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働き方改革関連法等説明会
次

第
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憩

2024 年からの時間外労働上
限規制について
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働き方改革関連法に関する
ハンドブック
時間外労働の上限規制等について
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方、
見直しましょう

～ 一 億 総 活 躍社会の実現に向けて ～
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1章 「働き方」が変わります
働き方改革の目指すもの
「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。

働き方改革の全体像
■働き方改革の基本的な考え方

「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。

■中小企業・小規模事業者の働き方改革

「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です。

取組に当たっては、
「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ります。

「魅力ある職場づくり」
→
「人材の確保」
→
「業績の向上」
→
「利益増」
の好循環をつくるため、
「働き方改革」
によ
り魅力ある職場をつくりましょう。
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【1章】
「働き方」が変わります

「働き方改革関連法」
の全体像
（中小企業2020年4月1日施行）
１．時間外労働の上限規制を導入（大企業2019年4月1日施行）
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（2019年4月1日施行）
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（中小企業2023年4月1日施行）
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（2019年4月1日施行）
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。

を創設（2019年4月1日施行）
5. 「高度プロフェッショナル制度」
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（2019年4月1日施行）
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（2019年4月1日施行）

終業時刻から次の始業時刻の間、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の禁止
（大企業・派遣会社2020年4月1日施行）
（中小企業2021年4月1日適用）

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。
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2章

労働時間法制の見直しについて

1

時間外労働の上限規制

残業時間の上限を法律で規制することは、70年前
（1947年）
に制定された
「労働基準法」
において、初めて
の大改革となります。

（現在）

（改正後）
法律で残業時間の上限を定め、これ
を超える残業はできなくなります。

法律上は、残業時間の上限がありま
せんでした（大臣告示）。

月残業80時間
＝１日残業4時間程度

上限なし
月残業45時間
＝１日残業２時間程度

大臣告示による上限

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＊

＊休日労働を含む

年間6か月まで

（行政指導）

年間6か月まで

法律による上限（原則）

残業時間
月45時間
年360時間

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

法定労働時間
１日８時間
週40時間

１年間＝12か月

１年間＝12か月

◎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日当たり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、以下を守らなければなりません。
● 時間外労働が年７
２０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か月当たり80時間以内
（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。
●
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【2章】労働時間法制の見直しについて

※ただし、上限規制には適用を猶予・除外する事業・業務があります。
【適用猶予・除外の事業・業務】
2024年4月1日から、上限規制を適用します。

建設事業

（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

医

師

鹿児島県及び
沖縄県における
砂糖製造業
新技術・新商品等
の研究開発業務

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。）

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、年最大1,860時間（休日労働含む）とし
ています。）

2024年4月1日から、上限規制を適用します。

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。

～取引環境の改善も重要です～
長時間労働の是正には取引環境の改善も重要です。
労働時間等設定改善法では、事業主の責務として、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないよう

配慮するよう努めることと規定されています。
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上限規制への対応

2

今回の法改正では、
これまでの限度基準告示による時間外労働の上限だけでなく、休日労働も含んだ１か
月当たり及び複数月の平均時間数にも上限が設けられました。このため、企業においては、
これまでとは異な
る方法での労働時間管理が必要となります。

労働時間管理の実務イメージ
具体的な数字を用いて、今回の法改正に対応した労働時間管理の実務をみていきます。
Step

1

時間外労働、休日労働について、36協定を締結します。

まずは上限規制の内容に適合した36協定を締結します。以下では、
３６協定で次のような内容を締結したケースに
ついて、具体的な実務内容をみていきます。
36協定の対象期間

2021年4月1日～
2022年3月31日
月45時間
年360時間

法定休日労働の回数、
始業・終業時刻

月3回
・
・
・
（B）
8:30～17:30

・
・
・
（A）

特別条項

時間外労働の原則
となる上限

特別条項の有無（臨時的な特別の
事情がある場合には、時間外労働

有り

特別条項の回数

年6回

特別条項における年間の
時間外労働の上限

・
・(D)
年680時間 ・

1か月の時間外労働と休日労働
の合計時間数の上限

85時間

が月45時間を超えることができる）

・
・
・(C)

・
・
・(E)

以下について、それぞれ、法律で定める上限の範囲内にしなければなりません。
（A）
･･･月４５時間以内、年３６０時間以内 （C）
･･･年６回以内 （D）
･･･年７２０時間以内 （E）
･･･月１００時間未満

Step

2

毎月の時間外労働、休日労働の時間数と、その合計を把握します。

各労働者ごとに、労働時間を把握し、
１日８時間・１週40時間を超える時間外労働、休日労働の時間数と、その合計を把握します。
〈法定時間外労働の定義〉

法定時間外労働とは、労働基準法で定められた労働時間
（原則は１日８時間、
１週４０時間）
を超えて行われた残業のことをいいます。これに対し、
所定時間外労働とは、会社が定めた所定労働時間を超えて行われた残業のことをいいます。

〈法定休日労働の定義〉

法定休日労働とは、週1日、
または、4週4日の法定休日に働くことで、週休2日制の場合は、
１週間のうち1日休日があれば、法定休日労働とはな
りません。

〈３６協定の対象となる労働時間の定義〉

時間外労働の原則となる上限
（限度時間…上記
（A）
）
の対象には、週に1日・あるいは4週に4日の法定休日の労働時間数は含まれません。それ
以外の休日に労働させた場合で、法定労働時間を超えた部分は対象となります。
例えば、土日の完全週休2日制の場合、休日である土曜日に労働した場合であっても、日曜日に休日が確保されていれば、それは労働基準法上
の法定休日労働ではありません。よって、土曜日の労働時間は通常の労働時間として通算され、法定労働時間を超えた部分が時間外労働とし
て積算されます。

5

働き方改革HB_cc2015.indd

5

2021/02/19

10:22:43

8

【2章】労働時間法制の見直しについて

2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 2021/9 ・・・・・
時間外労働

80

60

45

35

20

15

10

80.0

60.0

45.0

休日労働
合計

80.0

35

80

35.0

80.0

（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
（85時間）
を超える
ことはできない

労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

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

ガイドラインの主なポイント
使用者には労働時間を適正に把握する責務があること

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

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

3

年度
（＝36協定の対象期間）
における
時間外労働が月45時間を超えた回数
（特別条項の回数）
と
時間外労働の累積時間数を把握します。

Step２で把握した時間外労働時間数をもとに、年度（＝36協定の対象期間）
における、特別条項の回数と時間外労
働の累積時間数を把握します。

①月45時間を超える回数の累計値を算出

②時間外労働の累計値を算出

2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 2021/9 ・・・・
時間外労働

80

休日労働

60

45

35

20

15

10

2

2

2

35

2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 2021/9 ・・・・

80

時間外労働

★累計値（年度累計）
2

3

80

時間外労働時間数

特別条項の累計回数は
（C)の回数
（６回）
以内

4

60

45

35

20

15

10

140

185

220

35

80

255

335

★累計値（年度累計）
1

特別条項回数

Step

80

休日労働

時間外労働の累計時間数は
（D）
の時間
（680時間）
を超えることはできない

毎月の時間外労働と休日労働の合計時間数について、
２～６か月の平均時間数を把握します。

Step２で把握した時間外労働と休日労働の合計時間数をもとに、
２か月平均、
３か月平均、
４か月平均、
５か月平均、
６
か月平均を算出します。
例えば、2021年9月につい

ては、前月までの実績をもとに
以下のように２～６か月平均を
算出します。

2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 2021/9
時間外労働

80

休日労働
合計

80.0

60

45

35

20

15

10

80.0

60.0

45.0

算定期間

同様に他の月についても２～６か月平均

35

80

35.0

80.0

57.5 ・
・
・8～9月の平均

2か月平均

53.3 ・
・
・7～9月の平均

3か月平均

を算出するため、すべての月について、隣
接する２～６か月の平均が８０時間以内と
なるよう管理しなければなりません。

55.0 ・
・
・6～9月の平均

4か月平均

60.0 ・
・
・5～9月の平均

5か月平均

63.3 ・
・
・4～9月の平均

6か月平均

前の協定期間
2020/11 2020/12 2021/1 2021/2 2021/3 2021/4

前年度の３６協定の対象期間中の
時間数についても、
２～６か月平均
の算定時間に含みます。
例えば、今回のケースで2021年４
月について計算するためには、直
前 の５か 月 分（ 2 0 2 0 年 1 1 月 ～
2021年３月）
の実績も必要です。

時間外労働

45

45

45.0

55.0

休日労働
合計

30

20

45

80

30.0

20.0

45.0

80.0

10

算定期間

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

62.5 ・
・
・3～4月の平均
48.3 ・
・
・2～4月の平均
43.8 ・
・
・1～4月の平均
46.0 ・
・
・12～4月の平均
45.8 ・
・
・11～4月の平均

7
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【2章】労働時間法制の見直しについて

Step

5

上限規制に適応した36協定を締結・届出を行った場合、
次の段階として、36協定に定めた内容を遵守するよう、
日々の労働時間を管理する必要があります。
ここでは、労働時間の管理において必要なポイントを整理します。

Check Point
■①「１日」
「１か月」
「１年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定めた時間を超えないこと。

✓ 36協定で定めた
「１日」
の時間外労働の限度を超えないように日々注意してください。
✓ また、日々および月々の時間外労働の累計時間を把握し、36協定で定めた
「１か月」
「１年」
の時間外労働の限度を超えないように注意し
てください。

■②休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと。
■③特別条項の回数(＝時間外労働が限度時間を超える回数)が、36協定で定めた回数を超えないこと。
✓ 月の時間外労働が限度時間を超えた回数(＝特別条項の回数)の年度の累計回数を把握し、36協定で定めた回数を超えないように注
意してください。

■④毎月の時間外労働と休日労働の合計が、100時間以上にならないこと。
■⑤月の時間外労働と休日労働の合計について、どの2～6か月の平均をとっても、1か月当たり80
時間を超えないこと。

例えば、時間外労働と休日労働を合計して80時間を超える月が全くないような事業場であれば、①～
③のポイントだけ守ればよいことになります。
上限規制を遵守するためには、上記のチェックポイントを日々守っていただく必要があります。特に、④・⑤のポイントは、
今回の法改正で初めて導入される規制となり、時間外労働と休日労働を合計するという新たな管理が必要となります。

8
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3

36協定のここが変わりました

今回の法改正によって法律に時間外労働の上限が規定されたため、36協定で定める必要がある事項が変
わりました。このため、
３６協定届の新しい様式を策定しています。
時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合には、以下の事項について協定した上で、
３６
協定届
（様式第９号）
を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

新しい36協定において協定する必要がある事項
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる労働者の範囲
対象期間
（１年間に限る）

１年の起算日

有効期間

対象期間における ✓１日
✓１か月
✓１年 について、労働時間を延長して労働させることが
できる時間又は労働させることができる休日
時間外労働＋休日労働の合計が、 ✓月100時間未満

✓２～６か月平均80時間以内 を満たすこと

臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間
（月45時間・年360時間）
を超
えて時間外労働を行わせる必要がある場合には、さらに以下の事項について協定した上で、
３６協定
届
（様式第９号の２）
を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。

新しい36協定において協定する必要がある事項
限度時間を超える場合

臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における
✓１か月の時間外労働＋休日労働の合計時間数（100時間未満）
✓１年の時間外労働時間（720時間以内）
限度時間を超えることができる回数
（年６回以内）
限度時間を超えて労働させることができる場合
✓限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置※
限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
限度時間を超えて労働させる場合における手続

※健康福祉確保措置として望ましい措置

(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

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。
36協定届の
●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。
チェックボックス
✓管理監督者でないこと
にチェックする
✓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
必要があります。
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。

｜
｜

｜
⎨

｜

⎧
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【2章】労働時間法制の見直しについて

36協定の締結に当たって注意すべきポイント

1

Point

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。

2

Point

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。

3

Point

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時間以内に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。

4

Point

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

5

Point

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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36協定届の記載例
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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。

（ 様式第９号
（第16条第１項関係））

11

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。

表面

●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えます。
（任意）
の欄は、記載しなくても構いません。
労働保険番号・法人番
号を記載してください。

事業場
（工場、支店、営業所等）
ごとに
協定してください。

金属製品製造業

○○金属工業株式会社

○○工場

000

0000

○○市○○町１－２－３

000

0000

0000

0000年４月１日から１年間

0000年４月１日

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。

2021/02/19

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。

受注の集中

設計

10人

７．
５時間

3時間

3．
５時間

30時間

40時間

250時間

370時間

製品不具合への対応

検査

10人

７．
５時間

2時間

2．
５時間

15時間

25時間

150時間

270時間

臨時の受注、納期変更

機械組立

20人

７．
５時間

2時間

2．
５時間

15時間

25時間

150時間

270時間

月末の決算事務

経理

5人

７．
５時間

3時間

3．
５時間

20時間

30時間

200時間

320時間

棚卸

購買

5人

７．
５時間

3時間

3．
５時間

20時間

30時間

200時間

320時間

事由は具体的に定め
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。

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。

設計

10人

土日祝日

１か月に１日

８
：
３０～１７
：
３０

臨時の受注、納期変更

機械組立

20人

土日祝日

１か月に１日

８
：
３０～１７
：
３０

3

12
投票による選挙

0000

10:22:44

○

○

3

15

検査課主任
山田花子

工場長
田中太郎

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。

受注の集中

0000

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。

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。

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。

協定書を兼ねる場合には、使用者の署名又は
記名・押印などが必要です。

労働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、

○

○

働き方改革HB_cc2015.indd
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３６協定届の記載例（特別条項）
（ 様式第９号の２
（第16条第１項関係））

12

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

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協定の届出は電子申請でも行えます。
（任意）
の欄は、記載しなくても構いません。

●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。

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。

1枚目

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。

労働保険番号・法人番
号を記載してください。

事業場
（工場、支店、営業所等）
ごとに
協定してください。

（表面）
金属製品製造業

○○金属工業株式会社

○○工場

000

0000

○○市○○町１－２－３

000

0000

0000

0000年４月１日から１年間

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。

0000年４月１日

設計

10人

７．
５時間

3時間

3．
５時間

30時間

40時間

250時間

370時間

製品不具合への対応

検査

10人

７．
５時間

2時間

2．
５時間

15時間

25時間

150時間

270時間

臨時の受注、納期変更

機械組立

20人

７．
５時間

2時間

2．
５時間

15時間

25時間

150時間

270時間

月末の決算事務

経理

5人

７．
５時間

3時間

3．
５時間

20時間

30時間

200時間

320時間

棚卸

購買

5人

７．
５時間

3時間

3．
５時間

20時間

30時間

200時間

320時間

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。

１日の法定労働時間を超える
時間数を定めてください。

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

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

受注の集中

設計

10人

土日祝日

１か月に１日

８
：
３０～１７
：
３０

臨時の受注、納期変更

機械組立

20人

土日祝日

１か月に１日

８
：
３０～１７
：
３０

2021/02/19

【2章】労働時間法制の見直しについて

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。

受注の集中

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。
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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。

2枚目

13

（表面）

0000年４月１日

限度時間を超えて労働
させる場合にとる手続
きについて定めてくだ
さい。

突発的な仕様変更

設計

10人

6時間

6．
５時間

4回

60時間

70時間

３５％

550時間

670時間

３５％

製品トラブル・大規模なクレームへの対応

検査

10人

6時間

6．
５時間

3回

60時間

70時間

３５％

500時間

620時間

３５％

機械トラブルへの対応

機械組立

20人

6時間

6．
５時間

3回

55時間

65時間

３５％

450時間

570時間

３５％

事由は一時的また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。

業務の範囲を細分
化し、明確に定めて
ください。

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（年360時間ま
たは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。

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。

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。

労働者代表者に対する事前申し入れ

①、③、⑩
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。

0000

3

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
管理監督者は労働者代表にはなれません。

12
投票による選挙

0000

○

○

3

15

検査課主任
山田花子

工場長
田中太郎

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。

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。

2021/02/19

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。

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
8 0 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。

10:22:45
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【2章】労働時間法制の見直しについて

4

年次有給休暇の取得義務化

2019年4月1日施行

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ます。
（※）
（※）
年次有給休暇
（労働基準法第39条）
雇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
（管理監督者を含む）
には、年10日の有給休暇が
付与されます。
継続勤務６年６か月で年20日が限度となります。
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ます。

●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 。
●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
要となりました。
●ただし、2019年４月より前に付与していた年次有給休暇については、年５日取得させる義務の対象とはなりません。
2019年４月１日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇を付与した日
（基準日）
から、年５日確実に取得させる義務の
対象となります。

■時季指定義務のポイント
労働者の申出による取得
（原則）

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

労働者が使用者に
取得時季を申出

労働者

「○月×日に
休みます」

使用者

労働者

労働者の意見を尊重し
使用者が取得時季を指定

１０日付与
（基準日）

「○月×日に
休んでください」

使用者

【
（例）
4/1入社の場合】
4/1
入社

10/1

4/1

9/30

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。

◆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、労使協定で取得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日取得した場合

⇒

使用者は２日を時季指定

労働者が自ら３日取得＋計画的付与２日の場合 ⇒
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。
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※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ります。
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

4/1入社

10/1

3/31

9/30
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ます。
（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

１年目の付与日（10日付与）

4/1入社

２年目の付与日（11日付与）

10/1

4/1

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。

9/30

3/31

５日取得
５日取得

この場合には、
１０/１～翌々３/３１までの期間
（18箇月）
に、
18÷12×５日＝７．
５日以上取得させることも認められる。

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ります。
１０日付与

（例）
上記①の場合

4/1入社

法定の基準日

10/1

3/31 4/1

５日取得

次の期間

①の期間
（例）
上記②の場合

4/1入社

3/31
５日取得

１年目の付与日

2年目の付与日

10/1

4/1

9/30

3/31 4/1

3/31

７．
５日以上取得

５日取得

②の期間

次の期間

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ことができます。
（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

5日付与

5日付与

4/1入社

7/1

←合計10日に到達

6/30
５日取得

７/１～翌６/３０までの１年間に５日取得させることが必要。
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日から控除することができる。
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【2章】労働時間法制の見直しについて

■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。
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。）
（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。
基 準 日（ 労 働 基 準 法 第
39条第７項関係）

年次有給休暇
取得日数

2019/4/1

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

年次有給休暇を取得し
た日付

18日

基準日

（補足）
基準日が２つ存在する場合
（※P15②参照）
には、基
準日を２つ記載する必要があります。

日数

（補足）基準日から１年以内の期間における年休取得日数
（基準日が２つ存在する場合
（※P15参照）
には１つ目
の基準日から２つ目の基準日の１年後までの期間に
おける年休取得日数）
を記載する必要があります。

2019/
2019/
2019/
4/4
（木） 5/7
（火） 6/3
（月）
2019/
9/2
（月）

2019/
7/1
（月）

2019/
2019/
2019/
2019/
2019/
2019/
8/1
（木） 8/13
（火） 8/14
（水） 8/15
（木） 8/16
（金） 8/19
（月）

