
 

働き方改革関連法に関する説明会 

 

次 第 

 

 

日時  令和４年 10 月 20 日（木） 

                        13 時 30 分～15 時 45 分 

 

   １ 開会挨拶               13：30～13：35（5 分間） 

 

   ２ 講習Ⅰ                13：35～14：15（40 分間） 

      建設業の労働時間の状況について 

          渋谷労働基準監督署 労働相談・支援班 担当者 

 

   ３ 講習Ⅱ                14：15～15：40（85 分間） 

      働き方改革関連法・時間外労働の上限規制の概要等について 

          渋谷労働基準監督署 労働相談・支援班 担当者 

 

   ４ 閉会挨拶               15：40～15：45（５分間） 

 

   ６ 閉会                 15：45 

 

 



2021年4月1日

渋谷労働基準監督署

建設業の労働時間の状況について
渋谷労働基準監督署管内の工事現場における自主点検結果より



渋谷労働基準監督署管内の工事現場に対し自主点検を実施

2

下記の対象に自主点検を依頼した。

自主点検を依頼した対象

・令和４年６月に当署が実施した建設現場に対する監督指導を実施した日に現場に
入場していた全事業者

・令和４年６月27日から同年７月８日までの間に当署管内の大規模建設工事現場に
入場していた全事業者

回答数895事業者（N=895）



自主点検の内容

3



１ 休日について

4

休日（所定休日も含む）をどのように定めていますか。

（注）割合（％）については、四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。
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２ 労働時間の把握方法について

5

労働時間はどのように把握していますか。最も近いものを選んでください。
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自己申告（客観的記録との突合無） 出勤簿に押印（時間管理なし） 何もしていない

（注）割合（％）については、四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。



４ 3 6協定で定める上限時間について

6

１月あたりの時間外労働の上限時間数をどのように定めていますか。

（注）割合（％）については、四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。
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５ 時間外労働・休日労働が最も多かった労働者について

7

直近６か月の間で、１月あたりの時間外・休日労働時間数が最も多かった労働者の時間数及び職種を回答ください。
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【参考】法定労働時間と時間外労働について

労働基準法で定める法定労働時間は以下のとおりで、土曜日に現場に入場し、週40時間を超えるような場合には時間
外労働になる。

労働基準法第32条
① 使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、
労働させてはならない。

労働時間は、原則1週間について40時間、1日について8時間が上限（法定労働時間）で、これを
超えて労働すると時間外労働になる（※変形労働時間制等の例外はある）

8

・注意点
労働時間・休日労働は「ない」と回答した事業者110件のうち、94事業者が、完全週休２日制以外と回答してい

る。
通常の労働時間制度を採用し、土曜日に現場に入場する場合などにより週の労働時間が40時間を超える場合には、

40時間を超える部分は時間外労働（残業）の扱いになるので、36協定の届け出と割増賃金の支払いが必要となる。
（例） １日の所定7.5時間、週６日働く場合、週45時間労働となり、５時間は時間外労働となる。



６ 時間外労働・休日労働を行う理由について

9

時間外労働・休日労働を行う必要がある理由は何ですか（複数回答可）。
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人員が不足しているため

工期の設定が厳しいため

災害、トラブル等突発的な作

業が生じるため

予期せぬ設計変更など顧客か

らの不規則な要望に対応する

ため

前工程の遅れや手戻りが多い

ため

事務作業が多いため

その他

全体(n=895)

（％）

（注）複数回答のため、内訳の合計（％）が100を超える。



６ 時間外労働・休日労働を行う「その他」の理由について
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主なものは以下のとおり。
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土曜日が現場の稼働日とされているから

現場の会社の移動時間が時間外労働になるため。

（件）



７ 建設事業への時間外労働・休日労働の上限規制の適用について

11

令和６年４月から、建設事業にも時間外労働・休日労働の上限規制が適用になりますが、そのことを知っていますか。

（注）割合（％）については、四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。

78.4

100

33.3

50

100

87

53.4

39.6

50.3

67.1

65.1

77.5

14.9

0

55.6

50

0

6.5

37.1

47.6

36.7

27.6

28.6

17.5

6.8

0

11.1

0

0

6.5

8.4

12.8

8.4

5.3

4.8

5

0

0

0

0

0

0

1.2

0

4.5

0

1.6

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=74)

10人未満(n=2)

10～49人(n=9)

50～99人(n=6)

100～299人(n=7)

300人以上(n=46)

全体(n=776)

10人未満(n=187)

10～49人(n=322)

50～99人(n=76)

100～299人(n=63)

300人以上(n=80)

元
請

下
請

内容を知っている 詳細は知らないが、聞いたことがある 知らない 不明



８ 時間外労働・休日労働の削減の必要性について

12

時間外・休日労働を削減する必要があると考えていますか。必要な場合、どのような観点から削減が必要ですか（複
数回答可）。
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８ 時間外労働・休日労働を削減する必要がない理由

13

作業員を中心に日給月給制の賃金体系のため、時間外労働や休日労働がなくなると収入が減るので困るという意見が
ある。

ポイント
働き方改革の実現に向けた取り組みで重要なのは、「長時間労働の削減」であり、これは残業や休日出勤を一律で禁止するとい

う趣旨ではない。
時間外労働や休日労働を行う場合には、36協定で定める限度時間を遵守するとともに適正は割増賃金を支払う必要がある。
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９ 会社から現場に対する対策や指示について

14

会社から現場に対し、時間外労働・休日労働を削減するための対策や指示が出ていますか。

（注）割合（％）については、四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。
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９ 会社からの現場に対する対策や指示について

15

会社からの対策や指示の内容を記入してください。
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1 0 現場で行っている取組みについて

16

現場で労働時間を削減するために行っている取組みはありますか。

（注）割合（％）については、四捨五入しているため、合計が100にならない場合がある。
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1 0 現場で行っている取組みについて【元請け事業者】

17

現場で労働時間を削減するために行っている取組みはありますか。また、労働時間を削減するためにどのような取り
組みを行うことが有効だと考えますか。

3

2

1

0 1 2 3

悪天候、突発作業、資材不足等が起こると

労働時間が長くなるため

施主指示による短い工期に対応するため

技量不足で労働時間が長くなるため

取組みを行うことが難しい理由(n=74)

9

9

8

7

4

4

4

3

3

3

3

2

2

1

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

作業分担の見直し、業務量の平準化

休日労働した場合、振替休日を取得する

人員増（応援を含む）、外注の活用など

ノー残業デーを設定する

ICTの活用

土曜日の現場閉所などにより休日を増やす

年次有給休暇の取得奨励

手戻り等を防止するため、打ち合わせを密に行う

フレックスタイム制、時差出勤などの活用

交代勤務、複数管理体制等による休日の確保

時短プログラム、労働時間の見える化、労働時間

短縮の意識改革など

事務作業を集中して行う時間帯を設ける

作業の効率化、生産性の向上

打ち合わせを時間内に終わらせる

現場の夕礼後帰宅するように促す

下請けに管理業務の一部を分担させる

行っている取組みや有効だと思う取り組み（n=74）

（件）
（件）



1 0 現場で行っている取組みについて【下請け事業者】

18

現場で労働時間を削減するために行っている取組みはありますか。また、労働時間を削減するためにどのような取り
組みを行うことが有効だと考えますか。

24

12

9

9

5

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1

0 5 10 15 20 25

現場が週休2日にならないと下請けは休めない

（元請けの協力が必要）

人出不足のため、1人当たりの業務量を減らすの

が難しい

日給月給制のため休むと賃金が少なくなる（賃金

の減額なく休日を増やすのが難しい）

他社の作業進捗により工程の影響を受ける

業務量が多い、突発作業が生じる等があっても、

工程を遅らせることができない

施主から余裕のある後期や予算を認めてもらえな

い

工事代金が安いため、増員できない

複数の現場に入場し、現場ごとに工程が異なり取

組みが難しい

現場仕事後に事務作業を行わなければならない

仕上げ工事を担当しており、無理な工程になるこ

とが多い

人を増やすだけでは労働時間の削減にならない

IOT等システム導入したいが、コストがかかる

臨機応変な工程管理がでいておらず、適正な人員

配置ができない

現場作業員にできることは限られている

現場と会社の移動時間は削減できない

取組みを行うのが難しい理由(n=776)

53
43

23
19

17
13

12
10
10

8
8

6
6

5
5
5
5

3
3

2
2

1
1
1

0 10 20 30 40 50 60

手戻り等を防止するため、打ち合わせを密に行う

事前に工程や作業内容を確認し、適切な人員配置を行う

ICTの活用

作業の効率化、生産性の向上

人員増（応援を含む）、外注の活用など

無理のない工程を作る

発注者、元請等と協議し、工程の見直しを求める

無駄なく、予定通りに作業を行う

作業分担の見直し、業務量の平準化

土日、祝祭日をなるべく休日にする

交替制勤務による休日の確保

ノー残業デーの設定

翌日にできることは翌日に行う

休日労働した場合、振替休日を取得する

事務方が事務作業を行うなど他部署の支援を得る

教育を行い作業能率を高める

労働時間の見える化など労働時間管理の徹底

賃上げをすれば、残業する必要がなくなる

5Sの徹底

DX化の推進

土曜日の現場閉所が増えてきている

現場ごとに同じ作業員を入れ、慣れた状態で作業を行う

移動時間削減のため、遠方の現場の仕事は受けない

書類作成は必要最低限の範囲で行う

行っている取組みや有効だと思う取組み(n=776)

（件）（件）
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働き方改革関連法・時間外労働の上限規制の概要等について



• 働き方改革とは



働き方改革とは

3

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるよう
にするための改革です。

日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、 「働く方々のニーズの多様化」などの課題に
対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に
発揮できる環境をつくることが必要です。

働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成⾧と分配の好循
環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

働き方改革が目指すもの

「働き方改革」は、我が国雇用の７割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施す
ることが必要です。魅力ある職場とすることで、人手不足解消にもつながります

職場環境の改善などの「魅力ある職場づくり」が人手不足解消につながることから、人手不足感が強い中小企
業・小規模事業者においては、生産性向上に加え、 「働き方改革」による魅力ある職場づくりが重要

「意識の共有がされやすい」など、中小企業・小規模事業者だからこその強みもある

「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」の好循環をつくる

・中小企業・小規模事業者の働き方改革



働き方改革関連法の全体像

働き方改革は、働く人々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするための改革です

１ 時間外労働の上限規制の導入
時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定します。

２ 年次有給休暇の確実な取得
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について確実に取得させなければなりません。

３ 中小企業の月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ（猶予措置廃止）
月60時間を超える残業に対する割増賃金率を50%に引き上げます。

４ 「フレックスタイム制」の拡充
より働きやすくするため、制度を拡充します。労働時間の調整が可能な期間（清算期間）を3か月まで延⾧できます。

５ 「高度プロフェッショナル制度」を創設
職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に従事する場合に健康確保措置や本人同意、労使委員会決議等を

要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外にできます。

６ 産業医・産業保健機能の強化
産業医の活動環境を整備します。労働者の健康管理等に必要な情報を産業医へ提供すること等とします。

７ 勤務間インターバル制度の導入促進
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（インターバル時間）の確保に努めなければなりません

８ 正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差別の禁止
あらゆる待遇について同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な差を設けることが禁

止されます。

4



働き方改革関連法の施行日一覧

5

項目 大企業 中小企業

労働時間の上限規制 2019年４月１日 2020年４月１日

年次有給休暇の確実な取得 2019年４月１日

中小企業における割増賃金率の猶予措置廃止 ― 2023年４月１日

フレックスタイム制の拡充 2019年４月１日

高度プロフェッショナル制度の創設 2019年４月１日

産業医・産業保健機能の強化 2019年４月１日

勤務間インターバル制度の導入促進 2019年４月１日

正社員と非正規雇用労働者との間の
不合理な待遇差別の禁止 2020年４月１日 2021年４月１日

各項目の施行期日は以下のとおりです



中小企業とは

6

中小企業の定義は以下のとおり（事業場単位ではなく、企業単位で判断する）

業種
資本金の額

または
出資の総額

または

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

その他
（製造業、建設業、
運輸業、その他）

３億円以下 300人以下

※資本金や出資金の概念がない場合には、労働者数のみで判断する

詳細は「中小企業 定義」で検索
中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html



• 労働基準法とは



労働基準法

労働条件に関する最低基準などを定めた法律です

１ 労働条件の最低の基準を定めた法律であり、

２ 労働基準法で定めた基準に達しない労働条件は無効と定められており、

３ 違反すると刑罰も科される法律である

※労働基準法は国家公務員等の一部を除いて、日本国内のすべての労働者に原則適用される
したがって、正社員に限らず、派遣労働者、アルバイト・パートタイマーなどにも同じように適用される

8

・賃金の支払の原則・・・直接払、通貨払、全額払、毎月払、一定期日払
・労働時間の原則・・・１週40時間、１日８時間
・時間外・休日労働・・労使協定の締結
・割増賃金・・・・・・時間外・深夜２割５分以上、休日３割５分以上
・解雇予告・・・・・・労働者を解雇しようとするときは30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の支払
・有期労働契約・・・・原則３年、専門的労働者は５年

この他に、年次有給休暇、就業規則などについても規定している

労働基準法

労働基準法の主な規定



9

働き方のルール
労働基準法のあらまし



• 労働時間の上限規制の導入



11

建設業の事業主の皆さまへ
「労働時間の上限規制」への準備は
お済ですか?



