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まること
に留意する必要があります。（指針第３条）
３６協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第５条の安全配慮義務を負うことに留意
しなければなりません。
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」（平成13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働
基準局長通達）において、
１週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発
症との関連性が徐々に強まるとされていること
さらに、 １週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は２～６か月平均で80時間を超える
場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていること
に留意しなければなりません。

③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確
にしてください。（指針第４条）

④臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間・年360時間）を
超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合
は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間
外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。（指針第
５条）

限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、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りません。
「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
があるものは認められません。
時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、(1)１か月の
時間外労働及び休日労働の時間、 (2)１年の時間外労働時間、を限度時間にできる限り近づける
ように努めなければなりません。
限度時間を超える時間外労働については、25％を超える割増賃金率とするように努めなければ
なりません。

⑤１か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間（※）を
超えないように努めてください。（指針第６条）
（※）１週間：15時間、２週間：27時間、４週間：43時間

⑥休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてくださ
い。（指針第７条）
⑦限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。
（指針第８条）

限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協
定することが望ましいことに留意しなければなりません。
(1) 医師による面接指導、(2)深夜業の回数制限、(3)終業から始業までの休息時間の確保（勤務間インターバル）、
(4)代償休日・特別な休暇の付与、(5)健康診断、(6)連続休暇の取得、(7)心とからだの相談窓口の設置、(8)配置
転換、(9)産業医等による助言・指導や保健指導

⑧限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間
を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めてください。（指針第９条、附則第３項）
限度時間が適用除外されている新技術・新商品の研究開発業務については、限度時間を勘案する
ことが望ましいことに留意しなければなりません。また、月45時間・年360時間を超えて時間外
労働を行う場合には、⑦の健康・福祉を確保するための措置を協定するよう努めなければなりま
せん。
限度時間が適用猶予されている事業・業務については、猶予期間において限度時間を勘案するこ
とが望ましいことに留意しなければなりません。

指針の全文はこちら

☞

https://www.mhlw.go.jp/content/000350259.pdf

ご不明な点やご質問がございましたら、厚生労働省または事業場の所在地を管轄する都道府県労働局、労
働基準監督署におたずねください。
 問合せ先：厚生労働省 労働基準局 労働条件政策課 03-5253-1111（代表）
 最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署は以下の検索ワードまたはQRコードから参照できます。
検索ワード： 都道府県労働局 または 労働基準監督署
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

（2018.9）

（事業主のみなさまへ）

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
平成２９年１月２０日、労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドラインを策定しました。

ガイドラインの主なポイント
○

使用者には労働時間を適正に把握する責務があること

［労働時間の考え方］
○

労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は
黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること
○ 例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用
者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること

［労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置］
○ 使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること
（１） 原則的な方法
・ 使用者が、自ら現認することにより確認すること
・ タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として
確認し、適正に記録すること
（２） やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合
① 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な
運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと
② 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把
握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働
時間の補正をすること
③ 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻
害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を
超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働
者等において慣習的に行われていないか確認すること
○

賃金台帳の適正な調製
使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働
時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

１ 適用範囲
対象事業場
対象となる事業場は、
労働基準法のうち労働時間に係る規定（労働基準法第４章）が適用される
全ての事業場

です。

対象労働者
対象となる労働者は、
労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働
者（事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時
間に限る。）を除くすべての労働者

です。

１．労働基準法第41条に定める者には、例えば、管理監督者が挙げられます。
管理監督者とは、一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理
について経営者と一体的な立場にある者の意であり、役職名にとらわれず職
務の内容等から実態に即して判断されます。

２．みなし労働時間制が適用される労働者とは、
①

事業場外で労働する者であって、労働時間の算定が困難なもの（労働基
準法第38条の２）

②

専門業務型裁量労働制が適用される者（労働基準法第38条の３）

③

企画業務型裁量労働制が適用される者（労働基準法第38条の４）

をいいます。

３．本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要が
ありますので、使用者は過重な長時間労働を行わせないようにするなど、適
正な労働時間管理を行う責務があります。
2

２ 労働時間の考え方
労働時間とは
使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます（平成12年３
月９日最高裁第一小法廷判決

三菱重工長崎造船所事件）。

１．使用者の明示的・黙示的な指示により労働者が業務を行う時間は労働時間
に当たります。

２．労働時間に該当するか否かは、労働契約や就業規則などの定めによって決
められるものではなく、客観的に見て、労働者の行為が使用者から義務づけ
られたものといえるか否か等によって判断されます。

３．たとえば、次のような時間は、労働時間に該当します。
①

使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為（着用を
義務付けられた所定の服装への着替え等）や業務終了後の業務に関連した
後始末（清掃等）を事業場内において行った時間

②

使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められて
おり、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間

（いわゆる「手待時間」）
③

参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使
用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

3

３ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
その1

始業・終業時刻の確認・記録

使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・
終業時刻を確認し、これを記録すること。

使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。
労働時間の適正な把握を行うためには、単に1日何時間働いたかを把握する
のではなく、労働日ごとに始業時刻や終業時刻を使用者が確認・記録し、これ
を基に何時間働いたかを把握・確定する必要があります。

その2

始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として
次のいずれかの方法によること。
（ア） 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
（イ） タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的
な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。

始業時刻や終業時刻を確認・記録する方法として、原則的な方法を示したも
のです。

（ア）について

「自ら現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直
接始業時刻や終業時刻を確認することです。
なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認する
ことが望ましいものです。
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（イ）について

タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を
基本情報とし、必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報
告書など、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突
き合わせることにより確認し、記録して下さい。
また、タイムカード等の客観的な記録に基づくことを原則としつつ、自己申
告制も併用して労働時間を把握している場合には、その３に準じた措置をとる
必要があります。

その3

自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を
行う場合の措置

その２の方法によることなく、自己申告制により行わざるを得ない場合、
以下の措置を講ずること。
（ア） 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、
労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどにつ
いて十分な説明を行うこと。
（イ） 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含
め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。
（ウ） 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致している
か否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の
補正をすること。
特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にい
た時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告に
より把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間と
の間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の
労働時間の補正をすること。
（エ） 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その
理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われてい
るかについて確認すること。
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その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時
間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務
に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる
時間については、労働時間として扱わなければならないこと。
（オ） 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つもの
である。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の
時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による
労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。
また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の
定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な
申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当
該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労
使協定（いわゆる36協定）により延長することができる時間数を遵守
することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超
えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにす
ることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的
に行われていないかについても確認すること。
自己申告による労働時間の把握については、あいまいな労働時間管理となり
がちであるため、やむを得ず、自己申告制により始業時刻や終業時刻を把握す
る場合に講ずべき措置を明らかにしたものです。
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（ア）について

労働者に対して説明すべき事項としては、本ガイドラインで示した労働時間
の考え方、自己申告制の具体的内容、適正な自己申告を行ったことにより不利
益な取扱いが行われることがないこと、などがあります。

（イ）について

労働時間の適正な自己申告を担保するには、実際に労働時間を管理する者が
本ガイドラインの内容を理解する必要があります。説明すべき事項としては、
労働者に対するものと同様に、本ガイドラインで示した労働時間の考え方や、
自己申告制の適正な運用などがあります。

（ウ）について

使用者は自己申告制により労働時間が適正に把握されているか否かについて
定期的に実態調査を行い、確認することが望ましいものです。
特に、労働者が事業場内にいた時間と、労働者からの自己申告があった労働
時間との間に著しい乖離が生じているときは、労働時間の実態を調査するよう
にしてください。
また、自己申告制が適用されている労働者や労働組合等から、労働時間の把
握が適正に行われていない旨の指摘がなされた場合などにも、このような実態
調査を行ってください。

（エ）について

使用者は、自己申告による労働時間の把握とタイムカード等を併用し、自己
申告された労働時間とタイムカード等に記録された事業場内にいる時間に乖離
が生じているときに、その理由を報告させている場合、その報告が適正に行わ
れていないことによって、労働時間の適正な把握がなされなくなるおそれがあ
るため、その報告の内容が適正か否かについても確認する必要があります。

（オ）について

使用者は、労働者の適正な自己申告を阻害する措置を講じてはならないのは
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もちろんのこと、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となる事業場
の措置がないか、また、労働者等が慣習的に労働時間を過小に申告していない
かについても確認する必要があります。

その4

賃金台帳の適正な調製

使用者は、労働基準法第108条及び同法施行規則第54条により、労働者
ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深
夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。
また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台
帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、同法第120条に基づき、30万円
以下の罰金に処されること。

その5

労働時間の記録に関する書類の保存

使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等
の労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、
３年間保存しなければならないこと。

労働基準法第109条においては、
「その他労働関係に関する重要な書類」につ
いて保存義務を課していますが、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する
書類もこれに該当し、３年間保存しなければならないことを明らかにしたもの
です。
具体的には、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等
の記録、残業命令書及びその報告書、労働者が自ら労働時間を記録した報告書
などが該当します。
なお、保存期間である３年間の起算点は、それらの書類ごとに最後の記載が
なされた日となります。
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その6

労働時間を管理する者の職務

事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における
労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労
働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。

人事労務担当役員、人事労務担当部長等労務管理を行う部署の責任者は、労
働時間が適正に把握されているか、過重な長時間労働が行われていないか、労
働時間管理上の問題点があればどのような措置を講ずべきかなどについて把
握、検討すべきであることを明らかにしたものです。

その7

労働時間等設定改善委員会等の活用

使用者は、事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間
等設定改善委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握
の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。

自己申告制により労働時間の管理が行われている場合等においては、必要に
応じ、労働時間等設定改善委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の
現状の問題点や解消策等について検討することが望まれます。
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関

連

法

令

（労働時間）
第三十二条
２

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働さ
せてはならない。

（時間外及び休日の労働）
第三十六条

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働

組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面に
よる協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは
第四十条の労働時間（以下この条において「労働時間」という。）又は前条の休日（以下この項において「休
日」という。
）に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日
に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働
時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
（第２項～第４項

略）

（時間外、休日及び深夜の割増賃金）
第三十七条

使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた

場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二
割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければな
らない。
ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた
時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなけ
ればならない。
（第２項～第５項

略）

（賃金台帳）
第百八条

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚

生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
（記録の保存）
第百九条

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要

な書類を三年間保存しなければならない。

労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令（抄）
労働基準法第三十七条第一項の政令で定める率は、同法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により
延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については
三割五分とする。
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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
１

趣

旨

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労
働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。
しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制（労働者が自己の労働時間を自主的に
申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。
）の不適正な運用等に伴い、同法に違反する過重
な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理してい
ない状況もみられるところである。
このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明ら
かにする。
２

適用の範囲
本ガイドラインの対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場であ
ること。
また、本ガイドラインに基づき使用者（使用者から労働時間を管理する権限の委譲を受けた者を含む。
以下同じ。
）が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、労働基準法第４１条に定める者及びみなし
労働時間制が適用される労働者（事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間
に限る。
）を除く全ての者であること。
なお、本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者
において適正な労働時間管理を行う責務があること。

３

労働時間の考え方
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示に
より労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。そのため、次のアからウのような時間は、労働時
間として扱わなければならないこと。
ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間について
は労働時間として取り扱うこと。
なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、労働
者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもの
であること。また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の
行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判
断されるものであること。
ア

使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為（着用を義務付けられた所定の服装へ
の着替え等）や業務終了後の業務に関連した後始末（清掃等）を事業場内において行った時間

イ

使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが
保障されていない状態で待機等している時間（いわゆる「手待時間」）

ウ

参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要
な学習等を行っていた時間

４

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

（１）始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを
記録すること。
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（２）始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、
記録する方法としては、
原則として次のいずれかの方法によること。
ア

使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。

イ

タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適
正に記録すること

（３）自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
上記（２）の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措
置を講ずること。
ア

自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、
適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

イ

実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講
ずべき措置について十分な説明を行うこと。

ウ

自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて
実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有して
いる場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた
時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

エ

自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場
合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。
その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、
実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認めら
れる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。

オ

自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、
労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者
による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。
また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場
の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するととも
に、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定（いわゆる 36 協定）によ

り延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間
数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時
間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること。
（４）賃金台帳の適正な調製
使用者は、労働基準法第108条及び同法施行規則第54条により、労働者ごとに、労働日数、労働時間
数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならな
いこと。
また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入
した場合は、同法第120条に基づき、30万円以下の罰金に処されること。
（５）労働時間の記録に関する書類の保存
使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書
類について、労働基準法第109条に基づき、３年間保存しなければならないこと。
（６）労働時間を管理する者の職務
事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働
時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。
（７）労働時間等設定改善委員会等の活用
使用者は、事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設定改善委員会等の労使協
議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を
行うこと。