2019/
2019/
2019/
2020/
2020/
2020/
2020/
10/9
（水） 11/5
（火） 12/6
（金） 1/14
（火） 2/10
（月） 3/19
（木） 3/20
（金）

時季
（年次有給休暇を取得した日付）

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
から１年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち５日について、会社が労働者の意見を聴取し、その
意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第３項又は第４項の規定による年
次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を５日から控除するものとする。
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5

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

■2023年4月1日から、月60時間を超える残業は、割増賃金率が上がります
（改正後）2023年4月1日施行

（現在）
月60時間超の残業割増賃金率

月60時間超の残業割増賃金率

大企業は ５０％

大企業、中小企業ともに５０％

中小企業は ２５％

※中小企業の割増賃金率を引上げ

１か月の時間外労働

１か月の時間外労働

１日８時間・１週40時間
を超える労働時間

60時間以下

60時間超

大企業

25%

50%

中小企業

25%

25%

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%

※中小企業の定義は、以下のとおりです
（事業場単位ではなく、企業単位で判断します）
。
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

小売業

5,000万円以下

または

50人以下

サービス業

5,000万円以下

または

100人以下

卸売業

1億円以下

または

100人以下

3億円以下

または

300人以下

その他

（製造業、建設業、
運輸業、その他）

●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こととなります。
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【2章】労働時間法制の見直しについて

6

産業医・産業保健機能の強化
産業医・産業保健機能の強化について

１ 産業医の活動環境の整備
産業医の独立性・中立性の強化

（１）
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な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。
長時間労働者等の健康確保対策の強化

（２）
事業者は、産業医の勧告を受けたときは、遅滞なく、勧告の内容等を衛生委員会等に報告しなければなりません。
（産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場）

（３）
事業者は、産業医等による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整備等を講ずるように努めな
ければなりません。

産業医の業務内容等の周知

（４）
産業医等を選任した事業者は、その事業場における産業医等の業務の内容等（※１）を、常時各作業場の見やすい場所に掲

（産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場は義
示し、又は備え付けること等により、労働者に周知（※２）させなければなりません。

務、産業医の選任義務のない労働者の健康管理等を行う医師又は保健師を選任した50人未満の事業場は努力義務）

（※１）
労働者に周知させなければならないもの
ア その事業場における産業医の業務の具体的な内容
イ 産業医に対する健康相談の申出の方法
ウ 産業医による心身の状態に関する情報の取扱いの方法

（※２）
労働者に周知させる方法
ア 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
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

２ 労働者の健康管理等に必要な情報の産業医等への提供等
労働者の健康管理等に必要な情報の産業医等への提供

（１）
産業医等を選任した事業者は、産業医等に対し、産業保健業務を適切に行うために必要な情報（※１）を提供（※２）しなければ
なりません。

（産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場は義務、産業医の選任義務のない労働者の健康管理等を行う医師又は保健師を選任した50人未満の事業場は努力義務）

（※１）
産業医に対して提供する情報
ア 既に講じた健康診断実施後の措置、長時間労働者に対する面接指導実施後の措置若しくは労働者の心理的な負担の程度を把握するた

めの検査の結果に基づく面接指導実施後の措置又は講じようとするこれらの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
あっては、その旨及びその理由）

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及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
ウ ア及びイに掲げるもののほか、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
（※2）
産業医に対する情報の提供時期
アに掲げる情報：健康診断の結果についての医師等からの意見聴取、面接指導の結果についての医師からの意見聴取又は労働者の心理的
な負担の程度を把握するための検査の結果に基づく面接指導の結果についての医師からの意見聴取を行った後、遅滞なく提供すること。
イに掲げる情報：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。

労働者の心身の状態に関する情報の取扱い

（２）
事業者は、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合を除き、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。

※じん肺法も同様の改正

●産業医とは：事業場において、労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理、健康管理等
を行う医師。常時使用する労働者が50人以上の事業場において選任義務があります。
●衛生委員会とは：事業場において、労働者の健康障害を防止するための事項等を調査審議する会議です。常時使用
する労働者が50人以上の事業場において設置義務があります。
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長時間労働者に対する面接指導等の流れについて
新規

事業者が管理監督者や裁量労働制の適用者を含めた全ての労働者の労働時間の状況を把握

拡充

新規

事業者が産業医に時間外・

休日労働時間が月80時間超の
労働者の情報を提供

事業者は時間外・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

産業医が情報をもとに
労働者に面接指導の申出を
勧奨することができる
拡充

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
※面接指導の対象要件を月100時間超から月80時間超に拡大

事業者が産業医等による面接指導を実施

事業者が産業医等から労働者の措置等に関する意見を聴く

事業者が産業医等の意見を踏まえて必要な措置を講じる
新規

事業者が産業医に措置内容を情報提供

新規

産業医が勧告を行う場合は事業者からあらかじめ意見を求める

産業医が労働者の健康を確保するために必要があると認める場合は事業者に勧告
新規

事業者が産業医の勧告の内容等を衛生委員会等に報告
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【2章】労働時間法制の見直しについて

長時間労働者に対する面接指導等の実施について
①労働時間の状況の把握

□長時間労働者に対す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、管理監督者
や裁量労働制の適用者も含めた全ての労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。

②時間外・休日労働時間の算定・申出の手続
1月の時間外・休日労働時間数＝１月の総労働時間数－
（計算期間１月間の総暦日数／7）
×40

１月の総労働時間数＝労働時間数
（所定労働時間数）
＋延長時間数
（時間外労働時間数）
＋休日労働時間数

□時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行います。
（例）
賃金締切日とする。
□事業者は、産業医に対し、時間外・休日労働が月80時間を超えた労働者の氏名及び当該超えた時間に関する情報を提
供します。
□事業者は、時間外・休日労働時間が月80時間を超えた労働者に対し、労働時間に関する情報を通知します。
□事業者は、時間外・休日労働時間が月80時間を超えない労働者についても、労働時間に関する情報について開示の
求めがあれば、開示する
ことが望まれます。
□申出は書面や電子メール
等の記録が残るものとし
ます
（様式例参照）
。

労働安全衛生法第66条の8の
面接指導に係る申出書
令和○年○月○日

事業者

氏名

殿

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

4/11 時間外労働
月80時間超

所属
氏名

5/10

申出期間
（期日から1か月）

期日

申出

6/9

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

1. 面接指導を受ける医師
（いずれかにチェック）
□ 会社が指定する医師
□ 自分が希望する医師

2. 面接指導を受ける日時
令和

年

月

日

時～

令和

年

月（初・中・下旬）

時又は

3. 面接指導を実施するにあたり配慮を求める事項

この期間中に面接指導を受
けた場合等で医師が必要で
ないと認めた場合は、この
期間に係る面接指導を免除

面接指導実施
5/25

面接指導実施期間
（申出から1か月） 6/24

様式例

③長時間労働者に対する面接指導等の実施
ⅰ 時間外・休日労働時間が月８０時間を超えた場合
●申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければなりません。面接指導を実施した医師から
必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければなりません。
●時間外・休日労働時間が月80時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間に関する情報、深夜業の回数
及び時間数等の情報を産業医に提供しましょう。

事業者

労働者

●面接指導の申出をし、医師による面接指導を受けましょう。

産業医

●労働者に対し、面接指導の申出をするよう勧奨しましょう。面接指導を実施する産業医は
「医師による長時間
労働面接指導等実施マニュアル」
等を活用しましょう。

ⅱ 時間外・休日労働時間が月４５時間を超えた場合
●健康への配慮が必要な者が面接指導等の対象となるよう基準を設定し、面接指導等を実施することが望ま
れます。また、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施することが望まれます。

事業者
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3
④医師からの意見聴取・面接指導の結果の記録
□事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければな
りません。
□医師の意見聴取は、面接指導を実施した医師から面接指導の結果の報告に併せて行うことが適当です。
□事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、
５年間保存しなければなりません。
□面接指導の結果の記録は、面接指導を実施した医師からの報告をそのまま保存することで足ります。

⑤事後措置の実施の際に留意すべき事項
□事業者は、医師の意見を勘案して、必要と認める場合は適切な措置を実施しなければなりません。
□面接指導により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は、必要に応じて精神科医等と連携しつつ対応を図り
ましょう。
□特にメンタルヘルス不調に関して、面接指導の結果、労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならないことに留意しま
しょう。

⑥ 事業場で定める必要な措置に係る基準の策定
□事業場で定める基準の策定は、衛生委員会等における調査審議の内容を踏まえて決定するとともに、長時間労働に係
る医学的知見を考慮し、以下の点に十分留意しましょう。
●時間外・休日労働が月80時間を超えた全ての労働者に面接指導を実施するよう基準の策定に努めましょう。
●時間外・休日労働が月45時間超の労働者について、健康への配慮が必要な者の範囲と措置について検討し、それ
らの者が措置の対象となるように基準を策定することが望まれます。
例1）
時間外・休日労働時間が月45時間を超える労働者で産業医が必要と認めた者には、面接指導を実施する。
例2）
時間外・休日労働時間が月45時間を超える労働者に係る作業環境、労働時間等の情報を産業医等に提供し、事
業場における健康管理について事業者が助言指導を受ける。

⑦ 長時間労働者に対する面接指導等の実施に当たって
□月80時間超の時間外・休日労働をさせた事業場又はそのおそれのある事業場等においては、衛生委員会等で調査審
議のうえ、以下のア及びイを図りましょう。調査審議の結果の際は、申出を行うことによる不利益取扱いの防止など、
申出がしやすい環境となるよう配慮しましょう。
ア 申出様式の作成、申出窓口の設定など申出手続を行うための体制の整備
イ 労働者に対し、申出方法等の周知徹底
□面接指導を実施する医師は、産業医や産業医の要件を備えた医師等が望まれます。
□面接指導の実施の事務に従事した者には、その実施に関して守秘義務が課せられます。
□派遣労働者への面接指導は、派遣元事業者に実施義務が課せられます。
□時間外・休日労働が月80時間超の労働者全員に対して面接指導を実施する場合は、事業者は対象者全員に面接指導
の実施の通知等を行い、労働者が申込みを行ったことなどをもって申出を行ったものとみなします。
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3章

働き方改革推進に向けた支援

生産性向上 ＆ 業務効率化に関する助成金
業務改善助成金

●生産性向上に資する設備・機器の導入等を行うとともに、事業場内最低賃金
の引上げを図る企業を支援します。
【お問い合わせ先】
（室）
所在地一覧
各都道府県労働局雇用環境・均等部
（室）▶雇用環境・均等部

働き方改革推進
支援助成金

●出退勤管理のソフトウェア導入・更新費用、専門家による業務効率化指導、生
産工程の自動化・省力化等、労働時間短縮や生産性向上を支援します。
【お問い合わせ先】
各都道府県労働局雇用環境・均等部
（室）
▶雇用環境・均等部（室）所在地一覧

魅力ある職場づくり ＆ 社員育成に関する助成金等
両立支援等助成金

育児・介護支援プラン
導入支援事業

65歳超雇用推進
助成金

人材確保等支援
助成金

キャリアアップ助成金

●育児休業の円滑な取得・職場復帰の支援や代替要員の確保を行った企業を支援します。
【お問い合わせ先】
各都道府県労働局雇用環境・均等部
（室）

●社会保険労務士等の専門家である仕事と家庭の両立支援プランナーが、育
児・介護休業の円滑な取得や職場復帰等に取り組む企業を支援します。
【お問い合わせ先】
株式会社パソナ 育児・介護支援プロジェクト事務局
（委託先）
TEL:03-5542-1740
▶「仕事と家庭の両立支援プランナー」の支援を希望する事業主の方へ

●66歳以上の継続雇用延長や65歳以上の年齢までの定年引上げ、高齢者向
けの雇用管理制度の整備等を行う企業を支援します。

【お問い合わせ先】
（独）
高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部 高齢・障害者業務課
（東京支部、大
阪支部は高齢・ 障害者窓口サービス課）
▶独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部

●雇用管理改善、生産性向上などの取組によって従業員の職場定着の促進等
を図る事業主を支援します。
【お問い合わせ先】
各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓口
▶雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧

●非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善の取組を支援します。
【お問い合わせ先】
各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓口
▶雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧

産業保健関係助成金

人材開発支援助成金

●社員の健康づくりのための取組を支援します。
【お問い合わせ先】
（独）
労働者健康安全機構
▶独立行政法人 労働者健康安全機構 産業保健関係助成金

●人材育成のための社員に対する訓練の実施や教育訓練休暇を付与する取
組を支援します。
【お問い合わせ先】
各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓口
▶雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧
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【3章】働き方改革推進に向けた支援
働き方改革関連法に関する相談窓口
労働基準監督署

●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。

労働時間相談・支援コーナー

▶検索ワード：労働基準監督署

都道府県労働局

●正社員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）
との間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。

【パートタイム労働者、有期雇用労働者関係】
雇用環境・均等部
（室）
【派遣労働者関係】
需給調整事業部
（課・室）

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

▶検索ワード：都道府県労働局
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

働き方改革の推進に向けた課題を解決するための相談窓口
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

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.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

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

https://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

https://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
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時間外労働の上限規制が
大企業：2019年４月から
導入されます。

中小企業：2020年４月から

時間外労働の上限規制

わかりやすい解説
2019年４月施行
※中小企業への適用は2020年４月

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
働き方改革関連法解説（労働基準法／時間外労働の上限規制関係）

(2019/08)

27

働き方改革の目指すもの
「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。

時間外労働の上限規制
長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭
生活の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻
む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっています。
長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バラン
スが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の
向上に結びつきます。
このため、今般の働き方改革の一環として、労働基準法が改正さ
れ、時間外労働の上限が法律に規定されました。



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「時間外労働の上限規制」について解説します。
1
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法改正のポイント
 時間外労働（休日労働は含まず）の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、
臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働 ・・・年720時間以内
・時間外労働＋休日労働 ・・・月100時間未満、２～６か月平均80時間以内
とする必要があります。
 原則である月45時間を超えることができるのは、年６か月までです。
 法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断
されます。
 大企業への施行は2019年４月ですが、中小企業への適用は１年猶予され2020年
４月となります。
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労働基準法における労働時間の定め

労働時間は労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続きを
とらなければ、これを延長することはできません。

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。

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 及び １週 40時間

これを超えるには、

36協定の締結・届出が必要です。

法律で定められた休日

毎週少なくとも１回
 労働基準法では、労働時間は原則として、１日８時間・１週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として、毎週少なくとも１回与
えることとされています（このパンフレットではこれを「法定休日」といいます。）。
 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合に
は、
 労働基準法第36条に基づく労使協定（36（サブロク）協定）の締結
 所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。
 36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなけ
ればなりません。

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。
 これまで、36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示（※）によって、
上限の基準が定められていましたが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなけ
ればならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、
限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。
（※）労働基準法第36条第１項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準（限度基準告示）

！

Point１の労働時間・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、Point２の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。（改正内容は次ページ）
3
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改正内容（時間外労働の上限規制）
（大企業：2019年４月～、中小企業：2020年４月～）
これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、また特別条項を設けるこ
とで上限無く時間外労働を行わせることが可能となっていました。今回の改正によって、罰
則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることの
できない上限が設けられます。

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。
 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。

！

特別条項の有無に関わらず（※）、１年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月
100時間未満、２～６か月平均80時間以内にしなければなりません。

（※）例えば時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、時間外労働＝44
時間、休日労働＝56時間、のように合計が月100時間以上になると法律違反となります。

（改正前）

上限規制の
イメージ

（改正後）
法律による上限
(特別条項/年６か月まで)

上限なし
(年６か月まで)

年720時間
複数月平均80時間＊
月100時間未満＊

大臣告示による上限
（行政指導）

法律による上限
（原則）

月45時間
年360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

１年間＝12か月
4
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中小企業への上限規制の適用は１年間猶予されます。
 上限規制の施行は2019年４月１日ですが、中小企業に対しては１年間猶予され2020年
４月１日からとなります。
 中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者
の数」のいずれかが以下の基準を満たしていれば、中小企業に該当すると判断されます。
なお、事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。
業種

資本金の額または
出資の総額

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

その他
（製造業、建設業、運輸業、その他）

３億円以下

または

100人以下
300人以下

※業種の分類は、日本標準産業分類に従って判断されます。
業種
小売業

サービス業

日本標準産業分類
大分類I（卸売業、小売業）
のうち

中分類56（各種商品小売業）、中分類57（織物・衣服・身の回り品小売
業）、中分類58（飲食料品小売業）、中分類59（機械器具小売業）、中
分類60（その他の小売業）、中分類61（無店舗小売業）

大分類M（宿泊業、飲食サー
ビス業）のうち

中分類76（飲食店）、中分類77（持ち帰り・配達飲食サービス業）

大分類G（情報通信業）のう
ち

中分類38（放送業）、中分類39（情報サービス業）、中分類411（映像
情報制作・配給業）、中分類412（音声情報制作業）、中分類415（広告
制作業）、中分類416（映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス
業）

大分類K（不動産業、物品賃
貸業）のうち

中分類693（駐車場業）、中分類70（物品賃貸業）

大分類L（学術研究、専門・
技術サービス業）
大分類M（宿泊業、飲食サー
ビス業）のうち

中分類75（宿泊業）

大分類N（生活関連サービス
業、娯楽業）

ただし、小分類791（旅行業）は除く

大分類O（教育、学習支援
業）
大分類P（医療、福祉）

大分類Q（複合サービス業）
大分類R（サービス業＜他に
分類されないもの＞）
卸売業
その他（製造業、
建設業、運輸業、
その他）

大分類I（卸売業、小売業）
のうち

中分類50（各種商品卸売業）、中分類51（繊維、衣服等卸売業）、中分
類52（飲食料品卸売業）、中分類53（建築材料、鉱物・金属材料等卸売
業）、中分類54（機械器具卸売業）、中分類55（その他の卸売業）

上記以外のすべて

（参考）日本標準産業分類（2013年10月改定（第13回改定））
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm
（大分類）
A.農業，林業 B.漁業 C.鉱業，採石業，砂利採取業 D.建設業 E.製造業 F.電気・ガス・熱供給・水道業
G.情報通信業 H.運輸業，郵便業 I.卸売業，小売業 J.金融業，保険業 K.不動産業，物品賃貸業
L.学術研究，専門・技術サービス業 M.宿泊業，飲食サービス業 N.生活関連サービス業，娯楽業
O.教育，学習支援業 P.医療，福祉 Q.複合サービス事業 R.サービス業（他に分類されないもの）
S.公務（他に分類されるものを除く）
T.分類不能の産業
5
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上限規制の施行に当たっては、経過措置を設けています。
 施行に当たっては経過措置が設けられており、2019年４月１日（中小企業は2020年４
月１日）以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。2019年３月
31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から１年間は引き続
き有効となり、上限規制は適用されません。
施行日
2019/3/31
（例）36協定の始期が
2019/4/1の場合