法定労働時間

労働基準法で定める法定労働時間は以下のとおり

労働基準法第32条
① 使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、
労働させてはならない。

労働時間は、原則1週間について40時間、1日について8時間が上限（法定労
働時間）で、これを超えてはならないことになっている

12



【参考】弾力的な法定労働時間を可能にする制度

13

変形労働時間制の概要。フレックスタイム制については後述。

制度名称 対象 労働時間 手続

１ヶ月単位
変形労働
時間制

（労基法第32条の2）

１ヶ月以内の期間を平均し
て、法定労働時間を超えな
い範囲で、特定の日・週で
法定労働時間を超えて労働
させることができる制度

対象業務や対象労働者に関
する制限はない

１ヶ月以内の期間・期間
内の総労働時間を定め、
その枠内で働く

（いずれも期間終了時に
週当たり平均40時間を超
える分は法定時間外労働
となる）

対象期間における各日・週の労働時間等
を定めた労使協定または就業規則による
（労使協定の場合は労基署へ届出が必要）

１年単位
変形労働
時間制

（労基法第32条の4）

１ヶ月を超え、１年以内の
期間を平均して、法定労働
時間を超えない範囲で、特
定の日・週で法定労働時間
を超えて労働させることが
できる制度

対象業務や対象労働者に関
する制限はない

１ヶ月を超え、１年以内
の期間・期間内の総労働
時間を定め、その枠内で
働く

（いずれも期間終了時に
週当たり平均40時間を超
える分は法定時間外労働
となる）

対象期間における労働日、労働日ごとの
労働時間数等を定めた労使協定による。
（労使協定は労基署へ届出が必要）

※ 労使協定で定める各日の労働時間は10時間を超えて
はならず、各週では、52時間を超えてはならない
また、対象期間が３ヶ月を超える場合の所定労働日
数の限度は原則として１年あたり280日。さらに労
使協定で定める労働日は連続６日が限度

１週単位非定型的
変形労働時間制

（労基法第32条の5）

常時使用する労働者が30人
未満の小売業、旅館、料理
店及び飲食店のみ

１週40時間以内の範囲で、
１日10時間を上限として、
その枠内で働く

労使協定による
（労使協定は労基署へ届出が必要）

※少なくとも当該１週間の開始する前に、労働者に書面
により各日の労働時間を通知しなければならない



【参考】1年単位の変形労働時間制のイメージ

14

繁忙期の労働時間を閑散期で吸収し、1年を通じて所定労働時間を平均週40時間以下とする制度

週平均
40時間

上乗せ

削減

同じ面積

通常の週40時間制

１年単位の変形労働時間制の場合

１月 ２月
３月

１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月

１月 ２月 ３月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月

上乗せ

削減

同じ面積

閑散期閑散期 繁忙期 繁忙期

閑散期閑散期 繁忙期 繁忙期

１ヶ月の所定労働時
間が増加

１ヶ月の所定労働時
間が増加

週40時間

時間外労働
（36協定）

時間外労働
（36協定）



法定休日

労働基準法で定める休日は以下のとおり

労働基準法では、最低限週１日の休日を労働者に与えればよいことになっているが、例えば、１日８時間の
所定労働の場合、平日週５日労働すると、週40時間労働となる。

このような場合、土日を休日とすることで、週40時間制を達成することとなる。この場合、労働基準法で
は、最低限の週１日を法定休日、もう１日の休日を所定休日と呼び区別している。

労働基準法では、所定休日に労働した場合は、「時間外労働」となり、法定休日に労働した場合が「休日労
働」になる。

労働基準法第35条
① 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも１回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、４週間を通じて４日以上の休日を与える使用者については適用しない。

休日は、週１日以上を原則とするが、４週間で４日の休日とすることもできる

15

週休２日制の休日



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

16

使用者には労働者の労働時間を適正に把握する責務がある

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

労働時間とは?

〇 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

〇 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

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置（概要）
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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



時間外労働・休日労働を行わせるには

18

いわゆる36協定を労使間で締結し、所轄労働基準監督署⾧へ届け出を行う必要がある

労働基準法第36条（概要）
事業場の過半数で組織する労働組合か過半数を代表する労働者と書面による協定をし、所轄労働基準監督署⾧

に届け出た場合は、法定労働時間または法定休日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って
労働時間を延⾧し、または休日に労働させることができる。

法律で１日や１週間の働く時間が決まっているが、それを超えて働くことを完全禁止にすると、業務を遂行する上でやむを得ない
事情が生じることがある

このため、我が国では労使間の一定の手続の上で、残業を認めるようにしている
この書面による協定は「時間外労働・休日労働に関する協定」が正式名称だが、労働基準法第36条に基づく協定のため、一般的

には、「36（さぶろく）協定」とも呼ばれている

・36協定を締結し、所轄労働基準監督署⾧に届出れば、届出以降、36協定で定めた範囲内で、法定労働時間を超
え、または法定休日に労働させても労働基準法違反とはならない

（36協定で定めた限度を超える時間外労働、休日労働は労働基準法違反となる）

・時間外労働時間数の上限は、2024年4月以降、原則１月45時間、１年間360時間の範囲内で協定を締結する必
要がある

（原則の限度時間を超える「特別条項」を設ける制度もある）

・36協定で定めた範囲内で時間外労働・休日労働を行うのは適法だが、法定労働時間を超えた場合には25％増、
法定休日に労働させた場合には35％増の割増賃金を支払わなければならない

（時間外労働か否かにかかわらず、22時から翌５時の深夜に労働した場合にも、25％増の割増賃金を支払わなければならない）

36協定の基本事項



上限規制が適用猶予・除外される業務・業種
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一部の事業・業種には上限規制の適用を猶予または除外しているが、多くは、2024年４月１日から上限規制の適用と
なる

自動車運転の業務
2024年４月１日から上限規制を適用

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
続き検討することとなっている

建設事業
2024年４月１日から上限規制を適用

ただし、災害時における復旧・復興の事業については、複数月平均８０時間以内・１か月
１００時間未満の要件は適用しない

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することとなっている

医師
2024年４月１日から上限規制を適用

ただし、具体的な上限時間等については、医療界の参加による検討の場において、規制の
具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得ることとしている

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ない
※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせ

なければならないこととする



労働基準法の上限規制
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時間外労働の上限を法律で規制することは、71年前（1947年）に制定された労働基準法において初めての大改革

（改正前）

１週間40時間、１日８時間の法定労働時間は
適用されるが、

時間外労働については、上限の規制なし

（改正後）

法律で時間外労働の上限を定め、これを超える時
間外労働はできなくなる

１年間＝12か月

特別条項による延長
年間６か月まで

残業時間(原則)
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)
・年合計720時間
・月100時間未満＊、複数月平均80時間＊（＊休日労働を含む）
災害の復旧・復興の事業には適用しない



労働時間の上限規制
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改正により労働時間の上限が直接労働基準法で規制されるようになった

労働基準法第36条第６項
２号 １か月における時間外労働・休日労働時間数が100時間未満であること
３号 対象期間の初日から１か月ごとに区分した各期間の直前の１か月、２か月、３か月、４か月

及び５か月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外労働・休日労働時間数が１箇月当た
りの平均で80時間を超えないこと

対象月 時間外労働 休日労働 合計 算定期間

2022年9月 80時間 0時間 80時間 １か月 ８０時間

2022年8月 50時間 15時間 65時間 2か月平均 72.5時間

2022年7月 65時間 20時間 85時間 3か月平均 76.6時間

2022年6月 70時間 15時間 85時間 4か月平均 78.7時間

2022年5月 80時間 15時間 95時間 5か月平均 82.0時間

2022年4月 60時間 0時間 60時間 6か月平均 78.3時間

例えば、下図のような時間外労働・休日労働の場合、いずれの月も時間外労働・休日労働の合計が100時間未満であり、第２号に
は違反しないが、５か月平均が80時間を超えているため、３号違反となる

５か月平均
でみると、
月80時間を
超えている



36協定の締結、届出について
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36協定の締結に当たっての基本ポイントと特別条項について

・法定労働時間（原則１週間40時間、１日８時間）、法定休日を超えて労働させる場合には、36協定の締結、届
出が必要となる

・時間外労働時間数の上限は、原則１月45時間、１年間360時間の範囲内で協定を締結する必要がある

・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上記原則の限度時間を超えて労働させる必
要がある場合には、特別条項を設定することができる

・協定する期間は、「１日」、「１か月」、「１年」に限られていること

・協定期間の「起算日」を定める必要があること

限度時間を超えて労働させる必要がある場合において延⾧して労働させることができる時間

【特別条項において協定する必要がある事項】
・１か月の時間外労働時間数+休日労働時間の合計が100時間未満、２～６か月平均80時間以内であること
・１年間の時間外労働時間数の上限は720時間以内であること
・限度時間を超えることができる回数は、６回（６か月）以内であること
・限度時間を超えて労働させることができる場合は、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要があるものに限られ、できる
限り具体的に定めること
・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設けること
・限度時間を超えた割増賃金率について、法定の割増率を超える率となるように努めること
・限度時間を超えて労働させる場合における手続きを定めること

特別条項について

基本ポイント



現在の36協定の様式（様式第９号の４）
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現在使用している様式
（2024年3月末まで）



３６協定届の記載例（特別条項）
（ 様 式 第 ９ 号 の ２ （ 第 1 6 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。

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。

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）

労働時間の延⾧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。

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。

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。

（１）

（２）

（３）



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」など恒常的な⾧時間労働を
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。

（２）

（３）

（３）

（３）

（４）

（６）

（７）

（８）

（５）



36協定届の記載例（特別条項）の注意点
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特に以下の点についてご注意ください

（１）、（２）
・「協定の有効期間」とは

36協定が効力を有する期間。１年間とすることが望ましい。
・「起算日」とは

１年間の上限時間を計算する際の起算日を記載する。起算日の記載漏れが多いので、注意。２枚目にも記載箇所あり。

（３）
・「チェックボックス」について

４か所のチェックボックスの記載内容を必ず労使で確認の上、チェックする
チェックボックスにチェックがない場合、有効な協定届とはならないので注意

（４）
・「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」について

一時的または突発的な時間外労働を行わせる必要があるものに限る
（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、機械のトラブル対応

恒常的な⾧時間労働を招く恐れのあるものは認められない。１枚目と同じ事由にならないように注意。
（例）業務の都合上必要な場合、業務上やむを得ない場合、年間を通じて適用されることが明らかな事由の場合など

業務繁忙なとき、使用者が必要と認めるときなど

（５）
・「限度時間を超えて労働させることができる回数」について

月の時間外労働の限度時間（月45時間ないし月42時間）を超えて労働させる回数を定める
６回（６か月）以下になるように注意



36協定届の記載例（特別条項）の注意点
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特に以下の点についてご注意ください

（６）
・「限度時間を超えて労働させる場合における手続」について

限度時間を超えて労働させる場合にとる手続きを定める必要がある
（例）労働者代表に対する事前申し入れ、労働者代表との協議など
時間外労働が月45時間を超える見込みとなり、特別条項を発動する前に当該手続きを行わない場合は、違法な時間外労働と
なることに注意。特別条項を発動する都度、当該手続きを行う必要があることに注意。

