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テレワークについて
（テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン）

1

立川労働基準監督署 方面
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①在宅勤務：労働者の自宅で業務を行う

テレワークの分類、形態ごとの特徴

②サテライトオフィス勤務：労働者の属するメインのオフィス以外に設けられた
オフィスを利用する

③モバイル勤務：ノートパソコンや携帯電話等を活用して臨機応変に選択した
場所で業務を行う

テレワークのメリット
労働者

・通勤時間の短縮、通勤に伴う精神的・身
体的負担の軽減

・業務効率化、時間外労働の削減

・育児や介護と仕事の両立の一助となる

・仕事と生活の調和を図ることが可能 等

使用者

・業務効率化による生産性の向上

・育児・介護等を理由とした労働者の離職
の防止

・遠隔地の優秀な人材の確保

・オフィスコストの削減 等
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労働基準法の適用に関する留意点

Point1 労働条件の明示

労働者に対し就労の開始時にテレワークを行わせることとする場合には、就業の場所としてテレワークを行
う場所を明示しなければならない

労働者がテレワークを行うことを予定して
いる場合

労働者が専らモバイル勤務をする場合等、
業務内容や労働者の都合に合わせて働
く場所を柔軟に運用する場合

自宅やサテライトオフィス等、テレワークを行
うことが可能である就業の場所を明示するこ
とが望ましい

就業の場所についての許可基準を示した上
で、「使用者が許可する場所」といった形で明
示することも可能
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Point2 通常の労働時間制度における留意点

留意点１ 労働時間の適正な把握

通常の労働時間制度に基づきテレワークを行う場合についても、使用者は、その労働者の労働時間について適正に把握
する責務を有する。

留意点２ テレワークに際して生じやすい事象

いわゆる中抜け時間について

在宅勤務等のテレワークに際しては、一定程度労働者が業務から離れる時間が生じやすい。

中抜け時間について、使用者が業務の指
示をしないこととし、労働者が労働から離
れ、自由に利用することが保障されてい
る場合

・その開始と終了の時間を報告させる等により、休憩時
間として扱い、労働者のニーズに応じ、始業時刻を繰り
上げる、又は終業時刻を繰り下げること
・休憩時間ではなく時間単位の年次有給休暇として取
り扱うことが可能

※始業や終業の時刻の変更が行われることがある場合には、その旨を就業規則に記載しておかなければなりません。また、
時間単位の年次有給休暇を与える場合には、労使協定の締結が必要です。
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通勤時間や出張旅行中の移動時間中のテレワークについて

テレワークの性質上、通勤時間や出張旅行中の移動時間に情報通信機器を用いて業務を行うことが可能。
これらの時間について、使用者の明示又は黙示の指揮命令下で行われるものについては労働時間に該当する。

勤務時間の一部でテレワークを行う際の移動時間について

午前中だけ自宅やサテライトオフィスで勤務をしたのち、午後からオフィスに出勤する場合等、勤務時間の一部でテレワー
クを行う場合に、就業場所間の移動時間が労働時間に該当するのか否かについては、使用者の指揮命令下に置かれてい
る時間であるか否かにより、個別具体的に判断されることになる。

使用者が移動することを労働者に命ずることなく、単
に労働者自らの都合により就業場所間を移動し、その
自由利用が保障されているような時間

休憩時間として取り扱
うことが可能 ただし、この

場合でも

使用者の指示を受けてモバイル勤務等に従事し
た場合には、その時間は労働時間に該当

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
の移動を命じており、その間の自
由利用が保障されていない場合
の移動時間

労働時間に該当
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留意点３ フレックスタイム制

清算期間やその期間における総労働時間等を労使協定において定め、清算期間を平均し、1週あたりの労働時間が法定
労働時間を超えない範囲内において、労働者が始業及び終業の時刻を決定し、生活と仕事との調和を図りながら効率的に
働くことのできる制度。

テレワークにおいても本制度を活用することが可能
〇以下のような運用が可能
・労働者の都合に合わせて、始業や終業の時刻を調整すること
・オフィス勤務の日は労働時間を長く、一方で在宅勤務の日の労働時間を短くして家庭生活に充てる時間を増やすこと