（例）36協定の始期が
2018/10/1の場合

2019/4/1
2019/4/1

2020/3/31

2019/4/1から始まる期間の協定は、
上限規制が適用
2018/10/1

2019/9/30

2019/3/31以前と2019/4/1以後に跨がる期間
の協定は、１年間は引き続き有効。

2019/10/1

2020/9/30

１年経過以後は（2019/10/1開始の協定からは）
上限規制が適用。

上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります。
 以下の事業・業務については、上限規制の適用が５年間猶予されます。
事業・業務

猶予期間中の取扱い

猶予後の取扱い

（2024年３月31日まで）

（2024年４月１日以降）

建設事業

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

自動車運転
の業務

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時
間外労働の上限が年960時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について、
月100時間未満
２～６か月平均80時間以内
とする規制は適用されません。
時間外労働が月45時間を超えることができる
のは年６か月までとする規制は適用されません。

上限規制は適用されません。

医師
鹿児島県及
び沖縄県に
おける砂糖
製造業

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

上限規制がすべて適用されます。

 新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。
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。
事業者は、面接指導を行った医師の意見を勘案し、必要があるときには就業場所の変更
や職務内容の変更、有給休暇の付与などの措置を講じなければなりません。
6
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コラム

「所定」と「法定」の違い

 今回の法改正の内容を正しく理解していただくには、まず「時間外労働」と「休日労
働」について、法律上の規定を正しく理解していただくことが必要です。
 時間外労働については、一般的に考えられている「残業」と法律上の「時間外労働」が
異なっている場合があるので注意が必要です。

いわゆる「残業」というと、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間のことを指す
と考える方が多いのではないでしょうか。一方、法律上の「時間外労働」とは、労働基
準法で定められた「法定労働時間」（１日８時間・１週40時間）を超える時間のことを
いいます。（このパンフレットにおける「時間外労働」は、後者を指しています。）
例えば、始業時刻が9:00、休憩時間が12:00～13:00、終業時刻が17:30の会社であれば、所定労働時間は
7:30となります。
この場合に、9:00に始業し18:00に終業した労働者については、いわゆる「残業」は30分になりますが、
法律上の「時間外労働」は無しとなります。ただし、残業手当の算定基準を、「所定労働時間」を超える時
間とするか、「法定労働時間」を超える時間とするかは、労使の定めによって決まります。

 休日労働についても同様に注意が必要です。
いわゆる休日労働というと、会社で定める「所定」休日に労働した時間と考える方が多
いのではないでしょうか。一方、法律上の休日労働とは、労働基準法で定められた「法
定」休日に労働した時間のことをいいます。
労働基準法では原則として、使用者は労働者に対して毎週少なくとも１回休日を与えな
ければならないとされています。このため、「法定」休日とは、１週間につき１日の休
日のことをいいます。（このパンフレットにおける「休日労働」は、法定休日に労働さ
せることをいいます。）
例えば、毎週土曜・日曜を所定休日、そのうち日曜を法定休日と定めている事業場であれば、土曜日に労働
した時間は「法定」休日労働には該当せず、日曜日に労働した時間が「法定」休日労働となります。
月曜～土曜までに労働した時間が40時間を超えていた場合には、超えた時間は「時間外労働」にカウント
されるので、注意が必要です。

ここも注目

労働時間の適正な把握（労働安全衛生法の改正）

 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、
使用者には、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があります。
 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成
29年）では、使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにしています。
「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」
☞

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

 このガイドラインでは、管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者は対象外と
なっていますが、今回の法改正においては、長時間労働者に対する医師による面接指導
の履行確保を図るため、労働安全衛生法を改正し、これらの方の労働時間の状況（※）に
ついても、労働安全衛生規則に規定する方法で把握しなければならないこととなりまし
た。
※労働時間の状況･･･いかなる時間帯にどのくらいの時間、労務を提供しうる状態にあったかという概念。

 労働時間の状況の把握は、タイムカードによる記録、PC等の使用時間の記録等の客観的
な方法や使用者による現認が原則となります。これらの方法をとることができず、やむ
を得ない場合には、適正な申告を阻害しない等の適切な措置を講じた上で自己申告によ
ることができます。
 事業者は、労働時間の状況の記録を作成し、３年間保存する必要があります。
7
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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
今回の法改正とあわせて、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、
36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新
たに指針を策定しました。３６協定の締結に当たっては、この指針の内容に留意してくださ
い。

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。

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。
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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）

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)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

医師による面接指導
深夜業（22時～５時）の回数制限
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）
代償休日・特別な休暇の付与
健康診断
連続休暇の取得
心とからだの相談窓口の設置
配置転換
産業医等による助言・指導や保健指導

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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Ⅱ．実務対応編

36

36協定届の新しい様式
今回の法改正によって法律に時間外労働の上限が規定されたため、36協定で定める必要が
ある事項が変わりました。このため、36協定届の新しい様式を策定しています。

 時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合には、以下の事項について協定した
上で、36協定届（様式第９号）を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
新しい36協定において協定する必要がある事項
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる労働者の範囲
対象期間（１年間に限る）

１年の起算日

有効期間

対象期間における
✔１日
✔１か月
✔１年
について、労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日
時間外労働＋休日労働の合計が
✔月100時間未満
✔２～６か月平均80時間以内
を満たすこと

 臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間（月45時間・年360
時間）を超えて時間外労働を行わせる必要がある場合には、さらに以下の事項について
協定した上で、36協定届（様式第９号の２）を所轄労働基準監督署長に提出する必要が
あります。
新しい36協定において協定する必要がある事項
限
度
時
間
を
超
え
る
場
合

臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における
１か月の時間外労働＋休日労働の合計時間数 （100時間未満）
１年の時間外労働時間 （720時間以内）
限度時間を超えることができる回数（年６回以内）
限度時間を超えて労働させることができる場合
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
限度時間を超えて労働させる場合における手続

 P.6のPoint３のとおり、経過措置期間中は上限規制が適用されないため、従前の様式で
届出してください。
したがって、大企業であれば2019年４月以後の期間のみを定めた36協定から、中小企業
であれば2020年４月以後の期間のみを定めた36協定から、新しい様式で届出してくださ
い。
 ただし、経過措置期間中であっても、上限規制に対応できる場合には、新しい様式で届
出してもかまいません。
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 また、用途に応じて以下の様式が制定されています。
様式

用途

様式第９号

一般労働者について、時間外・休日労働を行わせる場合

様式第９号の２

限度時間を超えて、時間外・休日労働を行わせる場合

様式第９号の３

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

様式第９号の４

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

様式第９号の５

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

様式第９号の６

適用猶予期間中において、労使委員会の決議を届出する場合

様式第９号の７

適用猶予期間中において、労働時間等設定改善委員会の決議を届出する場合

 新技術・新商品等の研究開発業務に関しては、時間外労働上限規制の適用除外とされて
いるため、一般労働者とは異なる様式となっています。（様式第９号の３）
上限時間について法律の定めはないものの、限度時間（月45時間・年360時間）を超え
て労働する労働者に対する、健康・福祉確保措置について協定するよう努めなければな
りません。
健康・福祉確保措置の内容については、以下のものから定めることが望ましいことに留
意してください。
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

 P.６のPoint４で示している、適用が猶予される事業・業務については、猶予期間中
（2024年３月31日まで）の様式として、従前のものを踏まえた様式となっています。
（様式第９号の４、第９号の５、第９号の６、第９号の７）
※従前の様式を流用いただくことも可能です。

！

新技術・新商品等の研究開発業務や、適用猶予事業・業務に従事する労働者について
も、上限規制に対応できる場合には、様式第９号、様式９号の２によって提出するこ
とができます。
その場合、一般の労働者と同じ様式に記載することも可能です。

※労働者派遣等により、複数種類の様式を用いる必要がある場合には、便宜的に一つの様式に記載す
ることも可能です。
※様式のダウンロードはこちら
検索ワード ☞働き方改革 厚労省 36協定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
または
☞労働基準関係主要様式
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
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36協定の締結に当たって注意すべきポイント
「１日」「１か月」「１年」について、時間外労働の限度を定めてくだ
さい。
 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、上限規制の適用後は、「１日」「１か月」「１年」の
それぞれの時間外労働の限度を定める必要があります。

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。

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時間以内に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。

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

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（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（※）
（※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等は不適切な選出となります。）

 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。
（※事務機器（イントラネットや社内メールも含む）や事務スペースの提供等）
12
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36協定届の記載例（限度時間を超えない場合）
（様式第９号（第16条第１項関係））
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。

39
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。

– 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、労働者代表の署名又は記名・押印が必要です。
– 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。
労働保険番号・法
人番号を記載して
ください。

表面
事業場（工場、支店、営業
所等）ごとに協定してくだ
さい。

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

13
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。

受注の集中

設計

１０人 ７．５時間 ３時間

３．５時間

３０時間

４０時間 ２５０時間 ３７０時間

製品不具合への対応

検査

１０人 ７．５時間 ２時間

２．５時間

１５時間

２５時間 １５０時間 ２７０時間

臨時の受注、納期変更

機械組立

２０人 ７．５時間 ２時間

２．５時間

１５時間

２５時間 １５０時間 ２７０時間

月末の決算事務

経理

５人 ７．５時間 ３時間

３．５時間

２０時間

３０時間 ２００時間 ３２０時間

棚卸

購買

５人 ７．５時間 ３時間

３．５時間

２０時間

３０時間 ２００時間 ３２０時間

事由は具体的に
定めてください。

１日の法定労働時間を
超える時間数を定めて
ください。

業務の範囲を細分化し、
明確に定めてください。

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。

設計

１０人

土日祝日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

臨時の受注、納期変更

機械組立

２０人

土日祝日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

３

１２

検査課主任
山田花子
投票による選挙
○○○○

○

○

３

１５
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。

工場長
田中太郎

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

㊞

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。

受注の集中

○○○○

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。

押印も必要です。

時間外労働と法
定休日労働を合
計した時間数は、
月100時間未満、
２～６か月平均
80時間以内でな
ければいけませ
ん。これを労使
で確認の上、必
ずチェックを入
れてください。
チェックボック
スにチェックが
ない場合には、
有効な協定届と
はなりません。

限度時間を超える場合の36協定届の記載例（特別条項）
（様式第９号の２（第16条第１項関係））

40
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。

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。
１枚目の記載については、前ページの記載例を参照ください。
2枚目
表面

○○○○年４月１日

突発的な仕様変更

設計

１０人

６時間

６．５時間

４回

６０時間

７０時間

３５％

５５０時間 ６７０時間 ３５％

製品トラブル・大規模なクレームへの対応

検査

１０人

６時間

６．５時間

３回

６０時間

７０時間

３５％

５００時間 ６２０時間 ３５％

機械組立

２０人

６時間

６．５時間

３回

５５時間

６５時間

３５％

４５０時間 ５７０時間 ３５％

機械トラブルへの対応
14
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。
限度時間を
超えた労働
者に対し、
以下のいず
れかの健康
確保措置を
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。

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。

業務の範囲を細
分化し、明確に
定めてください。

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（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。

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。

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。

労働者代表者に対する事前申し入れ
①、③、⑩

○○○○

３

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

１２

投票による選挙
○○○○

３

検査課主任
山田花子

１５

工場長
田中太郎

○

○

様式９号の２の届出をする場合には、２枚目に
労働者代表者名および選出方法、使用者代表者
名の記入をしてください。

㊞

（健康確保措置）
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
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 ⑩その他

押印も必要です。

⑤健康診断

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。
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上限規制への対応
今回の法改正では、これまでの限度基準告示による時間外労働の上限だけでなく、休日労働
も含んだ１か月当たり及び複数月の平均時間数にも上限が設けられました。このため、企業
においては、これまでとは異なる方法での労働時間管理が必要となります。

上限規制に適応した36協定を締結・届出を行った場合、次の段階として、36協定に定めた内容を遵
守するよう、日々の労働時間を管理する必要があります。
ここでは、労働時間の管理において必要なポイントを整理します。

□ ①「１日」「１か月」「１年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定
めた時間を超えないこと。
 36協定で定めた「１日」の時間外労働の限度を超えないよう日々注意してください。
 また、日々および月々の時間外労働の累計時間を把握し、 36協定で定めた「１か月」
「１年」の時間外労働の限度を超えないよう注意してください。

□ ②休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと。
□ ③特別条項の回数（＝時間外労働が限度時間を超える回数）が、36協定
で定めた回数を超えないこと。
 月の時間外労働が限度時間を超えた回数（＝特別条項の回数）の年度の累計回数を把握
し、36協定で定めた回数を超えないよう注意してください。

□ ④月の時間外労働と休日労働の合計が、毎月100時間以上にならないこと。
□ ⑤月の時間外労働と休日労働の合計について、どの２～６か月の平均を
とっても、１月当たり80時間を超えないこと。

！

例えば、時間外労働と休日労働を合計して80時間を超える月が全くないような事業場で
あれば、①～③のポイントだけ守ればよいことになります。

上限規制を遵守するためには、上記のチェックポイントを日々守っていただく必要があります。特に、
④・⑤のポイントは、今回の法改正で初めて導入される規制となり、時間外労働と休日労働を合計す
るという新たな管理が必要となります。
次ページでは、①～⑤のポイントを全て守るための労働時間管理の方法を確認します。

15

※以降の説明（P.16～18）は、時間外労働・休日労働が月80時間を超える月があるケースについて解説しています。
月80時間を超えないような事業場においては、Step４、Step５の②の管理は不要です。
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労働時間管理の実務イメージ
具体的な数字を用いて、今回の法改正に対応した労働時間管理の実務をみていきます。

時間外労働、休日労働について、36協定を締結します。
まずは上限規制の内容に適合した36協定を締結します。以下では、36協定で次のような内
容を締結したケースについて、具体的な実務内容を見ていきます。
36協定の対象期間

2021年4月１日～
2022年３月31日

時間外労働の原則と
なる上限

月45時間
年360時間

法定休日労働の回数、
始業・終業時刻

！

･･･（A）

月３回
8:30～17:30 ･･･（B）

特
別
条
項

特別条項の有無（臨時的な特別の事
情がある場合には、時間外労働が月
45時間を超えることができる）

有り

特別条項の回数

年６回

特別条項における年間の時間外労働
の上限

年680時間

１か月の時間外労働と休日労働の合
計時間数の上限

85時間

･･･（C）
･･･（D）
･･･（E）

以下について、それぞれ、法律で定める上限の範囲内にしなければなりません。
（A)･･･月45時間以内、年360時間以内、
（D)･･･年720時間以内、

（C)･･･年６回以内
（E)･･･月100時間未満

毎月の時間外労働、休日労働の時間数と、その合計を把握します。
各労働者ごとに、労働時間を把握し、１日８時間・１週40時間を超える時間外労働、休日
労働の時間数と、その合計を把握します。
時間外労働
休日労働
合計

2021
/4
80
80.0

2021
/5
60
20
80.0

2021
/6
45
15
60.0

2021
/7
35
10
45.0

2021
/8
35

2021
・・・
/9
80

35.0

80.0

（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（85時間）を超えることはできない

年度（＝36協定の対象期間）における
 時間外労働が月45時間を超えた回数（特別条項の回数）
 時間外労働の累積時間数
を把握します。
Step２で把握した時間外労働時間数をもとに、年度（＝36協定の対象期間）における、特
別条項の回数と時間外労働の累積時間数を把握します。
①月45時間を超える回数の累計値を算出

②時間外労働の累計値を算出

2021 2021 2021 2021 2021 2021
・・・
/4
/5
/6
/7
/8
/9
時間外労働
80
60
45
35
35
80
休日労働
20
15
10
★累計値（年度累計）
特別条項累計回数

1

2

2

2

2

2021 2021 2021 2021 2021 2021
・・・
/4
/5
/6
/7
/8
/9
時間外労働
80
60
45
35
35
80
休日労働
20
15
10
★累計値（年度累計）
時間外労働時間数

3

80

140

185

220

時間外労働の累計時間数は
（D）の時間（680時間）を超えることはできない

特別条項の累計回数は（C)の回数（６回）以内

16

255

335
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毎月の時間外労働と休日労働の合計時間数について、２～６か月の平均
時間数を把握します。
Step２で把握した時間外労働と休日労働の合計時間数をもとに、２か月平均、３か月平均、
４か月平均、５か月平均、６か月平均を算出します。
例えば、2021年9月については、前月までの実績をもとに以下のように２～６か月平均を算出します。
2021 2021 2021 2021 2021 2021
/4
/5
/6
/7
/8
/9
時間外労働
80
60
45
35
35
80
休日労働
20
15
10
合計 80.0 80.0 60.0 45.0 35.0 80.0
算定期間
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

平均値
⇒

57.5

…８～９月の平均

⇒

53.3

…７～９月の平均

⇒

55.0

…６～９月の平均

⇒

60.0

…５～９月の平均

⇒

63.3

…４～９月の平均

同様に他の月についても２～６か月平均を算出するため、すべての月について、隣接する２～６か月の平均が
80時間以内となるよう管理しなければなりません。

！

前年度の36協定の対象期間の時間数についても２～６か月平均の算定時間に含みます。
例えば、今回のケースで2021年４月について計算するためには、直前の５か月分（2020年11月
～2021年３月）の実績も必要です。
（※）P.6のPoint３のとおり、経過措置の
期間については上限規制が適用されな
いため、２～６か月平均の算定に含め
る必要はありません。

前の協定期間

時間外労働
休日労働
合計

2020
/11
45
45.0

2020
/12
45
10
55.0

2021
/1
30

2021
/2
20

2021
/3
45

2021
/4
80

30.0

20.0

45.0

80.0

算定期間
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

平均値
⇒

62.5

…３～４月の平均

⇒

48.3

…２～４月の平均

⇒

43.8

…１～４月の平均

⇒

46.0 …12～４月の平均

⇒

45.8 …11～４月の平均

Step１～４で把握した前月までの実績をもとに、当月における時間外労
働時間数と休日労働時間数の最大可能時間数を把握します。
Step２～３で把握した時間外労働、休日労働の時間数や合計数などをもとに、当月におけ
る、①時間外労働、②時間外労働＋休日労働の合計の最大限可能となる時間数を把握します。
①時間外労働の可能時間数
当月の時間外労働の可能時間数を、以下の手順で算出します。
当月の時間外労働の可能時間数
特別条項
≧１回
の残回数
（今回のケースでは、
年６回ー前月までの回数）

年の時間外労働
時間外労働
ー
の上限時間数
の累計時間数
年の時間外労働
時間外労働
ー
の上限時間数
の累計時間数

（今回のケースでは、
年６回ー前月までの回数）

年の時間外労働
の上限時間数

ー

ー

＜

月の時間外労働
の上限値

月の時間外労働
の上限

･･･（ア）

（今回のケースでは85時間）

年の時間外労働の
残時間数

･･･（イ）

月の時間外労働
の原則となる上限

･･･（ウ）

（今回のケースでは85時間）

時間外労働
の累計時間数

（今回のケースでは680時間）

年の時間外労働
の上限時間数

月の時間外労働
の上限値

（今回のケースでは85時間）

（今回のケースでは680時間）

（今回のケースでは680時間）

特別条項
＝０回
の残回数

≧

≧

月の時間外労働の
原則上限値

（今回のケースでは45時間）

時間外労働
の累計時間数

（今回のケースでは680時間）

<

月の時間外労働の
原則上限値

（今回のケースでは45時間）

17

（今回のケースでは45時間）

年の時間外労働の
残時間数

･･･（エ）
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例えば、今回のケースにおいて、2021年10月、2022年2月について、①の数値は以下のとおり算出します。
2021/4

2021/5

2021/6

2021/7

2021/8

2022/1

2022/2

2022/3

時間外労働

80

60

45

35

35

2021/9 2021/10 2021/11 2021/12

80

70

45

75

70

40

40

特別条項累計回数
時間外労働累計

1
80

2
140

2
185

2
220

2
255

3
335

4
405

4
450

5
525

6
595

6
635

6
675

（2021年10月）
・9月までに特別条項を３回使っているので、10月初時点での特別条項の残回数は３回
・年の上限680時間 ー 9月までの累計335時間 ＝ 345時間 となり、月の上限値85時間を上回っています。
したがって、パターン（ア）となり、10月の時間外労働の上限は85時間となります。
（2022年2月）
・1月までに特別条項を６回使っているため、２月初時点での特別条項の残回数は０回
・年の上限680時間 ー 1月までの累計595時間 ＝ 85時間 となり、月の時間外労働の原則上限値45時間を
上回っています。
したがって、パターン（ウ）となり、２月の時間外労働の上限は45時間となります。
i.