詳しくは最寄りの労働基準監督署、都道府県労働局にお問い合わせください。
（http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku）（Ｈ29.7）
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労働時間の考え方：「研修・教育訓練」等の取扱い
労働基準法の改正により、中小企業でも2020年４月から「時間外労働の上限規制
（※）」が適用されます（大企業は2019年４月から適用）。
このリーフレットでは、労働基準監督署へのお問合せが多い「『研修・教育訓練』
等が労働時間に該当するか否か」について、実際の相談事例をもとに解説します。
労働時間の適正な管理にお役立てください。
※

時間外労働の限度時間を原則月45時間、年360時間とし、臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、
単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平均80時間以内（休日労働含む）と設定。

労働時間とは
・労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。
・使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働
時間に該当します。

研修・教育訓練の取扱い
●研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のもので
あれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。
※

研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を
行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されている場合には、研修・教育訓練であっても
労働時間に該当します。

【相談事例】
労働時間に該当しない事例
①終業後の夜間に行うため、弁当の提供はしているものの、参加の強制はせず、また、
参加しないことについて不利益な取扱いもしない勉強会。
②労働者が、会社の設備を無償で使用することの許可をとった上で、自ら申し出て、
一人でまたは先輩社員に依頼し、使用者からの指揮命令を受けることなく勤務時間外
に行う訓練。
③会社が外国人講師を呼んで開催している任意参加の英会話講習。なお、英会話は
業務とは関連性がない。

労働時間に該当する事例

（参考）事例中の実線と破線は、「使用者の指示」「労働者が業務に従事する時間」
であると考えられる箇所

①使用者が指定する社外研修について、休日に参加するよう指示され、後日レポートの
提出も課されるなど、実質的な業務指示で参加する研修。
②自らが担当する業務について、あらかじめ先輩社員がその業務に従事しているところ
を見学しなければ実際の業務に就くことができないとされている場合の業務見学。
ワンポイント
アドバイス

会社での「研修・教育訓練」の時間が労働時間に該当するかについては、あらかじめ
労使で取扱いを話し合い、確認しておきましょう（裏面参照）。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

仮眠・待機時間の取扱い
●仮眠室などにおける仮眠の時間について、電話等に対応する必要はなく、実際
に業務を行うこともないような場合には、労働時間に該当しません。
【相談事例】
労働時間に該当しない事例
①週１回交代で、夜間の緊急対応当番を決めているが、当番の労働者は社用の携帯電話
を持って帰宅した後は自由に過ごすことが認められている場合の当番日の待機時間。

労働時間の前後の時間の取扱い
●更衣時間について、制服や作業着の着用が任意であったり、自宅からの着用を
認めているような場合には、労働時間に該当しません。
●交通混雑の回避や会社の専用駐車場の駐車スペースの確保等の理由で労働者が
自発的に始業時刻より前に会社に到着し、始業時刻までの間、業務に従事して
おらず、業務の指示も受けていないような場合には、労働時間に該当しません。

直行直帰・出張に伴う移動時間の取扱い
●直行直帰・出張に伴う移動時間について、移動中に業務の指示を受けず、業務
に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されてい
るような場合には、労働時間に該当しません。
【相談事例】
労働時間に該当しない事例
①取引先の会社の敷地内に設置された浄化槽の点検業務のため、自宅から取引先に直行
する場合の移動時間。
②遠方に出張するため、仕事日の前日に当たる休日に、自宅から直接出張先に移動して
前泊する場合の休日の移動時間。

ワンポイント
アドバイス

会社での「研修・教育訓練」の取扱いについて

●労働時間に該当しないとする場合には、上司がその「研修・教育訓練」を行うよう指示しておらず、かつ、
その「研修・教育訓練」を開始する時点において本来業務や本来業務に不可欠な準備・後処理は終了して
おり、労働者はそれらの業務から離れてよいことについて、あらかじめ労使で確認しておきましょう。
●具体的には、「研修・教育訓練」について、通常の勤務場所とは異なる場所を設けて行うことや、通常
勤務でないことが外形的に明確に見分けられる服装により行うことなどを定め、こうした取扱いの実施
手続を書面により明確化することが望ましいと考えられます。
このリーフレットで示した事例は、個別の事案に関する対応をもとに作成したものです。個別の会社における労働時間の取扱
いについては、お近くの都道府県労働局（監督課）または労働基準監督署にご相談ください。

過重労働による
健康障害を防ぐために
過 重労働による健 康障害の防止のためには、時間外・休日労働時間の削減、
年次有 給休 暇の取得 促 進 等 のほか、事 業 場における健 康管 理 体 制の 整 備、
健康診断の実施等の労働者の健康管理に係る措置の徹底が重要です。また、
やむを得ず長時間にわたる時間外・休日労働を行わせた労働者に対しては、
医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じることが必要です。

時間外・休日労働時間

健康障害のリスク

月１００時間超または

２〜６か月平均で 月８０時間 を超えると

高

長くなるほど

徐々に高まる

月４５時間以内

低

厚生労働省では、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」（平成18年3月17日付け基発第
0317008号、令和２年４月１日付基発0401第11号雇均発0401第４号改正）を策定し、時間外・休日労働時間
の削減、労働者の健康管理の徹底等を推進しています。
① 上の図は、労災補償に係る脳・心臓疾患の労災認定基準の考え方の基礎となった医学的検討結果を踏まえたものです。
② 業務の過重性は、労働時間のみによって評価されるものではなく、就労態様の諸要因も含めて総合的に評価されるべきものです。
③「時間外・休日労働時間」とは、休憩時間を除き 1 週間当たり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間のことです。
④ 2 〜 6 か月平均で月 80 時間を超える時間外・休日労働時間とは、過去 2 か月間、3 か月間、4 か月間、5 か月間､6 か月間の
いずれかの月平均の時間外・休日労働時間が 80 時間を超えるという意味です。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
独立行政法人 労働者健康安全機構
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時間外・休日労働時間を
削減しましょう

36協定は限度時間等に適合したものとなっていますか？
36協定（時間外・休日労働に関する協定）で定める延長時間については、次の限度時間（対象期間が3か月を超
える1年単位の変形労働時間制の対象者を除く。）が定められています。
期

間

限度時間

１か月

1年間

45時間

360時間

● 時間外労働（休日労働は含まず）の上限は、原則として、月45時間・年360時間であり、臨時的な特別の事情がなけ
れば、これを超えることはできません。
● 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）でも、
時間外労働・・・年 720 時間以内
時間外労働と休日労働の合計・・・月 100 時間未満
時間外労働と休日労働の合計・・・
「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、
全て１か月当たり８０時間以内
とする必要があります。
● 原則である月 45 時間を超えることができるのは、年６か月までです。
（改正労働基準法の上限規制は、令和 2 年 4 月 1 日から中小企業にも適用されました。なお、適用が猶予・除外
となる事業・業務もあります。）
「業務の都合上やむを得な
● 限度時間を超えて時間外・休日労働をさせる場合は、具体的に定めなければならず、
い場合」など恒常的な長時間労働を招く恐れがあるものは認められません。また、限度時間を超えて時間外・休
日労働時間をさせることができる時間を限度時間にできるだけ近づけるように努めなければなりません。
● 月４５時間を超えて時間外労働を行わせることが可能な場合でも、健康障害防止の観点から、実際の時間外労働
は月４５時間以下とするよう努めましょう。
● 休日労働についても削減に努めましょう。

2

年次有給休暇の取得を促進しましょう
● 労働基準法が改正され、年５日の年次有給休暇（以下「年休」という。）を確実に取得させることが必要と
なっていますが、これは最低基準です。労働者が年休の取得にためらいを感じないように、年休を取得しやす
い職場環境づくり、年休の計画的付与制度の活用等により年休の取得促進を図りましょう。

労働時間等の設定の改善のための措置を実施していますか？
● 労働時間等の設定の改善を図るため、労働時間等見直しガイドライン（労働時間等設定改善指針）に基づき、
必要な措置を講じましょう。
● 特に、勤務間インターバル制度は、労働者の生活時間や睡眠時間を確保するためのものであり、過重労働に
よる健康障害の防止に資することから、勤務間インターバル制度の導入に努めましょう。

2

健康管理体制の
整備・健康診断を行いましょう

産業医及び衛生管理者等を選任していますか？
● 労働者の健康管理のため、事業場において選任した産業医、衛生管理者、衛生推進者等に健康管理に関する職
務を適切に行わせましょう。
● 小規模事業場（常時50人未満の労働者を使用する事業場）は、産業医や保健師を選任して健康管理を行わせ
ることが努力義務となっています。
※小規模事業場では、
産業保健総合支援センターの地域窓口の産業保健サービスや、
小規模事業場産業医活動助成金が活用できます。
（10 ページ参照）

産業医等に対する労働者の健康管理等に必要な情報を提供しましょう
● 産業医が産業医学の専門的立場から労働者の健康確保のためにより一層効果的な活動を行いやすい環境を整備
するため、産業医を選任した事業者は、産業医に対して、以下の情報を提供しなければなりません。
①健康診断、②長時間労働者に対する面接指導、③ストレスチェックに基づく面接指導実施後の既に講じ
た措置又は講じようとする措置の内容に関する情報（措置を講じない場合は、その旨・その理由）
時間外・休日労働時間が１月当たり80時間を超えた労働者の氏名・当該労働者に係る当該超えた時間に関
する情報（高度プロフェッショナル制度対象労働者については、１週間当たりの健康管理時間が40時間を
超えた場合におけるその超えた時間（健康管理時間の超過時間））
労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの
● 事業者は、産業医の勧告を受けたときは衛生委員会等へ報告しましょう。また、産業医の勧告を受けたとき
は、勧告を受けた後、遅滞なく勧告の内容、勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容（措置
を講じない場合にあっては、その旨・その理由）を衛生委員会等に報告しなければなりません。

健康相談の体制整備
●事業者は、産業医の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法（健康相談の日時・場所等を含
む。）及び産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法について労働者に周知させる必要が
あります。
●医師等を選任した事業者は、医師等の業務の具体的な内容、医師等による健康相談の申出の方法（健康相談の
日時・場所等を含む。）及び医師等による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法について労働者に
周知するよう努めなければなりません。
3

衛生委員会等を設置していますか？
● 衛生委員会等を設置し、毎月１回以上開催しましょう。また、長時間労働者等に対する面接指導等に係る事項
等をはじめ、健康管理について適切に調査審議を行いましょう。

長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に
関して、衛生委員会等では以下のような事項について調査審議を行います。
❶ 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止対策の実施計画の策定等に関すること
❷ 裁量労働制の適用者や管理監督者等を含む全ての労働者（高度プロフェッショナル制度適用者を除く）の
労働時間の状況の把握に関すること
❸ 面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること
❹ 労働者の申出が適切に行われるための環境整備に関すること
❺ 申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが行われることがないようにするための対
策に関すること
❻ 面接指導等を実施する場合における「事業場で定める必要な措置の実施に関する基準」の策定に関する
こと
❼ 面接指導又は面接指導に準ずる措置の実施対象者（法令により義務づけられている面接指導の実施対象
者を除く。）を定める基準の策定に関すること
❽ 事業場における長時間労働による健康障害の防止対策の労働者への周知に関すること

※高度プロフェッショナル制度適用者について（ただし、労基法第41条の２第１項に規定する委
員会において、調査審議が行われている場合を除きます。）
●

健康管理時間の把握に関すること

●

面接指導の実施方法及び実施体制に関すること

●

面接指導の申出が適切に行われるための環境整備に関すること

●

面接指導の申出を行ったことにより当該適用者に対して不利益な取扱いが行われることがないように
するための対策に関すること

●

休日確保措置、選択的措置及び健康・福祉確保措置に関すること

健康診断を確実に実施していますか？
● 常時使用する労働者に対し、1年以内に1回、定期に健康診断を実施しなければなりません。
● 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6か月以内に１回の特定業務従事者健康診断を実施しな
ければなりません。
● 脳・心臓疾患に関する血圧等一定の健康診断項目に異常の所見がある労働者には、労災保険制度による二次健
康診断等特定保健指導に関する給付（二次健康診断等給付）制度を活用しましょう。

健康診断結果に基づく適切な事後措置を実施していますか？
● 事業者は，健康診断において異常の所見があった者については、健康保持のために必要な措置についての医師
の意見を聴き、必要な事後措置を講じなければなりません。

4

長時間労 働 者 へ の
医師による面接 指 導 制 度 に つ い て
医師による面接指導制度の趣旨は‥
長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった
労働者について、その健康の状況を把握し、これに応じて本人に対す
る指導を行うとともに、その結果を踏まえた措置を講じるものです。

