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働き方改革関連法に関する説明会

高崎労働基準監督署

1令和３年４月



１ 働き方改革とは？

２ 長時間労働が労働者に及ぼす影響

３ 働き方改革関連法の全体像

４ 時間外労働の上限規制

５ 年休の取得義務化

６ 中小企業の月６０時間超の残業の割増賃金率引上げ

７ 労働時間の把握

８ 労働時間に関する情報の通知

９ 産業医・産業保健機能の強化
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関連改正法

公布
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働き方改革
関連改正法

公布
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１ 働き方改革とは？

労働基準法など計８本の法律の改正案を一

つにまとめたもの

① 長時間労働の是正

→ 労働基準法 の改正

② 労働時間の把握

→ 労働安全衛生法 の改正

③ 同一労働同一賃金

→ 労働契約法 の改正

・・・など



● 睡眠不足

● 休憩・休息の制限

● 鼓舞してストレス発生

脳・心臓疾患の発症

長時間労働をすると・・・・
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２ 長時間労働が労働者に及ぼす影響



■ 1日７～８時間以下の睡眠

疲労が蓄積し、脳・心臓疾患発症へ

■ 1日6時間以下の睡眠

メンタルヘルス不調にも
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２ 長時間労働が労働者に及ぼす影響



脳・心臓疾患
労災認定基準

「長期間の過重な業務」を労災認定の判断要素と

する。

■ 評価期間 発症前おおむね6か月

■ 発症前1か月間ないし6か月間にわたって1か月あたり
おおむね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど

→ 業務と発症との関連性が徐々に強まる

■ 発症前1か月間におおむね100時間
発症前2か月間ないし6か月間にわたって1 か月あたり

おおむね80時間

→ 業務と発症との関連性が強い
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２ 長時間労働が労働者に及ぼす影響



時間外労働の上限規制を導入
【施行】 大企業は2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日

年次有給休暇の確実な取得
【施行】 2019年4月1日

「フレックスタイム制」の拡充
【施行】 2019年4月1日

３ 働き方改革関連法の全体像

①

③

②

中小企業の月60時間超の時間外労働

割増賃金率引上げ

【施行】 2023年（令和5年）4月1日

④

労働基準法の改正 （長時間労働の是正のために）



３ 働き方改革関連法の全体像

労働時間の状況の把握
【施行】 2019年4月1日

労働安全衛生法の改正

①

②

産業医・産業保健機能の強化
【施行】 2019年4月1日

労働者への労働時間に関する情報の通知
【施行】 2019年4月1日

③



３ 働き方改革関連法の全体像

同一労働同一賃金の実現

労働契約法の改正



（改正前） （改正後）

残業時間の上限なし
労基法で定めた上限

を超えた残業は
できない

４ 時間外労働の上限規制

改正でどうなった？
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■ 残業は禁止 （労基法第32条）

1日8時間、週40時間まで

■ 36協定で残業可 （労基法第36条）

労働者の過半数代表者等と労使協定

を締結・届け出れば、その協定の範囲
内で・・・

■ 残業は禁止 （労基法第32条）

1日8時間、週40時間まで

■ 36協定で残業可 （労基法第36条）

労働者の過半数代表者等と労使協定

を締結・届け出れば、その協定の範囲
内で・・・

そもそも労働基準法では・・・・

４ 時間外労働の上限規制
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■ 使用者の指揮命令下にある時間■ 使用者の指揮命令下にある時間

ちなみに、労働時間とは・・・・

４ 時間外労働の上限規制

具体的には・・・

必要な準備行為
（着用を義務付けた作業服への着替え、清掃）

手待ち時間
（労働からの解放が保障されていない状態での待機）

研修、学習
（事実上参加が強制されていると判断されるもの）

■

■

■
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【改正後】 36協定で決める残業時間に上限を設けた

■ 原則 月４５時間 年３６０時間

■ 例外 臨時的な特別の事情があって労使が合意すれば、以下の範囲まで可

① 時間外労働 年７２０時間以内

② 時間外労働・休日労働の合計 月 1 0 0時間未満

③ 時間外労働・休日労働の「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」 全て1か月当たり80時間以内

④ 月４５時間を超えることができる月 年間６か月まで（特別条項）

【改正後】 36協定で決める残業時間に上限を設けた

■ 原則 月４５時間 年３６０時間

■ 例外 臨時的な特別の事情があって労使が合意すれば、以下の範囲まで可

① 時間外労働 年７２０時間以内

② 時間外労働・休日労働の合計 月 1 0 0時間未満

③ 時間外労働・休日労働の「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」 全て1か月当たり80時間以内

④ 月４５時間を超えることができる月 年間６か月まで（特別条項）

４ 時間外労働の上限規制

【改正前】 36協定の上限時間に制限なし

（残業時間の上限なし）

【改正前】 36協定の上限時間に制限なし

（残業時間の上限なし）



【2章】労働時間法制の見直しについて

■ 中小企業とは？
※ 資本金や出資金の概念がない場合は、労働者数のみで判断します。

４ 時間外労働の上限規制

※ 労働者数は、法人単位で考えます。

上の表の資本金、労働者数
どちらかに該当すれば中小企業！



【2章】労働時間法制の見直しについて
４ 時間外労働の上限規制

適用猶予・除外の事業、業務 があります
事業・業務 猶予期間中の取扱い

（2024年３⽉31日まで）
猶予後の取扱い

（2024年４⽉１日以降）

建設事業

上限規制は適用されません。

災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用さ
れます。

災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休⽇労
働の合計について、
月100時間未満
２〜６か月平均80時間以内
とする規制は適用されません。

⾃動⾞運転の
業務

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の
上限が年960時間となります。

時間外労働と休⽇労働の合計について、
月100時間未満
２〜６か月平均80時間以内
とする規制は適用されません。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年６か月
までとする規制は適用されません。

医師 具体的な上限時間は今後、省令で定めることとされています。

⿅児島県及び
沖縄県におけ
る砂糖製造業

時間外労働と休⽇労働の合計について、
月100時間未満
２〜６か月平均80時間以内
とする規制は適用されません。

上限規制がすべて適用されます。

■新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。



（まとめ）建設業における改正後の労働基準法第３６条の適用について

●建設事業については、施⾏後５年間（2024年3月31⽇まで）は上限規制を適用しない。

●施⾏５年経過後（2024年4月1⽇以降）は、⼀般則を適用する。

●災害時の復旧・復興事業に限り、次の規定は適用しない。
・時間外労働＋休⽇労働の合計 単月100時間未満
・ 〃 複数月平均80時間以内

○一般の建設事業（一般則を適用）
法律による上限
(特別条項/年６か⽉まで)
年720時間
複数月平均80時間＊
月100時間未満＊

＊休⽇労働を含む法律による上限
（原則）

月45時間
年360時間

１年間＝12か月

法定労働時間
１⽇８時間
週40時間

■建設事業に関する2024年4月1⽇以降の時間外労働の上限規制のイメージ
○災害の復旧・復興に係る建設事業

１年間＝12か月

法律による上限
（原則）

月45時間
年360時間

法律による上限
(特別条項/年６か⽉まで)
年720時間

法定労働時間
１⽇８時間
週40時間



現⾏の許可基準について

○労働基準法第33条第１項
災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、⾏

政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を
延⻑し、⼜は第35条の休⽇に労働させることができる。ただし、事態急迫のために⾏政官庁の許可を
受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