②時間外労働＋休日労働の可能時間数
当月の時間外労働＋休日労働の可能時間数を以下の手順で算出します。
（ⅰ）前月～５か月前までの合計をもとに、月平均80時間以内となる当月の時間数を計算します。
Nか月平均が80時間以内となる
時間外労働＋休日労働
＝
の当月時間数

N×80 －

前（N－１）か月分の累計時間数

※Nは２～６（か月）の５通り
となります。

（ⅱ）（ⅰ）で計算した数値の最小値と、月の時間外労働＋休日労働の上限（今回のケースでは（E）の85時
間）のいずれか小さい数値が、当月の可能な時間外労働＋休日労働の時間数となります。
例えば、今回のケースにおいて、2021年10月について、②の数値は以下のとおり算出します。
（ⅰ）上記の式に従って、右表の数値を算出します。

2021 2021 2021 2021 2021 2021
/4
/5
/6
/7
/8
/9
時間外労働＋
休日労働の合計

80.0 80.0 60.0 45.0 35.0 80.0

２か月平均80時間以内となる時間
３か月
〃
４か月
〃
５か月
〃
６か月
〃

80.0
125.0
160.0
180.0
180.0

（ⅱ）右表の最小値（80時間）と上限値（今回のケースでは（E）の85時間）のうち小さい方の数値、つま
り80時間となります。

上記①、②の範囲内に収まるように、日々の労働時間を管理します。

①「１日」「１か月」「１年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定めた時
間を超えないよう管理。
②休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないよう管理。
③特別条項の回数が
 残っていれば
⇒ （①の）時間外労働の残時間数まで
 残っていなければ ⇒ 原則の上限時間（＝限度時間）まで

（※時間外労働の残時間が限度時間以下なら残時間数まで）

となるよう月の時間外労働を管理。

④毎月の時間外労働と休日労働の合計が、100時間以上にならないよう管理。
⑤月の時間外労働と休日労働の合計について、前２～５か月の合計と合算して、
月数（２～６）×80時間を超えないよう管理。
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Ⅲ．Q&A

45

Q&A

※この他にも、よくあるご質問をHPに掲載しています。
検索ワード ☞働き方改革 厚労省 Q&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
※個別の事案についてのご質問は、所轄の労働基準監督署または都道府県労働局にお問い合わせください。
（P.23参照）

施行前（大企業は2019年３月31日まで、中小企業は2020年３月31日まで）
と施行後（同年４月１日以後）にまたがる期間の36協定を締結している場合
には、４月１日開始の協定を締結し直さなければならないのでしょうか。
 改正法の施行に当たっては、P.6のとおり経過措置が設けられています。この経過措置に
よって、施行前と施行後に跨がる期間の36協定を締結している場合には、その協定の初
日から１年間に限っては、その協定は有効となります。
 したがって、４月１日開始の協定を締結し直す必要はなく、その協定の初日から１年経
過後に新たに定める協定から、上限規制に対応していただくこととなります。

中小企業は上限規制の適用が１年間猶予されますが、その間の36協定届は従
来の様式で届け出てもよいのでしょうか。
 適用が猶予される１年間については、従来の様式での届出でかまいません。なお、上限
規制を遵守する内容で36協定を締結する場合には、新様式で届け出ていただいてもかま
いません。

上限規制の適用が１年間猶予される中小企業の範囲について、以下の場合はど
のように判断されるのでしょうか。
①「常時使用する労働者」の数はどのように判断するのですか。
臨時的に雇い入れた労働者を除いた労働者数で判断します。なお、休業などの臨時的な欠
員の人数については算入する必要があります。
パート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する
労働者数に算入する必要があります。
②「常時使用する労働者数」を算定する際、出向労働者や派遣労働者はどのように取り扱えば
よいですか。
労働契約関係のある労使間に算入します。在籍出向者の場合は出向元・出向先双方の労働
者数に算入され、移籍出向者の場合は出向先のみの労働者数に算入されます。派遣労働者
の場合は、労働契約関係は派遣元との間にありますので、派遣元の労働者数に算入します。
③中小企業に当たるか否かを判断する際に、個人事業主や、出資持分のない医療法人など、資
本金や出資金の概念がない場合はどうすればよいですか。
資本金や出資金の概念がない場合は、労働者数のみで判断することとなります。このため、
例えば、出資持分のある医療法人は出資金と労働者数の双方を確認して、それ以外の医療
法人は労働者数のみで判断します。
④中小企業に当たるか否かを判断する際に、グループ企業については、グループ単位で判断す
るのですか。
企業単位で判断します。
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中小企業や、上限規制の適用猶予事業・業務へ労働者を派遣する場合は、上限
規制の適用はどのようになりますか。
 労働者派遣法の規定により、派遣労働者に関する36協定は派遣元企業が締結・届出を行
いますが、36協定で定めた上限を超えて労働させた場合には派遣先企業が法違反となり
ます。

 そのため、派遣先が大企業であれば2019年４月以降、派遣先が中小企業であれば2020
年４月以降、派遣先の事業・業務が適用猶予事業・業務であれば2024年４月以降に、上
限規制が適用されます。（派遣元が中小企業であっても、派遣先が大企業であれば、
2019年４月以降に上限規制が適用されます。）

「休日労働を含んで」というのはどういった意味でしょうか。休日労働は時間
外労働とは別のものなのでしょうか。
 労働基準法においては、時間外労働と休日労働は別個のものとして取り扱います。
時間外労働･･･法定労働時間（１日８時間・１週40時間）を超えて労働した時間
休日労働 ･･･法定休日（１週１日又は４週４日）に労働した時間
今回の改正によって設けられた限度時間（月45時間・年360時間）はあくまで時間外労
働の限度時間であり、休日労働の時間は含まれません。
 一方で、今回の改正による、１か月の上限（月100時間未満）、２～６か月の上限（平
均80時間以内）については、時間外労働と休日労働を合計した実際の労働時間に対する
上限であり、休日労働も含めた管理をする必要があります。

時間外労働と休日労働の合計が、２～６か月間のいずれの平均でも月80時間
以内とされていますが、この２～６か月は、36協定の対象期間となる１年間
についてのみ計算すればよいのでしょうか。
 時間外労働と休日労働の合計時間について２～６か月の平均で80時間以内とする規制に
ついては、36協定の対象期間にかかわらず計算する必要があります。（P.17参照）
 なお、上限規制が適用される前の36協定の対象期間については計算する必要はありませ
ん。

長時間労働者に対する医師の面接指導が法律で定められていますが、その対象
者の要件と、今回の時間外労働の上限規制とは計算方法が異なるのでしょうか。
 時間外労働の上限規制は、労働基準法に定める法定労働時間を超える時間について上限
を設けるものです。法定労働時間は、 原則として１日８時間・１週40時間と決められて
いますが、変形労働時間制やフレックスタイム制を導入した場合には、原則とは異なる
計算をすることとなります。

 一方、労働安全衛生法に定める医師による面接指導の要件は、労働時間の状況が１週間
当たり40時間を超える時間が80時間を超えた労働者で本人の申出があった場合となって
おり、これは変形労働時間制やフレックスタイム制を導入した場合でも変わりません。
（※研究開発業務に従事する労働者については、１週間当たり40時間を超える時間が100時間を超
えた場合に、本人の申出の有無にかかわらず、医師の面接指導を受けさせる必要があります。）
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どのような場合に、法律に違反してしまうのでしょうか。
 P.3のとおり、労働基準法においては、時間外労働を行わせるためには、36協定の締
結・届出が必要です。
 したがって、36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超
えて時間外労働をさせた場合には、労働基準法第32条違反となります。（６箇月以下の
懲役又は30万円以下の罰金）
 今回の法改正では、この36協定で定める時間数について、上限が設けられました。また、
36協定で定めた時間数にかかわらず、
時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間以上となった場合
時間外労働と休日労働の合計時間について、２～６か月の平均のいずれかが80時間を
超えた場合
には、労働基準法第36条第６項違反となります。（６箇月以下の懲役又は30万円以下の
罰金）

法違反となるケースの例
 時間外労働が月45時間を超えた回数が、年間で７回以上となった場合
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年６回以内であり、以下の例は法違反となりま
す。

時間外労働

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

46

10

46

10

46

10

46

10

46

10

46

46

４５時間を７回超えてしまっており、法違反

 単月で時間外労働＋休日労働の合計が100時間以上となった場合
以下の例のように、１か月でも100時間以上となれば法違反となります。

時間外労働＋休日労働

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

10

10

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

１００時間以上となってしまっており、法違反

 時間外労働＋休日労働の合計の２～６か月平均のいずれかが80時間を超えた場合
以下の例のように、２か月平均では問題がなくても、３か月平均で超える場合などは法違反とな
ります。

時間外労働＋休日労働

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

10

10

10

10

10

10

10

10

85

70

90

10

３か月平均が80時間を超えてしまっており、法違反

 その他、36協定で定めた時間を超えた場合にも法違反となります。
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36協定届の作成、届出
36協定を届出していただくに当たっては、法律に定める要件を満たしていなければ受理す
ることができません。協定した内容が法律の要件を満たしているか確認していただくために、
オンラインで36協定届の作成ができるツール（※）を用意しています。また、36協定の届出
は電子申請で届出することも可能です。

■36協定届等作成支援ツール
労働基準監督署に届出が可能な書面を作成することができます。
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html
スタートアップ労働条件

検索

スマートフォン
タブレットでも

■36協定届の電子申請
36協定届や就業規則の届出など、労働基準法に係る届出等は、電子政府の総合窓口「eGov（イーガブ）」より、電子申請が利用可能です。電子申請を利用した場合、労働基準監
督署の窓口にお越しいただく必要はありません。
労働基準法等の手続の電子申請については、厚生労働省のホームページにマニュアルや解説などを
掲載しています。

労基法等

電子

検索

【電子申請のマニュアル等を見るには】
「ホーム」 > 「政策について」 >「分野別の
政策一覧」 > 「雇用・労働」 > 「労働基
準」 > 「事業主の方へ」 > 「労働基準法等
の規定に基づく届出等の電子申請について」

電子申請に関連する通達等も掲載していま
すので、ご参照下さい。

！

36協定届と36協定は別のものですので、届出は電子申請等を利用した場合でも、36協定には過
半数労働組合または過半数代表者の署名・押印が必要です。
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相談窓口のご案内
■ 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。

法
律
に
つ
い
て

労働基準監督署
労働時間相談・支援コーナー

都道府県労働局
【パートタイム労働者、有期雇用
労働者関係】
雇用環境・均等部（室）
【派遣労働者関係】
需給調整事業部（課・室）

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/

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。

課
題
解
決
の
支
援

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

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

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/

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。

商工会
商工会議所
中小企業団体中央会

▶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
そ
の
他

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/

その他の相談窓口
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2019年４月から、全ての使用者に対して

「年５日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。

年５日の年次有給休暇の確実な取得

わかりやすい解説
2019年４月施行

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
働き方改革関連法解説（労働基準法／年５日の年次有給休暇の確実な取得関係）

(2019/03)

51

働き方改革の目指すもの
「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。

年５日の年次有給休暇の確実な取得
年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目
的として、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。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためら
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。
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（管理監督者を含む）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義
務付けられました。
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↓
検索ワード ☞ 働き方改革の実現に向けて）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html




本パンフレットでは、その中でも2019年４月から全ての使用者において義務付けられ
る「年５日の年次有給休暇の確実な取得」について解説します。
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Ⅰ

法令解説編

１．年次有給休暇の付与や取得に関する基本的なルール

年次有給休暇の発生要件と付与日数
労働基準法において、労働者は、

この２点を満たしていれば
年次有給休暇を
取得することができます。

１．雇入れの日から６か月継続して雇われている
２．全労働日の８割以上を出勤している

①原則となる付与日数
● 使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を
出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
（※）対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

継続勤務年数

６か月

１年
６か月

２年
６か月

３年
６か月

４年
６か月

５年
６か月

６年
６か月以上

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

②パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数
● 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、年次有給休暇の日数は所定
労働日数に応じて比例付与されます。
● 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。
継続勤務年数

１年間の所定
週所定労働日数
労働日数

４日

１６９日～
２１６日

３日

１２１日～
１６８日

２日

７３日～
１２０日

１日

４８日～
７２日

付
与
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か月以上

７日

８日

９日

１０日

１２日

１３日

１５日

５日

６日

６日

８日

９日

１０日

１１日

３日

４日

４日

５日

６日

６日

７日

１日

２日

２日

２日

３日

３日

３日

（※）表中太枠で囲った部分に該当する労働者は、2019年４月から義務付けられる「年５日の年次
有給休暇の確実な取得」（P5～P10参照）の対象となります。
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年次有給休暇の付与に関するルール
遵守すべき事項

内容
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされています
ので、労働者が具体的な月日を指定した場合には、以下の「時季変更
権（※）」による場合を除き、その日に年次有給休暇を与える必要が
あります。

①年次有給休暇を与える
タイミング

(※)時季変更権
使用者は、労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有
給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合（同一期間
に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与し
難い場合等）には、他の時季に年次有給休暇の時季を変更するこ
とができます。

②年次有給休暇の繰越し

年次有給休暇の請求権の時効は２年であり、前年度に取得されなかっ
た年次有給休暇は翌年度に与える必要があります。

③不利益取扱いの禁止

使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その
他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。
（具体的には、精皆勤手当や賞与の額の算定などに際して、年次有給休
暇を取得した日を欠勤または欠勤に準じて取扱うなど、不利益な取扱い
をしないようにしなければなりません。）

その他の年休等
種類

内容

労使協定
の締結

計画年休

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・取得できる年次有給休暇を最低５日残す必要があります。

必要

半日単位年休

年次有給休暇は１日単位で取得することが原則ですが、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、１日単位
取得の阻害とならない範囲で、半日単位で年次有給休暇を与えることが可能
です。

-

時間単位年休

年次有給休暇は１日単位で取得することが原則ですが、労働者が時間単位で
の取得を請求した場合には、 年に５日を限度として、時間単位で年次有給休
暇を与えることが可能です。

必要

特別休暇

年次有給休暇に加え、休暇の目的や取得形態を任意で設定できる会社独自の
特別な休暇制度を設けることも可能です。

-

（※）時間単位年休及び特別休暇は、2019年４月から義務付けられる「年５日の年次有給休暇の
確実な取得」（P5～P10参照）の対象とはなりません。



年次有給休暇の基本的なルールは確認できましたか？それでは、2019年４月施行とな
る「年５日の年次有給休暇の確実な取得」について確認しましょう。
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２．年５日の年次有給休暇の確実な取得（2019年４月～）
2019年３月まで

2019年４月から
年５日の年休を労働者に取得させることが使用者
の義務となります。
（対象：年休が10日以上付与される労働者）

年休の取得日数について
使用者に義務なし

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。
● 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。
● 対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
（年次有給休暇の発生要件についてはP３をご参照ください。）

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。
（例）入社日：2019/4/1 休暇付与日：2019/10/1（10日付与）
10日付与（基準日）

2019/4/1
入社

2019/10/1

2020/9/30

2019/10/1～2020/9/30までの１年
間に５日年休を取得させなければな
りません。

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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時季指定のイメージ

１．使用者が労働者に取得時季の意見を聴取
（面談や年次有給休暇取得計画表、メール、システムを利用した意見聴取等、任意の方法による）

２．労働者の意見を尊重し、使用者が取得時季を指定

時季指定を要しない場合
既に５日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者
による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。
（※）労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与
えた年次有給休暇の日数（計画年休）については、その日数分を時季指定義務が課される年
５日から控除する必要があります。

つまり、
・「使用者による時季指定」、「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」のいずれかの
方法で労働者に年５日以上の年次有給休暇を取得させれば足りる
・これらいずれかの方法で取得させた年次有給休暇の合計が５日に達した時点で、使用者
からの時季指定をする必要はなく、また、することもできない
ということです。

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。
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。）
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(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。
基準日
取得日数
年次有
給休暇
取得日
数

基準日

2019/４/１

日数

１8日

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/
9/2(月)

2019/
10/9(水)

2019/
11/5(火)

（補足）基準日が２つ存在する場合（P9参照）には、基準日を２つ記載
する必要があります。
（補足）基準日から１年以内の期間における年休取得日数（基準日が２つ存在す
る場合（P9参照） には１つ目の基準日から２つ目の基準日の１年後ま
での期間における年休取得日数）を記載する必要があります。
2019/
2019/
2019/
2019/
2019/
2019/
2019/
7/1(月)

8/1(木)

8/13(火)

8/14(水)

8/15(木)

2019/
12/6(金)

2020/
1/14(火)

2020/
2/10(月)

2020/
3/19(木)

2020/
3/20(金)

8/16(金)

時季（年次有給休暇を取得した日付）

就業規則への規定
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、付与日から１年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち５日について、会社
が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただ
し、労働者が第３項又は第４項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得し
た日数分を５日から控除するものとする。

罰則
・

に違反した場合には罰則が科されることがあります。
違反条項

違反内容

罰則規定

罰則内容

Point２

労働基準法
第39条第７項

年５日の年次有給休暇を取得させ
なかった場合（※）

労働基準法
第120条

30万円以下の罰金

Point６

労働基準法
第89条

使用者による時季指定を行う場合
において、就業規則に記載してい
ない場合

労働基準法
第120条

30万円以下の罰金

その他
(P4参照)