面接指導とは‥
問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて必要な
指導を行うことをいいます。

長時間労働者への面接指導制度の概要
脳血管疾患及び虚血性心疾患等
（以下「脳・心臓疾患」という。
）
の発
症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわた
る労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないこととされてい
ます。また、この面接指導の対象とならない労働者についても、脳・心臓疾患発症の予防的観点から、面接指導また
は面接指導に準じた必要な措置を講ずるように努めましょう。
❷ 労働時間に関する情報の通知 ※1
❶ 申出 ※2
❹

事業者

❷ 面接指導等の実施の通知
❺
❺
❽ 事後措置の実施

❼
面接指導結果に
ついての
医師の意見聴取

❶
長時間労働者に
係る情報の
産業医への提供

■ 就業場所の変更、
作業の転換
■ 労働時間の短縮、
深夜業の回数の減少
■ 衛生委員会等への
報告 等

医師（産業医等）

労働者
（１）労働者（高度プロフェッショナル制度適用者を除く）
：
月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が
※3
認められる者（申出）
（２）研究開発業務従事者：
（1）に加えて、月100時間超の
時間外・休日労働を行った者
（３）高度プロフェッショナル制度適用者：
１週間当たりの健
康管理時間※4が40時間を超えた場合におけるその超
えた時間について月100時間を超えて行った者※5

❸

❻ 面接指導等の実施
■ 勤務状況・疲労の
蓄積状況等の把握
■ メンタルヘルス面
でのチェック
■ 把握結果に基づく
必要な指導

❸ 産業医による申出の勧奨

※１ 時間外・休日労働時間が月80時間を超えた労働者が対象。
※２ 月100時間超の時間外・休日労働を行った研究開発業務従事者、高度プロ
フェッショナル制度適用者については、面接指導実施の申出がなくても対象
※３ 月80時間超の時間外・休日労働を行った者については、申出がない場合でも
面接指導を実施するよう努める。
月45時間超の時間外・休日労働で健康への配慮が必要と認めた者については、
面接指導等の措置を講ずることが望ましい。
※４ 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が
事業場内にいた時間(労使委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の
時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業
場外において労働した時間との合計の時間。
※５ １週間当たりの健康管理時間が、40時間を超えた場合におけるその超えた時
間について、
１月当たり100時間を超えない高度プロフェッショナル制度適用
者であって、申出を行った者については、医師による面接指導を実施するよ
う努める。
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面接指導等の実施
過重労働による脳・心臓疾患等の健康障害の発症を予防するため、長時間の時間外・休日労働※１等をしている労
働者に対して、事業者は医師による面接指導を行う。

事

業

者

①労働時間の状況の把握※２

④事後措置に
関する意見

高度プロフェッショナル
制度適用者

①義務：月80時間超の

①義務：月100時間超の

①義務：1週間当たりの

時間外・休日労働を行

の時間外・休日労働を

健康管理時間が40時

い、疲労蓄積があり面

行った者

間を超えた時間につ

接を申し出た者

安衛法第66条の8の2、
安衛則第52条の7の2

いて月100時間超

②義務：月80時間超の

安衛法第66条の8、
安衛則第52条の2

行った者

②努力義務：事業主が自

時間外・休日労働を行

安衛法第66条の8の4、
安衛則第52条の7の4

主的に定めた基準に

い、疲労蓄積があり面

②努力義務：①の対象者

該当する者

接を申し出た者

安衛法第66条の9、
安衛則第52条の8

安衛法第66条の8、
安衛則第52条の2

③努力義務：事業主が自

③面接指導の
実施

以外で面接を申し出
た者
安衛法第66条の9、
安衛則第52条の8

主的に定めた基準に
該当する者
安衛法66条の9、
安衛則第52条の8

※１ 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその労働。
※２ 高度プロフェッショナル制度適用者は健康管理時間の把握。
※３ 事業者は、面接指導の結果を踏まえて、就業場所の変更、作業の転換等の必要な事後措置を行う。
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︵産業医︑地域産業保健センター等︶

研究開発業務従事者

師

労働者

（裁量労働制、管理監督者含む）

医

②労働時間の通知及び面接指導受診指示
⑤事後措置※3

1

長時間労働者に対し
面接指導等を実施しましょう

医師による面接指導の対象となる労働者は‥

（１）労働者（高度プロフェッショナル制度適用者を除く）
：月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者（申出）※1
（２）研究開発業務従事者：
（1）に加えて、月100時間超の時間外・休日労働を行った者
（３）高度プロフェッショナル制度適用者：
１週間当たりの健康管理時間※2が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について月100時間を超
えて行った者※3
※1

月80時間超の時間外・休日労働を行った者については、申出がない場合でも面接指導を実施するよう努める。
月45時間超の時間外・休日労働で健康への配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが望ましい。
※2 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(労使委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議
したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間。
※3 １週間当たりの健康管理時間が、40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、１月当たり100時間を超えない高度プロフェッショナル制度適用者であって、申出を
行った者については、医師による面接指導を実施するよう努める。

労働時間の状況を適正に把握していますか？
● 労働時間の状況を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する必要があります。
※労働時間の状況の把握はタイムカードによる記録、
パーソナルコンピュータ等のログ記録等客観的な方法、
その他の適切な方法によらなければなりません。
※「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」
に基づき、
労働時間の適正な把握を行うようにしましょう。
※裁量労働対象労働者や管理・監督者等含む全ての労働者
（高度プロフェッショナル制度適用者を除く）
について、
労働時間の状況を把握する必要があります。
※高度プロフェッショナル制度適用者については、
健康管理時間（注1）の把握が必要です。
注1 健康管理時間＝事業場内にいた時間+事業場外労働の時間

時間外・休日労働時間が月80時間を超えたら‥
●月80時間を超えた労働者本人に当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。

事業者

●申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導を実施した医師から
必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。
●時間外・休日労働時間が１月当たり80時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数
及び時間数等の情報を産業医に提供しなければなりません。

※小規模事業場では、産業保健総合支援センターの地域窓口において実施する、医師による面接指導を活用することができます。
※時間外・休日労働時間1か月あたり80時間超100時間以下の研究開発業務従事者であって申出を行った者には医師による面接
指導を行わなければなりません。

労働者

●面接指導の申出をし、医師による面接指導を受けましょう。

産業医

●労働者に対し面接指導の申出をするよう勧奨しましょう。面接指導を実施する産業医は「長時間労働者
への面接指導チェックリスト（医師用）」等を活用しましょう。

各労働時間制度に係る医師の面接指導の要件
①高度プロフェッショナル制度

１００H

健康管理時間

健康管理時間によらず、健康確保措置を労使委員会で協議
（高度プロフェッショナル制度導入時の義務）

②研究開発業務

80H

労働時間の状況
（※）

45H

労働時間の状況
（※）

④管理監督者

健康確保措置を
労使で協定

労働時間の状況
（※）

労働時間の状況
（※）

義務
要申出

義務（罰則付き）
申出なし

義務
要申出
義務
要申出

⑤裁量労働制

労働時間によらず、
健康確保措置を労使委員会で協議
（裁量労働制導入時の義務）

義務
義務
（罰則付き）
（罰則付き）
申出なし

上限

③一般労働者

努力義務
要申出

健康確保措置を
労使で協定

義務
要申出

面接指導については、
みなし労働時間ではなく、
実労働時間でカウントする。

（※）
労働者の健康管理に着目した労働時間の状況
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事業場において基準を設定するに当たっては･･
※ 時間外・休日労働時間が月４５時間を超えたら･･
事業者

●健康への配慮が必要な者が面接指導等の措置の対象となるよう基準を設定し、面接指導等（医師による
面接指導又は面接指導に準ずる措置）を実施することが望まれます。必要と認める場合は、適切な事後
措置を実施することが望まれます。
例１）労働者に対し保健師等による保健指導を行う

面接指導に準ずる
措置の例

2

例２）労働者の疲労蓄積度チェックリストで疲労蓄積度を把握し、必要な労働者に対し面接指導を行う
例３）事業者が産業医等から事業場の健康管理について助言指導を受ける

時間外・休日労働時間の
算定・申出の手続き

１か月の時間外・休日労働時間数＝１か月の総労働時間数 ―（計算期間１か月間の総暦日数 ／７）×４０
１か月の総労働時間数＝労働時間数（所定労働時間数）＋延長時間数（時間外労働時間数）＋休日労働時間数

➡ 時間の算定は、毎月１回以上、一定の期日（例えば、賃金締切日）を定めて行わなければなりません。また、
算定の結果、１か月の時間外・休日労働時間数が80時間を超えた労働者の氏名と、その超えた時間に関する
情報を産業医に提供しなければなりません。

➡ 事業者は、時間外・休日労働が月80 時間を超えた労働者に対し、労働時間に関する情報を通知しなければなりません。
➡ 事業者は、時間外・休日労働が月 80 時間を超えない労働者についても、労働時間に関する情報について開示の求
めがあれば、開示することが望まれます。

面接指導に係る申出の様式例

面接指導の申出期間・実施期間について（毎月１０日〆の場合）
例）５月１０日期日の場合
4/11 時間外労働

月80時間超

5/10

申出期間
（期日から１か月）

労働安全衛生法第６６条の８の
面接指導に係る申出書

6/9

令和○年○月○日
事業者

職氏名

殿
所属

期
日

申
出

氏名
私は労働安全衛生規則第５２条の２第１項に
定める者に該当する者として、下記のとおり
面接指導を受けることを希望します。

この期間中に面接指導を
要でないと認めた場合は、
この期間に係る面接指導
を免除

記

面接指導実施

受けた場合等で医師が必

1. 面接指導を受ける医師（いずれかにチェック）

5/25

面接指導実施期間
（申出から１か月） 6/24

➡ 申出は書面や電子メール等の記録が残るものとします
（様式例参照）
。

□ 会社が指定する医師
□ 自分が希望する医師
２. 面接指導を受ける日時
令和

年

月

令和

年

月（初・中・下旬）

日

時〜

時又は

３. 面接指導を実施するにあたり配慮を求める事項

●「高度プロフェッショナル制度適用者」については、
➡ 健康管理時間が、１週間当たり 40 時間を超えた場合におけるその超えた時間について、１月当たり 80 時間を超

えた高度プロフェッショナル制度適用者の氏名及び当該適用者に係る当該超えた時間に関する情報を産業医に
提供しなければなりません。

8

3

医師からの意見聴取・面接指導の
結果の記録

事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなけれ
ばなりません。
医師の意見聴取は、面接指導を実施した医師から面接指導の結果の報告に併せて行うことが適当です。
事業者は、面接指導等の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。
面接指導の結果の記録は、面接指導を実施した医師からの報告をそのまま保存することで足ります。

4

事後措置の実施の際に
留意すべき事項

事業者は、医師の意見を勘案して、必要と認める場合は適切な措置を実施しなければなりません。
面接指導により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は、必要に応じて精神科医等と連携をしつつ対
応を図りましょう。
特にメンタルヘルス不調に関して、面接指導の結果、労働者に対し不利益な取扱いをしてはならないことに留
意しましょう。

5

事業場で定める必要な措置に係る
基準の策定

事業場で定める基準の策定は、衛生委員会等における調査審議の内容を踏まえて決定するとともに、長時間労
働に係る医学的知見を考慮し、以下の点に十分留意しましょう。
時間外・休日労働時間が月８０時間を超えた全ての労働者に面接指導を実施するよう基準の策定に努めましょう。
時間外・休日労働時間が月４５時間超の労働者について、健康への配慮が必要な者の範囲と措置について検討し、そ
れらの者が措置の対象となるように基準を設定することが望まれます。
例1）時間外・休日労働時間が１月当たり45時間を超える労働者で産業医が必要と認めた者には、面接指導を実施する。
例2）時間外・休日労働時間が１月当たり45時間を超える労働者に係る作業環境、労働時間等の情報を産業医等に提供
し、事業場における健康管理について事業者が助言指導を受ける。

6

面接指導等を確実に
実施するために

月８０時間超の時間外・休日労働をさせた事業場又はそのおそれのある事業場等においては、衛生委員会等で
調査審議のうえ、以下の①及び②を図りましょう。調査審議の際は、申出を行うことによる不利益取扱いの防
止など、申出がしやすい環境となるよう配慮しましょう。
① 申出様式の作成、申出窓口の設定など申出手続を行うための体制の整備
② 労働者に対し、申出方法等の周知徹底
面接指導を実施する医師は、産業医や産業医の要件を備えた医師等が望まれます。
面接指導の実施の事務に従事した者には、その実施に関して守秘義務が課せられます。
派遣労働者への面接指導は、派遣元事業者に実施義務が課せられます。
時間外・休日労働時間が月80時間超の労働者全員に対して面接指導を実施する場合は、事業者は対象者全員に
面接指導の実施の通知等を行い、労働者が申込みを行ったことなどをもって申出を行ったものとみなします。
9