○許可基準
第１項は災害、緊急、不可抗⼒その他客観的に避けることの出来ない場合の規定であるから厳格に

運用すべきものであって、その許可⼜は事後の承認は、概ね次の基準によって取扱う事。
（１） 単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
（２） 急病、ボイラーの破裂その他⼈命⼜は公益を保護するための必要は認めること。
（３） 事業の運営を不可能ならしめる様な突発的な機械の故障の修理は認めるが、通常予⾒される
部分的な修理、定期的な⼿⼊れは認めないこと。
（４） 電圧低下により保安の必要がある場合は認めること。

労基法第３３条第と労基法第３６条は、それぞれ独⽴した労基法第３２条の免罰規定であり、労働基準監
督署に許可申請または届出を⾏った場合は、36協定で定める限度と別に時間外・休⽇労働を⾏わせること
ができます。
今回の法改正についても、当該取扱に変更はありません。

労働基準法第33条第1項の適用について



３６協定届の記載例
（様式第９号（第16条第１項関係））

事業場（工場、支店、営業
所等）ごとに協定してくだ
さい。

労働保険番号・法
⼈番号を記載して
ください。

この協定が有効と
なる期間を定めて
ください。１年間
とすることが望ま
しいです。

業務の範囲を細分化し
、明確に定めてくださ
い。

事由は具体的に
定めてください
。

対象期間が３か
月を超える１年
単位の変形労働
時間制が適用さ
れる労働者につ
いては、②の欄
に記載してくだ
さい。

１年間の上限時
間を計算する際
の起算⽇を記載
してください。
その１年間にお
いては協定の有
効期間にかかわ
らず、起算⽇は
同⼀の⽇である
必要があります
。

１⽇の法定労働時間を
超える時間数を定めて
ください。

１か月の法定労働時間を超える時間
数を定めてください。①は45時間
以内、②は42時間以内です。

１年の法定労働時間を超える時間数
を定めてください。①は360時間以
内、②は320時間以内です。

時間外労働と法
定休⽇労働を合
計した時間数は
、月100時間未満
、２〜６か月平
均80時間以内で
なければいけま
せん。これを労
使で確認の上、
必ずチェックを
⼊れてください
。チェックボッ
クスにチェック
がない場合には
、有効な協定届
とはなりません
。

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場
○○○ ○○○○

○○市○○町１－２－３
○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○年４月１日から１年間

○○○○年４月１日

受注の集中

月末の決算事務

設計

臨時の受注、納期変更

検査

経理

製品不具合への対応

機械組立

棚卸 購買

１０人

２０人

１０人

５人

５人

３時間

２時間

２時間

３時間

３時間

３０時間

１５時間

１５時間

２０時間

２０時間

２５０時間

１５０時間

１５０時間

２００時間

２００時間

○○○○ ３ １２

○○○○ ３ １５

投票による選挙

労働時間の延⻑及び休⽇の労働は必要最⼩限にとどめられるべきであり、
労使当事者はこのことに⼗分留意した上で協定するようにしてください。
なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労
働契約法第５条に基づく安全配慮義務を負います。

検査課主任

山田花子

工場長

田中太郎

管理監督者は労働者代表
にはなれません。

受注の集中 設計

臨時の受注、納期変更 機械組立

１０人

２０人

１か月に１日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

８：３０～１７：３０

○ ○

土日祝日

土日祝日

協定書を兼ねる場合には、労働者代
表の署名⼜は記名・押印などが必要
です。

３７０時間

２７０時間

２７０時間

３２０時間

３２０時間

４０時間

２５時間

２５時間

３０時間

３０時間

３．５時間

２．５時間

２．５時間

３．５時間

３．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

表面

３６協定で締結した内容を協定届（本様式）に転記して届け出てください。 ◆３６協定の届出は電⼦申請でも⾏うことができます。
３６協定届（本様式）を用いて３６協定を締結することもできます。 ◆（任意）の欄は、記載しなくても構いません。
その場合には、記名押印⼜は署名など労使双方の合意があることが明らかとなるような方法により締結することが必要です。必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

協定書を兼ねる場合には、使用者の
署名⼜は記名・押印などが必要です
。

労働者の過半数
で組織する労働
組合が無い場合
には、３６協定
の締結をする者
を選ぶことを明
確にした上で、
投票・挙⼿等の
方法で労働者の
過半数代表者を
選出し、選出方
法を記載してく
ださい。
使用者による指
名や、使用者の
意向に基づく選
出は認められま
せん。
チェックボック
スにチェックが
ない場合には、
形式上の要件に
適合している協
定届とはなりま
せん。



３６協定届の記載例（特別条項）
（様式第９号の２（第16条第１項関係））

臨時的に限度時間を超えて労働させる場合には様式第９号の２の
協定届の届出が必要です。

様式第９号の２は、
・限度時間内の時間外労働についての届出書（１枚目）と、
・限度時間を超える時間外労働についての届出書（２枚目）
の２枚の記載が必要です。

３６協定で締結した内容を協定届（本様式）に転記して届け出て
ください。
– ３６協定届（本様式）を用いて３６協定を締結することもできます。
その場合には、記名押印⼜は署名など労使双方の合意があることが
明らかとなるような方法により締結することが必要です。

– 必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

３６協定の届出は電⼦申請でも⾏うことができます。
（任意）の欄は、記載しなくても構いません。

事業場（工場、支店、営業
所等）ごとに協定してくだ
さい。

労働保険番号・法
⼈番号を記載して
ください。

この協定が有効と
なる期間を定めて
ください。１年間
とすることが望ま
しいです。

業務の範囲を細分化し
、明確に定めてくださ
い。

事由は具体的に
定めてください
。

対象期間が３か
月を超える１年
単位の変形労働
時間制が適用さ
れる労働者につ
いては、②の欄
に記載してくだ
さい。

１年間の上限時
間を計算する際
の起算⽇を記載
してください。
その１年間にお
いては協定の有
効期間にかかわ
らず、起算⽇は
同⼀の⽇である
必要があります
。