労働基準法
第39条
（第７項を除く）

労働者の請求する時季に所定の年
次有給休暇を与えなかった場合
（※）

労働基準法
第119条

６か月以下の懲役または
30万円以下の罰金

（※）罰則による違反は、対象となる労働者１人につき１罪として取り扱われますが、労働基準監督署
の監督指導においては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこと
としています。


年次有給休暇の取得は労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など労働者・会社双方にとっ
てメリットがあります。年５日の年次有給休暇の取得はあくまで最低限の基準です。 ５日にと
どまることなく、労働者がより多くの年次有給休暇を取得できるよう、環境整備に努めましょ
う。
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8/19(月)
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～年休を全部または一部前倒しで付与している場合における取扱い～


前頁までが、基本的なルールです。ここからは、新入社員に入社と同時に年次有給休暇
を付与する場合など、法定の基準日より前に年次有給休暇を10日以上付与した場合に
ついて、どのように取り扱えばよいか、確認していきます。
法定の付与日数が10日以上の方であれば、法定の基準日より前倒して付与する場合であっ
ても、付与日数の合計が10日に達した時点で義務が発生します。
ケース１

法定の基準日（雇入れの日から6か月後）より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合
労働者に対して法定の基準日より前倒して10日以上の年次有給休暇を付与した場合には、使
用者は、その日から１年以内に５日の年次有給休暇を取得させなければなりません。
図解

入社（2019/4/1）と同時に10日以上の年次有給休暇を付与した場合

通常の場合は入社から半年後の10/１から翌年９/30までの１年間に年次有給休暇を５日取得させる
ことになりますが、例えば入社日（４/１）に前倒しで10日以上の年次有給休暇を付与した場合には、
その日から１年以内に５日の年次有給休暇を取得させる必要があります。
入社日：2019/4/1

休暇付与日：2019/4/1（10日付与）

10日付与

法定の基準日

2019/4/1
入社

2019/10/1

その後は、4/1からの１年間に５日を
取得させることが義務となります。

2020/3/31

2019/4/1～2020/3/31までの１年
間に５日年休を取得させなければな
りません。
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ケース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)

期間に重複が生じた場合には、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ます。

図解

入社から半年後（2019/10/1）に10日以上の年次有給休暇を付与し、翌年度以降は全社的に
起算日を統一するため、4/1に年次有給休暇を付与する場合

2019/10/1と2020/4/1を基準日としてそれぞれ１年以内に５日の年次有給休暇を取得させる必要が
ありますが、管理を簡便にするため2019/10/１（１年目の基準日）から2021/３/31（２年目の基
準日から１年後）までの期間（18か月）に、7.5日（18÷12×５日）以上の年次有給休暇を取得させ
ることも可能です。
入社日：2019/4/1

休暇付与日：2019/10/1（10日付与）（翌年度以降4/1に付与）

10日付与
（１年目の基準日）

2019/4/1
入社
【比例按分を行わない場合】
①②それぞれの期間で年５日
取得する必要があり、管理が
煩雑

2019/10/1

11日付与
（２年目の基準日）

2020/4/1

重複が発生する期間

2020/9/30

2021/3/31

①2019/10/1～2020/9/30までに５日取得

②2020/4/1～2021/3/31までに５日取得

【比例按分を行う場合】
①②を合算し、当該期間内で
期間按分した日数の年休を取
得すればよい

2019/10/1～2021/3/31までに7.5日取得（①と②を期間按分）

（※）「月数÷12×５日」で算出
（労働者が半日単位の取得を希望し、使用者がこれに応じ
た場合は「7.5日以上」、それ以外は「８日以上」となる）
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ケース３

10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与した場合
10日のうち一部を法定の基準日より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１年以内に５日の年次有給休暇を取得させなければなりません。 なお、付与日数
の合計が10日に達した日以前に、一部前倒しで付与した年次有給休暇について労働者が自ら
請求・取得していた場合には、その取得した日数分を５日から控除する必要があります。
図解

入社（2019/4/1）と同時に５日の年次有給休暇を付与し、2019/7/1に更に５日の年次有給
休暇を付与した場合

付与された年次有給休暇が合計で10日に達した2019/７/１を基準日として、その日から１年以内に
年次有給休暇を５日取得させることが必要となります。
ただし、入社時に一部前倒しで付与された年次有給休暇を基準日以前（2019/４/１～2019/６/30）
に労働者が自ら請求・取得していた場合（計画年休も含む）には、その日数分を５日から控除する必
要があります。
入社日：2019/4/1
５日付与

休暇付与日：2019/4/1（5日付与）、2019/7/1（５日付与）
２日取得
年
休

2019/4/1
入社

５日付与(基準日)

←付与日数の合計が10日に到達

年
休

2019/7/1

2019/7/1～2020/6/30までの１年間に
３日年休を取得させなければなりません。

2020/6/30

2019/4/1～2019/6/30までに労働者が自ら請求・取得
していた場合には、取得した日数（ここでいう２日）を
５日から控除する必要があります。

（補足）
なお、ケース３のように初年度において法定の年次有給休暇の付与日数の一部を法定の基準日より前倒しで付与
した場合には、次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度と同じまたはそれ以上の期間、法定の基
準日より繰り上げなければなりません。(上記の例では遅くとも2020/4/1までに付与しなければなりません。
( ))このため、次年度以降は年休を５日取得させなければならない期間の重複が発生することになります。
この場合、ケース２（P9)にも該当することから、2019/7/1～2021/3/31までの間に9日（21÷12×５=8.75）
の年休を取得させることも認められます。
（１年目の基準日）

2019/4/1
入社

2019/7/1

（２年目の基準日）

2020/4/1

2020/6/30

2021/3/31

2019/7/1～2021/3/31までに９日取得
（2019/4/1～2019/6/30までに労働者が自ら請求・取得していた場合には、取得した日数を控除）



次頁からは、年次有給休暇を管理しやすくするための方法例や、年５日の年休を確実に取得す
るための方法例をお示しします。
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Ⅱ

実務対応編

１．年次有給休暇を管理しやすくするための方法
想定される課題
人ごとに入社日が異なる事業場などでは、基準日が人ごとに異なり、誰がいつまでに年次
有給休暇を５日取得しなければならないのか、細やかな管理が必要となります。

基準日を年始や年度始めに統一する（対象：人員規模の大きな事業場、
新卒一括採用をしている事業場など）
基準日を１つにまとめることが有効です。例えば、年始（1/1）や年度始め（4/1）に基準
日を統一することで、より多くの方を統一的に管理することが可能です。
（これにより期間が重複した場合の取扱いについては、P９をご参照下さい。）

基準日を月初などに統一する（対象：中途採用を行っている事業場、
比較的小規模な事業場など）
入社が月の途中であっても、基準日を月初などに統一します。例えば、同じ月に採用した方
の基準日を月初に統一することにより、統一的な管理が可能となります。
（例） 法定どおり入社日から半年後に年次有給休暇を付与した場合
入社日
取得義務の履行期間
付与日
2019/4/10

2019/10/10

2019/4/20

2019/10/20

2019/5/15

2019/11/15

2019/5/25

2019/11/25

2020/10/9
10日の休暇
を付与

2020/10/19
2020/11/14
2020/11/24

５日取得させる期間
も人ごとに異なる

基準日が人ごとに異なる

（例）

までに５日
の取得義務

年次有給休暇の付与日を基準日が到来する月の初日に統一した場合

入社日
2019/4/10

2019/4/20
2019/5/15
2019/5/25

付与日

取得義務の履行期間

2019/10/1

2020/9/30

10日の休暇
を付与
2019/11/1

までに５日
の取得義務
2020/10/31

基準日を月初に統一する
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５日取得させる期間も
月ごとに統一できる
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２．年５日の確実な取得のための方法
基準日に年次有給休暇取得計画表を作成する

労働者が職場の上司や同僚に気兼ねなく年次有給休暇を取得するため、職場で
年次有給休暇取得計画表を作成し、労働者ごとの休暇取得予定を明示します。
１．年次有給休暇取得計画表の作成
年次有給休暇をより多く取得するためには、計画的に取得することが重要です。年度別や四半
期別、月別などの期間で個人ごとの年次有給休暇取得計画表を作成し、年次有給休暇の取得予
定を明らかにすることにより、職場内において取得時季の調整がしやすくなります。

２．年次有給休暇取得計画表を作成するタイミング
年５日の年次有給休暇を取得させる義務を確実に履行するため、労働者が年間を通じて計画的
に年休を取得できるよう、まずは基準日にその年の年次有給休暇取得計画表を作成することが
重要です。
（例）年次有給休暇取得計画表（年間）
氏

名

基準日

佐藤 太郎

2019/4/1

鈴木 花子

2019/4/1

基準日時点の
年休保有日数

年度計

４月

予定日数

２０日

取得日数（実績）

６日

予定日数

１５日

取得日数（実績）

５日

５月

２日
（4/26～4/30のうち２日）
２日
（4/26、4/27）
２日
（4/15、4/16）
２日
（4/15、4/16）

20日

15日

２日
（5/1、5/2）
２日
（5/1、5/2）
２日
（5/20、5/21）
１日
（5/20）

６月
２日
（中旬に２日予定）
２日
（6/15,6/16）
１日
（6/2）
２日
（6/2,6/3）

・・・

…

※年間の予定は、時季が遅くなればなるほど当初の想定とは異なることもあるため、四半期
別や月別の計画表を用意することで、予定変更や業務都合に対応した、より細やかな調整が
可能となります。
（例）年次有給休暇取得計画表（月間）
氏

日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

曜

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

名

佐藤 太郎

○

○

・・・
鈴木 花子

○

○

…



計画表の作成と併せて、年次有給休暇の取得を前提とした業務体制の整備や、取得状況のフォ
ローアップを行うことなどによって、年次有給休暇を取得しやすい職場づくりに努めましょう。
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使用者からの時季指定を行う


2019年４月からは使用者が年５日の年次有給休暇を取得時季を指定して与える必要があ
ります（P5～P10参照）。本頁ではこの「使用者からの時季指定」を用いた方法をご紹
介します。

１．時季指定を行うタイミング
使用者からの時季指定は、基準日から１年以内の期間内に、適時に行うことになりますが、年５
日の年次有給休暇を確実に取得するに当たっては、
・基準日から一定期間が経過したタイミング(半年後など)で年次有給休暇の請求・取得日数が
５日未満となっている労働者に対して、使用者から時季指定をする（「２．具体的なイメージ」で図解）
・過去の実績を見て年次有給休暇の取得日数が著しく少ない労働者に対しては、労働者が年間
を通じて計画的に年次有給休暇を取得できるよう基準日に使用者から時季指定をする
ことで、労働者からの年次有給休暇の請求を妨げず、かつ効率的な管理を行うことができます。

２．具体的なイメージ
図解

基準日から半年経過後に、年次有給休暇の請求・取得日数が５日未満となっている労
働者に対して、時季指定を行う場合

①4/1に年休を10日以上付与
⇒１年間（4/1～翌3/31まで）に５日年休を取得させる義務が発生
3/31

4/1

②半年経過（10/1）時点で、年休を２日しか取得していない（その時点で請求もしていない）
4/1

年
休

年
休

3/31
★10/1

③残りの半年間で、未取得日数分の年休を使用者が時季指定
年
休

年
休

年
休

使用者が
時季指定

★10/1

○月×日に休みた
いです。

これまで５日取得できていないようで
すが、いつ休暇を取得したいですか。

休暇の請求・取得日数が５日未満の労働者
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それでは○月×日に休
んでください。

使用者

64

年次有給休暇の計画的付与制度（計画年休）を活用する。


ここからは、年次有給休暇の計画的付与制度（計画年休）について紹介します。計画年休
は、前もって計画的に休暇取得日を割り振るため、労働者はためらいを感じることなく年
次有給休暇を取得することができます。計画的付与制度で取得した年次有給休暇も５日取
得義務化の５日としてカウントされます。
（導入のための手続きについてはP18～P19をご参照ください。）

１．導入のメリット
使
用
者

労
働
者

労務管理がしやすく計画的な
業務運営ができます。

ためらいを感じずに、
年次有給休暇を取得できます。

２．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）
例）年次有給休暇の付与
日数が11日の労働者

６日

５日

労使協定で計画的に付与できる

労働者が自由に取得できる

３．方式 （企業や事業場の実態に応じた方法で活用しましょう）
（１）企業や事業場全体の休業による一斉付与方式
全労働者に対して同一の日に年次有給休暇を付与する方式（例えば製造業など、操業をストップ
させて全労働者を休ませることができる事業場などで活用されています。）

（２）班・グループ別の交替制付与方式
班・グループ別に交替で年次有給休暇を付与する方式（例えば、流通・サービス業など、定休日
を増やすことが難しい企業・事業場などで活用されています。）

（３）年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式
年次有給休暇の計画的付与制度は、個人別にも導入することができます。夏季、年末年始、ゴー
ルデンウィークのほか、誕生日や結婚記念日など労働者の個人的な記念日を優先的に充てるケー
スがあります。

例① 夏季、年末年始に年次有給休暇を計画的に付与し、大型連休とします。
夏季や年末年始に計画的付与の年次有給休暇を組み合わせることで、大型連休とするこ
とができます。この方法は、企業や事業場全体の休業による一斉付与方式、班・グループ
別の交替制付与方式で多く活用されています。

日

月

4
11
18
25

5
12
19
26

８月
火 水 木
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

カレンダーの例

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24
31

年次有給休暇の計画的付与
所定休日

計画的付与を活用し、連続休暇に
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例② ブリッジホリデーとして連休を設けます。
暦の関係で休日が飛び石となっている場合に、休日の橋渡し（ブリッジ）として計画
的年休を活用し、連休とすることができます。例えば、土曜日・日曜日・祝日を休日と
する事業場で祝日が火曜日にある場合、月曜日に年次有給休暇を計画的に付与すると、
その前の土曜日、日曜日と合わせて４連休とすることができます。また、以下の例のよ
うに、ゴールデンウィークについても、祝日と土曜日、日曜日の合間に年次有給休暇を
計画的に付与することで、10日前後の連続休暇を実現できます。
このように、年次有給休暇を計画的に取得することを推進することで、労働者が大型
の連続休暇を取得しやすくなります。
カレンダーの例

４月
日 月
1
7 8
14 15
21 22
28 29

火
2
9
16
23
30

水
3
10
17
24

木
4
11
18
25

５月
金
5
12
19
26

土
6
13
20
27

日 月 火 水
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

木
2
9
16
23
30

金
3
10
17
24
31

土
4
11
18
25

祝日の間をブリッジ
ホリデーとして連続
休暇に

年次有給休暇の計画的付与

所定休日

例③ 閑散期に年次有給休暇の計画的付与日を設け、年次有給休暇の取得を
促進します。
業務の比較的閑散な時季に計画的に付与する例です。年間を通じて業務の繁閑があらか
じめ見込める場合には、閑散な時季に計画的付与を実施することによって、業務に支障を
きたさないで年次有給休暇の取得率を向上させることができます。
カレンダーの例

年次有給休暇の計画的付与

２月
日 月 火 水 木 金 土
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

所定休日

閑散期が２月である事業場につ
いて、例えば毎週月曜日に年休
の計画的付与を活用
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例④ アニバーサリー休暇制度を設けます。
年次有給休暇の取得に対する職場の理解を得やすくするため、労働者本人の誕生日や結
婚記念日、子供の誕生日などを「アニバーサリー休暇」とし、年次有給休暇の取得を促進
することができます。こうした誕生日や記念日はあらかじめ日にちが確定しているので、
年次有給休暇の計画的付与を実施しやすくなっています。
この方法は、年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式で活用されています。
カレンダーの例

日
1
8
15
22
29

月
2
9
16
23
30

９月
火 水 木
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26

年次有給休暇の計画的付与

金
6
13
20
27

土
7
14
21
28

所定休日

Aさんの子供の誕生日（9/5）を含む
連続３日間をアニバーサリー休暇とし
て設定

+１
～土日・祝日にプラスワン休暇して、連続休暇に～
土日・祝日に年次有給休暇
を１日足して連続休暇とす
る「プラスワン休暇」もあ
ります。

プラスワン休暇で４連休に

労使協調のもと、
年次有給休暇を組み合わせて、
３日（２日）+１日以上の
休暇を実施しましょう。
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コラム

事業場での具体的な取組の一例

仕事はチームで行い、チームの中で情報共有を図って休みやすい
職場環境にしましょう
厚生労働省において、年次有給休暇の取得が進んでいる企業にヒアリング
を行ったところ、１週間ごとにミーティングを行い、労働者の業務の進行状
況について、所属長（課長など）のみならず、同僚も把握し、仕事を個人で
はなくチームで行うことで、労働者が休暇で不在となっても業務が回るよう
取り組まれている状況が分かりました。
各部署において、労働者一人ひとりがしっかり仕事をすることは重要で
すが、仕事をチームで行い、チームの中で仕事の進行状況について情報共有
することで、休みやすい職場環境にしていきましょう。

休暇取得に向けた環境づくりに取組みましょう
◎年次有給休暇を取得しやすい環境整備
経営者の主導のもと、取得の呼びかけなどによる年次有給休暇を取得しや
すい雰囲気づくりや、労使の年次有給休暇に対する意識改革をしましょう。
◎労使の話し合いの機会をつくる
年次有給休暇の取得状況を確認するとともに、取得率向上に向けた具体的な
方策を話し合いましょう。
（ご参考）働き方・休み方改善ポータルサイト
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。働き方・休み方の改善に是非ご活用ください。
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68

計画年休の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必
要になります。
（１）就業規則による規定
計画年休を導入する場合には、まず、就業規則に「労働者代表との間に協定を締結したと
きは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」などのように定めるこ
とが必要です。
年次有給休暇の計画的付与に関する就業規則の規定例
（年次有給休暇）
第○条
(前略)
・ 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者
の有する年次有給休暇日数のうち５日を超える部分について、あらかじめ時季
を指定して取得させることがある。

（２）労使協定の締結
実際に計画的付与を行う場合には、就業規則に定めるところにより、労働者の過半数で組
織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結する必
要があります。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。
労使協定で定める項目は次のとおりです。

①計画的付与の対象者
計画的付与の時季に育児休業や産前産後の休業に入ることが分かっている者や、定年などあ
らかじめ退職することが分かっている者については、労使協定で計画的付与の対象から外し
ておきます。

②対象となる年次有給休暇の日数

年次有給休暇のうち、少なくとも５日は労働者の自由な取得を保障しなければなりません。
したがって、５日を超える日数について、労使協定に基づき計画的に付与することになります。

③計画的付与の具体的な方法
・事業場全体の休業による一斉付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日を定めます。
・班、グループ別の交替制付与の場合には、班、グループ別の具体的な年次有給休暇の付与
日を定めます。
・年次有給休暇付与計画表等による個人別付与の場合には、計画表を作成する時期とその手
続き等について定めます。

④年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い
事業場全体の休業による一斉付与の場合には、新規採用者などで５日を超える年次有給休暇
がない者に対しても、次のいずれかの措置をとります。
・一斉の休業日について、有給の特別休暇とする。
・一斉の休業日について、休業手当として平均賃金の60%以上を支払う。