産業保健総合支援センター・地域窓口（地域産業保健センター）
の支援をご活用ください
産業保健総合支援センター及びその地域窓口（地域産業保健センター）では、
事業者の産業保健活動を支援しています。利用は無料です。

産業保健総合支援センター（全国47か所）
○産業保健に関する様々なテーマの研修、セミナー
○メンタルヘルス対策促進員の職場訪問による支援
（ストレスチェック制度の導入に関する支援、指針に基づくメンタルヘルス対策に関する
支援、管理監督者向け教育 研修、若年労働者向け教育研修）
○窓口、電話、メール等での産業保健に関する相談対応
ほか

地域窓口（全国350か所）※労働者数50人未満の小規模事業場向け
○健康診断結果についての医師からの意見聴取
○長時間労働者や高ストレス者（面接指導対象者）に対する医師による面接指導
○メンタルヘルス不調を感じている労働者の医師・保健師による相談対応
○医師、保健師等の専門家の個別訪問による労働衛生管理に関する助言・指導

ほか

詳しくは最寄りの産業保健総合支援センター・地域窓口又はホームページでご案内しています。

労働者健康安全機構（本部）
○産業保健関係助成金（ストレスチェックの実施や職場環境改善、心の健康づくり計画の作
成、小規模事業場における産業医の選任等に対する助成金、治療と仕事の両立支援助成金等）

ナ

ヤ

ミ

ヲ

シ ロウ

0570−783046（助成金関係）
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※このパンフレットは、平成 22 年に厚生労働省が中央労働災害防止協会に委託して作成したものを、その後の法令改正等を踏まえ改訂したものです。

都道府県労働局（労働基準部） 一覧
都道府県労働局
北海道

青

岩

宮

秋

山

福

茨

栃

森

手

城

田

形

島

城

木

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

郵便番号

住

所

060-8566

札幌市北区北 8 条西 2-1-1 札幌第 1 合同庁舎

030-8558

青森市新町 2-4-25 青森合同庁舎

020-8522

盛岡市盛岡駅西通 1-9-15 盛岡第 2 合同庁舎 5F

983-8585

仙台市宮城野区鉄砲町 1 仙台第 4 合同庁舎

010-0951

秋田市山王 7-1-3 秋田合同庁舎

990-8567

山形市香澄町 3-2-1 山交ビル 3F

960-8021

福島市霞町 1-46 福島合同庁舎

310-8511

水戸市宮町 1-8-31 茨城労働総合庁舎

320-0845

宇都宮市明保野町 1-4 宇都宮第 2 地方合同庁舎

T E L
011-709-2311（代）
017-734-4113

019-604-3007

022-299-8839

018-862-6683

023-624-8223

024-536-4603

029-224-6215

028-634-9117

群

馬

労働局

371-8567

前橋市大手町 2-3-1 前橋地方合同庁舎

埼

玉

労働局

330-6016

さいたま市中央区新都心 11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル
ランド・アクシス・タワー 15F

048-600-6206

千

葉

労働局

260-8612

千葉市中央区中央 4-11-1 千葉第 2 地方合同庁舎

043-221-4312

東

京

新

潟

神奈川

富

石

福

山

長

岐

静

愛

三

滋

京

大

兵

山

川

井

梨

野

阜

岡

知

重

賀

都

阪

庫

奈

良

鳥

取

和歌山

島

岡

広

山

徳

香

愛

高

福

佐

長

熊

大

根

山

島

口

島

川

媛

知

岡

賀

崎

本

分

宮

崎

沖

縄

鹿児島

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

労働局

102-8306

千代田区九段南 1-2-1 九段第三合同庁舎 13F

231-8434

横浜市中区北仲通 5-57 横浜第 2 合同庁舎

950-8625

新潟市中央区美咲町 1-2-1

930-8509

富山市神通本町 1-5-5 富山労働総合庁舎

920-0024

金沢市西念 3-4-1 金沢駅西合同庁舎 5F・6F

910-8559

福井市春山 1-1-54 福井春山合同庁舎

400-8577

甲府市丸の内 1-1-11

380-8572

長野市中御所 1-22-1

500-8723

岐阜市金竜町 5-13 岐阜合同庁舎 3F

420-8639

静岡市葵区追手町 9-50 静岡地方合同庁舎 3F

460-8507

名古屋市中区三の丸 2-5-1 名古屋合同庁舎第 2 号館

514-8524

津市島崎町 327-2 津第 2 地方合同庁舎

520-0806

大津市打出浜 14-15

604-0846

京都市中京区両替町通御池上ル金吹町 451

540-8527

大阪市中央区大手前 4-1-67 大阪合同庁舎第 2 号館 9F

650-0044

神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー 16F

630-8570

奈良市法蓮町 387 奈良第 3 地方合同庁舎

640-8581

和歌山市黒田 2-3-3 和歌山労働総合庁舎

680-8522

鳥取市富安 2-89-9

690-0841

松江市向島町 134-10 松江地方合同庁舎 5F

700-8611

岡山市北区下石井 1-4-1 岡山第 2 合同庁舎

730-8538

広島市中区上八丁堀 6-30 広島合同庁舎 2 号館

753-8510

山口市中河原町 6-16 山口地方合同庁舎 2 号館

770-0851

徳島市徳島町城内 6-6 徳島地方合同庁舎

760-0019

高松市サンポート 3-33 高松サンポート合同庁舎 3F

790-8538

松山市若草町 4-3 松山若草合同庁舎 5F

781-9548

高知市南金田 1-39

812-0013

福岡市博多区博多駅東 2-11-1 福岡合同庁舎新館 4F

840-0801

佐賀市駅前中央 3-3-20 佐賀第 2 合同庁舎

850-0033

長崎市万才町 7-1 TBM 長崎ビル

860-8514

熊本市西区春日 2-10-1 熊本地方合同庁舎 A 棟 9F

870-0037

大分市東春日町 17-20 大分第 2 ソフィアプラザビル 6F

880-0805

宮崎市橘通東 3-1-22 宮崎合同庁舎

892-8535

鹿児島市山下町 13-21 鹿児島合同庁舎

900-0006

那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第 2 地方合同庁舎（1 号館）3F

027-896-4736

03-3512-1616

045-211-7353

025-288-3505

076-432-2731

076-265-4424

0776-22-2657

055-225-2855

026-223-0554

058-245-8103

054-254-6314

052-972-0256

059-226-2107

077-522-6650

075-241-3216

06-6949-6500

078-367-9153

0742-32-0205

073-488-1151

0857-29-1704

0852-31-1157

086-225-2013

082-221-9243

083-995-0373

088-652-9164

087-811-8920

089-935-5204

088-885-6023

092-411-4798

0952-32-7176

095-801-0032

096-355-3186

097-536-3213

0985-38-8835

099-223-8279

098-868-4402

11

都道府県産業保健総合支援センター（産保センター）等
北海道
青
岩
宮
秋
山
福
茨
栃
群
埼

千

東

森
手
城
田
形
島
城
木
馬
玉

葉

京

施設名称

郵便番号

住

産業保健総合支援センター

060-0001

札幌市中央区北 1 条西 7-1 プレスト 1・7 ビル 2F

011-242-7701

020-0045

盛岡市盛岡駅西通 2-9-1 マリオス 14F

019-621-5366

産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター

980-6015
010-0874
990-0047
960-8031
310-0021
320-0811
371-0022

産業保健総合支援センター

951-8055

富

山

産業保健総合支援センター

930-0856

山
長
岐
静
愛
三
滋

梨
野
阜
岡
知
重

産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター

920-0031
910-0006
400-0047
380-0935
500-8844
420-0034
460-0004
514-0003

賀

産業保健総合支援センター

520-0047

京

都

産業保健総合支援センター

604-8186

大

阪

産業保健総合支援センター

540-0033

兵

奈

庫

良

和歌山
鳥
島
岡
広
山
徳
香
愛
高

取
根
山
島
口
島
川
媛

産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター

680-0846
690-0003
700-0907
730-0011
753-0051
770-0847
760-0050
790-0011

産業保健総合支援センター

812-0016

佐

賀

産業保健総合支援センター

840-0816

大
宮

本
分
崎

鹿児島
沖

縄

産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター
産業保健総合支援センター

労働者健康安全機構

（勤労者医療・産業保健部産業保健課）

宇都宮市大通り 1-4-24 MSC ビル 4F

前橋市千代田町 1-7-4 群馬メディカルセンタービル 2F

780-0850

852-8117
860-0806
870-0046
880-0024
890-0052
901-0152
211-0021

T E L
017-731-3661
022-267-4229
018-884-7771
023-624-5188
024-526-0526
029-300-1221
028-643-0685
027-233-0026

048-829-2661

千葉市中央区中央 3-3-8 日進センタービル 8F

043-202-3639

横浜市神奈川区鶴屋町 3-29-1 第 6 安田ビル 3F

045-410-1160

新潟市中央区礎町通二ノ町 2077 朝日生命新潟万代橋
ビル 6F

03-5211-4480
025-227-4411

富山市牛島新町 5-5 インテックビル（タワー 111）4F

076-444-6866

福井市中央 1-3-1 加藤ビル 7F

0776-27-6395

金沢市広岡 3-1-1 金沢パークビル 9F

甲府市徳行 5-13-5 山梨県医師会館 2F
長野市中御所 1-16-11 鈴正ビル 2F

岐阜市吉野町 6-16 大同生命・廣瀬ビル地下 1F

静岡市葵区常磐町 2-13-1 住友生命静岡常磐町ビル 9F
名古屋市中区新栄町 2-13 栄第一生命ビル 9F
津市桜橋 2-191-4 三重県医師会館 5F

大津市浜大津 1-2-22 大津商中日生ビル 8F

京都市中京区車屋町通御池下ル梅屋町 361-1 アーバネッ
クス御池ビル東館 5F

076-265-3888
055-220-7020
026-225-8533
058-263-2311
054-205-0111
052-950-5375
059-213-0711
077-510-0770
075-212-2600

大阪市中央区石町 2-5-3 エル・おおさか南館 9F

06-6944-1191

奈良市大宮町 1-1-32 奈良交通第 3 ビル 3F

0742-25-3100

鳥取市扇町 115-1 鳥取駅前第一生命ビルディング 6F

0857-25-3431

和歌山市吹上 2-1-22 和歌山県日赤会館 7F

岡

熊

水戸市南町 3-4-10 水戸 FF センタービル 8F

640-8137

630-8115

福

産業保健総合支援センター

福島市栄町 6-6 NBF ユニックスビル 10F

神戸市中央区御幸通 6-1-20 ジイテックスアセントビル 8F

知

崎

山形市旅篭町 3-1-4 食糧会館 4F

651-0087

産業保健総合支援センター

長

秋田市千秋久保田町 6-6 秋田県総合保健センター 4F

千代田区三番町 6-14 日本生命三番町ビル 3F

潟

井

仙台市青葉区中央 4-6-1 SS30 15F

102-0075

260-0013

新

産業保健総合支援センター

青森市古川 2-20-3 朝日生命青森ビル 8F

さいたま市浦和区岸町 7-5-19 全電通埼玉会館あけぼのビル 3F

221-0835

川

所

330-0064

産業保健総合支援センター

福

12

030-0862

神奈川

石

一覧

松江市朝日町 477-17 松江 SUN ビル 7F

岡山市北区下石井 2-1-3 岡山第一生命ビルディング 12F
広島市中区基町 11-13 合人社広島紙屋町アネクス 5F
山口市旭通り 2-9-19 山口建設ビル 4F
徳島市幸町 3-61 徳島県医師会館 3F

高松市亀井町 2-1 朝日生命高松ビル 3F

松山市千舟町 4-5-4 松山千舟 454 ビル 2F

高知市丸ノ内 1-7-45 総合あんしんセンター 3F

福岡市博多区博多駅南 2-9-30 福岡県メディカルセンター
ビル 1F

078-230-0283

073-421-8990
0852-59-5801
086-212-1222
082-224-1361
083-933-0105
088-656-0330
087-813-1316
089-915-1911
088-826-6155
092-414-5264

佐賀市駅南本町 6-4 佐賀中央第一生命ビル 4F

0952-41-1888

熊本市中央区花畑町 9-24 住友生命熊本ビル 3F

096-353-5480

長崎市平野町 3-5 建友社ビル 3F

大分市荷揚町 3-1 いちご・みらい信金ビル 6F
宮崎市祇園 3-1 矢野産業祇園ビル 2F
鹿児島市上之園町 25-1 中央ビル 4F

那覇市字小禄 1831-1 沖縄産業支援センター 2F
川崎市中原区木月住吉町 1-1 事務管理棟

095-865-7797
097-573-8070
0985-62-2511
099-252-8002
098-859-6175
044-431-8660
2020.07.160,000