（7 ）
・「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」について

36協定裏面の記載心得にある次の健康確保措置のいずれかを講じることが望ましいことに注意
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）
・「協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名、氏名」について

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を
選任する必要がある

過半数代表者の選任に当たっては、以下の点に注意。以下の点に反すると有効な36協定とはならないことに注意
・管理監督者ではないこと
・36協定を締結する者を選出することを明らかにしたうえで、投票、挙手等の民主的手法で選出すること
・使用者の意向に基づいて選出された者ではないこと



【参考】時間外労働・休日労働の管理方法
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時間外労働、休日労働、それらの合計が36協定や法律の範囲内に収まっているか管理する必要がある

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ・・
時間外労働 80 60 45 35 35 80

休日労働（回数） 0 20（3） 15（2） 10（1） 0 0
時間外・休日労働月合計 80 80 60 45 35 80

時間外労働年合計 80 140 185 220 255 335
特別条項回数 1 2 3

（A:時間外労働）･･･月45時間以内、年360時間以内 (B:休日労働) ･･･月３回 8:30～17:30
・特別条項 （C:回数）･･･年６回以内 （D:時間外労働延⾧）･･･月80時間以内、年720時間以内
・労働基準法の上限（E:時間外労働・休日労働の合計）･･･１月100時間未満、２ないし６月で80時間以下

（A）の時間（45時間）を
超えることができるのは
年６回まで

（B）の回数・時間を超え
ることはできない

（E）の時間（100時間）
を超えることはできない

36協定の内容

時間外労働、休日労働がそれぞれ36協定の範囲内で収まるように管理しつつ、時間外労働・休日労働
の合計が労働基準法の上限規制の範囲内に収まるようにも管理する必要がある

（D）の時間（720時間）
を超えることはできない

2月平均:57.5時間
3月平均:53.3時間

4月平均:55.0時間
5月平均:60.0時間

6月平均:63.3時間

どの月をとっても（E）の時
間（平均80時間）を超える
ことはできない
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建設業の事業主の皆様へ
令和6年4月1日から時間外労働の上限規制
が適用されます



• 年次有給休暇の確実な取得



年次有給休暇

労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一
定日数の年次有給休暇を与えることを規定している

※このため、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った

労働基準法第39条（概要）
・雇い入れの日から起算して６か月継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働者（管理監督者も含む）には、
年10日の有給休暇が付与される
・勤続勤務６年６か月で年20日が限度
・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が比
例付与される

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るが、職場への
配慮やためらいなど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
なっている
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年次有給休暇の課題



【参考】年次有給休暇の付与日数

32

有給休暇の付与日数は以下のとおり

週所定 年間所定 勤続年数

労働日数 労働日数 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

4日 169日～216日 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

【労働時間が短い者（週30時間未満）の付与日数】

勤続年数 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

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

【年次有給休暇の付与日数】

※ 週30時間未満のパート・アルバイト等であっても、付与日数が10日以上の場合、年5日の有給休暇の取得義務が

課されることに注意



年次有給休暇の取得義務化

年５日の年次有給休暇を取得させることを企業に義務付けるようになった

33

そもそも、希望申出がしにくいという状況があった
 我が国の年休取得率は2016年まで50%未

満で取得率は低調だった

労働者 使用者

労働者の申出による取得（原則）

｢○月×日に休
みます」

労働者が使用者に
取得時季を申出

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」

労働者 使用者

４/１
入社

10/１ ４/１

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。

９/30
（例）４/１入社

の場合

年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に対して、そのうちの年５日について使用者
が時季を指定して取得させることを義務づけるようになった

2017年以降、取得率は、51.1％→52.4％→
56.3％→56.6％と年々上昇している

（就労条件総合調査より）



年次有給休暇の取得義務化

年次有給休暇の時期指定義務のポイントは以下のとおり

34

・対象者は、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）
・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る
・労働者が自ら申し出て取得した日数や、計画的付与で取得した日数については、５日
から控除することができる

・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
ばならない
・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らない

（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 ⇒ 〃
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 ⇒ 〃 ３日 〃

※半日単位の年休は５日から控除できるが、時間単位の年休は５日から控除できないことに注意



年次有給休暇管理簿の作成

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る。 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でも差し支えない

35

労働基準法施行規則第24条の7（概要）
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らない

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） 2021／４／１

基準日から１年以内の期間における年次有給休暇の取得日数 16.5 日

2021
4/4

2021
5/27

2021
6/3

2021
7/1

2021
8/1

2021
8/13

2021
8/14

2021
8/15

2021
8/16

2021
8/19

2021
9/2

2021
10/9

2021
11/5

2021
12/6

2022
1/14

2022
2/10

2022
3/19
(午前）

2022
3/20

時季

基準日

取得日数

（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

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らない

就業規則への記載

※ 規定例については、厚生労働省HPで公開している「モデル就業規則」を参照ください

‼



【参考】法定の基準日と異なる年次有給休暇の付与をする場合

36

法定の基準日と異なり、
・入社日から年次有給休暇を付与する場合や、
・全社的に年次有給休暇の起算日を合わせるために２年目以降に付与日を変える場合
などについては、以下のような取扱いとなる

①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らない

４/１入社 １０/１ ３/３１

法定の基準日10日付与

９/３０

（例）４/１入社時に10
日付与する場合

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。

５日取得

②入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、５日の指定義務がかかる１年間の期間に重複が生じ
る場合（全社的に起算日を合わせるために入社２年目以降の社員への付与日を統一する場合など）
⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間（前の期間の始期から後の期間の終期までの期間）の⾧さに応じ
た日数（比例按分した日数）を、当該期間に取得させることも認められる

４/１入社

通常は１年目の10/１～翌９/30までの１年間に５日取得させ、
２年目の４/１～翌３/31までの１年間に５日取得させることに
なるが、期間の重複が生じるため管理が複雑になる。

１０/１ ４/１

１年目の付与日
（10日付与）

９/３０

２年目の付与日
（11日付与）

３/３1

この場合には、10/１～翌々３/31までの期間（18箇月）に、
５日÷12×18＝7.5日以上取得させることも認められる。

（例）４/１入社で、
初年度は10/１に付与
翌年度は４/１に付与

する場合

５日取得
５日取得

7.5日以上取得



③上記①・②の期間経過後は当該期間の最終日の翌日からの１年間に５日の指定義務がかかる
（例）①の場合

４/１
入社

10日付与

１０/１

法定の基準日

①の期間

３/３１４/１

次の期間

（例）②の場合

４/１
入社

１０/１

１年目の付与日

４/１

②の期間 次の期間

２年目の付与日

９/３０ ３/３１４/１

５日取得 ５日取得

５日取得7.5以上取得

④10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与し、労働者が自ら年次有給休暇を取得した場合
⇒分割して前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が10日に達した日からの１年間に５日の指定義務が
かかります。当該日以前に、分割して前倒しで付与した年次有給休暇について労働者が自ら取得していた場
合には、取得した日数を５日の指定義務から控除する

４/１
入社

７/１～翌６/30までの１年間に５日取得させることが必要

７/１

５日付与

６/３０

５日付与

ただし、４/１～６/３０までに労働者が自ら年次有給休暇を取得
していた場合には、取得した日数を５日から控除する

（例）４/１入社時に５日付
与し、７/１に残り５日付
与する場合

←合計10日に到達

５日取得

３/３１

３/３１

37



• 月60時間超の残業の割増賃金率引上げ



中小企業に対する月60時間超の時間外労働の割増賃金率の適用猶予見直し

39

中小企業に適用が猶予されていた月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率の引き上げ（25%→50%）について、2023年４
月より猶予を廃止し、50%以上の割増賃金率の支払いが義務付けられる

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

60時間以下 60時間超
大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

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

60時間以下 60時間超
大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

（現在） （改正後）

月60時間超の残業割増賃金率大企業、中
小企業ともに５０％

月60時間超の残業割増賃金率大企業は
５０％、中小企業は ２５％

労働基準法第37条（概要）
・１週間40時間、１日８時間を超えて労働させた場合は、２割５分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、延⾧して労働させた時間が１月で60時間を超えた場合は、５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
・中小事業主の事業については、当分の間、ただし書きの規定は適用しない



【参考】割増賃金の支払い

40

法定労働時間を超える時間外労働、法定休日労働、深夜労働に対しては、割増賃金を支払う必要がある

例えば、時給1,000円のアルバ
イトが1日９時間労働したら?

・労働基準法第37条

※ 深夜（午後10時～翌日午前5時）労働に対する割増賃金は25％以上となる
時間外労働が深夜労働に及んだ場合、合わせて50％以上の割増賃金となる

※ 法定休日の労働に対する割増賃金は35％以上となる

所定労働時間が８時間で、土日休みの完全週休２日制（法定休日は日曜日とする）の場合、土曜日に出勤した場
合の割増率は??

週の法定労働時間40時間を超えるので時間外労働（割増率25％）にはなるが、法定休日ではないため休日労働

にはならない（法定休日は週1日のため）

ここで質問



【参考】割増賃金の支払い
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割増賃金率をまとめると表のとおり

割増賃金の種類 割増率

時間外労働
時間外月60時間以下 25％以上

時間外月60時間超（※） 50％以上
休日労働 35％以上
深夜労働 25％以上

時間外＋深夜労働
時間外月60時間以下 50％以上

時間外月60時間超（※） 75％以上
休日労働＋深夜労働 60％以上

※2023年３月末まで、以下のような中小企業は適用が猶予される（時間外労働が月60時間超でも割増賃金率は25％のまま）
小売業:資本金1000万以下または従業員数50人以下

サービス業:資本金1000万以下または従業員100人以下
卸売業:資本金1億円以下または従業員数100人以下
その他:資本金3億円以下または従業員数300人以下



• 「フレックスタイム制」の拡充



フレックスタイム制

43

労働時間を効率的に配分できるようになり、労働生産性の向上が期待できる。また、仕事と生活の調和が図りやすく
なり、労働者の職場への定着が高まることも期待できる。

労働基準法第32の3条（概要）
労使協定により法定事項※を定めたときは、清算期間として定められた期間を平均し１週間当たり40時間を超

えない範囲内で、１週間４０時間（特例事業場は44時間） 、１日８時間を超えて労働させることができる

フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・
終業時刻、労働時間を自ら決めることができる制度

労働者にとっては、日々の都合に合わせて、時間という限られた資源をプライベートと仕事に自由に配分でき
るため、プライベートと仕事とのバランスがとりやすくなる

【メリット】

１ 労使協定で以下の事項を定める必要がある（法定事項※）
①対象となる労働者の範囲、②清算期間、③清算期間における総労
働時間（清算期間における所定労働時間）、④標準となる１日の労
働時間、⑤コアタイム（任意）、⑥フレキシブルタイム（任意）

２ 就業規則等に、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねるこ
とを定める

導入要件 月の暦日数 1か月の法定労働
時間の総枠

清
算
期
間
の
歴
日
数

31日 177.1時間

30日 171.4時間

29日 165.7時間

28日 160.0時間

例えば、１か月を清算期間とした場合、
法定労働時間の総枠は以下のとおり

（※これらの時間数を超えると時間外労働となる）



フレックスタイム制の清算期間の延⾧等
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改正によりフレックスタイム制の清算期間の上限が３か月となる

６月

労働時間

７月 ８月

法定労働時間

６月

労働時間

７月 ８月

法定労働時間

週平均50時間

１か月単位で清算す
るため、この分の割
増賃金を支払う必要
がある

所定労働時間に満
たない場合、欠勤
扱い

３か月単位で清
算するため、こ
の分の割増賃金
を支払いは不要

１か月目に働いた時
間と相殺するため欠
勤扱いにならない

１月ごとの労働時間が
週平均50時間を超える
と時間外労働となる

（改正前） （改正後）清算期間の上限:１か月 清算期間の上限:３か月

フレックスタイム制の清算期間の上限は「１か月」までとされていたが、清算期間の上限が「３か月」に延⾧
され、月をまたいだ労働時間の調整により柔軟な働き方が可能となった



• 産業医・産業保健機能の強化



産業医・産業保健機能の強化
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改正により産業医の活動環境を整備し、労働者の健康管理等に必要な情報を産業医に提供することとなった

労働安全衛生法第13条（労働安全衛生法施行令第5条）（概要）
労働者の健康管理等について、 専門的な立場から指導や助言を行う医師のこと
労働者数5 0人以上の事業場においては、 産業医の選任が事業者の義務となっている

※労働者数5 0人未満の事業場 においては、産業医の選任義務はないが、 労働者の健康管理を医師等に行わせるように努めなけれ
ばならない

産業医とは?

