
働 き 方 改 革 関 連 法 に 関 す る 説 明 会   

                                                 
日 時：令和４年 10 月７日(金) 

      １４：００～１６：３０ 

 

次    第 

 １ 開 会                    

    

 

 ２ 説 明 

 （１）働き方改革関連法等について          
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   働き方・休み方改善コンサルタント 

              藤巻 潤 

    

 

 （３）業務改善助成金について 
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                  労働基準監督官 杉本 彩矢香 

 

(４) 働き方改革推進支援センターによる支援の概要について 

                          

群馬働き方改革推進支援センター 

           

 

３ 質疑応答                       

 

 

４ 閉 会  



働き方改革について

中之条労働基準監督署
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就業環境改善

生産性向上待遇改善

・残業を減らす
・年次有給休暇を取りやすく

・パートの処遇UP
・子育てしながら働ける
・治療をしながら働ける

・無駄な作業を排除
・機械を導入し作業を効率化

■ 働き手から選ばれる
■ 熟練者に末永く働いてもらう
■ 仕事の能率アップ
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● ↓をパッケージで推進 ＝ 働き方改革

■ 働きやすい魅力のある企業
■ 社員から愛される企業
■ 社員のやる気アップ

人材（人財）の確保

業績の向上
＋

働き方改革の本質
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なぜ、働き方改革の必要があるのか

〇年間の総実労働時間について，全産業と比べて⾧く，減少幅が小さい。
〇建設工事全体では、技術者の約４割が４週４休以下で就業している。

⇒若い人材を確保しづらいことが懸念されている。

現在の働き手の環境を改善すること ＋ 次世代の担い手の確保

建設業における働き方の現状

建設業における働き方改革の目的
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目次

（１）時間外労働の上限規制の導入（建設事業2024年4月1日以降）

（２）年次有給休暇の確実な取得（2019年4月1日施行）

（３）中小企業の月60時間超の残業の割増賃金率引上げ
（中小企業2023年4月1日施行）

（４）勤務間インターバル制度の導入促進

（５）過重労働防止のための健康確保措置
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時間外労働の上限規制の導入について
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労働基準法における労働時間の定め

労働時間・休日に関する原則

法律で定められた労働時間の限度
１日 ８時間 １週 40時間及び

法律で定められた休日
毎週少なくとも１回

これを超えるには、
36協定の締結・届出が必要です。

時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要です。

これまで、時間外労働の上限は大臣告示によって基準が設けられていました。

・労働時間・休日に関する原則は今回の法改正によっても変わりません。
・今回の改正によって、これまで告示にとどまっていた時間外労働の上限が、罰則付きで法律に規
定されました。

1年の変形労働時間制を採用していない場合

期間 限度時間

1週間 15時間

1ヶ月 45時間

3ヶ月 120時間

1年間 360時間 等

3超～1年の変形労働時間制を採用している場合

期間 限度時間

1週間 14時間

1ヶ月 42時間

3ヶ月 110時間

1年間 320時間 等

法改正でこ
の期間のみ
協定可

法律で上限時間
が定められます。
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時間外労働の上限規制

今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として月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ができなくなります。
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、以下を守らなければなりません。
時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日労働の合計について、「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月当たり80時間以内
時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年６か月が限度
上記に違反した場合には、罰則（６か月以下の懲役または30万円以下の罰金）が科されるおそれがあります。

時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。
さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられます。
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時間外労働の上限規制

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。なお、今回の法改正に
よって労働安全衛生法が改正され、新技術・新商品等の研究開発業務については、 １週間当たり40時間を超え
て労働した時間が月100時間を超えた労働者に対しては、医師の面接指導が罰則付きで義務付けられました。

上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります。
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３６協定とは

３６協定とは 時間外労働・休日労働を行わせる場合に届け出る
書類

労働基準法第３６条に規定されているもの

（正式名称：時間外・休日労働に関する協定届）

労働者と使用者の協定

協定を締結して、協定届を労働基準監督署に届出
をして有効となる

有効期間は１年間

１日、１ヵ月他（新法は１か月のみ）、１年の時
間外労働時間の上限を定めるもの
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３６協定の記載例
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３６協定の記載例



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

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）

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で
36協定を締結する必要があります。

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。

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）

例えば、各種の製造工程において、それぞれ労働時間管理を独立して行っているにもかかわらず、「製造
業務」とまとめているような場合は、細分化は不十分となります。
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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

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、限度時間を超える場合
でも、(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。

限度時間を超えて労働させる場合、月末２週間に80時間、翌月初２週間に80時間、合わせて連続した４
週間に160時間の時間外労働を行わせるなど、短期に集中して時間外労働を行わせることは望ましくあり
ません。

１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）

（※）目安時間 １週間:15時間、２週間:27時間、４週間:43時間

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）
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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（22時～５時）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

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

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。
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年次有給休暇の確実な取得について
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年次有給休暇の付与日数
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年5日の年次有給休暇の確実な取得

対象者

年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。

年５日の時季指定義務

使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年以内に５日につ
いて、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
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年5日の年次有給休暇の確実な取得

時季指定の方法

使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り
労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
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年次有給休暇管理簿
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、３年間保存しなければ
なりません。

年5日の年次有給休暇の確実な取得

時季

基準日

日数

19



5日の年次有給休暇の確実な取得

①計画年休
労使協定を締結すれば，計画的に取得日を定めて年次有給休
暇を与えることが可能です。ただし，労働者が自ら請求・取得でき

る年休を最低５日残す必要があります。
②半日単位年休
労働者が半日単位での取得を希望して時季を指定し，使用者が
同意した場合であれば，半日単位で年次有給休暇を与えることが
可能です。