中小企業の事業主の皆さまへ

２０２３年４月１日から

月６０時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます
◆改正のポイント
中小企業の月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率が５０％になります
（2023年４月１日から）

（2023年３月31日まで）
月60時間超の残業割増賃金率
大企業は 50％（2010年４月から適用）
中小企業は 25％

月60時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに50％
※中小企業の割増賃金率を引き上げ

１か月の時間外労働

１か月の時間外労働

１日８時間・１週40時間
を超える労働時間

１日８時間・１週40時間
を超える労働時間

60時間以下

60時間超

大企業

25%

50%

中小企業

25%

25%

60時間以下

60時間超

大企業

25%

50%

中小企業

25%

50%

➢2023年４月１日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。

（※）中小企業に該当するかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます。
業種

① 資本金の額または出資の総額

② 常時使用する労働者数

小売業

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

卸売業

１億円以下

100人以下

上記以外のその他の業種

３億円以下

300人以下

深夜・休日労働の取扱い
月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50％以上の率
で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜（22:00～5:00）の時間帯に行わせる
場合､深夜割増賃金率25％＋時間外割増賃金率50％＝75％となります。

休日労働との関係
月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれま
せんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
（※）法定休日労働の割増賃金率は、35％です。

代替休暇
月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するた
め引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇（代替休暇）を
付与することができます。

就業規則の変更
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があ
ります。
｢モデル就業規則｣も参考にしてください。
（就業規則の記載例）
（割増賃金）
第○条 時間外労働に対する割増賃金は､次の割増賃金率に基づき､次項の計算方法によ
り支給する。
（１）１か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この
場合の１か月は毎月１日を起算日とする。
① 時間外労働６０時間以下・・・・２５％
② 時間外労働６０時間超・・・・・５０％
（以下、略）

具体的な算出方法（例）
1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点
から50％以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
➢１か月の起算日は毎月１日
➢法定休日は日曜日
➢カレンダー中の青字は、時間外労働時間数

算出例

日

月
1

火

7

8
５時間

14

9
２時間

15

16

22

３時間

29

30

１時間

法定休日労働

11

２時間

6
３時間

12

５時間
13

５時間
18

19

３時間
24

土

5

５時間

２時間
３時間

金

２時間

17

23

木
4

10
３時間

３時間
28

3
５時間

３時間
21

水

2
５時間

➢時間外労働の割増賃金率
60時間以下･･･25％
60時間超･････50％

25

５時間
20

３時間
26

１時間

３時間
27

２時間

１時間

31

１時間

２時間

月60時間を超える時間外労働

割増賃金率
♦時間外労働（60時間以下）

カレンダー白色部分

＝25％

♦時間外労働（60時間超）

カレンダー緑色部分

＝50％

♦法定休日労働

カレンダー赤色部分

＝35％

働き方改革推進支援助成金の活用方法（例）
「働き方改革推進支援助成金」は、働き方改革に取り組む中小企業事業
主に、環境整備に必要な費用の一部を国が助成する制度です。
［活用例］
労務管理の報告業務が非効率な状
況で、時間外労働時間が月60時間
を超える労働者が複数名存在した

取り組みの結果、時間外労働時間
が月60時間を超える者がいなく
なった

●勤怠管理システムを導入
各自の労働時間を 把握し、
業務を平準化
●就業規則に月60時間超の
割増賃金率の規定を改正

勤怠管理システム導入費用
と就業規則の改正費用に、
働き方改革推進支援助成金
を活用
助成率 75％
一定の要件を満たした場合 80％

上限額 最大250万円
事業場内賃金の引き上げ等の
一定の要件を満たした場合
最大490万円

助成金のご案内

働き方改革推進支援助成金

生産性を向上させ、労働時間の縮減等に取り組む中小企業事業主に
対して、その実施に要した費用の一部を助成

業務改善助成金

生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定
以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を
助成

相談窓口のご案内

労働基準監督署
労働時間相談・支援コーナー

都道府県労働局
・パートタイム労働者、有期雇用労働者関係
：雇用環境・均等部(室)

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などの法令に関する知識や
労務管理体制についてのご相談に、窓口・電話で対応・支援して
います。
また、ご希望があれば、個別訪問での相談・支援も行っています。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用労働
者・派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。

・派遣労働者関係：需給調整事業部(課･室)

働き方改革推進支援センター

働き方改革関連法に関する相談、労働時間管理のノウハウや賃金制度
等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、
社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。

産業保健総合支援センター

医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、
産業保健の専門家が相談に応じます。

よろず支援拠点

生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる課題につい
て、専門家が無料で相談に応じます。

ハローワーク

求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会な
どを実施しています。

医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応

医療勤務環境改善支援センター じて、総合的なサポートをします。
▶「いきサポ」で検索

（2022.4）

事業主の皆さま、労働者の皆さま

未払賃金が請求できる期間などが延長されています
2020年４月１日以降に支払われる賃金に適用されています
2020年４月1日に発生した賃金請求権の場合

消滅時効が完成しない！

2020年4月以降の消滅時効期間
ここで消滅時効が完成！

旧法における消滅時効期間
2020年４月１日

2022年３月31日

2023年３月31日

全ての労働者の皆さまが対象です
全ての労働者の皆さまが対象です！
１

賃金請求権の消滅時効期間の延長（労基法115条）
賃金請求権の消滅時効期間を５年（旧法では２年）に延長しつつ、
当分の間はその期間が３年とされています。
※退職金請求権（現行５年）などの消滅時効期間に変更はありません。

２

賃金台帳などの記録の保存期間の延長（労基法109条）
賃金台帳などの記録の保存期間を５年（旧法では３年）に延長しつつ、
当分の間はその期間が３年とされています。
※併せて、記録の保存期間の起算日が明確化されています。

３

付加金の請求期間の延長（労基法114条）
付加金を請求できる期間を５年（旧法では２年）に延長しつつ、
当分の間はその期間が３年とされています。
各種期間

旧法

現行法

賃金請求権の
消滅時効期間（労基法115条）

２年

⇒

５年（当分の間は３年）

記録の保存期間（労基法109条）

３年

⇒

５年（当分の間は３年）

付加金の請求期間（労基法114条）

２年

⇒

５年（当分の間は３年）

裏面でさらに詳しくご説明します。
ご不明な点やご質問は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署にお尋ねください。

全国の都道府県労働局・労働基準監督署
「都道府県労働局」または「労働基準監督署」で検索するか、以下のURLやＱＲコードからご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

１

賃金請求権の消滅時効期間（労基法115条）

２０２０年４月１日以降に支払期日が到来する全ての労働者の賃金請求権の消滅時効期間
を賃金支払期日から５年（これまでは２年）に延長しつつ、当分の間はその期間は３年と
されています。なお、退職金請求権（現行５年）などの消滅時効期間などは変更されてい
ません。

時効期間延長の対象
●金品の返還（労基法23条、賃金の請求に限る）
●賃金の支払（労基法24条） ●非常時払（労基法25条）
●休業手当（労基法26条）
●出来高払制の保障給（労基法27条）
●時間外・休日労働等に対する割増賃金（労基法37条）
●年次有給休暇中の賃金（労基法39条9項） ●未成年者の賃金（労基法59条）

２

賃金台帳などの記録の保存期間

（労基法109条）
３年間保存

事業者が保存すべき賃金台帳などの記録の
保存期間について、５年に延長しつつ、
当分の間はその期間は３年とされています。
また、②⑥⑦⑧の記録に関する賃金の支払
期日が記録の完結の日などより遅い場合に
は、当該支払期日が記録の保存期間の起算
日となることが明確化されています。

保存期間延長の対象

４月分の
賃金計算期間

4/1

記録保存
の起算日

4/30
タイムカード
完結の日

5/15
４月分の
賃金支払期日

「働き方改革推進支援助成金」で、
労務・労働時間の適正管理等に取り組む
中小企業事業主の皆さまを支援します。

➀ 労働者名簿
② 賃金台帳

※2021年度の受付は終了しました。

③ 雇入れに関する書類

：雇入決定関係書類、契約書、労働条件通知書、履歴書など

④ 解雇に関する書類

：解雇決定関係書類、予告手当または退職手当の領収書など

⑤ 災害補償に関する書類

：診断書、補償の支払、領収関係書類など

⑥賃金に関する書類

：賃金決定関係書類、昇給減給関係書類など

⑦ その他の労働関係に
関する重要な書類

：出勤簿、タイムカードなどの記録、労使協定の協定書、
各種許認可書、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類、
退職関係書類など

⑧ 労働基準法施行規則・労働時間等設定改善法施行規則で保存期間が定められている記録
※起算日の明確化を行う記録は、このうち賃金の支払いに関するものに限ります。

３

付加金の請求期間

（労基法114条）

２０２０年４月１日以降に、割増賃金等の支払がされなかったなどの違反があった場合、
付加金※を請求できる期間を５年（これまでは２年）に延長しつつ、当分の間はその期間
は３年とされています。

付加金制度の対象
●解雇予告手当（労基法20条１項） ●休業手当（労基法26条）
●割増賃金（労基法37条）
●年次有給休暇中の賃金（労基法39条9項）
※付加金とは、裁判所が、労働者の請求により、事業主に対して未払賃金に加えて支払を命じることができるもの

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

労働基準監督署への届出や申請は、

電子申請を利用しましょう！
労働基準監督署に来署いただかなくても手続できます
労働基準法や最低賃金法に定められた手続については、労働基準監督署の窓口にお越し
いただくことなく、「e-Gov（イーガブ）」から、電子申請を利用して行うことができます。
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、できるだけ労働基準監督署の窓口での届出・
申請は避け、電子申請の利用をおすすめします。
電子申請がただちに利用できない場合には、郵送により届出・申請することも可能です。

届出・申請可能な主な手続
労働基準法に定められた届出
など

●時間外・休日労働に関する協定届（36協定届）
●就業規則の届出
●１年単位の変形労働時間制に関する協定届 など

最低賃金法に定められた申請
など

●最低賃金の減額特例許可の申請

など

※ e-Gov電子申請システムはパソコンからのみご利用いただけます。

簡単・スマートに申請可能です
○ インターネット上の様式に必要事項を入力し、電子署名を付してクリックするだけで手続ができます。
○ 大量の書類への記入も、電子申請ならスマートに入力できます。

導入も簡単です
○ 令和３年４月から電子署名、電子証明書が不要になりました。
○ ①e-Govからアカウントを登録、②フォーマットに必要事項を入力することで届出・申請が可能です。

令和２年３月から、36 協定・就業規則の本社一括届出の手続方式が変更され、
36協定は最大30,000事業場、就業規則は最大2,500事業場について一度に申
請可能になりました。
※ 申請ファイルには、ファイル数99個、１ファイル50MB、総容量99MBの上限があります。

電子申請の具体的な利用方法は裏面をご確認ください
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

電子申請の方法
「e-Gov（イーガブ）」のホーム
ページから電子申請が利用でき
ます。
○ ホームページは
⇒

e-Gov

「電子申請」
をクリック

検索

を検索してください。

電子申請の利用には事前準備が必要です。詳しくは、

e-Gov 事前準備

検索

を検索してください。

電子申請に関してご不明な点については、以下のお問い合せ先にご相談ください。
Q. e-Govアカウントの取得方法がわからない
Q. 操作方法がわからない
① 事前準備や操作方法などに関するお問い合わせ先
まずはe-Gov上の「ヘルプ」や「よくあるご質問」をご確認ください。
その上で、ご不明点はe-Gov利用者サポートデスクにお問い合せください。
e-Gov ： https://shinsei.e-gov.go.jp/
e-Gov利用者サポートデスク
■Webお問合せ：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/contact
■電話番号 ：050-3786-2225 (通話料金はご利用の回線により異なります。)
■受付時間 ４ ・ ６ ・ ７月 平日
午前９時から午後７時まで
(土日祝日 午前９時から午後５時まで)
５ ・ ８～３月 平日
午前９時から午後５時まで
(土日祝日、年末年始は休止)

Q. 36協定届に記載する内容など、制度について聞きたい
②：各届出などに関するお問い合わせ先
労働基準法などに基づく届出などについてご不明な点があれば、都道府県労働局または労働基準監督署にご
相談ください。
○ 【都道府県労働局及び労働基準監督署の連絡先等】
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
③：労働基準法などの手続に関する電子申請についてのホームページ
労働基準法などの手続に関する電子申請については、以下の厚生労働省ホームページにマニュアル、解説、
関連する通達などを掲載していますので、ご参照ください。
検索
○ ホームページは「労基法等 電子」で検索！ ⇒
労基法等 電子
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
○ 【厚生労働省ホームページの進み方】
「ホーム」 > 「政策について」 >「分野別の政策一覧」 > 「雇用・労働」 > 「労働基準」
> 「事業主の方へ」 > 「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」
（R３．１）

事業主、企業の労務担当者の方へ

テレワークガイドラインを改定しました
新たな日常、新しい生活様式に対応した良質なテレワークを推進しましょう
テレワークとは、インターネットなどのICTを活用し自宅などで仕事をする、働く時間や場所を
柔軟に活用できる働き方です。

はじめに
厚生労働省は、令和３年３月にテレワークガイドラインを改定しました。
このガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテ
レワークを推進するため、テレワークの導入と実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留
意すべき点、望ましい取り組み等を明らかにしたものです。
このガイドラインを参考に、労使が十分に話し合いを行い、良質なテレワークを導入し、定着させて
いくことが期待されます。

テレワークのメリット
 業務効率化による生産性の向上にも役立つ
 育児や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
 オフィスコストの削減

などのメリットがあります。

業務を行う場所に応じたテレワークの特徴

1.