〇いわゆる中抜け時間についても、労働者自らの判断により、その時間分その日の終業時刻を遅くしたり、清算期間の範囲
内で他の労働日において労働時間を調整したりすることが可能

ただし

フレックスタイム制は、あくまで始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度であ
るため、「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、使用者は各労働者の労働時間の把握を適切に行わなければならない。
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Point3 事業場外みなし労働時間制

テレワークにより、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、使用者の具体
的な指揮監督が及ばす、労働時間を算定することが困難なときは、労働基準法第38条の2で規定する事業場外労働に関す
るみなし労働時間制が適用される。
テレワークにおいて、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難であるというためには、以下

の要件をいずれも満たす必要がある。

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

事業場外みなし労働時間制適用の要件１

＝情報通信機器を通じた使用者の指示に即応する義務がない状態であること

事業場外みなし労働時間制適用の要件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

以上の２つの要件を満たさなければ、テレワークにおいて、「使用者の具体的な指揮監督が及
ばず、労働時間を算定することが困難」とは判断されません
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Point4 裁量労働制の対象となる労働者のテレワーク

専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制

労使協定や労使委員会の決議により法定の事項を定めて労働基準監督署長に届け出た場合において、対象
労働者を、業務の性質上その適切な遂行のためには遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるた
め、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務につ
かせた場合には、決議や協定で定めた時間労働したものとみなされる制度。

裁量労働制の要件を満たし、制度の対象となる労働者についても、テレワークを行うことが可能。
この場合、労使協定で定めた時間又は労使委員会で決議した時間を労働時間とみなすこととなりますが、労働

者の健康確保の観点から、決議や協定において定めるところにより、勤務状況を把握し、適正な労働時間管理
を行う責務を有する。
その上で、必要に応じ、労使協定で定める時間が当該業務の遂行に必要とされる時間となっているか、あるい

は、業務量が過大もしくは期限の設定が不適切で労働者から時間配分の決定に関する裁量が事実上失われて
いないか労使で確認し、結果に応じて、業務量等を見直すことが適当。
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Point5 休憩時間の取扱い

Point6 時間外・休日労働の労働時間管理

テレワークを行う労働者について、労使協定により、一斉付与の原則を適用除外とすることが可能。

テレワークを行う労働者について、本来休憩時間とされていた時間に使用者が出社を求める等具体的な業務のために就
業場所間の移動を命じた場合、当該移動は労働時間と考えられるため、別途休憩時間を確保する必要がある。

テレワークについて、

実労働時間やみなされた労働時間が
法定労働時間を超える場合

や
法定休日に労働を行わせる場合

時間外労働・休日労働に関する協定（36協定）
の締結、届出及び割増賃金の支払が必要

現実に深夜に労働した場合 深夜労働に係る割増賃金の支払が必要

となります（労働基準法第36条及び第37条）。

テレワークを行う労働者は、業務に従事した時間を日報等において記録し、使用者はそれをもっ
て当該労働者に係る労働時間の状況の適切な把握に努め、必要に応じて労働時間や業務内容
等について見直すことが望ましい。



時間外労働の上限規制
（３６協定の記載について）

立川労働基準監督署 方面

1



◎残業時間の上限は、原則として月４５時間・年３６０時間とし、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。（月４５時間は、１
日２時間程度の残業に相当します。）

◎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時間以内
・複数月平均８０時間以内（休日労働含む）
・月１００時間未満（休日労働含む）

を超えることはできません。
（月８０時間は、１日当たり４時間程度の残業に相当します。）

また、原則である月４５時間を超えることができるのは、年間６か月までで
す。

2



１年間＝１２か月

残業時間
月４５時間
年３６０時間

法定労働時
間
１日８時間
週４０時間

大臣告示による上限
（行政指導）

上限なし

年間６か月まで

１年間＝１２か月

残業時間
月４５時間
年３６０時間

法定労働時
間
１日８時間
週４０時間

法律による上限（原則）

法律による上限（例外）
・年７２０時間
・複数月平均８０時間
・月１００時間未満

年間６か月まで

休日労働含む

3



上限規制には適用を猶予・除外する事業・業務があります。

建設事業

２０２４年４月１日から、上限規制を適用します。

（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、１か月１００時間未満・
複数月平均８０時間以内の要件は適用しません。この点についても、将来的な
一般則の適用について引き続き検討します。）