１⽇の法定労働時間を
超える時間数を定めて
ください。

１か月の法定労働時間を超える時間
数を定めてください。①は45時間
以内、②は42時間以内です。

１年の法定労働時
間を超える時間数
を定めてください
。①は360時間以
内、②は320時間
以内です。

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場
○○○ ○○○○

○○市○○町１－２－３
○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○年４月１日から１年間

○○○○年４月１日

受注の集中

月末の決算事務

設計

臨時の受注、納期変更

検査

経理

製品不具合への対応

機械組立

棚卸 購買

１０人

２０人

１０人

５人

５人

３時間

２時間

２時間

３時間

３時間

３０時間

１５時間

１５時間

２０時間

２０時間

２５０時間

１５０時間

１５０時間

２００時間

２００時間

受注の集中 設計

臨時の受注、納期変更 機械組立

１０人

２０人

１か月に１日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

８：３０～１７：３０

土日祝日

土日祝日

３７０時間

２７０時間

２７０時間

３２０時間

３２０時間

４０時間

２５時間

２５時間

３０時間

３０時間

３．５時間

２．５時間

２．５時間

３．５時間

３．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

１枚目
（表面）

労働時間の延⻑及び休⽇の労働は必要最⼩限にとどめられるべきであり、
労使当事者はこのことに⼗分留意した上で協定するようにしてください。
なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労
働契約法第５条に基づく安全配慮義務を負います。

時間外労働と法定
休⽇労働を合計し
た時間数は、月
100時間未満、２
〜６か月平均80
時間以内でなけれ
ばいけません。こ
れを労使で確認の
上、必ずチェック
を⼊れてください
。チェックボック
スにチェックがな
い場合には、有効
な協定届とはなり
ません。



業務の範囲を細
分化し、明確に
定めてください
。

事由は⼀時的⼜は突発的に時間外労働を⾏
わせる必要のあるものに限り、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とき」「業務上やむ
を得ないとき」など恒常的な⻑時間労働を
招くおそれがあるものは認められません。

１年間の上限時
間を計算する際
の起算⽇を記載
してください。
その１年間にお
いては協定の有
効期間にかかわ
らず、起算⽇は
同⼀の⽇である
必要があります
。

月の時間外労働
の限度時間（月
45時間⼜は42
時間）を超えて
労働させる回数
を定めてくださ
い。年６回以内
に限ります。

限度時間（月45時間⼜は42時
間）を超えて労働させる場合の
、１か月の時間外労働と休日労
働の合計の時間数を定めてくだ
さい。⽉100時間未満に限りま
す。
なお、この時間数を満たしてい
ても、２〜６か⽉平均で⽉80
時間を超えてはいけません。

限度時間（年360
時間⼜は320時間
）を超えて労働さ
せる１年の時間外
労働（休日労働は
含みません）の時
間数を定めてくだ
さい。年720時間
以内に限ります。

時間外労働と法定
休⽇労働を合計し
た時間数は、月
100時間未満、２
〜６か月平均80
時間以内でなけれ
ばいけません。こ
れを労使で確認の
上、必ずチェック
を⼊れてください
。チェックボック
スにチェックがな
い場合には、有効
な協定届とはなり
ません。

○○○○年４月１日

突発的な仕様変更 設計

検査

機械組立

１０人

１０人

２０人

６０時間

６０時間

５５時間

５５０時間

５００時間

４５０時間

○○○○ ３ １２

○○○○ ３ １５

投票による選挙

検査課主任

山田花子

工場長

田中太郎

機械トラブルへの対応

製品トラブル・大規模なクレームへの対応

４回

３回

３回

３５％

３５％

３５％

限度時間を超え
て時間外労働を
させる場合の割
増賃⾦率を定め
てください。
この場合、法定
の割増率（
25%）を超え
る割増率となる
よう努めてくだ
さい。

限度時間を超
えた労働者に
対し、裏⾯の
記載心得１（
９）①〜⑩の
健康確保措置
のいずれかの
措置を講ずる
ことを定めて
ください。該
当する番号を
記⼊し、右欄
に具体的内容
を記載してく
ださい。

①、③、⑩
対象労働者への医師による面接指導の実施 、対象労働者に１１時間の勤務間インターバルを設定、
職場での時短対策会議の開催

労働者代表者に対する事前申し入れ

限度時間を超え
て労働させる場
合にとる⼿続に
ついて定めてく
ださい。

○ ○

３５％

３５％

３５％

限度時間を超えて時
間外労働をさせる場
合の割増賃⾦率を定
めてください。
この場合、法定の割
増率（25%）を超
える割増率となるよ
う努めてください。

６時間

６時間

６時間

６．５時間

６．５時間

６．５時間

７０時間

７０時間

６５時間

６７０時間

６２０時間

５７０時間

労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合には、３６
協定の締結をする者を選ぶことを明確にした上で、投票・
挙⼿等の方法で労働者の過半数代表者を選出し、選出方法
を記載してください。
使用者による指名や、使用者の意向に基づく選出は認めら
れません。
チェックボックスにチェックがない場合には、形式上の要
件に適合している協定届とはなりません。

管理監督者は労働者代表
にはなれません。
協定書を兼ねる場合には、労働者代
表の署名⼜は記名・押印などが必要
です。

２枚目
（表面）

臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間⼜は42
時間・年360時間⼜は320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でも、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。

協定書を兼ねる
場合には、使用
者の署名⼜は記
名・押印などが
必要です。
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時間外・休日労働協定の適正な締結及び届出について 

 

 時間外・休日労働協定の締結に当たっては、労働基準法第 36 条第２項各号及び労

働基準法施行規則第 17 条第１項で定められた事項を協定するほか、①労働者の過半

数を代表する者(労働者の過半数を組織する労働組合がない場合に限る。)は、労働基

準法施行規則第６条の２第１項の要件を満たす者とすること、②「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」(以下「指針」という。)に適合したものとなるようにすること、な

どが必要とされています。 

 ついては、貴事業場の時間外・休日労働協定においては、下記事項のうち□内にレ

印を付した事項について適正に締結されていないので、労使当事者間で再度検討の

上、時間外・休日労働協定を再度締結し届け出るようにしてください。 

 

記 

 

第１ 主な協定・届出事項及びその内容 

 １  主な協定・届出事項 

  ⑴ 共通事項 

   □時間外労働・休日労働をさせる必要のある労働者の範囲 

    □業務の種類   □労働者数                         

□時間外労働・休日労働をさせることができる場合 

□延長して労働することができる時間 

□１日   □１箇月（※）   □１年 

※ 労働基準法第139条から第141条までに規定する事業・業務については、

１日を超え３箇月以内の期間 

□労働することができる休日の日数 

□有効期間 

□１年について労働時間を延長して労働することができる時間の起算日 

□時間外労働・休日労働の上限時間（１箇月 100 時間、１箇月当たり平均 80

時間）を満たすこと 

□協定の当事者(労働者側)の職名及び氏名 

□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 

注) 有効期間については、１年間とすることが望ましいこと。 

  ⑵ 特別条項付き協定 

□限度時間を超えて労働させることができる場合 

□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 

□限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率 

□限度時間を超えて労働させることができる場合における手続 

改正労働基準法関係 

 ２ １箇月及び１年についての限度時間 

  ⑴ 一般労働者（下記⑵の労働者を除く。） 

   □１箇月 45 時間  □１年間 360 時間 

  ⑵ 対象期間が３箇月を超える１年単位の変形労働時間制対象労働者 

   □１箇月 42 時間  □１年間 320 時間 

  ⑶ 特別条項付き協定 

   □１箇月 100 時間（※休日労働の時間数を含む。） 

   □１年（※休日労働の時間数を含まない。） 

（□１年 720 時間 □１箇月の限度時間を超えることができる回数６回） 

 ３  労働者の過半数を代表する者の職務上の地位及び選出方法 

   □監督又は管理の地位にある者でないこと 

   □投票、挙手等の方法により選出された者であって、使用者の意向に基づき選

出されたものでないこと 

 