・産業医の活動環境の整備
（改正前） （改正後）

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

事業者から産業医への情報提供を充実・強化する

事業者は、 ⾧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

事業者は、産業医から勧告を
受けた場合は、その勧告を尊
重する義務がある

産業医の活動と衛生委員会との関係を強化する

事業者は、産業医から受けた勧告の内容を事業場の労使や産業医で構成する衛
生委員会に報告することとしなければならないこととし、衛生委員会での実効
性のある健康確保対策の検討に役立てる



産業医・産業保健機能の強化
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改正により産業医の活動環境を整備し、労働者の健康管理等に必要な情報を産業医に提供することとなった

労働安全衛生法第18条（労働安全衛生規則第22条）（概要）
労働者の健康管理等について、労使が協力して効果的な対策を進めるために、事業場に設置する協議の場
衛生委員会のメンバーは、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生に関する経験を有する労働者で構

成される
労働者数5 0人以上の事業場においては、 衛生委員会の設置が事業者の義務となっている

衛生委員会とは?

・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り扱いルールの推進

（改正前）

（改正後）

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
必要がある（努力義務）

産業医等による労働者の健康相談を強化する

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

事業者による労働者の健康情報の適正な取り扱いを推進する

事業者による労働者の健康情報の収集、保管、使用及び適正な管理について、
指針を定め、労働者が安心して事業場における健康相談や健康診断を受けられ
るようにする



• 労働時間の客観的な把握



労働者の労働時間の状況の把握
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医師による面接指導を実施するためにも労働時間を把握する必要がある

（改正前）

〇 割増賃金を適正に支払うため、 労働時間を客観的に把握することを通達※で規定
※「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」（スライド15）のこと

→  みなし労働時間制が適用される人や管理監督者は、この通達の対象外だった
【理由】
・ みなし労働時間制（事業場外みなし制、裁量労働制）の適用者は、みなし時間※に基づき

割増賃金の算定をするため、 通達の対象としない
・ 管理監督者は、 時間外・休日労働の割増賃金の支払義務がかからないため、通達の対象と

しない

（改正後）
※ 「みなし(労働)時間」とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定められた時間労働したものとみ

なすことをいう

労働安全衛生法第66条の8の3
健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての人の労働時間

の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務づけられた
労働時間の状況を客観的に把握することで、
⾧時間働いた労働者に対する、医師による面接指導※ を確実に実施する

※ 労働安全衛生法に基づいて、残業が一定時間を超えた労働者から申出があった場合、使用者は医師による面接指導を実施する
義務がある



【参考】⾧時間労働による医師の面接指導
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⾧時間労働による脳・心臓疾患発症の予防のため、労働者の申し出により医師の面接指導を実施する

労働安全衛生法第66条の８（労働安全衛生法施行規則第52条の２）（概要）
・時間外労働・休日労働が１月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者の申
し出により、医師による面接指導を実施しなければならない
・医師は面接指導を行うに当たっては、①労働者の勤務の状況、②労働者の疲労の蓄積の状況、
③その他、労働者の心身の状況について確認を行う

⾧期間にわたり⾧時間労働が継続すると、睡眠時間が減少することにより労働者に疲労の蓄積を
もたらす

この疲労の蓄積が血管病変等を自然経過を超えて著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾患※を
発症させることがあると医学的に認められている

‼
※ 脳出血・くも膜下出血、脳梗塞、心筋梗塞、心停止、重篤な心不全などいわゆる「過労死等」と呼ばれている疾患

面接指導を実施する体制を整える

・労働時間を適正に把握し、毎月１回以上、一定の期日を定めて労働時間を算定する
・産業医に対し、時間外労働・休日労働が月80時間を超えた労働者の氏名、労働時間数を情報提供する
・時間外労働・休日労働が月80時間を超えた労働者に対し、労働時間数の情報を提供する
・労働者が申し出する際の手続きを定める（書面や電子メール等の記録が残るものとする）
・面接指導実施後、その結果について、医師から意見聴取し、必要な措置を講じる
・医師の意見を衛生委員会にも報告する

※ 50人未満の事業場に対しては、「東京西部地域産業保健センター」が無料で医師による面接指導を実施しているので、ぜひ
活用されたい
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「産業医・産業保健機能」と
「⾧時間労働者に対する面接指導等」が
強化されます



・働き方改革を実践するにあたって



働き方改革を実践するにあたって

働き方改革を実践するうえで、重要なこと

労働時間の上限規制や年次有給休暇について、守らなければならない規制として受け身でとらえ
るのではなく、「働き方改革」を契機として、⾧時間労働を是とする企業文化や職場風土を抜本的
に見直していくこと。

そのためには、
・経営トップ自らが、働き方改革に取り組む決意を示し、
・どうすれば⾧時間労働を改め、自社の生産性を向上させることができるかを考え、
・職場の管理職の意識改革を強力に推し進め、
・非効率な業務プロセスやマネジメントのあり方など、具体的な見直しに コミットメント

すること。

そして、
・働く方自身も、メリハリをつけて働くことで、
・ワークライフバランスが向上し、
・日々の生活を一層楽しめるような社会を創っていく

こと。
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働き方・休み方改善ポータルサイト
を利用して働き方・休み方改革に
取り組んでみませんか?



労働時間相談・支援コーナーのご紹介
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渋谷労働基準監督署内に「働き方改革」への取り組みを支えるため労働時間相談・支援コーナーを設置している

・改正労働基準法を含む働き方改革関連法への対応

・時間外・休日労働（３６協定）を含む労働時間制度全般

・変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導入

・⾧時間労働の削減に向けた取り組み

このほかにも労働法令、労務管理に関するご相談も可能

労働時間相談・支援班が、ご相談に対応いたします
まずはお気軽に、渋谷労働基準監督署にお問い合わせ下さい
なお、訪問支援ご希望の場合は裏面の申込書をＦＡＸにて

送付いただきますようお願いします

東京都渋谷区神南１丁目３番５号 渋谷神南合同庁舎５階
渋谷労働基準監督署 電話番号０３－３７８０－６５２７

ＦＡＸ番号０３－３７８０－６５９５ 渋谷署キャラクター

「シブハチ」くん
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個別に訪問説明をいたします!











































































「時間外労働の上限規制」への準備はお済みですか？

令和６年４月から、建設業にも 「時間外労働の上限規制」が適用されます。
時間外労働（残業）がある場合には、あらかじめ３６協定を労働基準監督署に
届け出ましょう。
※「時間外労働の上限規制」により、残業が禁止になるわけではありません。
（「時間外労働の上限規制」は、「法定労働時間(の規制)」とは異なります。）

建設業の事業主の皆さまへ

協力

３６（サブロク）協定は結んでいますか？

 労働者が法定労働時間を超えて働く（＝時間外労働がある）場合には、
あらかじめ「時間外・休日労働に関する協定（３６協定）」の届出が必要です。

 法定労働時間は、業種や規模によって異なります。

☑労働者の業務や事業所の業種によって、上限が異なります。

 業種や業務の繁閑等に応じて、変形労働時間制を導入することが可能です。

 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。
 一部の事業・業務については、上限規制の適用が令和６年３月末まで猶予されます。

☑業務の繁閑などにより上限規制を超える可能性がある場合
には、変形労働時間制を活用することができます。

「Yes・No」で答えながら上限規制への対応を確認できるフローチャート（別添２）

ポイントごとの解説も充実。残業管理のヒケツも分かるチェックシート（別添１）

「３６協定の結び方が分からない」「何時間まで残業可能なのか知りたい」
などお困りではありませんか？
本年４月までに必要な準備が簡単にチェックできるツールがあります。

 ３６協定は、①労働者（パートやアルバイト等も含む）の過半数で組織する労働組合、
または、②上記組合がない場合には、労働者の過半数を代表する方（過半数代表者）
と結ぶ必要があります。

https://www.mhlw.go.jp/index.html


ギモン が解けて残業管理のヒケツも分かるチェックシート
・ ・ ・

「時間外労働の上限規制」により 残業が禁止 になるわけではありません！

 「働き方改革」は、魅力ある職場づくりであり、人手不足の解消にもつながります。
 「魅力ある職場づくり」は、「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増・従業員

の処遇改善」の好循環へとつながっていくものです。

これだけは知ってほしい。「働き方改革」のこと。1

 ３６協定を労働基準監督署に届け出ることで、残業させることができます。

残業がある場合には、あらかじめ３６（サブロク）協定を届け出ましょう。

ポイント２
をチェック！

協力

疑問

答え

３６協定を届け出ると、何時間まで残業が可能ですか？

原則として「１月４５時間」「１年３６０時間」まで残業が可能です。

＜目安＞
・定時が１７時の場合、毎日１９時まで２時間残業すると、おおよそ１月の上限になります。
・毎月の残業が３０時間以下であれば、１年の上限を超えることはありません。

疑問

答え

何時間働いたら残業になりますか？

原則として「１日８時間」「１週４０時間」を超えて働くと残業になります。
労働者10人未満の商業、サービス業など一部の業種では「１週４４時間」まで
残業になりません。
※なお、労働時間が、「１日６時間を超える場合には４５分」、「１日８時間
を超える場合には６０分」の休憩が必要です。

チェック 自社の労働時間に加え、労働時間制度、労働者数や業種も確認して、３６協定
の届出が必要か確認しましょう。

ポイント３
をチェック！

チェック 自社の事業・業務を確認しましょう。また、残業が１月４５時間を超える場合
には、「臨時的な特別の事情」に当てはまるか確認しましょう。

また、上限規制が適用される事業・業務でも、臨時的な特別の事情がある場合、
「１月１００時間未満」「１年７２０時間以内」などを限度として、特別に
残業を延長することができます。

ポイント１
をチェック！

疑問

答え

会社に労働組合がありません。３６協定を結ぶことはできますか？

労働組合がない場合は、事業場（支店、営業所など）の「労働者の過半数を代
表する者」と結ぶことができます。投票や挙手などの手続で代表者を選びます。

チェック 代表者となることができる労働者の要件などを確認しましょう。

なお、建設事業や自動車運転の業務など「上限規制の適用が猶予・除外となる
事業・業務」があります。

・ ・ ・

別添１

https://www.mhlw.go.jp/index.html


労働者が 法定労働時間（※）を超えて 働く場合には、あらかじめ
「時間外・休日労働に関する協定（３６協定）」の届出が必要です。

法定労働時間は、業種や規模によって異なります。

原則 …１週:４０時間､１日:８時間法定労働時間

毎週１回または４週を通じて４日以上
（午前０時～午後１２時の１暦日の休み）

休日の最低基準（法定休日）

（※）法定労働時間 とは

ポイント２

原則 …１週:４４時間､１日:８時間法定労働時間

【例外となる事業場（支店、営業所など）】

労働者１０人未満の商業、映画・演劇業（映画製作の事業を除く）、保健衛生業、接客娯楽業

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。

下表の事業・業務については、上限規制の適用が２０２４年３月末まで
猶予されます。

ポイント３

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、上限規制が全て適用され
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。

上限規制が全て適用されます。

３６協定を結ぶ労働者の代表は、労働者（パートやアルバイト等も含
む）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
代表する方（過半数代表者）である必要があります。

ポイント１

 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。

 管理監督者でないこと

 ３６協定を締結する人を選出することを明らかにした上で、投票・挙手などの方法で選出する

 使用者の意向に基づいて選出された人でないこと（※）
（※）会社による指名や、社員親睦会の代表が自動的に選出されることなどは不適切な選出となります。



（事業主のみなさまへ）

ガイドラインの主なポイント

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。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

○ 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］

［労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置］

○ 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

○ 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

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



　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。

対象事業場

　

　

１ 適用範囲

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。

　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。

対象労働者
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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）。

労働時間の考え方

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

２
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その1　始業・終業時刻の確認・記録

その2　始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

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

　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。

　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。

　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。
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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

（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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その5　労働時間の記録に関する書類の保存

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。

　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。

　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。

その4　賃金台帳の適正な調製
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その6　労働時間を管理する者の職務

その7　労働時間等設定改善委員会等の活用

　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。

　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。

9



関　連　法　令

（労働時間）

第三十二条　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。

２　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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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）

（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。
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現在、建設業については、36協定で定める時間外労働の上限規制の適用が猶予
されていますが、令和６年４月１日以降、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。

また、臨時的な特別の事情 (特別条項)があっても、以下の上限を超える時間外
労働・休日労働はできなくなります。
・１年間の時間外労働は720時間以内
・１か月の時間外労働と休日労働の合計は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か月当たり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か月まで

東京労働局・労働基準監督署（支署） 2022.1

※例外規定があります。
災害時の復旧・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

この２つの規制は令和６年４月１日
以降も適用されません。

・所定労働時間の枠組みの見直し

・週休２日制の推進

・人材確保と育成など

・適正な工期の設定

・年次有給休暇の取得促進

主な変更内容は・・・
（36協定の始期が令和６年４月１日以降のものが対象です。）

建設業の事業主の皆様へ

「働き方｣ が変わります!!