自動車運転の業務

２０２４年４月１日から、上限規制を適用します。

（ただし、適用後の上限時間は、年９６０時間とし、将来的な一般則の適用につ
いては引き続き検討します。）

医師

２０２４年４月１日から、上限規制を適用します。

（ただし、具体的な上限時間等については、今後、省令で定めることとしていま
す。）

鹿児島県及び沖縄県にお
ける砂糖製造業

２０２４年４月１日から、上限規制を適用します。

新技術・新商品等の研究
開発業務

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時
間外労働の上限規制は適用しません。

※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、事業者は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければな
りません。
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３６協定の締結に当たって注意すべきポイント

Point1 協定する期間は、「１日」「１か月」「１年」に限ります。

・従来の３６協定では、延長することができる期間は、「１日」「１日を超えて３か月以内の期間」「１年」とされて
いましたが、今回の改正で、「１か月」「１年」の時間外労働に上限が設けられたことから、協定する期間につ
いては「１日」「１か月」「１年」に限ることとなりました。

Point2 協定期間の「起算日」を定める必要があります。

・１年の上限について算定するために、協定期間の「起算日」を定める必要があります。

Point3 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時間以内とすることを協
定する必要があります。

・３６協定では「１日」「１か月」「１年」の時間外労働の上限時間を定めます。しかし、今回の法改正では、この
上限時間内で労働させた場合であっても、実際の時間外労働と休日労働の合計が、月１００時間以上または
２～６か月平均８０時間超となった場合には、法違反となります。

・このため、時間外労働と休日労働の合計を月１００時間未満、２～６か月平均８０時間以内とすることを、協
定する必要があります。３６協定届の新しい様式では、この点について労使で合意したことを確認するための
チェックボックスが設けられています。 5



Point4 限度時間を超えて労働させることができるのは、「臨時的な特別の事情がある場合」に限ります。

・限度時間（月４５時間・年３６０時間）を超える時間外労働を行わせることができるのは、通常予見することの
できない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限ります。

！ 臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合の事由については、
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。

臨時的に必要がある場合の例
●予算、決算業務 ●ボーナス商戦に伴う業務の繁忙 ●納期のひっ迫
●大規模なクレームへの対応 ●機械のトラブルへの対応

Point5 健康及び福祉を確保するための措置

・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を講じなければなりませ
ん。
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ここも注目 過半数代表者の選任

・３６協定の締結を行う労働者の代表は、労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合には、労働者の過半数を代表する者（過半数代表者）が行う必要があり
ます。

・過半数代表者の選任に当たっては、以下の点に留意する必要があります。
管理監督者ではないこと

３６協定締結をする者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方
法で選出すること

使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

・さらに、使用者は過半数代表者が協定締結に関する事務を円滑に遂行すること
ができるよう、必要な配慮を行わなければなりません。

7
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副業・兼業について
（副業・兼業の促進に関する
ガイドライン）

1

立川労働基準監督署 方面



副業・兼業を進める上で企業に必要な対応
Point1 就業規則等の整備

〇副業・兼業を禁止や一律許可制にしている企業は、副業・兼業を認める
方向で就業規則等を見直すことが望ましい

・副業・兼業を原則認めることとすること

2

〇就業規則等の見直しにあたってのポイント

・労務提供上の支障がある場合など、裁判例において例外的に副業・兼業を禁止または制
限することができるとされている場合を必要に応じて規定すること

・副業・兼業の有無や内容を確認するための方法を、労働者からの届出に基づくこととすること



Point2 副業・兼業の内容の確認

〇使用者は、当然には労働者の副業・兼業を知ることができないため、労働者からの申告
等により、副業・兼業の有無・内容を確認する。

3

〇使用者は、副業・兼業が労働者の安全や健康に支障をもたらさないか、禁止または制限
しているものに該当しないかなどの観点から、副業・兼業の内容として次のような事項を
確認することが望ましい。
基本的な確認事
項 ①副業・兼業先の事業内容

②副業・兼業先で労働者が従事する業務内容
③労働時間通算の対象となるか否かの確認

労働時間通算の対象となる場合に確認する事項
④副業・兼業先との労働契約の締結日、期間
⑤副業・兼業先での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻
⑥副業・兼業先での所定外労働の有無、見込み時間数、最大時間数
⑦副業・兼業先における実労働時間等の報告の手続き
⑧これらの事項について確認を行う頻度