第２ 指針による留意事項 

□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、その内容が、「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ではないこと 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   年   月   日

                      殿 

                   労働基準監督署(担当:                ) 

 

※具体的な改善方法や不明な点等につきましては、当署あてにお問い合わせください。

 

＊その他
□ 過半数組合又は過半数代表者であること及び選出された者が管理
監督者ではなく、選挙、挙手等の使用者の意向によって、選出され
た者でないことの適格性チェックボッスにチェックが付されているこ
と。



（改正前） （改正後）

本人の請求なし

＝ 年休取得日数 ０日

＝ 労基法違反なし

本人の請求なし

＝ 年休取得日数5日未満

＝ 労基法違反

改正でどうなった？

５ 年休の取得義務化



【2章】労働時間法制の見直しについて

■ 年次有給休暇（労働基準法第39条）

・ ６か月継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した
労働者には、年10日の有給休暇を付与

・ パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労
働者については、所定労働日数に応じた日数の有
給休暇を付与 （比例付与）

そもそも労働基準法では・・・・

５ 年休の取得義務化



５ 年休の取得義務化

①原則となる付与日数

継続勤務年数 ６か⽉ １年
６か⽉

２年
６か⽉

３年
６か⽉

４年
６か⽉

５年
６か⽉

６年
６か⽉以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

②パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数
● ⽐例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働⽇数が４日以下

または年間の所定労働⽇数が216日以下の労働者

週所定労働日数 １年間の所定労
働日数

継続勤務年数

６か⽉ １年
６か⽉

２年
６か⽉

３年
６か⽉

４年
６か⽉

５年
６か⽉

６年
６か⽉以上

４⽇ １６９⽇〜
２１６⽇

付
与
日
数

７⽇ ８⽇ ９⽇ １０日 １２日 １３日 １５日

３⽇ １２１⽇〜
１６８⽇ ５⽇ ６⽇ ６⽇ ８⽇ ９⽇ １０日 １１日

２⽇ ７３⽇〜
１２０⽇ ３⽇ ４⽇ ４⽇ ５⽇ ６⽇ ６⽇ ７⽇

１⽇ ４８⽇〜
７２⽇ １⽇ ２⽇ ２⽇ ２⽇ ３⽇ ３⽇ ３⽇



年次有給休暇の取得について（基本的事項）

■年次有給休暇付与のルール
① 年休を与えるタイミング

＝労働者が請求する時季に与えること
時季変更権（※）による場合を除き労働者の指定した具体的
月日に与える必要があります。
※時季変更権：事業の正常な運営を妨げる場合に他の時期に変更することができる権限。

② 年休の繰越し
＝請求時効は２年になります。
＝前年に取得できなかった年休は１年繰り越せます。

③ 不利益取り扱いの禁止
＝年休を使用した労働者に対して、欠勤扱いとみなし、
精皆勤手当てや賞与の減額をしてはいけません。
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５ 年休の取得義務化
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【改正前】 請求なければ与える義務なし

５ 年休の取得義務化

【改正後】 請求がなくても時期を指定して年5日を与える
・ 対象 全ての企業

・ 施行 2019年4月1日から （猶予・経過措置なし）

・ 誰に 年10日（※１）以上の年休が付与される労働者（※２）に

・ 何を 年（※３）に５日の年休を 必ず取得させる。
※ １ 繰り越し分も含めての10日ではありません。

※ ２ 管理監督者も対象です。

※ ３ 年10日以上の年休を付与した日から1年の間で



５ 年休の取得義務化

本人の請求あり
年5日取れていれば〇

○月✕日に休みます！

労働者の申出による取得（原則）



使用者からの相談事例

５ 年休の取得義務化

「労働者が有給休暇の取得を請求
しない場合どうすればよいか」

１ 年次有給休暇の計画的付与

２ 年次有給休暇の時季指定（新設）

各労働者が持っている有給休暇の５日を超える部分について、
対象者や付与日などを定めた労使協定を締結した際に、当該協
定で定めた日に有給休暇を与えることができる制度

労働者に取得時期の意見を聴取し、できる限り労働者の希望に
沿った取得時期になるよう、聴取した意見を尊重し、使用者が取
得時季を指定

方法は２つ
あります！



休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項（労基法第

89条）です。使用者による年休の時季指定をする場合は、時季指

定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、

就業規則に記載しなければなりません。

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項（労基法第

89条）です。使用者による年休の時季指定をする場合は、時季指

定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、

就業規則に記載しなければなりません。

【規定例】第○条
１ 項～ ４項（略）

5  第１項又は第２項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者
に対しては、第３項の規定にかかわらず、付与日から１年以内に、
当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち５日について、会社が
労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季
を指定して取得させる。ただし、労働者が第３項又は第４項の規定
による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数
分を５日から控除するものとする。

就業規則の改定も必要です

５ 年休の取得義務化



年次有給休暇管理簿の作成

５ 年休の取得義務化

時季、日数、及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類（年次有給

休暇管理簿）を作成し、当該年休を与えた時期中及び当該期間の満

了後３年間保存しなければなりません。

（年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができ

ます。また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理す

ることも差し支えありません。）

時季、日数、及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類（年次有給

休暇管理簿）を作成し、当該年休を与えた時期中及び当該期間の満

了後３年間保存しなければなりません。

（年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができ

ます。また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理す

ることも差し支えありません。）

(例）労働者名簿または賃⾦台帳に以下のような必要事項を盛り込んだ表を追加する。



よくある質問と回答①

５ 年休の取得義務化

Ａ 労働者の個人的事由で活用で

きる年休日数を減らしてしまうた

めできません。

Ａ 労働者の個人的事由で活用で

きる年休日数を減らしてしまうた

めできません。

Ｑ 働き方改革だからと、時季指定の５日を
超えて、７日などとすることは可能ですか
？



よくある質問と回答②

５ 年休の取得義務化

Ａ 半日年休は、０．５日とし、２回で１日付

与したこととできますが、時間年休につ

いては５日間にカウントすることができま

せん。

Ａ 半日年休は、０．５日とし、２回で１日付

与したこととできますが、時間年休につ

いては５日間にカウントすることができま

せん。

Ｑ 時季指定の５日の付与で、半日や時間年
休の取り扱いはどうなるの？



６ 中小企業の月６０時間超の残業の
割増賃金率引上げ

改正でどうなった？
２０２３年４月１日施行



（改正前） （改正後）

・ 始業・終業時刻の記録に
ついて義務付けなし

・ 賃金台帳に労働時間数な
どを記入
（労基法第108条）

７ 労働時間の把握

改正でどうなった？

・ タイムカード等により労働時
間の状況を把握

（労働安全衛生法第66条の８の３）

・ 賃金台帳に労働時間数と
を記入（労基法第108条）
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Ｑ 何のため？