今から取り組んで
いきましょう！



元請事業者の皆様におかれましては、協力会社の長時間労働削減にもご配慮をお願いいたします。

令和５年４月１日から
中小企業に対する月60時間超の時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます

🚫🚫「下請たたき」は禁止されています！
著しく短い工期を設定するなどの行為（いわゆる「下請たたき」）は、「建設

業法」で禁止されています。
労働基準監督署では、下請たたきに関する相談に対応し、国土交通省への取次

ぎも行っています。

（※ 下請取引に限らず、発注者から直接請け負う元請負人である場合もご相談い
ただけます。）

下請
負人

労働基準
監督署

相談
国土交通省 元請

負人

取次ぎ 調査・指導

“SafeWorkTOKYO”の下
「トップが打ち出す方針 みんなで共有 生み出す安全・安心」を
キャッチフレーズに計画を推進しています。

第13次東京労働局労働災害防止計画（2018年度～2022年度）推進中



働き方改革関連法解説（労働安全衛生法／産業医・産業保健機能の強化関係）

事業主・産業医・その他産業保健関係者の皆様へ

働き方改革関連法により
2019年４月１日から

「産業医・産業保健機能」と

「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

Point1 労働時間の状況の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

Point2 労働者への労働時間に関する情報の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

Point3 医師による面接指導の対象となる労働者の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

Point4 研究開発業務従事者に対する医師による面接指導・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

Point5 高度プロフェッショナル制度対象労働者に対する医師による面接指導・・・・・・・・10

Point6 改正安衛法第66条の８第１項、第66条の８の２第１項又は第66条の８の４第１項の

規定により面接指導を行う労働者以外の労働者に対する必要な措置・・・・・・・・・11

Part2 長時間労働者に対する面接指導等

Part1 産業医・産業保健機能の強化

Point1 労働者からの健康相談に適切に対応するために必要な体制の整備等・・・・・・・・・ ４

Point2 労働者の心身の状態に関する情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

Point3 産業医等の業務の内容等の周知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

Chapter2 健康相談の体制整備、健康情報の適正な取扱い

Chapter1 産業医の活動環境の整備

Point1 産業医の独立性・中立性の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

Point2 産業医の知識・能力の維持向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

Point3 産業医の辞任・解任時の衛生委員会等への報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

Section1 産業医の独立性・中立性の強化

Point1 産業医の権限の具体化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

Point2 産業医等に対する労働者の健康管理等に必要な情報の提供 ・・・・・・・・・・・・・２

Point3 産業医が勧告しようとするときの事業者に対する意見の求め、

産業医から勧告を受けたときの勧告の内容等の記録・保存 ・・・・・・・・・・・・・３

Section2 産業医への権限・情報提供の充実・強化

Point1 産業医の勧告を受けたときの衛生委員会等への報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・３

Point2 産業医による衛生委員会等に対する調査審議の求め ・・・・・・・・・・・・・・・・４

Point3 安全委員会、衛生委員会等の意見等の記録・保存 ・・・・・・・・・・・・・・・・・４

Section3 産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化

（2019.3）



長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある

労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等を確実に実施し

ます。

Part1 産業医・産業保健機能の強化

 産業医の独立性・中立性を高めることなどにより、産業医等が産業医学の専門的立場か

ら労働者一人ひとり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

します。

Section1 産業医の独立性・中立性の強化

➢ 産業医が、産業医学の専門的立場から、独立性・中立性をもってその職務を行うことができるよう、

産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わ

なければなりません。

産業医の独立性・中立性の強化（改正労働安全衛生法第13条第３項）
１

Point

➢ 産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識・能力の維持向上に努めなけれ

ばなりません。

産業医の知識・能力の維持向上（改正労働安全衛生規則第14条第７項）
２

Point

➢ 産業医の身分の安定性を担保し、その職務の遂行の独立性・中立性を高める観点から、事業者は、産

業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なくその旨・その理由を衛生委員会又は安全衛

生委員会（衛生委員会等）に報告しなければなりません。 ※ 「遅滞なく」とは、おおむね１月以内

をいいます。

産業医の辞任・解任時の衛生委員会等への報告（改正安衛則第13条第４項）
3
Point

Chapter1 産業医の活動環境の整備

1

☞ 産業医の辞任や解任の理由が産業医自身の健康上の問題であるなど、産業医にとって機微な内容のもの

である場合には、産業医の意向を確認した上で、「一身上の都合により」、「契約期間満了により」など

と報告しても差し支えありません。

！ 産業医から一身上の都合により辞任したい旨の申出があった場合の衛生委員会等への報告は？



☞ 作業場等を巡視する際などに、対面により労働者から必要な情報を収集する方法のほか、事業者から提
供された労働時間に関する情報、労働者の業務に関する情報等を勘案して選定した労働者を対象に、職場
や業務の状況に関するアンケート調査を実施するなど、文書により労働者から必要な情報を収集する方法
等があります。

！ 産業医が労働者の健康管理等を行うために必要な情報を労働者から収集する方法とは？

2

☞ 産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な情報を収集しようとする際には、情報の収集対象と
なった労働者に人事上の評価・処遇等において、事業者が不利益を生じさせないようにしなければなりま
せん。

☞ 事業者は、産業医が情報を収集する際の情報の具体的な取扱い（対象労働者の選定方法、情報の収集方
法、情報を取り扱う者の範囲、提供された情報の取扱い等）について、あらかじめ衛生委員会等において
審議し、決定しておくことが望まれます。

！ 産業医が労働者の健康管理等を行うために必要な情報を労働者から収集する際に、産業医や事業者が配
慮することは？

☞ 保護具等を使用せずに、有害な化学物質を取り扱うことにより、労働災害が発生する危険のある場合の
ほか、熱中症等の徴候があり、健康を確保するため緊急の措置が必要と考えられる場合などが含まれます。

！ ウの「労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合」とは？

➢ 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、以下のアからウまでの情報を提供し

なければなりません。

➢ 事業者から産業医へのアからウまでの情報の提供は、次の情報の区分に応じ、それぞれに定める時期

に行わなければなりません。 ※「速やかに」とは、おおむね２週間以内をいいます。

産業医等に対する労働者の健康管理等に必要な情報の提供（改正安衛法第13条第４項、第

13条の２第２項、改正安衛則第14条の２第１項、第２項、第15条の２第３項）２
Point

ア 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）

提供時期：①～③の結果についての医師又は歯科医師からの意見聴取を行った後、遅滞なく提供すること。

イ 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））

提供時期：当該超えた時間の算定を行った後、速やかに提供すること。

ウ 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

提供時期：産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。

➢ 事業者が産業医に付与すべき権限には、以下のアからウまでの事項に関する権限が含まれます。

産業医の権限の具体化（改正安衛則第14条の４第１項、第２項）
１
Point

ア 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。

イ 労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。

ウ 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきこと
を指示すること。

Section2 産業医への権限・情報提供の充実・強化



！ ウの「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」とは？

☞ 「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」には、①労働者の作業環境、②労働時間、③作業態様、④作業負荷の状況、⑤深夜業等の回数・時間

数などのうち、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が含まれます。

☞ なお、必要と認めるものについては、事業場ごとに、あらかじめ事業者と産業医とで相談しておくこと

が望まれます。

☞ また、健康管理との関連性が不明な情報について、産業医等から求めがあった場合には、産業医等に説

明を求め、個別に確認することが望まれます。

！ 事業者は産業医等に労働者の健康管理等に必要な情報を書面により提供する必要があるか？

また、事業者が産業医等に提供した情報は、保存しておく必要があるか？

☞ 事業者が産業医等に情報を提供する方法としては、書面による交付のほか、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て提供する方法や電子メールにより提供する方法等があります。