Point3 所定労働時間の通算（原則的な労働時間管理の方法）

〇Point2で確認した副業・兼業の内容にもとづき、自社の所定労働時間と副業・兼業先の
所定労働時間を通算し、時間外労働となる部分があるかを確認する

4

〇所定労働時間を通算した結果、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分
がある場合は、その超えた部分が時間外労働となり、時間的に後から労働契約を締結した
企業が自社の３６協定で定めるところによってその時間外労働を行わせることになる

（例１）企業A：時間的に先に労働契約を締結、所定労働時間1日5時間（7：00～12：00）
企業B：時間的に後に労働契約を締結、所定労働時間1日4時間（14：00～18：00）

企業A 企業B

0時 7時 12時 14時 17時 18時

→企業Bに、法定時間外労働が1時間発生（5時間＋4時間－8時間＝1時間）

24時
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（例２）企業A：時間的に先に労働契約を締結、所定労働時間1日5時間（14：00～19：00）
企業B：時間的に後に労働契約を締結、所定労働時間1日4時間（8：00～12：00）

企業B 企業A

0時 8時 12時 14時 19時 24時
→企業Bに、法定時間外労働が1時間発生（5時間＋4時間－8時間＝1時間）

11時
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（例１）企業A：時間的に先に労働契約を締結
所定労働時間1日3時間（7：00～10：00）－①
当日発生した所定外労働2時間（10：00～12：00）－③

企業B：時間的に後に労働契約を締結
所定労働時間1日3時間（15：00～18：00）－②
当日発生した所定外労働1時間（18：00～19：00）－④

0時 7時 12時 15時 19時 24時

→①＋②＋③で法定労働時間に達するので、企業Bで行う1時間の所定外労働（18：00
～19：00）は法定時間外労働となり、企業Bにおける36協定で定めるところにより行う
こととなる。
企業Bはその1時間について割増賃金を支払う必要がある。

10時

企業A 企業B

① ②③ ④

18時
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（例２）企業A：時間的に先に労働契約を締結
所定労働時間1日3時間（14：00～17：00）－①
当日発生した所定外労働2時間（17：00～19：00）－④

企業B：時間的に後に労働契約を締結
所定労働時間1日3時間（7：00～10：00）－②
当日発生した所定外労働1時間（10：00～11：00）－③

0時 7時 11時 14時 18時 24時

→①＋②＋③＋（④のうち１時間）で法定労働時間に達するので、企業Aで行う１時
間の所定外労働（18：00～19:00)は法定時間外労働となり、企業Aにおける36協定で
定めるところにより行うこととなる。企業Aはその1時間について割増賃金を支払う
必要がある。

10時

企業B 企業A

② ①③ ④

17時 19時
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※Point3,4については管理モデルを導入するやり方もあります。

副業・兼業の日数が多い場合や、自社と副業・兼業先の双方で所定外労働がある
場合などにおいては、労働時間の申告等や労働時間の通算管理において、労使双
方の手続上の負荷が高くなることが考えられる。
管理モデルは、そのような場合において、労使双方の手続上の負荷を軽くしなが
ら、労働基準法に定める最低労働条件が遵守されやすくなる方法。
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①副業・兼業の開始前に、

（A）当該副業・兼業を行う労働者と時間的に先に労働契約を締結していた使用者（以下
「使用者A」といいます。）の事業場における法定外労働時間
（B）時間的に後から労働契約を締結した使用者（以下「使用者B」といいます。）の事業
場における労働時間
を合計した時間数が時間外労働の上限規制である単月100時間未満、複数月平均80時間以
内となる範囲内において、各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定
する。

③使用者Aはその法定外労働時間について、使用者Bはその労働時間について、そ
れぞれ割増賃金を支払います。

②副業・兼業の開始後は、各々の使用者が①で設定した労働時間の上限の範囲内で労働さ
せる



Point5 健康管理の実施

〇使用者は、労使の話し合いなどを通じて、以下のような健康確保措置を実施す
ることが重要

10

・労働者に対して、健康保持のため自己管理を行うよう指示する

〇また、使用者の指示により副業・兼業を行う場合、使用者は、原則として、副
業・兼業先の使用者との情報交換により労働時間を把握・通算し、健康確保措置
を行うことが適当です。