Ａ 医師による面接指導を行うため

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。

７ 労働時間の把握



36

医師による面接指導とは？

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

７ 労働時間の把握
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■ どのように労働時間を把握するの？

・ タイムカードで記録する。

・ パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用
時間（ログインからログアウトまでの時間）の記録す
る。

・ 労働時間の状況を管理する権限を委譲された者
の現認して記録する。

・ タイムカードで記録する。

・ パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用
時間（ログインからログアウトまでの時間）の記録す
る。

・ 労働時間の状況を管理する権限を委譲された者
の現認して記録する。

７ 労働時間の把握
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■ 誰の労働時間を把握するの？

・ 一般労働者
・ 研究開発業務従事者
・ みなし労働時間制適用者
・ 管理監督者
・ パート労働者
・ 有期契約労働者

・・・など高度プロフェッショナル制度対象者を除く

全 員

７ 労働時間の把握



（改正前） （改正後）

・ 労働者本人に対して労働
時間の通知の義務付けなし

８ 労働時間に関する情報の通知

改正でどうなった？

・ １月当たり８０時間を超えた
労働者本人に対して、速やか
に当該超えた時間に関する情
報を通知
（労働安全衛生規則第５２条の２第３項）
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Ｑ 何のため？

Ａ 労働者の面接指導の申出を促すため

労働時間に関する情報のほか、面接指導の実施方法・時
期等の案内を併せて行うことが望ましい。

８ 労働時間に関する情報の通知
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■ どのように労働者に通知するの？

・ 書面や電子メール等により通知する。

※ 給与明細に時間外・休日労働時間数が記載されている
場合には、これをもって労働時間に関する情報の通知として
も差し支えありません

・ 書面や電子メール等により通知する。

※ 給与明細に時間外・休日労働時間数が記載されている
場合には、これをもって労働時間に関する情報の通知として
も差し支えありません

８ 労働時間に関する情報の通知
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■ 対象労働者は？

・ 一般労働者
・ 研究開発業務従事者
・ みなし労働時間制適用者
・ 管理監督者
・ パート労働者
・ 有期契約労働者

・・・など高度プロフェッショナル制度対象者を除く

全 員

８ 労働時間に関する情報の通知



９ 産業医・産業保健機能の強化

（１）産業医の活動環境の整備

産業医は、労働者の健
康を確保するために必
要があると認めるとき
は、事業者に対して勧
告することができる。

事業者は、⻑時間労働者の状況や労働者
の業務の状況など産業医が労働者の健康
管理等を適切に⾏うために必要な情報を
提供しなければならない。

（改正前） （改正後）

〜事業者から産業医への情報提供を充実・強化〜



産業医への情報提供を事業者に義務付け

９ 産業医・産業保健機能の強化

産業医を選任した事業者は、産業医に対して以下のアか

らウまでの情報を提供しなければなりません。



９ 産業医・産業保健機能の強化

（１）産業医の活動環境の整備

事業者は、産業医から
勧告を受けた場合は、
その勧告を尊重する義
務があります。

（改正前） （改正後）

事業者は、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。

〜産業医の活動と衛⽣委員会との関係を強化〜



９ 産業医・産業保健機能の強化

（２）労働者に対する健康相談の体制整備、労働
者の健康情報の適正な取扱いルールの推進

事業者は、労働者の健
康相談等を継続的かつ
計画的に⾏う必要があ
ります（努⼒義務）

（改正前）

（改正後）

事業者による労働者の健康情報の適正な
取扱いを推進

産業医等による労働者の健康相談を強化

事業者は、労働者の心身の状態に関する情
報を適正に管理するために必要な措置を講
じなければならない。

事業者は、産業医等が労働者からの健康
相談に応じるための体制整備に努めなけ
ればならない。
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９ 産業医・産業保健機能の強化

地域産業保健センター

・労働者の健康管理（メンタルヘルスを含む）に係る相談

・健康診断の結果についての医師からの意見聴取

・ストレスチェックに係る高ストレス者や長時間労働者に対す

る面接指導

・個別訪問による産業保健指導の実施

５０人未満の事業場の事業主及びその労働者を支援します

提供するサービスは
すべて無料です！！



令和４年度「働き方改革推進支援助成金｣
労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内

令和２年４月１日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に
取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

課題別にみる助成金の活用事例

専門家のアドバイスで
業務内容を抜本的に見
直すことができ、効率
的な業務体制などの構
築につながった。

助成金
による
取り組み

企業の
課題

改善の
結果

新たに機械・設備を
導入して、生産性を
向上させたい！

労務管理用機器や、
ソフトウェアを導入

外部の専門家による
コンサルティングを
実施

労働能率を増進する
ために設備・機器な
どを導入

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

記録方法を台帳から
ICカードに切り替え
たことで、始業・終
業時刻を正確に管理
できるようになり、
業務量の平準化につ
ながった。

新たな機器・設備を
導入して使用するよ
うになったところ、
実際に労働能率が増
進し、時間当たりの
生産性が向上した。

始業・終業時刻を手
書きで記録している
が、管理上のミスが
多い！

業務上の無駄な作業
を見直したいが、何
をすればいいか分か
らない！

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちら
（https://jgrants.go.jp/）

https://jgrants.go.jp/


上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成
対象となる取り組みの実施に要した経費の一部
を支給します。【助成額最大490万円】

労働局に支給申請
（申請期限は、事業実施予定期間が終了した日

から起算して30日後の日または２月10日（金）
のいずれか早い日となります。）

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
（事業実施は、令和５年１月31 日（火）まで）

「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・
均等部（室）に提出（締切：11月30 日（水））

【Ⅰの上限額】
１． 成果目標①の上限額

以下のいずれにも該当する事業主です。
１．労働者災害補償保険の適用を受ける中小

企業事業主(※1)であること。
２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて就

業規則等を整備していること。
３．交付申請時点で、右記「成果目標」①から

④の設定に向けた条件を満たしていること。

ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります。

助
成
額

以下のいずれか低い額
Ⅰ 以下１～３の上限額および４の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率３／４(※５)
(※５) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対
象の取り組みで⑥から⑦を実施する場合で、その所要額
が30万円を超える場合の補助率は４／５

(※1)中小企業事業主の範囲

① 労務管理担当者に対する研修(※2)
② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用

機器、デジタル式運行記録計の導入・
更新(※3)

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの
導入・更新(※3)

(※2) 研修には、業務研修も含みます。
(※3）原則として、パソコン、タブレット、スマート

フォンは対象となりません。

(2022.４)

以下の「成果目標」から１つ以上を選択の上、
達成を目指して取り組みを実施してください。

労働時間短縮・年休促進支援コースの助成内容
対象事業主 成果目標

助成額

ご利用の流れ

助成対象となる取り組み
～いずれか１つ以上を実施～

業種 Ａ
資本または出資額

Ｂ
常時使用する労働者

小売業
(飲食店を含む) 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
その他の業種 3 億円以下 300人以下