☞ また、産業医等に提供した情報は、記録・保存しておくことが望まれます。

3

➢ 産業医の勧告が、その趣旨も含めて事業者に十分に理解され、かつ、適切に共有されることにより、

労働者の健康管理等のために有効に機能するよう、産業医は、勧告をしようとするときは、あらかじめ

勧告の内容について、事業者の意見を求めます。

➢ 事業者は、勧告を受けたときは、勧告の内容・勧告を踏まえて講じた措置の内容（措置を講じない場

合は、その旨・その理由）を記録し、これを３年間保存しなければなりません。

産業医が勧告しようとするときの事業者に対する意見の求め、産業医から勧告を受け

たときの勧告の内容等の記録・保存（改正安衛則第14条の３第１項、第２項）３
Point

➢ 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。

産業医の勧告を受けたときの衛生委員会等への報告（改正安衛法第13条第６項、改正安衛

則第14条の３第３項、第４項）１
Point

※ 事業者から産業医への情報提供の方法については、書面により行うことが望まれ、具体的な情報提供

の方法については、事業場ごとにあらかじめ事業者と産業医で決めておくことが望まれます。

➢ 労働者数50人未満の事業場の事業者は、医師又は保健師に対して、アからウまでの情報について、各

情報の区分に応じて、情報提供するように努めなければなりません。

！ イの「時間外・休日労働時間（高度プロフェッショナル制度対象労働者については、健康管理時間の超

過時間）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」

について、該当する労働者がいない場合には？

☞ 時間外・休日労働時間（高度プロフェッショナル制度対象労働者については、健康管理時間の超過時

間）が１月当たり80時間を超えた労働者がいない場合には、該当者がいないという情報を産業医に情報提

供する必要があります。

Section3 産業医の活動と衛生委員会等との関係の強化



➢ 事業者は、安全委員会、衛生委員会等の開催の都度、これらの委員会の意見・当該意見を踏まえて講

じた措置の内容・これらの委員会における議事で重要なものを記録し、これを３年間保存しなければな

りません。

安全委員会、衛生委員会等の意見等の記録・保存（改正安衛則第23条第４項）
３
Point

！ 衛生委員会等の意見・当該意見を踏まえて講じた措置の内容等の記録・保存について、議事録

を保存することでもよいか？

☞ 衛生委員会等の意見、当該意見を踏まえて講じた措置の内容等が具体的に記載された議事録であれば、

その議事録を保存することでも構いません。

➢ 産業医等がより一層効果的な活動を行いやすい環境を整備することにより、産業医等が産業医学の専

門的立場から労働者の健康管理等を適切に実施できるよう、事業者は、産業医等が労働者からの健康相

談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じるように努めなければな

りません。

労働者からの健康相談に適切に対応するために必要な体制の整備等（改正安衛法第13条

の３）１
Point

4

➢ 産業医が衛生委員会等に産業医学の専門的な立場から、労働者の健康管理等について積極的に提案で

きるよう、産業医は、衛生委員会等に対して、労働者の健康を確保する観点から、必要な調査審議を求

めることができます。

産業医による衛生委員会等に対する調査審議の求め（改正安衛則第23条第５項）
２
Point

 面接指導や健康診断の結果など、労働者の健康情報が適正に取り扱われ、労働者が安心して産業医等によ

る健康相談等を受けられるようにするために、健康情報の事業場内での取扱いルールの明確化・適正化が

推進されるようにします。

 また、労働者が産業医等に直接相談できるようにするための環境整備やその仕組みが労働者に周知される

ようにします。

Chapter2 健康相談の体制整備、健康情報の適正な取扱い

☞ 事業者は、産業医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。）、産業医の業務の

具体的な内容、事業場における労働者の心身の状態に関する情報の取扱方法を、労働者に周知させる必要

があります。

☞ また、労働者数50人未満の事業場の事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識

を有する医師又は保健師について、労働者に周知させるように努めなければなりません。

☞ 周知方法としては、各事業場のみやすい場所に掲示等するほか、書面により労働者に通知すること、イ

ントラネット等により労働者が当該事項の内容に電子的にアクセスできるようにすることなどが適当です。

☞ なお、保健指導、面接指導、健康相談等は、プライバシーを確保できる場所で実施できるように、配慮

するとともに、その結果については、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が

講ずべき措置に関する指針に基づき事業場ごとに策定された取扱規程により、適切に取り扱う必要があり

ます。

！ 労働者が産業医等による健康相談を安心して受けられる体制を整備するためには？

☞ 産業医が衛生委員会等に対して調査審議を発議するときは、発議の趣旨等を産業医から他の委員に説明

する必要があることから、産業医は、衛生委員会等に出席する必要があります。

！ 産業医が衛生委員会等に対して調査審議を発議するときは、産業医が衛生委員会等に出席する

必要はあるか？



ア 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、備え付けること。

イ 書面を労働者に交付すること。

ウ 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こと。

5

➢ 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康

相談の申出の方法、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を、以下のアからウ

までの方法により、労働者に周知させなければなりません。

※ 労働者数50人未満の事業場の事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を

有する医師又は保健師についてこれらの事項を、以下のアからウまでの方法により、周知するよう努め

なければなりません。

産業医等の業務の内容等の周知（改正安衛法第101条第２項、第３項、改正安衛則第98条の２

第１項、第２項）３
Point

☞ 「その他正当な事由がある場合」とは、メンタルヘルス不調により自殺企図の徴候が見られる場合など、

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であると

きなど、以下のアからエまでの場合が含まれます。

！ 「その他正当な事由がある場合」とは？

ア 法令に基づく場合

イ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で
あるとき

ウ 公衆衛生の向上、児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得
ることが困難であるとき

エ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し
て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす
おそれがあるとき

➢ 労働者が雇用管理において不利益な取扱いを受ける不安なく、安心して医師等による健康診断等を受

けられるようにするため、事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し又は使用する

に当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並び

に当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければなりません。ただし、本人の同意があ

る場合その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。

➢ 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り

ません。 ※ 「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関

する指針」（平成30年９月７日付け労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第１

号）、「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」（平成31年３月28

日に作成）参照

労働者の心身の状態に関する情報の取扱い（改正安衛法第104条第１項から第４項まで、改

正じん肺法第35条の３第１項から第４項まで、改正安衛則第98条の３、改正じん肺則第33条）２
Point

☞ 産業医が事業場において遂行している業務を指します。

☞ 業務の内容については、改正安衛則第14条第１項に定める職務と対比できるようにしておくと分かりや

すいので、そのようにしておくことが適当です。

！ 「事業場における産業医の業務の具体的な内容」とは？



☞ 労働時間の状況の把握とは、労働者の健康確保措置を適切に実施する観点から、労働者がいかなる時間

帯にどの程度の時間、労務を提供し得る状態にあったかを把握するものです。

☞ 事業者が労働時間の状況を把握する方法としては、原則として、タイムカード、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、事業者（事業者から労働時

間の状況を管理する権限を委譲された者を含む。）の現認等の客観的な記録により、労働者の労働日ごと

の出退勤時刻や入退室時刻の記録等を把握しなければなりません。

☞ なお、労働時間の状況の把握は、労働基準法施行規則第54条第１項第５号に掲げる賃金台帳に記入した

労働時間数をもって、それに代えることができます（ただし、管理監督者等、事業場外労働のみなし労働

時間制の適用者、裁量労働制の適用者については、この限りではありません。）。

！ 「労働時間の状況」として、事業者は、何を把握すればよいか？

☞ 面接指導の要否については、時間外・休日労働時間（休憩時間を除き１週間当たり40時間を超えて労働

させた時間）により、判断することとなります。

☞ なお、個々の事業場の事情により、休憩時間等を除くことができず、休憩時間等を含めた時間により、

労働時間の状況を把握した労働者については、その時間をもって判断することとなります。

！ 面接指導の要否については、時間外・休日労働時間により判断することとされているが、個々の事業場

の事情により、休憩時間等を含めた時間により労働時間の状況を把握した場合には、その時間により、

面接指導の要否を判断してよいか？

☞ 労働時間の状況の把握は、労働者の健康確保措置を適切に実施するためのものであり、その対象となる

労働者は、高度プロフェッショナル制度対象労働者を除き、①研究開発業務従事者、②事業場外労働のみ

なし労働時間制の適用者、③裁量労働制の適用者、④管理監督者等、⑤派遣労働者、⑥短時間労働者、⑦

有期契約労働者を含めた全ての労働者です。

！ 労働時間の状況を把握しなければならない労働者には、裁量労働制の適用者や管理監督者も含まれる

か？

6

労働時間の状況の把握（改正安衛法第66条の８の３、改正安衛則第52条の７の３第１項、第２

項）１

Point

➢ 事業者は、改正安衛法第66条の８第１項又は第66条の８の２第１項の規定による面接指導を実施す

るため、タイムカードによる記録、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）の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況

を把握しなければなりません。

➢ 事業者は、これらの方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、３年間保存するための必要

な措置を講じなければなりません。

※ 派遣労働者については、派遣先事業者が労働時間の状況を把握し、派遣元事業者が面接指導等を行わ

なければなりません。

Part2 長時間労働者に対する面接指導等

長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある

労働者を見逃さないため、医師による面接指導が確実に実施されるようにし、

労働者の健康管理を強化します。



☞ 「その他の適切な方法」としては、やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合において、労働者の

自己申告による把握が考えられますが、その場合には、事業者は、以下のアからオまでの措置を全て講じ

る必要があります。

！ 労働時間の状況の把握方法について、改正安衛規則第52条の７の３第１項に規定する「その他の適切な

方法」とは、どのようなものか？

ア 自己申告制の対象となる労働者に対して、労働時間の状況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 実際に労働時間の状況を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、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の状況が実際の労働時間の状況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、所要の労働時間の状況の補正をすること。

エ 自己申告した労働時間の状況を超えて事業場内にいる時間又は事業場外において労務を提供し得る状態で
あった時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、その報告が適正に行われているかについて
確認すること。

その際に、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の状況には該当しないと報告されて
いても、実際には、事業者の指示により業務に従事しているなど、事業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、労働時間の状況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す。このため、事業者は、労働者が自
己申告できる労働時間の状況に上限を設け、上限を超える申告を認めないなど、労働者による労働時間の状況
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状況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、その阻害
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すが、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、実際に労働時間の状況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。

☞ 「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」としては、例えば、労働者が事業場外において行う

業務に直行又は直帰する場合など、事業者の現認を含め、労働時間の状況を客観的に把握する手段がない

場合があり、この場合に該当するかは、労働者の働き方の実態や法の趣旨を踏まえ、適切な方法を個別に

判断することとなります。

☞ ただし、労働者が事業場外において行う業務に直行又は直帰する場合などでも、例えば、事業場外から

社内システムにアクセスすることが可能であり、客観的な方法による労働時間の状況を把握できる場合も

あるため、直行又は直帰であることのみを理由として、自己申告により労働時間の状況を把握することは、

認められません。

☞ また、タイムカードによる出退勤時刻や入退室時刻の記録やパーソナルコンピュータの使用時間の記録

などのデータを有する場合や事業者の現認により労働者の労働時間を把握できる場合にもかかわらず、自

己申告による把握のみにより労働時間の状況を把握することは、認められません。

！ 労働時間の状況の把握方法について、「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」とは？

☞ 労働時間の状況を労働者の自己申告により把握する場合には、その日の労働時間の状況を翌労働日まで

に自己申告させることが適当です。

☞ なお、労働者が宿泊を伴う出張を行っているなど、労働時間の状況を労働日ごとに自己申告により把握

することが困難な場合には、後日一括して、それぞれの日の労働時間の状況を自己申告させることとして

も差し支えありません。

☞ ただし、このような場合であっても、事業者は、時間外・休日労働時間の算定を毎月１回以上、一定の

期日を定めて行う必要があるので、これを遵守できるように、労働者が出張の途中であっても、労働時間

の状況について自己申告を求めなければならない場合があることには、留意する必要があります。

！ 労働時間の状況を自己申告で把握する場合に、日々の把握が必要か？

☞ 労働時間の状況の記録・保存の方法については、紙媒体により出力することによる記録のほか、磁気

テープ、磁気ディスクその他これに準ずるものに記録・保存することでも差し支えありません。

！ 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）の記録は紙

媒体により毎月出力して記録しなければならないか？

7
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！ 労働者に対する労働時間に関する情報の通知の時期は？

☞ 事業者は、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対して、その算定後、速やかに

通知する必要があります。

➢ 面接指導の対象となる労働者の要件を、「時間外・休日労働時間が１月当たり80時間を超え、かつ疲

労の蓄積が認められる者」に拡大しました。

※ 面接指導を行うに当たっては、この要件に該当する労働者の申出により行います。

医師による面接指導の対象となる労働者の要件（改正安衛法第66条の８第１項、改正安衛則

第52条の２第１項）３
Point

➢ 事業者は、時間外・休日労働時間の算定を行ったときは、当該超えた時間が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しなければなりません。

※ 当該通知については、高度プロフェッショナル制度の対象労働者を除き、管理監督者、事業場外労働

のみなし労働時間制の適用者を含めた全ての労働者に適用されます。

労働者への労働時間に関する情報の通知（改正安衛則第52条の２第３項）
2
Point

☞ 労働者が自らの労働時間に関する情報を把握し、健康管理を行う動機付けとする観点から、時間外・休

日労働時間が１月当たり80時間を超えない労働者から、労働時間に関する情報について開示を求められた

場合には、これに応じることが望ましいと考えられます。

！ 時間外・休日労働時間が１月当たり80時間を超えない労働者から、労働時間に関する情報について開示

を求められた場合は？

！ 「当該超えた時間に関する情報」とは？

☞ 「当該超えた時間に関する情報」とは、時間外・休日労働時間数を指すものであり、通知対象は、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です。

☞ 通知については、疲労の蓄積が認められる労働者の面接指導の申出を促すためのものであり、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れます。

☞ また、研究開発業務従事者については、時間外・休日労働時間が１月当たり100時間を超えたものに対

して、申出なしに面接指導を行わなければならないため、事業者は、対象労働者に対して、労働時間に関

する情報を、面接指導の案内と併せて通知する必要があります。

！ 労働者に対する労働時間に関する情報の通知の方法は？

☞ 事業者は、１月当たりの時間外・休日労働時間の算定を毎月1回以上、一定の期日を定めて行う必要があ

り、時間が１月当たり80時間を超えた労働者に対して、その超えた時間を書面や電子メール等により通知

する方法が適当です。

☞ なお、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。

☞ １週間当たり40時間（法定労働時間）を基準として、改正安衛法第66条の８の３に基づき把握した労働

時間の状況により、その超えた時間を算定します。

！ 所定労働時間が１週間当たり40時間に満たない事業場においては、１週間当たり40時間（法定労働時

間）と所定労働時間のどちらを基準として算定すればよいか？



！ 研究開発業務従事者に対する面接指導については、時間外・休日労働時間が１月当たり100時間を超え

る労働者のみが対象か？

☞ 研究開発業務労働者の面接指導については、時間外・休日労働時間が１月当たり100時間を超えた場合

には、その労働者からの申出なしに、事業者は、面接指導を行わなければなりません。

☞ また、時間外・休日労働時間が１月当たり100時間を超えない場合でも、その超えた時間が80時間を超

え、かつ疲労の蓄積が認められた場合には、改正安衛法第66条の８第１項の規定される面接指導の対象と

なるため、労働者から申出があれば、事業者は、面接指導を行わなければなりません。
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➢ 事業者は、時間外・休日労働時間が１月当たり100時間を超える研究開発業務従事者に対して、申出