在宅勤務

通勤を要しないことから、事業場での勤務の場合に通勤
に要する時間を柔軟に活用できます。
また、例えば育児休業明けに短時間勤務等と組み合わせて勤務したり、
保育所の近くで勤務したりすることが可能となることなどから、仕事と
家庭生活との両立に資する働き方です。

自宅の近くや通勤途中の
場所等に設けられたサテライトオフィス

2.

（シェアオフィス、コワーキングスペースを含む）

での勤務は、通勤時間を短縮しつつ、
在宅勤務やモバイル勤務以上に
作業環境の整った場所で就労可能な働き方です。

サテライトオフィス勤務

3.

労働者が自由に働く場所を選択できる、
外勤における移動時間を利用できるなど、
働く場所を柔軟にすることで
業務の効率化を図ることが可能な働き方です。

モバイル勤務
労働者が自宅等で
テレワークを行う
ときは、何に気をつけ
てもらえばいいんだろ
う

テレワークで
困ったら
どこに相談すれば
いいんだろう

⇒P６へ

⇒P７へ
ガイドラインの概要は次のページをご確認ください
費用負担▶P3

労働時間管理▶P４

安全衛生▶P５

中小企業事業主の皆様がご利用可能な助成金については最終ページをご確認ください

テレワークガイドライン

主な内容

テレワークの導入に際しての留意点
• テレワークの推進は、労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行う
ことが有益です。使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークとす
ることが重要です。

• テレワークを推進する中で、従来の業務遂行の方法や労務管理の在り方等について改めて見直しを行うことも、
生産性の向上に資するものであり、テレワークを実施する労働者だけでなく、企業にとってもメリットのある
ものです。

• テレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、あらかじめ労使で十分に話し合い、
ルールを定めておくことが重要です。

例えば・・・
導入目的、対象業務、対象となり得る労働者の範囲、実施場所、
テレワーク可能日（労働者の希望、当番制、頻度等）、申請等の手続、費用負担、
労働時間管理の方法や中抜け時間の取り扱い、通常または緊急時の連絡方法等

■テレワークの対象業務
• 一般的にテレワークを実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても、個別の業務によっては実施
できる場合があります。また、必ずしもそれまでの業務の在り方を前提にテレワークの対象業務を選定するの
ではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合があります。テレワークに向かないと安易に結
論づけるのではなく、管理職側の意識を変え、業務遂行の方法の見直しを検討しましょう。
• オフィスに出勤する労働者のみに業務が偏らないよう、留意することが必要です。

■テレワークの対象者等
• 実際にテレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で対応を図る必要があります。
• 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にしましょう。
※

※

正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、パートタイム・有期雇用労働法、労
働者派遣法により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの
法律に違反する可能性があります。
派遣労働者のテレワークで疑問があれば以下のQ＆Aも参照してください。

 派遣労働者等に係るテレワークに関するQ＆A

派遣労働者 テレワーク Q&A
・ 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、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。
• 特に、新入社員、中途採用の社員や異動直後の社員は、テレワークと出社を組み合わせるなど、コミュニケー
ションの円滑化に特に配慮しましょう。

■導入に当たっての望ましい取り組み

• 不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化等が有効です。職場内の意識改革をはじめ、
業務の進め方の見直しに取り組みましょう。
• 働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための
取り組み（職場と同様にコミュニケーションを取ることができるソフトウェアの導入等）を行いましょう。
• 職場の雰囲気等でテレワークを実施することが難しい場合もあるため、企業のトップや経営層がテレワークの
必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要があります。

２

労務管理上の留意点
■テレワークにおける人事評価制度
• 人事評価は、企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業が
その手法を工夫して、適切に実施することが基本です。
• 上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示すとともに、必要に応じて達成状況について共通
認識を持つための機会を柔軟に設けることが望ましいです。
• 人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方での適正な評価ができるよう、訓練等の機会を設ける等の工夫
が考えられます。
• 時間外や休日等のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な
人事評価ではありません。
• テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰もがテレワー
クを行えるようにすることを妨げないように工夫するとともに、労働者に対して取扱いの内容の違いを説明す
ることが望ましいです。
• テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として高く評価すること等も、労働者がテレワー
クを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価ではありません。

■テレワークに要する費用負担の取り扱い
• 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ありません。
• 個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取り扱いはさまざまであるため、労使のど
ちらがどのように負担するか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です。
• 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ます。

通信回線の使用料等は個人使用と業務使用と
の切り分けが困難であるため、一定額を会社
負担としている例も見られる

例えば通話料、インターネット利用料などの
通信等が増加する場合、実際の費用のうち業
務に要した実費の金額を在宅勤務の実態（勤
務時間等）を踏まえて合理的・客観的に計算
し、支給することも考えられます。
在宅勤務に係る費用負担等に関する課税関係
は、国税庁が作成した「在宅勤務に
係る費用負担等に関するＦＡＱ
（源泉所得税関係）」を参照くだ
さい。

出典：「テレワーク導入のための労務管理等Q＆A集」

テレワーク

費用負担

Q&A

■テレワーク状況下における人材育成・テレワークを効果的に実施するための人材育成
• テレワークを導入した初期あるいは機材を新規導入したとき等には、必要な研修等を行うことも有用です（新
たな機器やオンライン会議ツール等を使用する場合など）。
• 企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫等によって、人材の育成に取り組みま
しょう。併せて、管理職が適切なマネジメントを行うことが重要です。
例えば管理職は、仕事を進める上で、最初に大枠の方針を示す等、部下が自律的に仕事を進められるような指
示を行う等が考えられます。

３

テレワークのルールの策定と周知
• 労働基準法上の労働者には、テレワークを行う場合も、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者
災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されます。
• テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークのルールを就業規則に
定め、労働者に適切に周知することが望ましいです。
• 労働契約や就業規則において定められている勤務場所や業務遂行方法の範囲を超えて使用者が労働者にテレ
ワークを行わせる場合には、労働者本人の合意を得た上での労働契約の変更が必要です。
※ 労働者本人の合意を得ずに労働条件の変更を行う場合には、労働者の受ける不利益の程度等に照らして
合理的なものと認められる就業規則の変更および周知によることが必要です。

さまざまな労働時間制度の活用
• 労働基準法に定められた全ての労働時間制度でテレワークが実施可能です。このため、テレワーク導入前に
採用している労働時間制度を維持したまま、テレワークを行うことができます。
• 通常の労働時間制度および変形労働時間制においては、始業および終業の時刻や所定労働時間をあらかじめ
定める必要がありますが、必ずしも一律の時間に労働する必要がないときには、その日の所定労働時間はそ
のままとしつつ、始業および終業の時刻についてテレワークを行う労働者ごとに自由度を認めることも考え
られます。
• フレックスタイム制は、労働者が始業および終業の時刻を決定することができる制度であり、テレワークに
なじみやすい制度です。
• 事業場外みなし労働時間制は、労働者が事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定すること
が困難なときに適用される制度であり、使用者の具体的な指揮監督が及ばない事業場外で業務に従事するこ
ととなる場合に活用できる制度です。テレワークにおいて一定程度自由な働き方をする労働者にとって、柔
軟にテレワークを行うことが可能になります。
• 裁量労働制および高度プロフェッショナル制度は、業務遂行の方法、時間等について労働者の自由な選択に
委ねることを可能とする制度です。これらの制度の対象労働者について、テレワークの実施を認めていくこ
とにより、労働する場所についても労働者の自由な選択に委ねていくことが考えられます。

テレワークにおける労働時間管理の工夫

■テレワークにおける労働時間の把握
• テレワークの場合における労働時間の管理は、テレワークが本来のオフィス以外の場所で行われるため
使用者による現認ができないなど、労働時間の把握に工夫が必要です。一方で、労働時間管理を情報通
信技術を活用して行うこと等により、円滑な労務管理も可能となります。
• テレワークにおける労働時間の把握については、「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」を踏まえ、次の方法によることが考えられます。
 パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として、始業および終業の時刻を確認すること
（テレワークに使用する情報通信機器の使用時間の記録等や、サテライトオフィスへの入退場の記
録等により労働時間を把握）

 労働者の自己申告により把握すること
情報通信機器の使用時間の記録が労働者の始業および終業の時刻を反映できないような場合には、使用者は、
以下のような対応を行いつつ、労働者の自己申告により労働時間を把握することも可能です。
・ 労働者に対して労働時間の実態を記録し、適正に自己申告を行うこと等について十分な説明を行うことや、
実際に労働時間を管理する者に対して自己申告制の適正な運用等について十分説明すること
・ パソコンの使用状況など客観的な事実と自己申告により把握した始業・終業時刻に著しい乖離があること
を把握した場合、所要の労働時間の補正をすること
・ 自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設けるなど、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する
措置を講じてはならないこと

■テレワークに特有の事象の取り扱い
• 中抜け時間（一定程度労働者が業務から離れる時間）
中抜け時間については、労働基準法上、使用者は把握することとしても、把握せずに始業および終業の時刻の
みを把握することとしても、いずれでもよく、使用者が把握する場合、その方法として、例えば一日の終業時に、
労働者から報告させることが考えられます。また、中抜け時間の取り扱いは、次の①②などが考えられます。
①把握する場合には、休憩時間として取り扱い終業時刻を繰り下げたり、時間単位の年次有給休暇として
取り扱う
②把握しない場合には、始業および終業の時刻の間の時間について、休憩時間を除き労働時間として取り扱う

• 勤務時間の一部についてテレワークを行う際の移動時間
勤務時間の一部についてテレワークを行う場合の就業場所間の移動時間について、労働者による自由利用が保
障されている時間は、休憩時間として取り扱うことが考えられます。
一方で、例えば、テレワーク中の労働者に対して、使用者が具体的な業務のために急きょオフィスへの出勤を
求めた場合など、使用者が労働者に対し業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じ、その間の自由利
用が保障されていない場合の移動時間は、労働時間に該当します。
• 休憩時間の取り扱い
テレワークを行う労働者について、労使協定により、休憩時間の一斉付与の原則を適用除外とすることができ
ます。
• 時間外・休日労働の労働時間管理
テレワークの場合も、使用者は時間外・休日労働をさせる場合には、三六協定の締結、届出や割増賃金の支払
が必要となり、また、深夜に労働させる場合には、深夜労働に係る割増賃金の支払いが必要です。
• 長時間労働対策
テレワークについては、業務の効率化に伴い、時間外労働の削減につながるというメリットが期待される一方、
業務に関する指示や報告が時間帯にかかわらず行われやすくなり、労働者の仕事と生活の時間の区別が曖昧とな
り、労働者の生活時間帯の確保に支障が生じるといったおそれがあります。このような点に鑑み長時間労働によ
る健康障害防止を図ることや、労働者のワークライフバランスの確保に配慮しましょう。テレワークにおける長
時間労働等を防ぐ手法としては、次のような手法が考えられます。
 メール送付の抑制等やシステムへのアクセス制限等
 時間外・休日・所定外深夜労働についての手続き
：労使の合意により、時間外等の労働が可能な時間帯や時間数をあらかじめ使用者が設定する等

 長時間労働等を行う労働者への注意喚起

事業場外みなし労働時間制（詳細）
テレワークにおいて、次の①②をいずれも満たす場合には、制度を適用することができます。
① 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととさ
れていないこと
＝以下の場合については、いずれも①を満たすと認められ、情報通信機器
を労働者が所持していることのみをもって、制度が適用されないことはない。