引き上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人
３％以上
引き上げ 15万円 30万円 50万円 １人当たり５万円

（上限150万円）

５％以上
引き上げ 24万円 48万円 80万円 １人当たり８万円

（上限240万円）

２．成果目標②の上限額：50万円
３．成果目標③、④の上限額：それぞれ25万円
４．賃金引き上げの達成時の加算額

事業実施後に設定す
る時間外労働と休日
労働の合計時間数

事業実施前の設定時間数
現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月80時間を超
えて設定している事
業場

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月60時間を超
えて設定している事
業場

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間以下に設定

150万円 100万円

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間を超え、月80
時間以下に設定

50万円 ―

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数
を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80

時間以下に設定
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること。
④ 交付要綱で規定する特別休暇（病気休暇、教育訓練
休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症
対応のための休暇、不妊治療のための休暇）のいずれ
か１つ以上を新たに導入すること。

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月
30日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

● 上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当
たりの賃金額を３％以上または、５％以上で賃金引き
上げを行うことを成果目標に加えることができます。



勤務間インターバルの導入により、労働時間等の設定改善を推進!!

助成金
による
取組

企業の
課題

課題別にみる助成金の活用事例

専門家のアドバイス
で業務内容を抜本的
に見直すことができ、
効率的な業務体制な
どの構築につながっ
た。

記録方法を台帳から
ICカードに切り替え
たことで、始業・終
業時刻を正確に管理
できるようになった。

新たな機器・設備を
導入して使用したと
ころ、実際に労働能
率が増進し、時間当
たりの生産性が向上
した。

令和４年度「働き方改革推進支援助成金｣
勤務間インターバル導入コースのご案内

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時
間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防
止を図るもので、平成31年４月から、制度の導入が努力義務化されています。
このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支

援します。是非ご活用ください。

改善の
結果

インターバル制度を
導入するために、業
務上の無駄な作業を
見直したい！

始業・終業時刻を手
書きで記録している
が、管理上のミスが
多い！

インターバル制度を
導入するために、新
たに機械・設備を導
入して、生産性を向
上させたい！

労務管理用機器や、
ソフトウェアを導入

外部の専門家による
コンサルティングを
実施

労働能率を増進する
ために設備・機器等
を導入

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちら
（https://jgrants.go.jp/）

https://jgrants.go.jp/


【表1】新規導入に該当するものがある場合

以下のいずれにも該当する事業主です。
１．労働者災害補償保険の適用を受ける中小

企業事業主（※１）であること。
２．36協定を締結しており、原則として、過

去２年間において月45時間を超える時間外
労働の実態があること。

３．年５日の年次有給休暇の取得に向けて
就業規則等を整備していること。

４．以下のいずれかに該当する事業場を有す
ること。

① 勤務間インターバルを導入していない事業場
② 既に休息時間数が９時間以上の勤務間インタ

ーバルを導入している事業場であって、対象と
なる労働者が当該事業場に所属する労働者の半
数以下である事業場

③ 既に休息時間数が９時間未満の勤務間インタ
ーバルを導入している事業場

ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります。
上記「成果目標」の達成状況に応じて､助成対象

となる取組の実施に要した経費の一部を助成します。
【助成額最大340万円】

(※1) 中小企業事業主の範囲

① 労務管理担当者に対する研修(※2)
② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用

機器、デジタル式運行記録計の導入・
更新(※3)

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等
の導入・更新(※3)

(※2)   研修には、業務研修も含みます。
(※3） 原則として、パソコン、タブレット、スマー

トフォンは対象となりません。

休息時間数(※4) 補助率(※5) １企業当たりの上限額

９時間以上
11時間未満 ３／４ ８0万円

11時間以上 ３／４ １０0万円

【表2】適用範囲の拡大・時間延長のみの場合
休息時間数(※4) 補助率(※5) １企業当たりの上限額

９時間以上
11時間未満 ３／４ ４0万円

11時間以上 ３／４ ５０万円

(※4） 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間イン
ターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。

(※5) 常時使用する労働者数が30名以下かつ、「支給対象と
なる取組」で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万
円を超える場合の補助率は４／５となります。

以下の「成果目標」の達成を目指して取り組みを
実施してください。

勤務間インターバル導入コースの助成内容
対象事業主 成果目標

助成額

助成対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施～

業種 Ａ
資本または出資額

Ｂ
常時使用する労働者

小売業
(飲食店を含む) 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
その他の業種 3 億円以下 300人以下

●新規導入【対象事業主４.①に該当する場合】
新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象

とする勤務間インターバルを導入すること。
●適用範囲の拡大【対象事業主４.②に該当する場合】

対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数
を超える労働者を対象とすること。

●時間延長【対象事業主４.③に該当する場合】
所属労働者の半数を超える労働者を対象として

休息時間数を２時間以上延長して、９時間以上と
すること。
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当
たりの賃金額を３％以上または、５％以上で賃金引き
上げを行うことを成果目標に加えることができます。

● 賃金引き上げの達成時の加算額

労働局に支給申請
(申請期限は、事業実施予定期間が終了し

た日から起算して30日後の日または２月10
日（金）のいずれか早い日となります。)

交付決定後、提出した計画に
沿って取組を実施
（令和５年１月31 日（火）まで）

「交付申請書」を、最寄り
の労働局雇用環境・均等部
（室）に提出
（締切：11月30 日（水））

利用の流れ

(2022.４)
（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。



令和４年度「働き方改革推進支援助成金｣
労働時間適正管理推進コースのご案内

令和２年４月１日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が５年（当面の間は３年）に延
長されています。このコースでは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向
けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。

生産性の向上を図り、労働時間の適正管理を推進!!

課題別にみる助成金の活用事例

専門家のアドバイスで
業務内容を抜本的に見
直すことができ、効率
的な業務体制などの構
築につながった。

助成金
による
取組

企業の
課題

改善の
結果

新たに機械・設備を
導入して、生産性を
向上させたい！

労務管理用機器や、
ソフトウェアを導入

外部の専門家による
コンサルティングを
実施

労働能率を増進する
ために設備・機器な
どを導入

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

出退勤管理システム
の導入により、重複
していた日報作成と
出退勤管理の作業が
統合され、時短につ
ながった。

新たな機器・設備を
導入して使用したと
ころ、実際に労働能
率が増進し、時間当
たりの生産性が向上
した。

日報作成と、出退勤
管理に重複が発生し、
作業が非効率！

労働時間を削減する
ために、業務上の無
駄な作業を見直した
い！

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちら
（https://jgrants.go.jp/）

https://jgrants.go.jp/


上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成
対象となる取り組みの実施に要した経費の一部
を助成します。【助成額最大340万円】

以下のいずれにも該当する事業主です。
１．労働者災害補償保険の適用を受ける中小

企業事業主(※1)であること。
２．36協定を締結していること。
３．年５日の年次有給休暇の取得に向けて就

業規則等を整備していること。
４．勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金

台帳等を作成・管理・保存できるような統合
管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を
採用していないこと。