⑤計画的付与日の変更
あらかじめ計画的付与日を変更することが予想される場合には、労使協定で計画的付与日を
変更する場合の手続きについて定めておきます。
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労使協定の例（一斉付与方式の場合）
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定（例）
○○株式会社と○○労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。
１ 当社の本社に勤務する社員が有する○○○○年度の年次有給休暇のうち５日分については、次の
日に与えるものとする。
○月○日、△月△日・・・・
２ 社員のうち、その有する年次有給休暇の日数から５日を差し引いた日数が５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、前項に掲げる日に特別有給休暇を与える。
３ 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、
第１項に定める指定日を変更するものとする。
○○○○年○月○日

○○株式会社 総務部長
○○労働組合 執行委員長

○○○○
○○○○

労使協定の例（交替制付与方式の場合）
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定（例）
○○株式会社と従業員代表○○○○とは、標記に関して次のとおり協定する。
１ 各課において、その所属の社員をA、Bの２グループに分けるものとする。その調整は各課長が行う。
２ 各社員が有する○○○○年度の年次有給休暇のうち５日分については、各グループの区分に応じて、
次表のとおり与えるものとする。

３

Aグループ

○月×日～△日

Bグループ

○月□日～×日

社員のうち、その有する年次有給休暇の日数から５日を差し引いた日数が５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、前項に掲げる日に特別有給休暇を与える。
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、会社は従業員代表と協議の
上、第２項に定める指定日を変更するものとする。

４

○○○○年○月○日

○○株式会社 総務部長
○○株式会社 従業員代表

○○○○
○○○○

労使協定の例（個人別付与方式の場合）
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定（例）
○○株式会社と従業員代表○○○○とは、標記に関して次のとおり協定する。
当社の従業員が有する○○○○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、会社は従業員代表と協議の
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。
１

○○○○年○月○日

○○株式会社 総務部長
○○株式会社 従業員代表
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Ⅲ Q＆A


この他にも、よくあるご質問をHPに掲載しています。
検索ワード ☞ 働き方改革 厚労省 Q＆A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
個別の事案についてのご質問は、所轄の労働基準監督署または都道府県労働局にお問い合わせ
ください。（P23参照）

Ⅲ Q＆A


【基準日に関するご質問】
Q１ 2019年4月より前（例えば2019年1月)に10日以上の年次有給休暇を付与している場合には、そのう
ち５日分について、2019年4月以後に年５日確実に取得させる必要がありますか。
改正法が施行される2019年４月１日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇を付与する日（基準
日）から、年５日確実に取得させる必要があります。よって、2019年４月より前に年次有給休暇を
付与している場合は、使用者に時季指定義務が発生しないため、年５日確実に取得させなくとも、
法違反とはなりません。
Q２ ４月１日に入社した新入社員について、法定どおり入社日から６か月経過後の10月１日に年休を付
与するのではなく、入社日に10日以上の年次有給休暇を付与し、以降は年度単位で管理しています。
このような場合、基準日はいつになりますか。
この場合、４月１日が基準日となります。詳細はP８をご参照ください。

【対象となる休暇に関するご質問】
Q３ 使用者が年次有給休暇の時季を指定する場合に、半日単位年休とすることは差し支えありませんか。
また、労働者が自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指
定すべき年５日の年次有給休暇から控除することができますか。
時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での年次有給休暇の取得の希望があっ
た場合には、半日（0.5日）単位で取得することとして差し支えありません。
また、労働者自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、取得１回につき0.5日として、
使用者が時季を指定すべき年５日の年次有給休暇から控除することができます。
（なお、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が
自ら取得した場合にも、その時間分を５日から控除することはできません。）
Q４ パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者であって、１年以内に付与される 年次有給
休暇の日数が10日未満の者について、前年度から繰り越した日数を含めると10日以上となっている
場合、年５日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか。
対象とはなりません。前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法
定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象となります。
（年次有給休暇の付与日数に関するルールはP3参照）
Q５ 前年度からの繰り越し分の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指定す
べき年５日の年次有給休暇から控除することができますか。

労働者が実際に取得した年次有給休暇が前年度からの繰り越し分の年次有給休暇であるか当年度の
基準日に付与された年次有給休暇であるかについては問わないものであり、ご質問のような取扱い
も可能です。
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Q６

法定の年次有給休暇に加えて、会社独自に法定外の有給の特別休暇を設けている場合には、その取
得日数を５日から控除することはできますか。
法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇（たとえば、労働基準法第115条の時効が経過
した後においても、取得の事由及び時季を限定せず、法定の年次有給休暇日数を引き続き取得可
能としている場合のように、法定の年次有給休暇日数を上乗せするものとして付与されるものを
除く。以下同じ。）を取得した日数分については、 控除することはできません。
なお、当該特別休暇について、今回の改正を契機に廃止し、年次有給休暇に振り替えることは、
法改正の趣旨に沿わないものであるとともに、労働者と合意をすることなく就業規則を変更する
ことにより特別休暇を年次有給休暇に振り替えた後の要件・効果が労働者にとって不利益と認め
られる場合は、就業規則の不利益変更法理に照らして合理的なものである必要があります。

Q７

今回の法改正を契機に、法定休日ではない所定休日を労働日に変更し、当該労働日について、使用
者が年次有給休暇として時季指定することはできますか。
ご質問のような手法は、実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくないも
のです。

Q８

出向者については、出向元、出向先どちらが年５日確実に取得させる義務を負いますか。
在籍出向の場合は、労働基準法上の規定はなく、出向元、出向先、出向労働者三者間の取り決
めによります。（基準日及び出向元で取得した年次有給休暇の日数を出向先の使用者が指定す
べき５日から控除するかどうかについても、取り決めによります。）
移籍出向の場合は、出向先との間にのみ労働契約関係があることから、出向先において10日
以上の年次有給休暇が付与された日から１年間について5日の時季指定を行う必要があります。
（なお、この場合、原則として出向先において新たに基準日が特定されることとなり、また、
出向元で取得した年次有給休暇の日数を出向先の使用者が指定すべき５日から控除することは
できません。）

【法違反に関するご質問】
Q９

年５日の取得ができなかった労働者が１名でもいたら、罰則が科されるのでしょうか。
法違反として取り扱うこととなりますが、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた
場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。

Q10 使用者が年次有給休暇の時季指定をするだけでは足りず、実際に取得させることまで必要なので
しょうか。
使用者が５日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは足りず、実際に基準日から１年以内に年次
有給休暇を５日取得していなければ、法違反として取り扱うことになります。
Q11 年次有給休暇の取得を労働者本人が希望せず、使用者が時季指定を行っても休むことを拒否した場
合には、使用者側の責任はどこまで問われるのでしょうか。
使用者が時季指定をしたにもかかわらず、労働者がこれに従わず、自らの判断で出勤し、使用者が
その労働を受領した場合には、年次有給休暇を取得したことにならないため、法違反を問われるこ
とになります。
ただし、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正
に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。
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Q12 使用者が時季指定した日が到来する前に労働者が自ら年次有給休暇を５日取得した場合は、当初使
用者が時季指定した日に労働者が年次有給休暇を取得しなくても、法違反にはならないと考えてよ
いでしょうか。
労働者が自ら５日年休を取得しているので、法違反にはあたりません。なお、この場合において、
当初使用者が行った時季指定は、使用者と労働者との間に特段の取決めがない限り、無効とはな
りません。

【その他のご質問】
Q13

休職している労働者についても、年５日の年次有給休暇を確実に取得させる必要がありますか。
例えば、基準日からの１年間について、それ以前から休職しており、期間中に一度も復職しな
かった場合など、使用者にとって義務の履行が不可能な場合には、法違反を問うものではありま
せん。

Q14 年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年５日の年次有給休暇を確実に取得させ
る必要があるのでしょうか。
年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年５日の年次有給休暇を確実に取得し
ていただく必要があります。ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年
次有給休暇の残日数より少なく、５日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、そ
の限りではありません。
Q15 期間中に契約社員から正社員に転換した場合の取扱いについて教えてください。
対象期間中に雇用形態の切り替えがあったとしても、引き続き基準日から１年以内に５日 取得し
ていただく必要があります。
なお、雇用形態の切り替えにより、基準日が従来よりも前倒しになる場合（例えば、 契約社員
の時の基準日は10/1だったが、正社員転換後は基準日が4/1に前倒しになる場合）には、5日の
時季指定義務の履行期間に重複が生じますが、そのような場合の取扱いについてはP９をご参照
ください。
Q16 使用者が時季指定した年次有給休暇について、労働者から取得日の変更の申出があった場合には、
どのように対応すればよいでしょうか。また、年次有給休暇管理簿もその都度修正しなくてはいけ
ないのでしょうか。
労働者から取得日の変更の希望があった場合には、再度意見を聴取し、できる限り労働者の希望
に沿った時季とすることが望ましいです。また、取得日の変更があった場合は年次有給休暇管理
簿を修正する必要があります。
Q17 管理監督者にも年５日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。
あります。管理監督者も義務の対象となります。（P5参照）
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相談窓口のご案内
■ 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。

法
律
に
つ
い
て

労働基準監督署
労働時間相談・支援コーナー

都道府県労働局
【パートタイム労働者、有期雇用
労働者関係】
雇用環境・均等部（室）
【派遣労働者関係】
需給調整事業部（課・室）

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/

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。

課
題
解
決
の
支
援

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

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

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/

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。

商工会
商工会議所
中小企業団体中央会

▶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
そ
の
他

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/

その他の相談窓口
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（事業主のみなさまへ）

労 働 時 間 の 適 正 な 把 握 の た め に
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
平成２９年１月２０日、労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドラインを策定しました。

ガイドラインの主なポイント
○

使用者には労働時間を適正に把握する責務があること

［労働時間の考え方］
○

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

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

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

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
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１ 適用範囲
対象事業場
対象となる事業場は、
労働基準法のうち労働時間に係る規定（労働基準法第４章）が適用される
全ての事業場

です。

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

です。

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

２．みなし労働時間制が適用される労働者とは、
①

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

②

専門業務型裁量労働制が適用される者（労働基準法第38条の３）

③

企画業務型裁量労働制が適用される者（労働基準法第38条の４）

をいいます。

３．本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要が
ありますので、使用者は過重な長時間労働を行わせないようにするなど、適
正な労働時間管理を行う責務があります。
2
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２ 労働時間の考え方
労働時間とは
使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます（平成12年３
月９日最高裁第一小法廷判決

三菱重工長崎造船所事件）。

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

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

３．たとえば、次のような時間は、労働時間に該当します。
①

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

②

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

（いわゆる「手待時間」）
③

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

3
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３ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
その1

始業・終業時刻の確認・記録

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

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

その2

始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

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

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

（ア）について

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

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

その3

自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を
行う場合の措置

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

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

（イ）について

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

（ウ）について

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

（エ）について

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

（オ）について

使用者は、労働者の適正な自己申告を阻害する措置を講じてはならないのは
7
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もちろんのこと、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となる事業場
の措置がないか、また、労働者等が慣習的に労働時間を過小に申告していない
かについても確認する必要があります。

その4

賃金台帳の適正な調製

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

その5

労働時間の記録に関する書類の保存

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

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

労働時間を管理する者の職務

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

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

その7

労働時間等設定改善委員会等の活用

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

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

連

法

令

（労働時間）
第三十二条
２

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

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

（時間外及び休日の労働）
第三十六条

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

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

略）

（時間外、休日及び深夜の割増賃金）
第三十七条

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

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

略）

（賃金台帳）
第百八条

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

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

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

な書類を三年間保存しなければならない。

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

10

84

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
１

趣

旨

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

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

３

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

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

イ

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

ウ

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

４

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

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

使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。

イ

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

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

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

イ

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

ウ

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

エ

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

オ

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

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

詳しくは最寄りの労働基準監督署、都道府県労働局にお問い合わせください。
（http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku）（Ｈ29.7）
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はじめに
育児休業法
（現・育児・介護休業法）は平成３年に制定、平成４年４月から施行されました。当時から男女とも
育児休業を取得することができましたが、施行30年目を迎えた現在、男性の育児休業取得率は年々上昇してい
るものの、令和２年度で12.65％と、女性（81.6%）に比べ大きな差があります。少子高齢化が急速に進行する中
で、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できる社会を実現す
るためには、
「育児・家事は女性がするもの」「男性が育児休業を取得するなんてありえない」等の考えや風潮を
改め、社会全体で男性の育児休業取得を促進することが求められます。
男性の育児休業取得をこれまで以上に促進するとともに、職場全体の雇用環境整備を進めるため、令和３年改
正では、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組として出生時育児
休業
（産後パパ育休）が創設されました。このほか、育児休業を取得しやすい雇用環境整備と妊娠・出産の申出を
した労働者に対する個別の制度周知・休業取得意向確認の措置を事業主に義務付けることで、特に育児を自分事
として考えていなかった男性や育児休業を取得したいと言い出せなかった男性が育児休業を取得し、男女とも主
体的に育児を行うことが期待されます。


育児休業取得率の出典：厚生労働省
「令和２年度雇用均等基本調査」

なぜ男性の育児休業取得促進が必要なのでしょうか
労働者の希望をかなえる
「育児のための休暇・休業を希望していたが育児休業を取得できなかった」とする男性労働者が約４割いることな
ど休業取得の希望が十分かなっていない現状があるためです。法改正を契機として、職場環境の整備を進め、男
女とも希望する労働者が希望する期間育児休業を取得できるよう取り組みましょう。

女性の雇用継続、希望する数の子を持つ
男性が育児休業中に主体的に育児・家事に関わり、その後の育児・家事分担につなげることが、女性の雇用継続
や夫婦が希望する数の子を持つことに資すると考えられるためです。夫婦どちらか一方に育児・家事の負担が偏
れば、他方の雇用継続やキャリア形成が難しくなります。女性の活躍を推進するには、女性のみならず男性の働
き方も見直し、男性も仕事と生活を両立して働くことができるようにすることが必要です。

誰もが働きやすい職場
男性の育児休業取得を促進することで、取得を望む男性の仕事と生活の両立の希望をかなえるとともに、男女問
わずワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境を実現するためです。
また、育児期に限らず誰もが働きやすい職場であれば、育児や介護をしている人だけ配慮される等の状況もなく
なり、困ったときはお互い様と助け合える職場になるでしょう。育児休業は取得時期があらかじめ分かるため、
業務の見直し、多能工化、業務の見える化（誰が何を行っているか分かるようにする）、業務を複数人で担当する
等の取組や引継ぎ等が計画的に行えます。多能工化等の取組は、労働者が病気になったときや介護をするとき等、
急な欠員が生じても業務を行えるように、誰がいつ休んでもよい体制を作る足がかりとして、この機会を活用し
ましょう。

優秀な人材確保、生産性向上、企業イメージアップ
男性の育児休業取得促進、仕事と生活の両立支援に取り組むことは、企業のイメージアップ、社員の意識向上、
生産性向上、優秀な人材確保、人材定着にもつながりますので積極的に取り組みましょう。
固定的な性別役割分担意識や性別による画一的な働き方・休み方（女性は育児休業を取得して復帰後は短時間勤
務で働く、子どもが体調不良になったらいつも女性が休む等）を解消し、労働者が希望する働き方・休み方、キャ
リア形成ができるようにすることが重要です。
1
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Ⅰ
１

令和４年
（2022年）４月１日施行の内容

個別の制度周知・休業取得意向確認と雇用環境整備の措置
本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出をした労働者に対する個別の制度周知・休業取得意向確認の措置

義 務

令和４年４月１日施行

１－１

本人または配偶者⑴の妊娠・出産等⑵を申し出た労働者⑶に対して、事業主は育児休業制度等に関す

る以下の事項の周知と休業取得の意向確認の措置を、個別に行わなければなりません。⑸⑹

誰に？

何を？

どうやって？⑷

（本人又は配偶者の）妊娠・出産等の申出をした労働者
①～④のすべての事項を周知する必要があります。
①育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）に関する制度（制度の内容など）
②育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）の申出先（例：人事部など）
Ｐ４～７の
③育児休業給付に関すること（例：制度の内容など）
記載例参照
④労働者が育児休業・出生時育児休業
（産後パパ育休）期間に負担すべき
社会保険料の取扱い
①面談（オンライン可） ②書面交付
※③，④は労働者が希望した場合に限る

③FAX

④電子メール等

のいずれか

※出生時育児休業（産後パパ育休）は、令和４年10月１日から対象。

（１）
配偶者には、事実婚も含みます。
（２）
妊娠・出産等の申出は、
「妊娠・出産」に準ずる以下の事実を事業主に申し出ることも、ここでの「申出」に当
たります。
・労働者が特別養子縁組に向けた監護期間にある子を養育していること、養育する意思を明示したこと
・労働者が養子縁組里親として委託されている子を養育していること、受託する意思を明示したこと
など
（３）
日々雇用される者を除き、有期雇用労働者も個別周知・意向確認の対象となります。ただし、子の年齢が育
児休業の対象年齢を既に超えている場合等、育児休業を取得する可能性がない場合は、育児休業の制度の対
象とはならない旨の説明を行えばよく、意向確認は不要です。
（４）個別周知・意向確認の措置の方法
・面談は、
オンライン面談も可能です。（ただし、対面で行う場合と同程度の質が確保されることが必要です。
音声のみの通話などは面談による方法に含まれません。）
・電子メール等による場合は、
労働者と事業主が送信する情報を出力して書面を作成できるものに限ります。
また、電子メール等には、例えば、イントラネット（企業内LAN）、webメール（Gmail等）、SNS（LINE、
Facebook、メッセンジャー等）が含まれます。
※育児休業の取扱通知書の交付等、育児・介護休業法における電子メール等の考え方は上記と同じです。

（５）
労働者が希望の日から円滑に育児休業を取得することができるように配慮し、適切な時期に実施することが
必要です。具体的には以下のとおりです。
労働者からの申出のタイミング

事業主からの周知・意向確認の実施時期

出産予定日の１か月半以上前の申出

出産予定日の１か月前まで

出産予定日の１か月半前から１か月前の間の申出

申出から２週間以内など、できる限り早い時期

出産予定日の１か月前から２週間前の間の申出

申出から１週間以内など、できる限り早い時期

出産予定日の２週間前以降や、子の出生後の申出

できる限り速やかに
2
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（６）個別周知と意向確認は、育児休業・出生時育児休業
（産後パパ育休）の申出が円滑に行われるようにすること
が目的です。取得を控えさせるような形で行ってはいけません。
取得を控えさせるような形とは
取得を控えさせるような形での措置の実施としては、取得の申出をしないよう威圧する、申し出た場合の不
令和４年４月１日施行