② 随時使用者の具体的な指示に基づいて
業務を行っていないこと
＝以下の場合については②を満たすと
認められる。

 勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断する
ことができる場合

 使用者の指示が、業務の目的、
目標、期限等の基本的事項にと
どまり、１日のスケジュール（作
業内容とそれを行う時間等）を
あらかじめ決めるなど作業量や作
業の時期、方法等を具体的に特
定するものではない場合

 勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情
報通信機器を用いて行われるが、労働者が情報通信機器から自分
の意思で離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断すること
ができる場合
 会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、
又は折り返しのタイミングについて労働者において判断できる場合

５

テレワークにおける安全衛生の確保
• 自宅等においてテレワークを実施する場合においても、事業者は、労働者の安全と健康の確保のための措置を講
ずる必要があります（適切な作業環境の確保、健康診断、ストレスチェック等のメンタルヘルス対策、長時間労
働者に対する医師の面接指導等）。労働者を雇い入れたとき（雇入れ後にテレワークの実施が予定されていると
き）又は労働者の作業内容を変更し、テレワークを初めて行わせるときは、テレワーク作業時の安全衛生教育を
行うことも重要です。
• テレワークでは、労働者が上司等とコミュニケーションを取りにくい、上司等が労働者の心身の変調に気づきに
くいという状況となる場合が多くあります。事業者は健康相談体制の整備やコミュニケーションの活性化のため
の措置を実施しましょう。
• 「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト（事業者用）」
「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト（労働者用）」
を、ぜひご活用ください。必要な場合には、労使が協力して改善を図ったり、サテライトオフィス等の活用を検
討したりすることも重要です。
→チェックリストはP７～９参照

テレワークにおける労働災害の補償
• 労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、業務上の災害とし
て労災保険給付の対象となります。
労働災害の発生に備え、使用者は以下のような対応を行うことが望ましいです。
■情報通信機器の使用状況などの客観的な記録や、労働者から申告された時間の記録を適切に保存すること
■労働者が負傷した場合の災害発生状況等について、使用者や医療機関等が正確に把握できるよう、状況等
を可能な限り記録しておくことを労働者に対して周知すること

テレワークの際のハラスメントへの対応
• 事業主は、テレワークの際にも、オフィスに出勤する働き方の場合と同様に、ハラスメントを行ってはならな
い旨を労働者に周知啓発する等、ハラスメントの防止対策を十分に講じる必要があります。

テレワークの際のセキュリティへの対応
• 情報セキュリティの観点から全ての業務を一律にテレ
ワークの対象外と判断するのではなく、関連技術の進
展状況等を踏まえ、解決方法の検討を行うことや業務
毎に個別に判断することが望ましいでしょう。

テレワークセキュリティガイドライン
テレワークのセキュリティに特化した専門マニュ
アル。ひと通り押さえておくと安心です。

また、セキュリティの専任担当がいないような中
小企業等においても、最低限のセキュリティを確
• 総務省において、テレワークセキュリティに関するガ
実に確保してもらうためのチェックリストについ
イドラインやチェックリストが公開されていますので、
ても掲載しています。
ご活用ください。

相談窓口
ガイドラインに示したような良質なテレワークの推進の
ため、以下の相談窓口をご活用ください。
• テレワーク相談センターでは、テレワーク導入・実施
時の労務管理上の課題等についての質問に応じていま
す。また、テレワークの導入を検討する企業に対して
労務管理等に関するオンラインコンサルティングを実
施しています。

６

テレワーク相談センター
［電 話］ ０１２０ー８６１００９
平日9:00～17:00
※祝日、年末年始を除く
［メール］ sodan@japan-telework.or.jp

事業主、企業の労務担当者の方用
テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するための
チェックリスト（１／2枚目）

７

事業主、企業の労務担当者の方用
テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するための
チェックリスト（２／2枚目）

８

労働者の方用
自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認する
ためのチェックリスト

９

中小企業事業主の皆さまへ

令和３年12月21日改正

人材確保等支援助成金（テレワークコース）のご案内
良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、
労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる
New！
中小企業事業主（※）を支援します！
※ テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している又は試行的に
導入していた事業主も対象となります！
支給要件及び支給額は次のとおりです。詳細は支給要領等をご確認ください。

①機器等導入助成

②目標達成助成

支 給 要 件

支 給 要 件

 新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規
則または労働協約を整備すること。

 評価期間後12か月間の離職率が、計画提出前12
か月間の離職率以下であること。

 テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成
の支給申請日までに、助成対象となる取組を１つ
以上行うこと。

 評価期間後12か月間の離職率が30％以下である
こと。

 評価期間（機器等導入助成）における、テレワーク
に取り組む者として事業主が指定した対象労働者の
テレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと。
 評価期間（機器等導入助成）に１回以上対
象労働者全員がテレワークを実施する 又は

 評価期間（目標達成助成）に、１回以上テレワー
クを実施した労働者数が、評価期間（機器等導入
助成）初日から12か月を経過した日における事業
所の労働者数に、計画認定時点における事業所の
労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わ
せた人数以上であること。

 評価期間（機器等導入助成）に対象労働者
がテレワークを実施した回数の週平均を１回以
上とする

支 給 額

支 給 額

支給対象経費の30％

支給対象経費の20％ 〈35%〉

※以下のいずれか低い方の金額が上限額
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数

※以下いずれか低い方の金額が上限額
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数
※〈〉内は生産性要件を満たした場合に適用

① 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
② 外部専門家によるコンサルティング
New！
③ テレワーク用通信機器等（※）の導入・運用
※ 以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となります！
助成対象となる取組

●リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
●仮想デスクトップサービス
●クラウドPBXサービス
●web会議等に用いるコミュニケーションサービス
●ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス

④ 労務管理担当者に対する研修
⑤ 労働者に対する研修

ご利用の流れ等については裏面をご確認ください。
 使用者が適切に労務管理を行いながら、労働者が安心して働くことのできる形で良質なテレワークを推進し、定着させていくことができるよう、
厚生労働省では「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」を策定しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html
 テレワークの導入に当たっては、セキュリティへの配慮も必要です。テレワークセキュリティガイドライン（総務省）などもご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/index.htm

安全衛生委員会／衛生委員会資料

：令和 年 月

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
１ このチェックリストは、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための基本的な
対策の実施状況について確認いただくことを目的としています。
２ 項目の中には、業種、業態、職種等によっては対応できないものがあるかもしれません。ですので、
すべての項目が「はい」にならないからといって、対策が不十分ということではありませんが、可能
な項目から工夫しましょう。職場の実態を確認し、全員（事業者と労働者）がすぐにできることを確
実に実施いただくことが大切です。
３ 確認した結果は、衛生委員会等に報告し、対策が不十分な点があれば調査審議いただき、改善に繋
げてください。また、その結果について全ての労働者が確認できるようにしてください。
衛生委員会等が設置されていない事業場においては、事業者による自主点検用に用いて下さい。
※ 都道府県労働局、労働基準監督署に報告いただく必要はありません。

項

目

確認

１ 感染予防のための体制
・事業場のトップが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組むことを表明し、労働者
に対して感染予防を推進することの重要性を伝えている。

はい・いいえ

・事業場の感染症予防の責任者及び担当者を任命している。（衛生管理者、衛生推進者など）

はい・いいえ

・会社の取組やルールについて、労働者全員に周知を行っている。

はい・いいえ

・労働者が感染予防の行動を取るように指導することを、管理監督者に教育している。

はい・いいえ

・安全衛生委員会、衛生委員会等の労使が集まる場において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
をテーマとして取り上げ、事業場の実態を踏まえた、実現可能な対策を議論している。

はい・いいえ

・職場以外でも労働者が感染予防の行動を取るよう感染リスクが高まる「５つの場面」や「新しい生活様
式」の実践例について、労働者全員に周知を行っている。

はい・いいえ

・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を周知し、インストールを労働者に勧奨している。

はい・いいえ

２ 感染防止のための基本的な対策
（１）事業場において特に留意すべき事項である「取組の５つのポイント」
・「取組の５つのポイント」の実施状況を確認し、職場での対応を検討の上、実施している。

はい・いいえ

（２）感染防止のための３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い
・人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空けることを求めている。

はい・いいえ

・会話をする際は、可能な限り真正面を避けることを求めている。

はい・いいえ

・外出時、屋内にいるときや会話をするときに、症状がなくてもマスクの着用を求めている。
※熱中症のリスクがある場合には、６についても確認してください。

はい・いいえ

・手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗うことを求めている（手指消毒薬の使用も可）。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）
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項

目

確認

（３）三つの密の回避等の徹底
・三つの密（密集、密接、密閉）を回避する行動について全員に周知し、職場以外も含めて回避の徹底
を求めている。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

（４）日常的な健康状態の確認
・出勤前に体温を確認するよう全員に周知し、徹底を求めている。

はい・いいえ

・出社時の確認や労働者の日々の体調を確認できるアプリの活用等により、全員の日々の体調（発熱
やだるさを含む風邪症状の有無、味覚や嗅覚の異常の有無等）を確認している。

はい・いいえ

・体調不良時には正直に申告しやすい雰囲気を醸成し、体調不良の訴えがあれば勤務させないこと、
正直に申告し休むことで不利益な扱いにしないことを、職場で確認している。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

（５）一般的な健康確保措置
・長時間の時間外労働を避けるなど、疲労が蓄積しないように配慮している。

はい・いいえ

・十分な栄養摂取と睡眠の確保について全員に周知し、意識するよう求めている。

はい・いいえ

・その他（

）

はい・いいえ

（６）「新しい生活様式」の実践例で示された「働き方の新しいスタイル」の取組状況について
・「テレワークやローテーション勤務」を取り入れている。

はい・いいえ

・「時差通勤でゆったりと」を取り入れている。

はい・いいえ

・オフィスの人口密度を減らした「オフィスはひろびろと」を取り入れている。

はい・いいえ

・「会議はオンライン」を取り入れている。

はい・いいえ

・「名刺交換はオンライン」を取り入れている。

はい・いいえ

・「対面での打合せは換気とマスク」を取り入れている。

はい・いいえ

（７）新型コロナウイルス感染症に対する情報の収集
・国、地方自治体や一般社団法人日本渡航医学会や公益社団法人日本産業衛生学会等の公益性の
高い学術学会等のホームページ等を通じて最新の情報を収集している。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

３ 感染防止のための具体的な対策
（１）基本的な対策
・①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集、③近距離での会話や発声の「３つの密」を同時に満たす
行事等を行わないようにしている。

はい・いいえ

・上記「３つの密」が重ならなくても、リスクを低減させるため、出来る限り「ゼロ密」を目指している。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

（２）換気の悪い密閉空間の改善
・季節に応じて、リーフレット「『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」、「熱中症予防に
留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」、「冬場における『換気の悪い密閉空
間』を改善するための換気の方法」を参照し、適切に換気を行っている。

はい・いいえ

・電車等の公共交通機関の利用に際し、窓開けに協力するよう全員に周知している。

はい・いいえ
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項

目

・その他（

確認
）

はい・いいえ

（３）多くの人が密集する場所の改善
・業態に応じて可能な範囲で出勤を抑制するように努めている。

はい・いいえ

・電車やバス等での他人との密着を防ぐため、時差通勤、自転車通勤、自家用車通勤などの活用を
図っている。

はい・いいえ

・テレビ会議やWeb会議の活用等により、人が集まる形での会議等をなるべく避けるようにしている。

はい・いいえ

・対面での会議やミーティング等を行う場合は、マスクの着用を原則とし、人と人の間隔をできるだけ２
ｍ（最低１ｍ）空、可能な限り真正面を避けるようにしている。

はい・いいえ

・接客業等において、人と人が近距離で対面することが避けられない場所は、労働者にマスクを着用さ
せ、人と人の間にアクリル板、不燃性透明ビニールカーテンなどで遮蔽するようにしている。

はい・いいえ

・職場外（バスの移動等）でもマスクの着用や、換気、人との間隔を取る等、三つの密を回避するよう努
めることとしている。

はい・いいえ

・休憩時間の３密回避のため、労使協議の上、昼休みを時間差で設定している。

はい・いいえ

・寄宿舎や社員寮等の労働者が集団で生活する場でも、三つの密（密集、密接、密閉）の回避をはじめ
とする基本的な感染防止対策を実施するよう、労働者に周知啓発を行っている。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

（４）接触感染の防止について
・物品・機器等（例：電話、パソコン、デスク等）や治具・工具などについては、複数人での共用をできる
限り回避している。共用する場合には使用前後での手洗いや手指消毒を徹底している。