年５日の付与義務の対象

～計画年休の例～

大型連休 アニバーサリー
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中小企業の月６０時間超の残業の割増賃金率
引上げについて
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勤務間インターバル制度の導入促進について

 １日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間
（インターバル）を確保する仕組みです。

 この仕組みを企業の努力義務とすることで、労働者の十分な生活時間
や睡眠時間を確保することができます。
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業務による過重な負担による脳・心臓疾患
（脳出血，くも膜下出血，不整脈，心筋梗塞など）

業務による強い心理的負担に伴う精神障害を
原因とする疾患や死亡
（うつ病，不眠症，不安障害等）

週４０時間を超える時間外・休日労働が月４５時間を超え
て長くなるほど，業務との関連性が強くなるとされている。

発症前１か月におおむね１００時間
発症前２か月ないし６か月にわたって１か月当たりおおむね８０時間
を超える時間外・休日労働は，業務との関連性が強いとされている。

長時間労働と過労死等

労災認定基準

過重労働防止のための健康確保措置について
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長時間労働者に対する面接指導等

改正前 改正後

面
接
指
導

一
般
労
働
者

 １００時間 超え／月
かつ疲労の蓄積が認められる者

→ 申出により面接指導実施

 ８０時間超え／月
かつ疲労の蓄積が認められる者

→ 申出により面接指導実施

研
究
開
発
業
務
従
事
者

――

 ８０時間超え／月
かつ疲労の蓄積が認められる者

→ 申出により面接指導実施

 100時間超え／月
→ 申出なしに面接指導実施

通
知
・
情
報
提
供

産
業
医

 時間の算定後速やかに、
100時間超えの労働者の氏名・超過時
間の情報を産業医に提供

 一般労働者、研究開発業務従事者とも
時間の算定後速やかに、
８０時間超えの労働者の氏名・超過時
間の情報を産業医に提供

労
働
者

――

 一般労働者、研究開発業務従事者とも
時間の算定後速やかに
８０時間超えの超過時間の情報を
労働者に通知

＊ 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が対象です。

時間外・
休日労働
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長時間労働者に対する面接指導等

産業医等による面接指導を実施

産業医に時間外・休日労働時間が
月80時間超の労働者の情報を提供

時間外・休日労働時間が月８０時間超の
労働者本人に労働時間の情報通知

産業医は情報をもとに労働者に
面接指導の申出を勧奨できる

時間外・休日労働時間が月８０時間超の労働者が事業者に面接指導の申出

全ての労働者の労働時間の状況を把握(管理監督者や裁量労働制の適用者を含む)
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労働時間の適正把握

適正な賃金支払・健康管理の観点から，使用者には労働時間を適
正に管理する責務があります!

⇒始業・終業時間、休憩時間を把握し，記録しましょう。

～ 客観的な方法による記録 ～

タイムカード

パソコン等の使用時間
（ログインからログアウトま

での時間）

ICカード

～ 自己申告制 ～
原則 例外

• 対象となる労働者及び管理するもの
に対して，十分な説明を行うこと。

• 必要に応じて実態調査を実施し、所要
の労働時間の状況の補正をすること。

• 適正な申告を阻害する措置を講じて
はならない。

 把握した労働時間は賃金台帳に記載しましょう。

 労働時間の記録に関する書類は３年間保存しましょう。
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まとめ

〇働き方改革＝「魅力ある職場づくり」で人手不足の解消を目指す

〇長時間労働の是正
・２０２４年４月以降，建設事業にも時間外労働の上限規制の適用される。
・月６０時間を超える時間外労働の割増率が引き上げられる。
・労働時間，休日制度及び３６協定の見直しを行い，労働時間削減に努める。

〇ワーク・ライフ・バランスの充実
・年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくりを行う。
・勤務間インターバルの導入により，十分な生活時間や睡眠時間を確保する。

〇過重労働防止のための健康確保措置
・労働時間を適正に把握し，記録する。
・長時間労働者に対し，必要な措置を行う。
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ご清聴ありがとうございました



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/）

雇１

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/）

雇２

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/）

雇3

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）
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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！ 
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●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
満
喫
。

心
身
と
も
に
充
実
を
。

ゆ
っ
た
り
休
暇
で
、夏
を
満
喫
。

心
身
と
も
に
充
実
を
。
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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。



令和4年度 業務改善助成金
（賃金引上げ支援のための助成金）

のご案内
群馬労働局 労働基準部賃金室
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業務改善助成金とは??
事業内最低賃金

一定額以上引き上げ
設備投資等

機械設備、コンサルティング
導入、人材育成・教育訓練

設備投資等に要した
費用の一部を助成

事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）と群馬県最低賃金
の差額が30円以内であり、事業場規模100人以下の事業場が対象。
申請後に事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上のため
の設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成するもの。

新型コロナウイルス感染症の影響や原材料費の高騰等で売上等が減少
した場合で、事業場内最低賃金を令和3年7月16日～令和4年12月
31日の間に、30円以上引き上げ、申請後に生産性向上のための設備
投資等を行った場合に、その費用の一部を助成するもの。

業務改善助成金（通常コース）

業務改善助成金（特例コース）
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業務改善助成金に関するお問い合わせ
業務改善助成金コールセンター
☎ 0120-366-440（平日8:30～17:15）

詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/rou
doukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html)

業務改善助成金の申請先
群馬労働局 雇用環境・均等室
〒 371-0018 前橋市大手町２－３－１ 前橋地方合同庁舎８階

業務改善助成金の申請締切
令和５年１月31日
※ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合が
あります。
事業完了の期限は令和５年３月31日
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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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