利益をほのめかす、取得の前例がないことをことさらに強調するなどの様態が考えられます。
（注）
仮に上記のような取得を控えさせるような形で措置が行われた場合は、法令で定める措置を実施し
たものとは認められません。この「取得を控えさせるような形で（の）措置」に該当するかは、実施さ
れた措置の特定の場面に限らず、全体として取得を控えさせる効果を持つかどうか、という観点か
ら、実質的に判断します。
（例えば、一度取得を控えさせるような言動があった後に、別途そうした言動を行わずに個別の周知、
意向確認の措置が改めて行われた場合であっても、当初の言動についての訂正がなく、実施された措置
全体としては、取得を控えさせる効果があると認められるような場合には実質的に取得を控えさせるよ
うな措置が行われているものと判断され、法で定める措置を実施したものとは認められません。）

留 意
望ま
しい

意向確認の措置は、事業主から労働者に対して、意向確認のための働きかけを行えばよいものです。
※面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかの措置を行えばよいことを意味しています。
また、意向には、取得希望の有無のほか、「取得するかわからない」というものも含まれます。
妊娠・出産等の申出が令和４年10月より前に行われた場合でも、子の出生が令和４年10月以降に見
込まれるような場合には、出生時育児休業
（産後パパ育休）
制度も含めて周知することが望ましいです。
出生時育児休業（産後パパ育休）期間中の就業の仕組みを知らせる際には、育児休業給付と育児休業・

留 意

出生時育児休業（産後パパ育休）期間中の社会保険料免除について、休業中の就業日数次第でその要
件を満たさなくなる可能性があることをあわせて説明するよう留意してください。
▶P18参照、記載例はP ５、７参照

FAQ（よくある質問と回答）
Q 子どもが生まれるすべての労働者に個別の周知・意向の確認を実施する必要がありますか。
A 本人又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出があった場合に、実施する必要があります。
Q 個別周知・意向確認を面談で行う場合、実施した内容を記録する必要はありますか。
A 記録する義務はありませんが、面談の場合は、その他の書面を交付する方法や電子メールの送信方法等と異なり、
記録が残らないため、必要に応じて記録を作成することが望ましいです。
Q 妊娠・出産等の申出は口頭でよいですか。
（※）
A 法令では、
申出方法を書面等に限定していないため、事業主において特段の定めがない場合は口頭でも可能です。
事業主が申出方法を指定する場合は、申出方法をあらかじめ明らかにしてください。仮に、申出方法を指定する場
合、その方法については、申出を行う労働者にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、適切に
定めることが求められますので、例えば、労働者が当該措置の適用を受けることを抑制するような手続を定めるこ
とは、認められません。
また、事業主が指定した方法によらない申出があった場合でも、必要な内容が伝わるものである限り、措置を実施
する必要があります。
※口頭による申出の場合でも措置を実施する必要がありますので、円滑な措置の実施のために、例えば、あらかじ
め社内で申出先等を決めておき、その周知を行っておくことが望ましいです。

◦育児休業取得・復帰に向けて希望する休業期間、休業までの働き方、休業後の働き方等について記載できる、上司・人事労
務担当者と従業員の面談シートもあります。
▶P29⑨「育休復帰支援プラン」策定マニュアル参照
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個別周知・意向確認書記載例１ 厚生労働省ホームページからダウンロードできます▶ P29 ①参照
令和４年４月から令和４年９月までの記載例もあります。▶ P29 ①参照

個別周知・意向確認書記載例（必要最小限事例、令和４年 10 月以降）

令和４年４月１日施行

仕事と育児の両⽴を進めよう︕
１．育児休業（育休）は性別を問わず取得できます。
労働者。※配偶者が専業主婦（夫）でも取得できます。夫婦同時に取得できます。
有期契約労働者の⽅は、申出時点で、⼦が１歳６か⽉を経過する⽇までに労働
対象者

契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合取得できます。
＜対象外＞（対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例）

①⼊社１年未満の労働者 ②申出の⽇から１年以内（１歳６か⽉⼜は２歳までの育児休業の場
合は６か⽉以内）に雇⽤関係が終了する労働者 ③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者

原則、⼦が 1 歳に達する⽇（１歳の誕⽣⽇の前⽇）までの間の労働者が希望
期間

する期間。なお、配偶者が育児休業をしている場合は、⼦が１歳２か⽉に達する
まで出産⽇と産後休業期間と育児休業期間と出⽣時育児休業を合計して１年間
以内の休業が可能（パパ・ママ育休プラス）
。

申出期限

原則休業の１か⽉前までに●●部□□係に申し出てください。

分割取得

分割して２回取得可能

２．出⽣時育児休業(産後パパ育休）は男性の育児休業取得を促進する制度です。
男性労働者。なお、養⼦の場合等は⼥性も取得できます。※配偶者が専業主婦
（夫）でも取得できます。
有期契約労働者の⽅は、申出時点で、出⽣後８週間を経過する⽇の翌⽇から起
対象者

算して６か⽉を経過する⽇までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明
らかでない場合取得できます。

＜対象外＞（対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例）
①⼊社１年未満の労働者 ②申出の⽇から８週間以内に雇⽤関係が終了する労働者
③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者

期間

⼦の出⽣後８週間以内に４週間までの間の労働者が希望する期間。
（２週間前とする場合の記載例）原則休業の２週間前までに●●部□□係に申し

申出期限

出てください。
（労使協定を締結し、１か⽉前とする場合の記載例）原則休業の１か⽉前までに
●●部□□係に申し出てください。

分割取得
休業中の
就業（※）

分割して２回取得可能（まとめて申し出ることが必要）
調整等が必要ですので、希望する場合、まずは●●部□□係にご相談ください。

（※）休業中の就業について労使協定を締結していない場合記載は不要です。

（裏面あり）

次ページへ続く

◦
「自分が対象となるかわからない場合は、●●部□□係にお問い合わせください」
等、相談先を記載するとよりよいでしょう。
記載例は社内用にアレンジしてご活用ください。
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個別周知・意向確認書記載例１ 厚生労働省ホームページからダウンロードできます▶ P29 ①参照
前ページの続き

育児休業、出⽣時育児休業には、給付の⽀給や社会保険料免除があります。
育児休業、出⽣時育児休業には、給付の⽀給や社会保険料免除があります。
令和４年４月１日施行

育児休業給付
育児休業給付
育児休業（出⽣時育児休業を含む）を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時
育児休業（出⽣時育児休業を含む）を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時

の賃⾦の
の賃⾦の 67%（180
67%（180 ⽇経過後は
⽇経過後は 50%）の育児休業給付を受けることができます。
50%）の育児休業給付を受けることができます。

育児休業期間中の社会保険料の免除
育児休業期間中の社会保険料の免除
⼀定の要件（その⽉の末⽇が育児休業（出⽣時育児休業を含む、以下同じ）期間中である場合（令
⼀定の要件（その⽉の末⽇が育児休業（出⽣時育児休業を含む、以下同じ）期間中である場合（令

和４年
和４年 10
10 ⽉以降に開始した育児休業については、これに加えて、その⽉中に
⽉以降に開始した育児休業については、これに加えて、その⽉中に 14
14 ⽇以上育児休業を取
⽇以上育児休業を取
得した場合及び賞与に係る保険料については１か⽉を超える育児休業を取得した場合）
）
を満たしてい
得した場合及び賞与に係る保険料については１か⽉を超える育児休業を取得した場合）
）
を満たしてい

れば、育児休業をしている間の社会保険料が被保険者本⼈負担分及び事業主負担分ともに免除されま
れば、育児休業をしている間の社会保険料が被保険者本⼈負担分及び事業主負担分ともに免除されま
す。
す。

当社では、育児休業等の申出をしたこと⼜は取得したことを理由として不利
当社では、育児休業等の申出をしたこと⼜は取得したことを理由として不利
益な取扱いをすることはありません。
益な取扱いをすることはありません。
また、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント⾏為を許しません。
また、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント⾏為を許しません。

育児休業・出⽣時育児休業の取得の意向について、以下を記載し、このページ
育児休業・出⽣時育児休業の取得の意向について、以下を記載し、このページ
のコピーを、
年
のコピーを、
年 ⽉
⽉ ⽇までに、●●部□□係へ提出してください。
⽇までに、●●部□□係へ提出してください。
該当するものに○
該当するものに○

育児休業を取得する。
育児休業を取得する。
出⽣時育児休業を取得する。
出⽣時育児休業を取得する。
取得する意向はない。
取得する意向はない。
検討中
検討中

（注）男性については、育児休業も出⽣時育児休業も取得することができます。
（注）男性については、育児休業も出⽣時育児休業も取得することができます。
【提出⽇】
【提出⽇】 ●年●⽉●⽇
●年●⽉●⽇
【提出者】
所属
【提出者】 所属 □□部△△課
□□部△△課
⽒名
⽒名 ◆◆
◆◆ ◆◆
◆◆
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個別周知・意向確認書記載例２ 厚生労働省ホームページからダウンロードできます▶ P29 ①参照

�

個別周知・意向確認書記載例（好事例）

令和４年４月１日施行

仕事と育児の両⽴を進めよう︕
育児休業は、原則１歳になるまで取得できる制度です。夫婦で協⼒して育児をするため積極的
に取得しましょう。
【男性が育児休業を取得するメリット】
●夫のメリット･･･⼦どもと⼀緒に過ごす時間の確保、育児・家事スキルの向上、これまでの業
務の進め⽅を⾒直すきっかけ、時間管理能⼒・効率的な働き⽅が⾝につく
●妻のメリット･･･育児不安やストレス軽減、就労継続・昇進意欲・社会復帰への意欲の維持
●職場のメリット･･･仕事の進め⽅・働き⽅を⾒直すきっかけ、職場の結束が強まり「お互い様」
でサポートしあう関係が構築（育児休業だけでなく、病気による⼊院や介護休業等で不在に
なる可能性も）
、雇⽤環境の改善による離職率の低下・応募者の増加

１．育児休業（育休）は性別を問わず取得できます。
対象者

期間
申出期限
分割取得

労働者。※配偶者が専業主婦（夫）でも取得できます。夫婦同時に取得できます。
有期契約労働者の⽅は、申出時点で、⼦が１歳６か⽉を経過する⽇までに労働契約
期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合取得できます。

＜対象外＞（対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例）
①⼊社１年未満の労働者 ②申出の⽇から１年以内（１歳６か⽉⼜は２歳までの育児休業の場
合は６か⽉以内）に雇⽤関係が終了する労働者 ③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者

原則、⼦が 1 歳に達する⽇（１歳の誕⽣⽇の前⽇）までの間の労働者が希望する期
間。なお、配偶者が育児休業をしている場合は、⼦が１歳２か⽉に達するまで出産⽇
と産後休業期間と育児休業期間と出⽣時育児休業を合計して１年間以内の休業が可能
（パパ・ママ育休プラス）。
保育所等に⼊所できない等の理由がある場合は最⻑⼦が２歳に達する⽇（２歳の誕
⽣⽇の前⽇）まで延⻑可能。
原則休業の１か⽉前までに●●部□□係に申し出てください。
令和４年 10 ⽉以降分割して２回取得可能

２．出⽣時育児休業(産後パパ育休）は男性の育児休業取得を促進する制度です。
（令和４年 10 ⽉１⽇スタート）

対象者

期間
申出期限
分割取得
休業中の
就業（※）

男性労働者。なお、養⼦の場合等は⼥性も取得できます。※配偶者が専業主婦（夫）
でも取得できます。
有期契約労働者の⽅は、申出時点で、出⽣後８週間を経過する⽇の翌⽇から起算して
６か⽉を経過する⽇までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場
合取得できます。
＜対象外＞（対象外の労働者を労使協定で締結している場合の例）
①⼊社１年未満の労働者 ②申出の⽇から８週間以内に雇⽤関係が終了する労働者
③１週間の所定労働⽇数が２⽇以下の労働者

⼦の出⽣後８週間以内に４週間までの間の労働者が希望する期間。
（２週間前とする場合の記載例）原則休業の２週間前までに●●部□□係に申し出て
ください。
（労使協定を締結し、１か⽉前とする場合の記載例）原則休業の１か⽉前までに●●
部□□係に申し出てください。※当社では、育児・介護休業法で義務づけられている内
容を上回る措置の実施（①研修の実施、②相談窓⼝の設置）等を労使協定で締結し、申
出期限を１か⽉前までとしています。
分割して２回取得可能（まとめて申し出ることが必要）
調整等が必要ですので、希望する場合、まずは●●部□□係にご相談ください。

（※）休業中の就業について労使協定を締結していない場合記載は不要です。

〜知っておこう産後の気分の不調〜
出産後多くの⽅は、気分の落ち込みなどの抑うつ気分をはじめとするいわゆる「マタニティ・ブルーズ」を経験します。
⼀過性のことがほとんどですが、２週間以上続く場合は「産後うつ病」である可能性があるため、早めに医療機関や市町
村窓⼝へ相談してください。
出産後は周囲のサポートが重要です。育児休業を有効に活⽤しましょう。

（裏面あり）

次ページへ続く
6
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個別周知・意向確認書記載例２ 厚生労働省ホームページからダウンロードできます▶ P29 ①参照
前ページの続き

育児休業、出⽣時育児休業には、給付の⽀給や社会保険料免除があります。

令和４年４月１日施行

育児休業給付
育児休業（出⽣時育児休業を含む）を取得し、受給資格を満たしていれば、原則として休業開始時
の賃⾦の 67%（180 ⽇経過後は 50%）の育児休業給付を受けることができます。
育児休業期間中の社会保険料の免除
⼀定の要件（その⽉の末⽇が育児休業（出⽣時育児休業を含む、以下同じ）期間中である場合（令
和４年 10 ⽉以降はこれに加えてその⽉中に 14 ⽇以上育児休業を取得した場合、賞与に係る保険料に
ついては１か⽉を超える育児休業を取得した場合）
）を満たしていれば、育児休業をしている間の社会
保険料が被保険者本⼈負担分及び事業主負担分ともに免除されます。

育児休業、出⽣時育児休業以外の両⽴⽀援制度も積極的にご利⽤ください︕
社⻑からのメッセージ「□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□」
〜我が社の⽬標〜
男性の育児休業・出⽣時育児休業取得率●●％以上、平均●か⽉以上
⼥性の育児休業取得率●●％以上

３歳に満たない⼦を養育する場合、１⽇の所定労働時間を６時間に短縮すること
育児短時間勤務制度（注）
（注）
ができる制度

所定外労働の制限
時間外労働の制限
深夜業の制限
⼦の看護休暇

ができる制度

３歳に満たない⼦を養育する場合、所定外労働を制限することを請求できる制度
⼩学校就学前の⼦を養育する場合、時間外労働を１⽉ 24 時間、１年 150 時間以
内に制限することを請求できる制度
⼩学校就学前の⼦を養育する場合、午後 10 時から午前５時の深夜業を制限する
ことを請求できる制度
⼩学校就学前の⼦を養育する場合、１年に５⽇（⼦が２⼈の場合は 10 ⽇）まで、
病気・けがをした⼦の看護⼜は⼦に予防接種・健康診断を受けさせるための休暇
制度（時間単位の休暇も可）
。

（注）一部又は全部の労働者について、
「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難
（注）一部又は全部の労働者について、
「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難
と認められる業務に従事する労働者」として労使協定により適用除外としている場合、代替措置を記載してください。
と認められる業務に従事する労働者」として労使協定により適用除外としている場合、代替措置を記載してください。

当社では、育児休業等の申出をしたこと⼜は取得したことを理由として不利
益な取扱いをすることはありません。
また、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント⾏為を許しません。
育児休業・出⽣時育児休業の取得の意向について、以下を記載し、このページ
のコピーを、
年 ⽉ ⽇までに、●●部□□係へ提出してください。
該当するものに○

育児休業を取得する。
出⽣時育児休業を取得する。
取得する意向はない。
検討中

（注）男性については、育児休業も出⽣時育児休業も取得することができます。
【提出⽇】 ●年●⽉●⽇
【提出者】 所属 □□部△△課
⽒名 ◆◆ ◆◆
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１－２

義 務

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置
育児休業と出生時育児休業（産後パパ育休）の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下
のいずれかの措置を講じなければなりません。
令和４年４月１日施行

① 育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）に関する研修の実施
② 育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）に関する相談体制の整備（相談窓口設置）
③ 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
※出生時育児休業（産後パパ育休）は、令和４年10月１日から対象。

育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）を取得しやすい雇用環境整備は、男女とも対象に実施してください。
①研修
 労働者を対象とすることが望ましいですが、少なくとも管理職は、研修を受けたことがある状態にしてくだ
全
さい。
②相談体制の整備
相談窓口の設置や相談対応者を置き、これを周知することを意味します。窓口を形式的に設けるだけでなく、
実質的な対応が可能な窓口を設けてください。また、労働者に対する窓口の周知等を行い、労働者が利用しや
すい体制を整備してください。（下のFAQもご参照ください。）
③自社の育児休業取得の事例提供
 社の育児休業の取得事例を収集し、これらの事例を掲載した書類の配付やイントラネットへの掲載等を行い、
自
労働者が閲覧できるようにすることを意味します。提供する取得事例が特定の性別や職種、雇用形態等に偏ら
ないよう、可能な限り様々な労働者の事例を収集・提供し、特定の者の育児休業の申出を控えさせることに繋
がらないように配慮してください。
④制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
 児休業に関する制度と育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したものを、事業所内やイントラ
育
ネットへ掲示することを意味します。

留 意
望ま
しい

措置を講じる際は、短期はもとより１か月以上の長期の休業の取得を希望する労働者が、希望する
とおりの期間の休業を申出・取得できるように配慮してください。

可能な限り、複数の措置を行うことが望ましいです。

FAQ（よくある質問と回答）
Q 相談体制の整備は、メールアドレスやURLを定めて相談窓口として従業員に周知を行う対応でもよいでしょうか。
A 実質的に相談に対応できる体制を整えていれば、必ずしも物理的な窓口設置に限られずメールアドレスやURLを定
めて相談窓口として周知する方法も可能です。
Q 出向者に対する個別周知・意向確認、雇用環境整備の措置は、出向元・出向先どちらの事業主が行うべきですか。
A 育児休業に関する雇用管理を行っている事業主が行うべきものです。なお、いわゆる移籍出向者（出向元との間に
労働契約関係が存在しない）
と、いわゆる在籍出向者の育児休業の取得についての解釈は、以下の通りです。
・移籍出向者に対しては、出向先の事業主が行う
・在籍出向者に対しては、賃金の支払い、労働時間管理等が出向先と出向元とでどのように分担されているかによっ
てそれぞれケースごとに判断する
8
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事例紹介、制度・方針周知ポスター例 厚生労働省ホームページからダウンロードできます▶ P29 ①参照
このほか、社内研修用資料、研修動画もあります。▶ P29 ②参照