なしに医師による面接指導を行わなければなりません。

研究開発業務従事者に対する医師による面接指導（改正安衛法第66条の８の２第１項、第

２項、改正安衛則第52条の７の２第１項、第２項）４
Point

！ 海外派遣された労働者について、時間外・休日労働時間の算定後（労働者からの申出が必要な場合は申

出後）、遅滞なく面接指導を実施することが困難な場合の面接指導の実施方法・時期は？

☞ 海外派遣された労働者が面接指導の対象となった場合には、情報通信機器を用いた面接指導を実施する

ことが適当です。 ※ 「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の８第１項及び第66条の10第３

項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」（平成27年９月15日付け基発0915第５号）参照

☞ また、上記の対応が困難な場合には、書面や電子メール等により派遣中の労働者の健康状態を可能な限

り確認し、必要な措置を講じることが適当であり、この場合には、帰国後面接指導の実施が可能な状況と

なり次第、速やかに実施する必要があります。

！ 時間外・休日労働時間が１月当たり100時間を超えた研究開発業務従事者に対する面接指導について、

面接指導の費用を事業者が負担する必要があるか？

また、面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金を事業者が支払う必要があるか？

☞ 時間外・休日労働時間が１月当たり100時間を超えた研究開発業務従事者に対する面接指導について、

面接指導の費用は、新安衛法において、事業者に当該面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事

業者が負担する必要があります。

☞ また、当該面接指導については、事業者がその事業の遂行に当たり、当然実施されなければならない性

格のものであり、所定労働時間内に行われる必要があります。

☞ さらに、当該面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについては、面接指導の実施に要す

る時間は労働時間と解されるので、当該面接指導が時間外に行われた場合には、当然、割増賃金を支払う

必要があります。

☞ 研究開発業務従事者に対する面接指導について、

・ 中小企業（建設業、製糖業を除く。）以外については、2019年３月31日までに締結した改正前の労

働基準法第36条（旧第36条）に基づく36協定の有効である１年間は適用が猶予（最大で2020年３月

31日まで適用が猶予）

・ 中小企業（建設業、製糖業を除く。）については、改正後の労働基準法第36条（新第36条）の適用

が１年間猶予されるため、2020年３月31日までに締結した旧第36条に基づく36協定の有効である１年

間は適用が猶予（最大で2021年３月31日まで適用が猶予）

・ 建設業、製糖業については、新第36条の適用が５年間猶予されるため、2024年３月31日までに締結

した旧第36条に基づく36協定の有効である１年間は適用が猶予（最大で2025年３月31日まで適用が猶

予）

となります。

研究開発業務従事者に対する医師による面接指導の経過措置
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2019.４ 2020.４ 2021.４ 2022.４ 2024.４ 2025.４2023.４

中小企業
（建設業、製糖業

を除く。）

旧第36条

新第36条

中小企業
（建設業、製糖業

を除く。）以外

旧第36条

新第36条

製糖業
旧第36条

建設業
旧第36条

新第36条

新第36条

※ 図中の「旧第36条」は改正前の労働基準法第36条、「新第36条」は改正後の労働基準法第36条を指します。

➢ 事業者は、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時間について１月当たり

100時間を超える高度プロフェッショナル制度対象労働者に対して、申出なしに医師による面接指導を

行わなければなりません。

高度プロフェッショナル制度対象労働者に対する医師による面接指導（改正安衛法第66

条の４の２第１項、第２項、改正安衛則第52条の７の４第１項、第２項）５
Point

！ 健康管理時間の算定期間中に、高度プロフェッショナル制度対象労働者ではなくなり、一般の労働者と

なった場合には、どのように面接指導を行う必要があるか？

また、労働時間の状況の算定期間中に、一般の労働者が高度プロフェッショナル制度対象労働者となっ

た場合には、どのように面接指導を行う必要があるか？

☞ 健康管理時間の算定期間中に、高度プロフェッショナル制度対象労働者ではなくなり、一般の労働者と

なった場合には、当該労働者が、

① 高度プロフェッショナル制度対象労働者ではなくなる日までに算定した健康管理時間に基づき、改正

安衛法第66条の８の４第１項に規定する面接指導又は改正安衛法第66条の９に基づく必要な措置を、

②当該労働者が高度プロフェッショナル制度対象労働者でなくなった日から算定した労働時間の状況に基

づき、改正安衛法第66条の８第１項若しくは第66条の８の２第１項に規定する面接指導又は改正安衛

法第66条の９に基づく必要な措置を

それぞれ行う必要があります。

☞ さらに、①又は②に該当しない場合においても、それぞれの時間を通算した時間に基づき、改正安衛法

第66条の８第１項若しくは第66条の８の２第１項に規定する面接指導又は改正安衛法第66条の９に基づ

く必要な措置に準じた措置を講じることが適当です。

☞ また、労働時間の状況の算定期間中に、一般の労働者が高度プロフェッショナル制度対象労働者となっ

た場合には、

① 当該労働者が高度プロフェッショナル制度対象労働者となる日までに算定した労働時間の状況に基づ

き、改正安衛法第66条の８第１項若しくは第66条の８の２第１項に規定する面接指導又は改正安衛法

第66条の９に基づく必要な措置を、

② 当該労働者が高度プロフェッショナル制度対象労働者となった日から算定した健康管理時間に基づき、

改正安衛法第66条の８の４第１項に規定する面接指導又は改正安衛法第66条の９に基づく必要な措置

を

それぞれ行う必要があります。

☞ さらに、①又は②に該当しない場合においても、それぞれの時間を通算した時間に基づき、改正安衛法

第66条の８の４第１項に規定する面接指導又は改正安衛法第66条の９に基づく必要な措置に準じた措置を

講じることが適当です。
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！ 健康管理時間の超過時間が１月当たり100時間を超えた高度プロフェッショナル制度対象労働者に対す

る面接指導について、面接指導の費用を事業者が負担する必要があるか？

また、面接指導の実施に要する時間は健康管理時間に含まれるか？

☞ 健康管理時間の超過時間が１月当たり100時間を超えた高度プロフェッショナル制度対象労働者に対す

る面接指導について、当該面接指導の費用は、新安衛法において、事業者に面接指導の実施の義務を課し

ている以上、当然、事業者が負担する必要があります。

☞ なお、改正安衛法第66条の９に基づく必要な措置として行う面接指導の費用についても、同様に、事業

者が負担する必要があります。

☞ また、当該面接指導は、事業の遂行に当たり、当然実施されなければならない性格のものであり、その

実施に要する時間は健康管理時間に含まれます。

☞ なお、改正安衛法第66条の９に基づく必要な措置として行う面接指導についても、同様に、その実施に

要する時間は健康管理時間に含まれます。

！ 新安衛則第52条の８第１項の「面接指導に準ずる措置」には、どのようなものが含まれるか？

☞ 改正安衛則第52条の８第１項の「面接指導に準ずる措置」には、労働者に対して保健師等による保健指

導を行うこと、チェックリストを用いて、産業医等が疲労蓄積度を把握の上で、必要な者に対して面接指

導を行うこと、事業場の健康管理について事業者が産業医等から助言指導を受けること等が含まれます。

改正安衛法第66条の８第１項、第66条の８の２第１項又は第66条の８の４第１項

の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者に対する必要な措置（改正安衛法第66

条の９及び改正安衛則第52条の８）
６
Point

！ 改正安衛則第52条の８第２項の「必要な措置の実施に関する基準」を定めるに当たって、どのように定

めればよいか？

☞ 改正安衛則第52条の８第２項の「必要な措置の実施に関する基準」を事業場において定めるに当たって

は、衛生委員会等で調査審議の上、定めましょう。

☞ この際には、事業者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

による健康障害に係る医学的知見を考慮し、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

ついては、健康への配慮の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

「必要な措置の実施に関する基準」を設定することが望まれます。

☞ また、この措置としては、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ついて作業環境、

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こと

も考えられることに十分留意しましょう。

☞ なお、常時50人以上の労働者を使用する事業場以外の事業場においては、衛生委員会等の調査審議に代

えて、新安衛則第23条の２の関係労働者の意見を聴くための機会を利用して、上記の「必要な措置の実施

に関する基準」の設定について労働者の意見を聴取するように努め、その意見を踏まえつつ、必要な取組

を行う必要があります。

☞ さらに、面接指導又は面接指導に準ずる措置を実施した場合には、事業者は、その結果に基づき事後措

置を実施するよう努めなければなりません。

➢ 事業者は、改正安衛法第66条の８第１項、第66条の８の２第１項又は第66条の８の４第１項の規定

により面接指導を行う労働者以外の労働者であって健康への配慮が必要なものについては、必要な措置

を講じるように努めなければなりません。

！ 健康管理時間の超過時間が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対象労働者につ

いて、事業者は、当該高度プロフェッショナル制度対象労働者本人の申出により面接指導を行うことが

努力義務とされているが、当該超えた時間について１月当たり数時間又はそれ以下の対象労働者も当該

面接指導の対象となるか？

☞ 健康管理時間の超過時間が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対象労働者につ

いては、当該高度プロフェッショナル制度対象労働者の申出があった場合には、当該超えた時間によらず、

改正安衛法第66条の９に基づく必要な措置として、改正安衛法第66条の８の４第１項に規定する面接指導

を行うように努めなければなりません。



○ 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）（抄）
（産業医等）

第十三条 １・２（略）
３ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
４ 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労

働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
５ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をするこ

とができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
６ 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛

生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

第十三条の二 （略）
２ 前条第四項の規定は、前項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、

同条第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。

第十三条の三 事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定
する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければなら
ない。

（面接指導等）
第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働

者（次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。）に対し、厚生労働省令
で定めるところにより、医師による面接指導（問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行
うことをいう。以下同じ。）を行わなければならない。

２ 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受ける
ことを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事
業者に提出したときは、この限りでない。

３ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならな
い。

４ 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、
厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

５ 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、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等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は
労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

第六十六条の八の二 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者（労働基準法第
三十六条第十一項に規定する業務に従事する者（同法第四十一条各号に掲げる者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除
く。）に限る。）に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

２ 前条第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中「作業の転換」と
あるのは、「職務内容の変更、有給休暇（労働基準法第三十九条の規定による有給休暇を除く。）の付与」と読み替えるものとする。

第六十六条の八の三 事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法
により、労働者（次条第一項に規定する者を除く。）の労働時間の状況を把握しなければならない。

第六十六条の九 事業者は、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項又は前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の
労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければ
ならない。

（法令等の周知）
第百一条 （略）
２ 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなけれ
ばならない。

３ 前項の規定は、第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合
において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする。

４ （略）

（心身の状態に関する情報の取扱い）
第百四条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、

又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的
の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りで
ない。

２ 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。
３ 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
４ 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な

指導等を行うことができる。

（厚生労働省令への委任）
第百十五条の二 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

参照条文
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○ じん肺法（昭和35年法律第30号）（抄）
（心身の状態に関する情報の取扱い）

第三十五条の三 事業者は、この法律、これに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保
管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集
の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この
限りでない。

２ 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。
３ 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
４ 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者、その団体に対し、当該指針に関し必要な指

導等を行うことができる。

○ 労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）（抄）
（産業医の選任等）

第十三条 １～３ （略）
４ 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報

告しなければならない。

（産業医及び産業歯科医の職務等）
第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 （略）
二 法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に

規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
三～九 （略）

２～６ （略）
７ 産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

（産業医に対する情報の提供）
第十四条の二 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 法第六十六条の五第一項、第六十六条の八第五項（法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において読み替えて
準用する場合を含む。）又は第六十六条の十第六項の規定により既に講じた措置、講じようとする措置の内容に関する情報（これらの
措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由）

二 第五十二条の二第一項、第五十二条の七の二第一項又は第五十二条の七の四第一項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働
者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報

三 前二号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつ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
２ 法第十三条第四項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 前項第一号に掲げる情報法第六十六条の四、第六十六条の八第四項（法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項に
おいて準用する場合を含む。）又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供す
ること。

二 前項第二号に掲げる情報 第五十二条の二第二項（第五十二条の七の二第二項又は第五十二条の七の四第二項又は第五十二条の七の
四第二項において準用する場合を含む。）の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。

三 前項第三号に掲げる情報産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。

（産業医による勧告等）
第十四条の三 産業医は、法第十三条第五項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求める

ものとする。
２ 事業者は、法第十三条第五項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 当該勧告の内容
二 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容（措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由）