５．賃金台帳等の労務管理書類について５年間
保存することが就業規則等に規定されていな
いこと。

ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります。

助
成
額

以下のいずれか低い額
Ⅰ 以下①の上限額および②の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率３／４(※５)
(※５) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給
対象の取り組みで⑥から⑦を実施する場合で、その所
要額が30万円を超える場合の補助率は４／５

(※1)中小企業事業主の範囲

① 労務管理担当者に対する研修(※2)
② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用

機器、デジタル式運行記録計の導入・
更新(※3)

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの
導入・更新(※3)

(※2) 研修には、業務研修も含みます。
(※3）原則として、パソコン、タブレット、スマート

フォンは対象となりません。

以下の①から③までの全ての目標達成を目指して
取り組みを実施してください。

労働時間適正管理推進コースの助成内容
対象事業主 成果目標

助成額

助成対象となる取り組み
～いずれか１つ以上を実施～

業種 Ａ
資本または出資額

Ｂ
常時使用する労働者

小売業
(飲食店を含む) 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
その他の業種 3 億円以下 300人以下

引き上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人
３％以上
引き上げ 15万円 30万円 50万円 １人当たり５万円

（上限150万円）

５％以上
引き上げ 24万円 48万円 80万円 １人当たり８万円

（上限240万円）

① 成果目標達成時の上限額：100万円
② 賃金引き上げの達成時の加算額

① 新たに勤怠（労働時間）管理と賃金計算等をリン
クさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるよ
うな統合管理ITシステム（※４）を用いた労働時
間管理方法を採用すること。

（※４）ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻
を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管
理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算
や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものである
こと。

② 新たに 賃金台帳等の労務管理書類について５年間
保存することを就業規則等に規定すること。

③ 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべ
き措置に関するガイドライン」に係る研修を労働
者及び労務管理担当者に対して実施すること。

利用の流れ

労働局に支給申請
(申請期限は、事業実施予定期間が終了し

た日から起算して30日後の日または２月10
日（金）のいずれか早い日となります。)

交付決定後、提出した計画に
沿って取組を実施
（令和５年１月31 日（火）まで）

「交付申請書」を、最寄り
の労働局雇用環境・均等部
（室）に提出
（締切：11月30 日（水））

(2022.４)
（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

● 上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当
たりの賃金額を３％以上または、５％以上で賃金引き
上げを行うことを成果目標に加えることができます。



【助成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10／10
具体的には、対象労働者１人につき、対象労働者の日額換算賃金額※１×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※１ 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの（日額上限額※２あり）

※２ 申請の対象期間中（注）に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域（原則都道府県単

位）に事業所のある企業については15,000円。

注：事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間（申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も

早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間）

※３ 令和３年８月１日～令和４年３月31日までの休暇に係る申請受付は原則として終了しています。ただし、やむを得ない理由があると認め

られる場合（以下Ⅰ又はⅡ）は、申請期限経過後に申請することが可能（令和４年12月28日まで）です。

Ⅰ.労働者からの都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』への「（企業に）この助成金を利用してもらいたい」
等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合

Ⅱ.労働者が都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが
事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

厚生労働省・都道府県労働局事業主・労働者の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症による

小学校休業等対応助成金について

令和４年４月１日から同年９月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった
労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた事業
主は助成金の対象となります！

＊詳細は裏面をご参照ください。

事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用
できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

新型コロナ 休暇支援 検 索

労働者の皆さまへ

都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』では、「企業にこの助成金を利用して
もらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の
働きかけ等を行っています。特別相談窓口（休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請
含む）については、こちらをご参照ください。

⇒ 「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内」

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など
（保育所等を含みます）に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

休暇取得期間 日額上限額※２ 申請期限※３

令和４年４月１日～６月30日 9,000円 令和４年８月31日（水）必着

令和４年７月１日～９月30日 9,000円 令和４年11月30日（水）必着

お問い合わせはコールセンターまで

『小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター』 （７月から電話番号が変わりました）
（フリーダイヤル）0120-876-187 受付時間：９：00～21：00 土日・祝日含む

※詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。
また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話などで問い合わせることはありません。

事業主の皆さまへ

① 支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。
申請書は、厚生労働省HPから印刷してください。
＊①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の２種類の様式があります。
＊事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な限りまとめて申請をお願いします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

② 申請書の提出方法
本社所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）まで郵送でお願いします。
※必ず配達記録が残る郵便（特定記録郵便やレターパックなど）で配送してください。（宅配便などは受付不可）



④対象となる有給の休暇の範囲

日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い
「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。

・学校：授業日 ※日曜日や夏休みなどは対象外（夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象）

・その他の施設（放課後児童クラブなど）：本来施設が利用可能な日

「②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。

・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

就業規則などにおける規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備
されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、
同意を得ていただくことが必要です。

労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限額(上限額は表面参照)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

令和４年６月30日作成

③対象となる保護者

・親権者、未成年後見人、その他の者（里親、祖父母など）であって、子どもを現に監護する者が
対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校（幼稚園または小学校の課程に類する課程を
置くものに限る）、特別支援学校（全ての部）
★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、
各種学校（高等学校までの課程に類する課程）なども含む。

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、
子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

「臨時休業等」とは

「小学校等」とは

・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課
後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。

なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
※子どもの新型コロナワクチン接種の付き添いやその副反応時の休みも対象になります。

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある（※）子ども

ア) 新型コロナウイルスに感染した子ども
イ) 新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
ウ) 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する
リスクの高い基礎疾患などを有する子ども

※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。



































































【問合わせ先】群馬労働局 雇用環境・均等室 

〒371-8567 前橋市大手町２－３－１ 前橋地方合同庁舎８Ｆ 

TEL：027-８９６-４７３９ （平日９：３０～１７：００）  

 

  

 

 
※コンサルタントは、社会保険労務士の資格を持つ者等、労働関係法令・制度に専門的な知識を持つ人物

の中から、都道府県労働局長が任用した非常勤の国家公務員です。 

「「「ワワワーーーククク・・・ララライイイフフフ・・・バババララランンンススス」」」   ででで人人人材材材確確確保保保・・・健健健康康康確確確保保保しししままましししょょょううう！！！   

 

◆長時間労働を見直したい。    （勤務間インターバル導入等） 

 ◆年次有給休暇を取りやすくしたい。（時間単位年休・計画年休導入等） 

 ◆特別休暇制度を導入したい。      （ボランティア休暇・不妊治療休暇導入等） 

◇育児・介護等のために退職してしまう従業員がいる。 

◇短納期発注での「しわ寄せ」を受けている。 

～～～ごごご利利利用用用方方方法法法～～～    

☆コンサルタント制度は次のような方法でご利用いただけます。（無料） 

◆コンサルティング 

コンサルタントが事業場にお伺いし、労働時間や休暇制度の状況を診断のうえ、アドバイスや改善に向けた 

具体的な提案や資料の提供を行います。 

◆説明会への講師派遣 

労働時間や休暇制度に関する説明会などに、コンサルタントを講師として派遣します。 

～～～働働働ききき方方方改改改革革革ををを進進進めめめるるるたたためめめ～～～   

   「「「働働働ききき方方方改改改革革革推推推進進進支支支援援援   助助助成成成金金金」」」   ををを活活活用用用しししてててみみみままませせせんんんかかか！！！   