・労働者に対して、心身の不調があれば都度相談を受けることを伝える

・副業・兼業の状況も踏まえ必要に応じ法律を超える健康確保措置を実施する
・自社での労務と副業・兼業先での労務との兼ね合いの中で、時間外・休日労働の免除や抑制を行
う



年次有給休暇の取得義務化

1

立川労働基準監督署 方面



2

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
５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

①原則となる付与日数

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

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

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日以下の労働者です。



●年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされてい
ますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年
次有給休暇の取得促進が課題となっています。

●今般、労働基準法が改正され、２０１９年４月から、全ての企業において、年１０
日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のう
ち年５日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
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■時季指定のポイント

労働者の申出による取得（原則）

労働者 使用者

労働者が使用者に取得時季
を申出

「○月×日に
休みます」

使用者の時季指定による取得（新設）

使用者が労働者に取得時季
の意見を聴取

労働者の意見を尊重し使用
者が取得時季を指定

「○月×日に
休んでください」

【（例）４／１入社の場合】 ●

４／１
入社

● ● ●

１０／１ ４／１ ９／３０

１０日付与（基準日）

１０／１～翌９／３０までの１年間に５日取
得時季を指定しなければならない。

4

労働者 使用者



●対象者は、年次有給休暇が１０日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に限ります。

●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、使用者が取得時季を
指定して与える必要があります。

（※）使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなり
ません。

●年次有給休暇を５日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

（※）労働者が自ら申し出て取得した日数や、労使協定で時季を定めて与えた日数（計画的付与）については、
５日から控除することができます。

（例） 労働者が自ら５日取得した場合 ⇒ 使用者の時季指定は不要
労働者が自ら３日取得＋計画的付与２日の場合 ⇒ 使用者の時季指定は不要
労働者が自ら３日取得した場合 ⇒ 使用者は２日を時季指定
計画的付与で２日取得した場合 ⇒ 使用者は３日を時季指定

（※）半日単位の年休は５日から控除することができますが、時間単位の年休は５日から控除することができ
ません。

5



●

４／１
入社

● ● ●

１０／１ ３／３１ ９／３０

法定の基準日（雇入れの日から半年後）より前に１０日以上の年次有給休暇を付与する場合
⇒使用者は付与した日から１年以内に５日指定して取得させなければなりません。

（例）
４／１入社時に
１０日付与する場合

１０日付与 法定の基準日

５日取得
通常は１０／１～翌９／３０までの１年間に５日取得させること
になるが、４／１に前倒しで付与した場合には、４／１～翌３／
３１までの１年間に５日取得させなければならない。
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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。
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

えた期間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。）

年次有給
休暇取得
日数

基準日（労
働基準法第
３９条第７項
関係）

基準日から
１年以内の
期間におけ
る年次有給
休暇の日数

年次有給
休暇を取
得した日
付

2019/4/4
（木）

2019/5/7
（火）

2019/6/3
（月）

2019/7/1
（月）

2019/8/1
（木）

2019/8/1
3（火）

2019/8/1
4（水）

2019/8/1
5（木）

2019/8/1
6（金）

2019/8/1
9（月）

2019/9/2
（月）

2019/10/
9（水）

2019/11/
5（火）

2019/12/
6（金）

2020/1/1
4（火）

2020/2/1
0（月）

2020/3/1
9（木）

2020/3/2
0（金）

2019/4/1 基準日

１８日 日数 時季（年次
有給休暇
を取得した
日付）
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！ ここも注目 ～就業規則による規定～

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項（労働基準法第８９条）
であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、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） （※）厚生労働省HPで公開しているモデル就業規則をご参照ください。

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、付与日数から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項または第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。

8


	【１】次第（4.10.14）
	【２】01　テレワークについて (立川署)
	テレワークについて�（テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン）
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9

	【３】02　時間外労働の上限規制と３６協定 (立川署)
	時間外労働の上限規制�（３６協定の記載について）
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8

	【４】03　副業・兼業について （立川署）
	副業・兼業について�（副業・兼業の促進に関する�ガイドライン）
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10

	【５】04　有給休暇 (立川署)
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8