はい・いいえ

・自由に着席場所を選んで仕事を行うフリーアドレスを導入する場合には、使用前後での消毒、充分な
座席間隔の確保、利用状況の記録等を実施することとしている。

はい・いいえ

・事業所内で複数の労働者が触れることがある物品、機器、治具・工具等について、こまめにアルコー
ル（容量％で60％以上）、界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム0.05％水溶液、有効塩素濃度80ppm以上
（ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムを水に溶かした製品の場合は100ppm以上）の次亜塩素酸水、又は
遊離塩素濃度25ppm（25mg/L）以上の亜塩素酸水による消毒を実施することとしている。
※人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付着や
吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されていません。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

（５）近距離での会話や発声の抑制
・職場では、同僚を含む他人と会話する際には、大きな声を出さずに距離をなるべく保持するようにして
いる。

はい・いいえ

・外来者、顧客、取引先との対面での接触や近距離での会話をなるべく避けるようにしている。

はい・いいえ

・どうしてもマスクなしで1ｍ以内で会話する必要がある場合は、15分以内に留めるようにしている。

はい・いいえ

・粉じんや化学物質など、呼吸用保護マスクを装着する必要がある作業では、声で合図連絡する場合
にはマスクを外さないように周知している。拡声器使用や伝声板付きのマスク採用が望ましい。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

（６）共用トイレの清掃等について
・不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行うこととしている。

はい・いいえ

・トイレの床や壁は次亜塩素酸ナトリウム0.1％水溶液、又は遊離塩素濃度100ppm（100mg/L）以上の
亜塩素酸水で手袋を用いて消毒する。

はい・いいえ
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項

目

確認

・トイレの蓋を閉めて汚物を流すように表示している。（便器内は通常の清掃でよい）

はい・いいえ

・ペーパータオルを設置するか、個人ごとにタオルを準備する。

はい・いいえ

・その他（

）

はい・いいえ

（７）休憩スペース等の利用について
・一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話を控え、長居しないようにしている。

はい・いいえ

・休憩スペースは常時換気することに努めている。

はい・いいえ

・休憩スペースの共有する物品（テーブル、いす、自販機ボタン等）は、定期的に消毒をしている。

はい・いいえ

・休憩スペースへの入退室の前後に手洗い又は手指の消毒をさせている。

はい・いいえ

・社員食堂での感染防止のため、座席数を減らす、座る位置を制限している、マスクを外したままの談
笑を控えるよう注意喚起している、昼休み等の休憩時間に幅を持たせている、などの工夫をしている。

はい・いいえ

・社員食堂では感染防止のため、トングやポットなどの共用を避けている。

はい・いいえ

・喫煙所では同時に利用する人数に制限を設け、手指消毒後に十分乾いてから喫煙するよう指導し、
会話をせず喫煙後は速やかに立ち退くことを、利用者に周知し、徹底している。

はい・いいえ

・その他の共有の施設について、密閉、密集、密接とならないよう利用方法について検討している。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

（８）ゴミの廃棄について
・鼻水、唾液などが付いたゴミ（飲用後の紙コップ、ビン、缶、ペットボトルなどを含む）は、ビニール袋に
入れて密閉して廃棄することとしている。

はい・いいえ

・ゴミを回収する人は、マスク、手袋、保護メガネを着用することとし、作業後は必ず石けんと流水で手
洗いをすることとしている。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

４ 配慮が必要な労働者への対応等
・風邪症状等が出た場合は、「出勤しない・させない」の徹底と、かかりつけ医等の地域で身近な医療機
関への電話相談を求めている。

はい・いいえ

・高齢者や基礎疾患（糖尿病、心不全、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、高血圧症、がんなど）を有する
者などの重症化リスク因子を持つ労働者及び妊娠している労働者や同居家族（同居者）にそうした者が
いる労働者については、本人の申出及び産業医等の意見を踏まえ、感染予防のための就業上の配慮
（テレワークや時差出勤等）を行っている。

はい・いいえ

・特に妊娠中の女性労働者が、医師又は助産師からの指導内容について「母健連絡カード」等で申し出
た場合、産業医等の意見も勘案の上、作業の制限または出勤の制限（在宅勤務又は休業をいう。）の
措置を行っている。

はい・いいえ

・テレワークを行う場合は、業務とプライベートの切り分けに留意し、上司や同僚とのコミニュケーション
方法を検討し、在宅勤務の特性も理解したうえで、運動不足や睡眠リズムの乱れやメンタルヘルスの問
題が顕在化しやすいことを念頭において就業させている。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

５ 新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者（以下「陽性者等」）が出た場合等の対応
（1）陽性者等に対する不利益取扱い、差別禁止の明確化
・新型コロナウイルスの陽性者等であると判明しても、解雇その他の不利益な取扱いを受けないこと及
び差別的な取扱いを禁止することを全員に周知し、徹底を求めている。
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はい・いいえ

項

目

確認

（２）陽性者等が出た場合の対応
・新型コロナウイルスに陽性であると判明した場合は、速やかに事業場に電話、メール等により連絡す
ることを全員に周知し、徹底を求めている。

はい・いいえ

・新型コロナウイルスに陽性であると判明した第三者との濃厚接触があり、保健所から自宅待機等の措
置を要請された場合は、速やかに事業場に電話、メール等により連絡することを全員に周知し、徹底を
求めている。

はい・いいえ

・新型コロナウイルスに陽性であるとの報告を受け付ける事業場内の部署（担当者）を決め、全員に周
知している。また、こうした情報を取り扱う部署（担当者）の取り扱い範囲とプライバシー保護のルールを
決め、全員に周知している。

はい・いいえ

・新型コロナウイルスに陽性である者と濃厚接触した者が職場内にいた場合にどのような対応をするか
ルール化し、全員に周知している。

はい・いいえ

・職場の消毒等が必要になった場合の対応について事前に検討を行っている。

はい・いいえ

・その他（

）

はい・いいえ

（３）その他の対応
・濃厚接触者への対応等、必要な相談を受け付けてくれる「保健所」、「帰国者・接触者相談センター」等
を確認してある。

はい・いいえ

・事業場内の診療・保健施設で体調不良者を受け入れる場合は、事業場内での感染拡大の原因となる
可能性があることに留意し、医療従事者は標準予防策を遵守し、適切な感染予防体制（受診者のマス
ク着用、待合や動線を分ける、受診者が一定の距離を保てるよう配慮するなど）を実行している。

はい・いいえ

・クラスター発生時等に濃厚接触者等の特定のために保健所から従業員の情報を求められた場合に備
え、日々雇用の者を含む全ての従業員について、電話番号等を含めた連絡先を名簿等の形で把握して
いる。

はい・いいえ

・その他（

はい・いいえ

）

６ 熱中症の予防（※暑熱作業があるなど熱中症のリスクがある場合に確認してください。）

※

・身体からの発熱を極力抑えるため、作業の身体負荷を減らすとともに、休憩を多くとることの重要性を
周知している。

はい・いいえ

・のどの渇きを感じなくても、労働者に水分・塩分を摂取するよう周知し、徹底を求めている。
※マスクで口が覆われることにより、のどの渇きを感じにくくなることがあります。

はい・いいえ

・屋外で人と十分な距離（少なくとも２ｍ以上）が確保できる場合で、大声を出す必要がないときには、マ
スクをはずすよう周知している。

はい・いいえ

ご不明な点がございましたら、お近くの労働局又は労働基準監督署の安全衛生主務課にお問い合わせください。

R3.7.2版
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■埼玉労働局

〒330-6016

さいたま市中央区新都心 11-2 ランド・アクシス・タワー

部署名
総務部

電話番号

所掌事務

総務課（16階）

048-600-6200

総務、人事、会計、情報公開、個人情報の保護

労働保険徴収課（15階）

048-600-6203

労働保険の適用、労働保険料の徴収・収納

048-600-6210

総合的な施策の企画・立案、広報

雇用環境・均等室（16階）

働き方改革の推進、女性の活躍促進
男女雇用機会均等の確保、育児・介護休業制度の定着
仕事と家庭の両立支援
非正規労働者の正社員転換・待遇改善の取組
総合労働相談コーナー
労働基準部 監督課（15階）

048-600-6262

総合労働相談・個別労働関係紛争の解決援助

048-600-6204

事業場に対する監督指導、司法事件の捜査

外国人労働者相談コーナー
英語

048-816-3596

中国語

048-816-3597

ベトナム語 048-816-3598
賃金室（15階）

048-600-6205

最低賃金、最低工賃の決定、賃金統計調査

健康安全課（15階）

048-600-6206

労働災害防止、職業性疾病の予防、健康の保持増進

労災補償課（15階）

048-600-6207

労災保険の給付、社会復帰促進事業の運用

職業安定部 職業安定課（15階）

048-600-6208

一般・学卒者の雇用対策、雇用保険の適用・給付

職業対策課（15階）

048-600-6209

高齢者・障害者の雇用対策
職業指導及び各種助成金制度の運用

需給調整事業課（14階）

048-600-6211

労働者派遣、有料・無料職業紹介事業等の許可・指導

訓練室（14階）

048-600-6288

公的職業訓練に関する業務、生活困窮者等の雇用対策

埼玉労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/

埼玉労働局ツイッター
https://twitter.com/MHLW̲saitama

■労働基準監督署（労働基準関係法令に関する相談・指導、労災保険給付）
署 名

所
〒330-6014

さいたま

口

048−600-4801

労災保険

048−600-4802

安全衛生

048−600-4820

総合労働相談コーナー

048−614-9977

048−252-3773

労災保険

048−252-3804

048−498-6640

総合労働相談コーナー

048−498-6648

川口市川口 2-10-2

労働条件
安全衛生

谷

熊谷市別府 5-95

労働条件

048-533-3611

労災保険

048-511-7002

安全衛生

048-511-7001

総合労働相談コーナー

048-511-7010

〒350-1118

川

越

川越市豊田本 1-19-８
049−242-0891

労災保険

049−242-0893

安全衛生

049−242-0892

総合労働相談コーナー

049−210-9334

048−735-5226

労災保険

048−735-5228

048−735-5227

総合労働相談コーナー

048−614-9968

春日部市南 3-10-13

労働条件
安全衛生
〒359-0042

所

沢

川越合同庁舎 2 階

労働条件
〒344-8506

春 日 部

電 話 番 号

労働条件

〒360-0856

熊

地

さいたま市中央区新都心 11-2 ランド・アクシス・タワー１４階

〒332-0015

川

在

所沢市並木 6-1-3 所沢合同庁舎 3 階

労働条件

04-2995-2555

労災保険

04-2995-2586

安全衛生

04-2995-2582

総合労働相談コーナー

04-2003-6967

行

田

〒361-8504

行田市桜町 2-6-14

048-556-4195

秩

父

〒368-0024

秩父市上宮地町 23-24

0494-22-3725

■ハローワーク（従業員の募集・採用に関する相談、求人の受理、職業紹介）
所 名

所
〒332-0031

川
熊

口

〒332-0015

川口市青木 3-2-7

在

地

※ 求人部門については、ハローワークプラザ川口

※求人部門については、ハローワーク川口駅前庁舎

川口市川口３-２-２リプレ川口一番街２号棟１階

電 話 番 号
048-251-2901
048-229-8609

谷

〒360-0014

熊谷市箱田 5-6-2

048-522-5656

本庄出張所

〒367-0053

本庄市中央 2-5-1

0495-22-2448

〒330-0852

さいたま市大宮区大成町 1-525

048-667-8609

大
川

宮

〒330-0854

※新規学卒求人については、埼玉新卒応援ハローワーク

さいたま市大宮区桜木町１-9-4 エクセレント大宮ビル６階

048-650-2234

越

〒350-1118

川越市豊田本 1-19-８

東松山出張所

〒355-0073

東松山市上野本 1088-4

0493-22-0240

浦

和

〒330-0061

さいたま市浦和区常盤 5-8-40

048-832-2461

所

沢

〒359-0042

所沢市並木 6-1-3

所沢合同庁舎 1・2 階

04-2992-8609

飯能出張所

〒357-0021

飯能市双柳 94-15

飯能合同庁舎

042-974-2345

秩

父

〒369-1871

秩父市下影森 1002-1

0494-22-3215

春 日 部

〒344-0036

春日部市下大増新田 61-3

048-736-7611

行

田

〒361-0023

行田市長野 943

048-556-3151

草

加

〒340-8509

草加市弁天 4-10-7

048-931-6111

朝

霞

〒351-0011

朝霞市本町１-１-37

048-463-2233

越

谷

〒343-0023

越谷市東越谷1-5-6

048-969-8609

川越合同庁舎 1 階

049-242-0197