☆中小企業事業主の皆さま向け下記のコースがあります。 

◆勤務間インターバル導入コース 

（平成３１年４月より、‘勤務間インターバル制度導入’が、努力義務化されました。） 

⇒勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時 

間を確保し、健康保持や過重労働の防止を推進します。 

◆労働時間短縮・年休促進支援コース 

（令和２年 4 月より時間外労働の‘上限規制’が、適用されました。） 

⇒生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備を推進します。 

◆労働時間適正管理推進コース 

（令和２年４月より‘労務管理書類’の保存期間が、延長されました。） 

   ⇒生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備を推進します。 

☆事業主団体の皆さま向けの下記コースがあります。 

◆団体推進コース 

      ⇒事業主団体などが、傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働条件の改善のために、時間 

  外労働の削減や賃金引き上げに向けた取り組みを推進します。 

 

『『『働働働ききき方方方・・・休休休みみみ方方方改改改善善善コココンンンサササルルルタタタンンントトト』』』ををを活活活用用用しししてててみみみままませせせんんんかかか！！！ 

無料です！ 



●働き方・休み方改善ポータルサイト　https://work-holiday.mhlw.go.jp/

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

働き方・休み方改善
ポータルサイト

年休取得促進
特設サイト

年次有給休暇取得促進特設サイト

働き方の新しいスタイル

テレワークや
ローテーション勤務

時差通勤で
ゆったりと

オフィスは
ひろびろと

会議は
オンライン

対面での打合せは
換気とマスク

●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

新しい働き方・休み方を実践するために
 年次有給休暇 を上手に活用しましょう

ゆ
っ
た
り
休
暇
で
、夏
を
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。
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身
と
も
に
充
実
を
。

ゆ
っ
た
り
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。



　「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年
次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残
りの日数について、労使協定を結べば、計画的
に休暇取得日を割り振ることができる制度で
す。この制度の導入によって、休暇の取得の確
実性が高まり、労働者にとっては予定していた
活動が行いやすく、事業主にとっては計画的
な業務運営に役立ちます。

〇〇株式会社と〇〇労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。 
1　当社の従業員が有する〇〇〇〇年度の年次有給休暇(以下「年休」という。)のうち5日を超える部分については、6日を限度として計画的に付与するものとする。
なお、その有する年休の日数から5日を差し引いた日数が6日に満たないものについては、その不足する日数の限度で特別有給休暇を与える。

2　年休の計画的付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。
前期=4月～9月の間で3日間　後期=10月～翌年3月の間で3日間

3　各個人別の年休付与計画表は、各期の期間が始まる2週間前までに会社が作成し、従業員に周知する。
4　各従業員は、年休付与計画の希望表を、所定の様式により、各期の計画付与が始まる1か月前までに、所属課長に提出しなければならない。
5　各課長は、前項の希望表に基づき、各従業員の休暇日を調整し、決定する。 
6　業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は組合と協議の上、前項に基づき定められた指定日を変更するものとする。
　〇〇〇〇年〇月〇日

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇
〇〇労働組合 執行委員長 〇〇〇〇

 年次有給休暇 を

新しい
働き方・休み方を
実践するために

上手に
活用しましょう。

労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

年次有給休暇の計画的付与制度を
導入しましょう。

時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。

1）日数 付与日数から５日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

年次有給休暇の付与日数が10日の労働者 年次有給休暇の付与日数が20日の労働者

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から５日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

●就業規則や労使協定のモデルは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。

注）時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な 5日間から差し引くことはできません。

例 1 例 2

5日 5日 15日 5日
事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる 事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる

2）活用方法

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定の例（個人別付与方式の場合）

方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

全従業員に対して同一の日に付与

班・グループ別に交替で付与

個人別に付与

製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用

流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定

一斉付与方式
交替制付与方式
個人別付与方式

〈労使協定で定める事項〉
① 時間単位年休の対象労働者の範囲
　  対象となる労働者の範囲を定めてください。一部の者を対象外と  
　  する場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」 に限られます。
② 時間単位年休の日数
　  １年５日以内の範囲で定めてください。

③ 時間単位年休１日分の時間数
　  １日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めて
　  ください。１時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてく
　  ださい。（例）所定労働時間が１日７時間30分の場合は８時間となります。
④ １時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
　  ２時間単位など１日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を
　  定めてください。



ヤマダ電機

ENEOS

フォレスト
モール

総合交通
センターゴルフ・ドゥ

関
越
自
動
車
道

前橋
IC

NHK

セブン
イレブン

新前
橋駅

17

電話でのご相談は

前橋市元総社町528-9 群馬県社会保険労務士会 内　

平日9:00～17:00（12/29～1/3を除く）

群馬働き方改革推進支援センター

開設時間2022.相談受付

JR新前橋駅より徒歩約15分0120-486-450

hatarakikatakaikaku@gunma-sharoushi.com 〈来所・メールによるご相談もお受けいたします〉

4/1金 2023.3/31金

群馬県社会保険労務士会　

相談支援のご案内無料です！中小企業の皆様へ

パートさんの待遇を
改善したいけど…

有給休暇の

取得方法、管理方法
について知りたい

従業員が安心して働ける
社内ルール（就業規則）

を整備したい

残業時間を
減らしたい…

働き方改革に
利用できる助成金
   　の情報を教えて…！

詳しくはこちら
群馬県社会保険労務士会

ホームページ
「社労士会に相談する」

働き方改革
事業主のご相談に 社会保険労務士 が対応します。



群馬働き方改革推進支援センター 行き

□働き方改革セミナーへ講師派遣を希望
●商工団体、地方自治体、事業主団体、経済団体等が開催するセミナーに
　講師（社会保険労務士）を派遣いたします。

□個別訪問による相談を希望
●お申込いただきました事業所へ専門家（社会保険労務士）を派遣いたします。

□出張相談（イベントを含む）を希望
●商工団体、地方自治体、事業主団体、経済団体等の施設で開設する
　相談窓口に専門家（社会保険労務士）を派遣いたします。

FAX申込書 027（253）5679

※ご希望するサービスに□をつけてください。

事 業 所 ・ 団 体 名

所 在 地

ご 連 絡 先

ご 担 当 者 名

派 遣 先 の 名 称

派 遣 先 住 所

ご相談・派遣 （希望日時）

〒

TEL

メールアドレス

FAX

ー

〒 ー

※セミナーの場合は、参加人数の概数（　　　　　人 ）
　セミナー終了後の個別相談会の希望　　有 （開催予定時間　　：　　～　　：　　）　・　無

顧問社労士

相
談
及
び
ご
希
望
内
容
の
概
要

月　　　日（　）

有 　・　 無

AM /PM 時　　　分
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