３ 法第十三条第六項の規定による報告は、同条第五項の勧告を受けた後遅滞なく行うものとする。
４ 法第十三条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該勧告の内容
二 当該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つては、その旨及びその理由）

（産業医に対する権限の付与等）
第十四条の四 事業者は、産業医に対し、第十四条第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。
２ 前項の権限には、第十四条第一項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。
一 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
二 第十四条第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。
三 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

（産業医の定期巡視）
第十五条の二 １・２ （略）
３ 第十四条の二第一項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報について、第十四

条の二第二項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の規定による情報の提供について、それぞれ準用する。

（委員会の会議）
第二十三条 １～３ （略）
４ 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
二 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの

５ 産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
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（面接指導の対象となる労働者の要件等）
第五十二条の二 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十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一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一
月以内に法第六十六条の八第一項又は第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつ
て法第六十六条の八第一項に規定する面接指導（以下この節において「法第六十六条の八の面接指導」という。）を受ける必要がない
と医師が認めたものを除く。

２ 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
３ 事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者に対し、当

該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。

（面接指導の結果についての医師からの意見聴取）
第五十二条の七 面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後（法第六十

六条の八第二項ただし書の場合にあつては、当該労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後）、遅滞なく行わなけ
ればならない。

（法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間等）
第五十二条の七の二 法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働さ

せた場合におけるその超えた時間について、一月当たり百時間とする。
２ 第五十二条の二第二項、第五十二条の三第一項及び第五十二条の四から前条までの規定は、法第六十六条の八の二第一項に規定する面

接指導について準用する。この場合において、第五十二条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の七の二第一項」と、第五十
二条の三第一項中「前条第一項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは「前条第二項の期日後、遅滞なく」と、第五十二条
の四中「前条第一項の申出を行つた労働者」とあるのは「労働者」と読み替えるものとする。

（法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等）
第五十二条の七の三 法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子

計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
２ 事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければなら

ない。

（法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間等）
第五十二条の七の四 法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間（労働基準法（昭和二十

二年法律第四十九号）第四十一条の二第一項第三号に規定する健康管理時間をいう。）が四十時間を超えた場合におけるその超えた時
間について、一月当たり百時間とする。

２ 第五十二条の二第二項、第五十二条の三第一項及び第五十二条の四から第五十二条の七までの規定は、法第六十六条の八の四第一項に規
定する面接指導について準用する。この場合において、第五十二条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十二条の七の四第一項」と、
第五十二条の三第一項中「前条第一項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは「前条第二項の期日後、遅滞なく、」と、第
五十二条の四中「前条第一項の申出を行つた労働者」とあるのは「労働者」と読み替えるものとする。

（法第六十六条の九の必要な措置の実施）
第五十二条の八 法第六十六条の九の必要な措置は、法第六十六条の八の面接指導の実施又は法第六十六条の八の面接指導に準ずる措置

（第三項に該当する者にあつては、法第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導の実施）とする。
２ 労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者以外の労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、事業場に

おいて定められた当該必要な措置の実施に関する基準に該当する者に対して行うものとする。
３ 労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者に対して行う法第六十六条の九の必要な措置は、当該労働者の申出により

行うものとする。

（法令等の周知の方法等）
第九十八条の二 法第百一条第一項及び第二項（同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の厚生労働省令で定める

方法は、第二十三条第三項各号に掲げる方法とする。
２ 法第百一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業場における産業医（法第百一条第三項において準用する場合にあつては、法第十三条の二第一項に規定する者。以下この項にお
いて同じ。）の業務の具体的な内容

二 産業医に対する健康相談の申出の方法
三 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

３ （略）

（指針の公表）
第九十八条の三 第二十四条の規定は、法第百四条第三項の規定による指針の公表について準用する。

○ じん肺法施行規則（昭和35年労働省令第６号）（抄）
（指針の公表）

第三十三条 法第三十五条の三第三項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働
省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。

＊ 第196回通常国会において、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が
成立しました。（法律の概要等はこちら↓）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

＊ 本パンフレットでは、その中の「産業医・産業保健機能」、「長時間労働者に対する面接指導
等」の強化について解説しています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html


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。
▶検索ワード：産業保健総合支援センター

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/sodan/tabid/122/Default.aspx

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のほか、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。

▶検索ワード：働き方改革推進支援センター

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

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、専門家が相談に応じます。
▶検索ワード：よろず支援拠点

https://yorozu.smrj.go.jp/

商工会
商工会議所
中小企業団体中央会

経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたって、
中小企業・小規模事業者の取組を支援します。

▶検索ワード：全国各地の商工会WEBサーチ

http://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754

▶検索ワード：全国の商工会議所一覧

https://www5.cin.or.jp/ccilist

▶検索ワード：都道府県中央会

https://www.chuokai.or.jp/link/link-01.htm

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。
▶検索ワード：ハローワーク

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

医療勤務環境改善支援
センター

医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関の

ニーズに応じて、総合的なサポートをします。
▶検索ワード：いきサポ

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/

労働基準監督署

産業医・産業保健機能、長時間労働者に対する面接指導等の強化、
時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。
▶検索ワード：労働基準監督署

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

都道府県労働局

【ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ働者、有期雇用労働者関係】

雇用環境・均等部（室）
【派遣労働者関係】

需給調整事業部（課・室）

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。
▶検索ワード：都道府県労働局

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

■ 働き方改革関連法に関する相談については、以下の相談窓口をご活用ください。

■ 働き方改革の推進に向けた課題を解決するために、以下の相談窓口をご活用ください。

その他の相談窓口

法
律
に
つ
い
て

課
題
解
決
の
支
援

そ
の
他

相談窓口のご案内

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/sodan/tabid/122/Default.aspx
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html
https://yorozu.smrj.go.jp/
http://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754
https://www5.cin.or.jp/ccilist
https://www.chuokai.or.jp/link/link-01.htm
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/


　働き方・休み方の改善にあたっては、企業の実態を踏まえた上で、経営トップが見直しなどの判断をしていく
ことが重要です。
　働き方・休み方改善ポータルサイトは、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや、改善に役
立つ情報を提供するサイトです。企業・社員の方が「働き方・休み方改善指標」を活用して自己診断をしたり、
企業の取組事例を確認することができます。また、働き方・休み方に関する様々な制度（勤務間インターバル
制度、時間単位の年次有給休暇制度、ボランティア休暇・病気休暇などの特別な休暇制度など）についても
紹介しています。働き方・休み方改革の取組にぜひご活用ください。

働き方・休み方改革
     に取り組んでみませんか？
働き方・休み方改革
     に取り組んでみませんか？

働き方・休み方改善ポータルサイトを活用して

働き方・休み方
改善指標による
企業の自己診断
にご関心のある方はこちら

企業の取組事例
にご関心のある方はこちら

キッズウィーク・
地域の休暇取得促進
にご関心のある方はこちら

特別な休暇制度
にご関心のある方はこちら

年次有給休暇の取得
にご関心のある方はこちら

時間単位の
年次有給休暇制度
にご関心のある方はこちら

勤務間
インターバル制度
にご関心のある方はこちら

トップの意識、
仕事の進め方など
課題別の対策

にご関心のある方はこちら

働き方休み方 検索
スマートフォンにも対応▶

https://work-holiday.mhlw.go.jp/
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★サイト内検索や、スマートフォンにも対応しています。
　今後も、働き方・休み方の改善に関する情報を更新予定です。

企業・社員向けの診断ができます

　働き方改革に取り組んでいる企業の事例について、業種別、規模別
で調べたり、キーワード検索ができます。自社の働き方・休み方改革の
取組の参考にご活用ください。 　「勤務間インターバル制度」「時間単

位の年次有給休暇制度」「特別な休暇
制度」などについて、企業の取組事例の
紹介や、リーフレットなどの資料を掲載し
ています。自社における制度検討の参考
にご活用ください。

【働き方改革に取り組んでいる事例検索画面】

各制度に関するリーフレット（例）

【働き方改革取組事例】

トップページ
のここから
入れます

企業の取組事例を
検索できます

働き方・休み方に
関する様々な制度

　「働き方・休み方改善指標」を用いることで、自社の長時間労働や年次有給休暇に関する状況を把握しや
すくなります。企業向け診断を行い、自社の実態や課題を把握して、改善に向けての対策を検討しましょう。
診断結果は、レーダーチャート、タイプ診断、休み方の課題フェーズなどが表示されます。

自社の働き方・休み方に関する現状や課題を把握・分析することができます。

自社の働き方・休み方の改善に向けて、対策を検討するためのヒントが得られます。

また、合わせて社員向け診断を活用すると、社員の視点からも
自社の働き方・休み方に関する現状を把握することができます。

11

22

※ユーザー登録をすることで診断結果を保存し、過去のデータと比較ができます。
定期的に診断し、自社の取組状況をチェックしましょう！

企業向け診断をすると…

支えられる安心
支える安心

支えられる安心
支える安心
安心が継続勤務につながる

病気休暇制度

働き方改革推進
支援助成金

働き方・休み方改善
コンサルタント

働き方改革推進
支援センター

病気休暇制度を導入し、その定着を
促進させるため、中小企業事業主の
皆さまを対象に、外部専門家による
コンサルティング、労務管理用機器
等の導入等を実施し、
改善の成果を上げた場
合について、その経費
の一部を助成します。

各都道府県労働局に配置された
「働き方・休み方改善コンサルタン
ト」が、病気休暇制度の導入など、
働き方・休み方の見直しに取り組む
事業主の皆さまに対
し、無料で相談やアド
バイス等を行います。

各都道府県に設置された「働き方改
革推進支援センター」では、社会保
険労務士等の専門家が病気休暇制
度の導入など、働き方・休み方の見
直しに取り組む事業主
の皆さまに対し、無料
で相談やアドバイス等
を行います。

特別な休暇制度について
紹介するホームページがあります
厚生労働省が運営する働き方・休み方改善ポータルサイトでは、病気休暇制度など特別な休暇制度に関する
情報を掲載しています。
特別な休暇制度を設けている企業の取組事例を見ることができます。

企業の皆さまが制度を導入する際の支援策

ここをクリック

https://work-holiday.mhlw.go.jp/

検索働き方休み方

令和3年12月作成



◆ 個別訪問を希望される場合は、裏面の「個別訪問申込書」を
記載し、渋谷労働基準監督署あてＦＡＸ等でお申し込み下さい。

相談内容に応じて、渋谷労働基準監督署又は東京働き方改革推
進支援センターの担当者から折り返し、ご連絡いたします。

渋谷労働基準監督署・東京働き方改革推進支援センター

・労働基準法の基礎知識から改正労働基準法の内容まで、働き方改革の
進め方にお悩みや疑問をお持ちの中小企業※の事業主又は労務責任者
に対し、労働基準監督署の職員や東京働き方改革推進支援センターの
専門家が個別に訪問して、丁寧に説明します。費用はかかりません。

・法違反などの指導を目的に行うものではありませんので、お気軽に
お申し込みください。

※ 御社が中小企業に該当するかは裏面をごらんください。



事業場名

事業場所在地

電話番号

担当者名

希望日時

第１希望 ： 令和 年 月 日 時頃

第２希望 ： 令和 年 月 日 時頃

※訪問日時につきましては、希望日を踏まえて調整させて頂きます。

相談内容
(お困りの内容、知りた
い内容などについて、
右記の□内にレを付し
てください。)

個別訪問申込書

渋谷労働基準監督署 労働相談・支援班 宛 ＦＡＸ︓03-3780-6595

□労働時間制度 □労働時間の削減 □36協定
□年次有給休暇 □割増賃金 □同一労働同一賃金
□その他（ ）
※同一労働同一賃金にレが付された場合は、上記情報を東京働き方改革
推進支援センターに情報提供することとなりますので御了承ください。

業種
Ａ

資本金または
出資額

Ｂ
常時使用する
労働者数

小売業 小売業、飲食店など

5,000万円以下

50人以下

サービス業
物品賃貸業、宿泊業、医療

業、福祉業など

100人以下

卸売業 卸売業 １億円以下

その他
製造業、建設業、運送業、

金融業など
３億円以下 300人以下

※「中小企業」とは、以下のＡまたはＢの要件を満たす企
業となります（事業場単位ではなく、企業単位で判断します）

渋谷署キャラクター

「シブハチ」くん
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