育児休業取得事例記載例

令和４年４月１日施行

育児休業の取得事例

所 属 ︓ 製造部 企画課
⽒ 名 ︓ 厚労 太郎さん
取得期間︓ ⼦の出⽣直後から３か⽉間
〜我が社、５⼈⽬の男性育児休業取得者〜
（取得したいと思ったきっかけ）
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
（配偶者の反応）
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
我が社は仕事と育児を両⽴する社員を積極的にサポートします︕
（上司・同僚の反応）
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
社⻑からのメッセージ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
社⻑の顔写真
（取得にあたって準備したこと（仕事⾯）
）
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
（取得にあたって準備したこと（家庭・⼦育て⾯）
）
〜我が社の⽬標〜
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
男性の育児休業・出⽣時育児休業取得率●●％以上、平均●か⽉以上
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
⼥性の育児休業取得率●●％以上
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
（育児休業中どう過ごしたか）
育児休業、出⽣時育児休業を積極的に取得してください︕
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
そのためにも、
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●全労働者に対し年に１回以上仕事と育児の両⽴に関する研修を実施します︕
●仕事と家庭の両⽴に関する相談窓⼝を設置します︕
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●妊娠・出産（本⼈⼜は配偶者）の申出をした⽅に対し、個別に制度を周知するとともに育児休業・
（復帰後の働き⽅と育児について）
出⽣時育児休業の取得の意向を確認します︕
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
育児休業、出⽣時育児休業以外の両⽴⽀援制度も積極的にご利⽤ください︕
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
（育児休業を取得した感想）
仕事と育児の両⽴⽀援制度概要
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
⼩学校⼊学
産前６週
１歳６か⽉
出産
２歳
３歳
妊娠
産後８週
１歳
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
（これから育児休業を取得する男性職員へのメッセージ）
・妊婦健診等を受ける時間の確保 ・⺟性健康管理措置（通勤緩和、勤務軽減等）
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
・時間外労働、休⽇労働、深夜業の制限 ・坑内業務、危険有害業務の就業制限
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
妊婦の軽易業務転換

マ
【上司からのメッセージ】
マ
産前休業
当課での男性育休取得は初めてでしたが、厚労さんの育休取得が業務分担の⾒直しと⾒え
産後休業
※多胎妊娠の
場合 14 週
る化につながり、課内全体で⽣産性を意識した働き⽅が進むきっかけとなりました。ぜひ今
後も、育児と仕事を両⽴して、若⼿社員のモデルとなってもらいたいと思います。

育児時間
育児休業制度及び取得促進方針周知例
出⽣時
育児休業
パ
パ
・
マ
マ

育児休業
※パパ・ママ育休プラスは１歳２か⽉

・育児短時間勤務制度（注）

・⼦の看護休暇

制度に関するお問い合わせ、申し込み先

育児休業

育児休業

※特別な場合

※特別な場合

・所定外労働の制限

・時間外労働の制限

・深夜業の制限

○○部△△課 □□□□（内線○○、メールアドレス△△）

（注）一部又は全部の労働者について、「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」
として労使協定により適用除外としている場合、代替措置を記載してください.
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有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

義 務

令和４年４月１日施行

現

期間を定めて雇用される労働者
（有期雇用労働者）
の育児休業と介護休業の取得要件が緩和されます。

行

育児休業
⑴ 引き続き雇用された期間が１年以上
⑵ １歳６か月までの間に契約が満了することが明らかでない
介護休業
⑴ 引き続き雇用された期間が１年以上
⑵ 介護休業開始予定日から起算して、93日経過日から６か月を経過する日までに
契約が満了することが明らかでない
令和４年４月１日～
育児休業・介護休業いずれも、⑴の要件を撤廃し、⑵のみになります
※無期雇用労働者と同様の取り扱いです。
（引き続き雇用された期間が１年未満の労働者は労使協定の締結により除外可）
※育児休業給付、介護休業給付についても同様に緩和します。
育児休業の取得要件の「１歳６か月までの間に契約が満了することが明らかでない」については、改正前から変更
ありませんが、判断のポイントは以下のとおりです。（介護休業も同様です。）
◦育児休業の申出があった時点で、労働契約の更新がないことが確実であるか否かによって判断されます。
◦事業主が
「更新しない」旨の明示をしていない場合は、原則として「労働契約の更新がないことが確実」とは判断

されません。

要件を満たさないケース
Ａ 書
 面又は口頭で労働契約の更新回数の上限が明示されており、その上限まで契約が更新された場合の労働契
約の期間の末日が、子が１歳６か月に達する日までの間である

例

雇入れ

Ｂ

申出

2回更新まで
1年契約

出生

1年契約

１歳
1年契約

１歳半
更新されない
ことが明らか

書
 面又は口頭で労働契約の更新をしない旨が明示されており、申出時点で締結している労働契約の期間の末
日が、子が１歳６か月に達する日までの間である

P10

申出

例
雇入れ

3年契約

出生

１歳

１歳半
更新されない
ことが明らか
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Ⅱ
１

令和４年
（2022年）10月１日施行の内容

出生時育児休業（産後パパ育休）と育児休業の分割取得の改正概要
産後パパ育休（R4.10.1 ～）
育休とは別に取得可能

育児休業制度
（R4.10.1 ～）

育児休業制度
（現行）

対象期間
取得可能日数

子の出生後８週間以内に
４週間まで取得可能

原則子が１歳
（最長２歳）まで

原則子が１歳
（最長２歳）まで

申出期限

原則休業の２週間前まで

原則１か月前まで

原則１か月前まで

分割取得

令和４年

休業中の就業

分割して２回取得可能
分割して２回取得可能
（初めにまとめて申し出ることが必要） （取得の際にそれぞれ申出）
労使協定を締結している場合に限り、

労働者が合意した範囲で休業中に就業
することが可能

原則分割不可

原則就業不可

原則就業不可

１歳以降の延長

育休開始日を柔軟化

育休開始日は１歳、
１歳半の時点に限定

１歳以降の再取得

特別な事情がある場合
に限り再取得可能

再取得不可

月１日施行

10

【コラム】
出生時育児休業（産後パパ育休）の活用
◦出生時育児休業
（産後パパ育休）
は、男性の育児休業取得促進のために、男性の育児休業取得ニーズが高い子
の出生直後の時期に、これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすい枠組みとして設けられました。
◦出生時育児休業（産後パパ育休）を育児の入り口と位置づけ、育児の大変さや喜び等を男性自身が実感する
ことで、その後の育児への関わり方、更なる育児休業の取得や休業後の働き方の見直しにつなげましょう。
◦自分が休むと業務に支障があるのではないか等、長期の育児休業取得に不安がある方は、まずは出生時育
児休業（産後パパ育休）で短期間の休業を試してみてから、長めに育児休業を取得するというような活用も
できます。
「育児休業中に何をすればよいかわからない」
◦
「休業しても自分ができることはないから休業しない」とい
うような労働者の意識を変えるために、企業側から自治体等が開催する両親学級への参加を促すことも有
効です。
（両親学級を土日に実施したり、オンラインで実施する自治体も増えています。）
子
 どもが生まれる前に、子どもが生まれたら何をするのか知る、休業中の役割分担に関して夫婦で話し合
う等の準備をしておくことがポイントです。労働者が育児を経験することは、効率的な時間の使い方や視
野の広がり等仕事にも活かせることがありますので、企業から労働者へ両親学級への参加や夫婦間の話し
合い等の事前準備を働きかける意義、メリットはあると考えられます。
◦また、育児と仕事の両立に関する企業の方針、取組（休業前後の面談、休業中の情報提供、職場復帰前後
の研修、キャリア開発等）を示すことは、「育児休業がキャリアに支障をきたすのではないか」という労働
者の不安を払拭するために有効です。

11
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改正後の働き方・休み方のイメージ（例）
現

行
出生後
８週

出生
母

産休

父

育休

１歳
育 休
育休

育休

３回目の取得は
できない

出産後８週間以内に育児休業取得
した場合の再取得（パパ休暇）

令和４年10月１日～

育休

10

育 休

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

夫婦が育休を交代できる
回数が増える

保育所に入所できない等の場合
１歳

産休

１歳半

育休

出生時
＋ さらに
退院時等
もう１回

出生児育児休業
（産後パパ育休）
新設
（分割して2回取得可能）

育休
妻の職場復帰などの
タイミング

育児休業
夫婦ともに
分割して２回取得可能

育 休

２歳
育 休

育 休

育 休
休

育 休
育 休

育休

２歳

月１日施行

出生

１歳半

令和４年

休

出生後
８週

休

育休

育 休

例2

父

育休

開始時点が１歳または１歳６か月時点に
限定されるため、途中で交代できない

育休

出生時
＋ さらに
退院時等
もう１回

母

育休

１歳

育休

産休

休

２歳

保育所に入所できない等の場合

出生後
８週

出生

父

１歳半

ピンク色の矢印が、今回の改正で新たにできるようになることです

例1

母

保育所に入所できない等の場合

育 休

開始時点を柔軟化することで、
夫婦が育休を途中交代できる

１歳以降の育児休業
途中交代可能

12
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２

出生時育児休業（産後パパ育休）

義 務

出生時育児休業（産後パパ育休）は、育児休業とは別に取得できます。
従来の育児休業と同様、労働者が容易に取得できるように、事業所にあらかじめ制度を導入し、就
業規則の整備等必要な措置を講じなければなりません。

［１］制度概要
休業の定義

令和４年

対象労働者

月１日施行

10

産後休業をしていない労働者が、原則出生後８週間以内の子を養育するためにする休業

※
「子」の範囲は、労働者と法律上の親子関係がある子（養子を含む）のほか、特別養子縁組のための試
験的な養育期間にある子や養子縁組里親に委託されている子等を含む。
（通常の育児休業と同じ）

◦産後休業をしていない労働者（日々雇用を除く）
主に男性が対象だが、養子等の場合は女性も対象。
配偶者が専業主婦（夫）でも取得可能。
◦有期雇用労働者は、申出時点で、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から
起算して８週間を経過する日の翌日から６か月を経過する日までに労働契約期間が
満了し、更新されないことが明らかでない者に限る。
◦労使協定の締結により対象外にできる労働者
①入社１年未満の労働者
②申出の日から８週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
③１週間の所定労働日数が２日以下の労働者
子の出生後８週間以内に４週間（28日）まで

対象期間
取得可能日数

回数
上記回数以上
の取得
４週間を超える
延長等
休業中の就業

13

※原則出生日から８週間後までの間だが、出産予定日前に子が生まれた場合は、出生日から出産予定
日の８週間後まで、出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の８週間後まで。
※企業独自の育児目的休暇（法定の休暇を除く）が、出生時育児休業（産後パパ育休）の取得日数以外の
要件を満たすものであれば、当該休暇の日数も含めて４週間が確保されればよいと解される。

◦分割して２回まで
◦分割する場合は、初めにまとめて申し出ない場合、事業主は後から行われた申出を
拒むことができる。
３回以上は取得できない

※育児休業と異なり、特別な事情による３回目の取得の定めはない。

出生後８週間を超える休業や取得期間４週間（28日）を超える休業はできない。
（４週間を超える期間等は通常の育児休業を取得。）
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業すること
が可能。▶P17 ～ 18参照
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◦休業を取得したい労働者は、書面で事業主に申出を行う
（事業主が認める場合は、FAX、電子メール等も可）

申出方法

申出事項［労働者→事業主］ 様式例▶P21 ～ 22参照
① 申出年月日
② 労働者の氏名
③ 子の氏名、生年月日、労働者との続柄等
④ 出生時育児休業（産後パパ育休）の開始予定日と終了予定日
⑤ 申出に係る子以外に生後８週間未満の子がいる場合には、その子の氏名、生年
月日、労働者との続柄（双子の場合等）
⑥ 申出に係る子が養子である場合には、養子縁組の効力発生日
⑦ 特別の事情があり、休業開始予定日の１週間前に申し出る場合は、その事情に
係る事実（出産予定日より早く子が出生したとき等）

令和４年

手続き

◦労働者から申出があったら、事業主は速やかに（おおむね１週間以内）取扱通知書を
書面で交付しなければならない
（労働者が希望する場合は、FAX、電子メール等も可）
通知事項［事業主→労働者］ 様式例▶P23参照
① 出生時育児休業（産後パパ育休）の申出を受けた旨
② 出生時育児休業（産後パパ育休）の開始予定日と終了予定日
③ 出生時育児休業（産後パパ育休）の申出を拒む場合には、その旨とその理由

月１日施行

10

※電子メール等の考え方は▶P2参照

申出期限

繰上げ・
繰下げ変更

申出の撤回

◦原則休業開始の２週間前まで
◦ただし、雇用環境の整備などについて、法を上回る取組を労使協定で定めている場
合は、１か月前までとすることができる。▶P15 ～ 16参照
◦出産予定日前に子が出生した等の場合は、１週間前まで
◦出産予定日前に子が出生した等の場合は、休業１回につき１回に限り休業開始予定
日の繰上げ変更が可能。申出期限は変更後の休業開始予定日の１週間前まで。
◦休業終了予定日の繰下げ変更は、事由を問わず休業１回につき１回に限り可能。申
出期限は当初の終了予定日の２週間前まで。
休業開始予定日の前日までに申し出れば撤回可能。撤回１回につき１回休業したもの
とみなす。２回撤回した場合等、みなしを含めて２回休業後に再度申し出ることはで
きない。

育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）を円滑に取得するために重要なこと

留 意

【事業主】休業の申出期限にかかわらず労働者が円滑に申出できるように雇用環境の整備を行うこと。
【労働者】業務の円滑な引き継ぎ等のためには、早めに申し出ることが効果的であるという意識を
持つこと。

◦会社の規定で労働者に有利な取扱いとすることは、法律を上回る措置として差し支えありません。
例：申出期限を一律「１週間前」とする
申出期限を過ぎても希望どおりの日から休業させる
休業回数を増やす
２回分割する場合も、まとめて申出しなくてもよいとする 等
◦育児休業給付や社会保険料の免除は別途要件があります。以下のお問い合わせ先へご確認ください。
育児休業給付の問い合わせ：ハローワーク
社会保険料の免除の問い合わせ：年金事務所、健康保険組合など
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［２］出生時育児休業
（産後パパ育休）
の申出期限を１か月前までとする労使協定
出生時育児休業
（産後パパ育休）の申出期限は原則２週間前です。
ただし、
次の１、
２を労使協定で定めることにより、現行の育児休業と同様に１か月前までとすることができます。
１

雇用環境の整備等の措置の内容（法律上の義務である雇用環境整備措置（P8参照）を上回る措置）

２

出生時育児休業（産後パパ育休）の申出期限（２週間超～１か月以内に限る）

上記１の
「雇用環境の整備等の措置」は、次の①～③の全てです。自社の状況を踏まえた具体的な措置の内容を労
使協定に定めてください。（具体例は次ページ参照。）
① 次に掲げる措置のうち、２つ以上の措置を講ずること。

令和４年

ア

育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）に関する研修の実施

イ

育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）に関する相談体制の整備（相談窓口設置）

ウ

自社の労働者の育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）取得事例の収集・提供

エ 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業
（産後パパ育休）
制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
オ 育
 児休業申出をした労働者の育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）の取得が円滑に行われるよう
にするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

月１日施行

10

② 育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）の取得に関する定量的な目標（1）を設定し、育児休業・出生時
育児休業
（産後パパ育休）の取得の促進に関する方針を周知すること。
③ 育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置（2）を講じ
た上で、その意向を把握するための取組（3）を行うこと。

⑴ 定量的な目標は、数値目標であり、育児休業のほか、企業独自の育児目的休暇を含めた取得率を設定するこ
とも可能ですが、少なくとも男性の取得状況に関する目標設定が必要です。
⑵ 妊娠・出産の申出があった場合に意向確認の措置を行うことは、この労使協定の締結にかかわらず、法律上
の義務になります。 ▶P2 ～ 3参照
⑶ 
「意向を把握するための取組」は、法律上の義務を上回る取組とすることが必要です。最初の意向確認のため
の措置の後に、返事がないような場合は、リマインドを少なくとも１回は行うことが必要です（そこで、労働
者から
「まだ決められない」などの回答があった場合は、未定という形で把握）。
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労使協定で「雇用環境の整備等の措置」を具体的に定める例
①

次に掲げる措置のうち、２以上の措置を講ずること。
ア

育児休業・出生時育児休業
（産後パパ育休）に関する研修の実施

（例）全従業員に対し、年１回以上、育児休業制度（出生時育児休業含む。以下同じ。）の意義や制度の内容、申請方
法等に関する研修を実施すること。
（注）
イ

育児休業・出生時育児休業
（産後パパ育休）に関する相談体制の整備（相談窓口設置）

（例）
育児休業に関する相談窓口を各事業所の人事担当部署に設置し、事業所内の従業員に周知すること。
（例）
本社人事労務部門にて育児休業に関する相談を受け付けることとし、定期的に全従業員に相談先メールアドレ
スを周知すること。
ウ

自社の労働者の育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）取得事例の収集・提供

（例）
四半期に１回、育児休業取得体験談や取得時の上司・同僚の反応、職場で行った具体的な育児休業取得促進の
方法等をメールで紹介すること。
（例）
半年ごとに育児休業取得者と子どもが生まれる従業員の座談会を開催し、体験談等他の従業員の参考になる情
報を社内報で紹介すること。
エ

自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

 児休業申出をした労働者の育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）の取得が円滑に行われるようにするた
育
めの業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

10

月１日施行

オ

令和４年

（例）
当社の育児休業制度をまとめた冊子を作成し、育児休業の取得の促進に関する方針とあわせてイントラネット
で閲覧できるようにすること。
（例）
育児休業制度と育児休業取得促進の方針を記載したポスターを各部署に掲示すること。

（例）
育児休業取得者の業務を円滑に引き継げるよう、引継ぎ計画を作成し、担当業務の洗い出し、部内の育児休業
取得者以外の従業員の業務も含めた業務整理・配分、必要性の低い業務の省略・廃止・外部化等を行うこと。

②

 児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業・出生
育
時育児休業（産後パパ育休）
の取得の促進に関する方針を周知すること。
（例）
育児休業について、○○株式会社として、毎年度「男性労働者の取得率○％以上 取得期間平均○か月以上」
「女
性労働者の取得率○％以上」を達成することを目標とし、この目標及び育児休業の取得の促進に関する方針を
社長から従業員に定期的に周知すること。また、男性労働者の取得率や期間の目標については、達成状況を踏
まえて必要な際には上方修正を行うことについて労使間で協議を行うこと。

③

 児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講
育
じた上で、その意向を把握するための取組を行うこと。
（例）
育児休業申出に係る労働者の意向について、各事業所の人事担当部署から、当該労働者に書面を交付し回答を
求めることで確認する措置を講じた上で、労働者から回答がない場合には、再度当該労働者の意向確認を実施
し、当該労働者の意向の把握を行うこと。
（例）
育児休業の取得意向確認用の書面を従業員に交付し回答を求めることで確認する措置を講じた上で、一定期間
従業員から回答がない場合は、所属長との面談により意向把握を行うこと。

（注）研修の対象は全労働者が望ましいですが、少なくとも管理職については対象とすることが必要です。▶P8①参照
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［３］出生時育児休業
（産後パパ育休）
期間における休業中の就業
※労使協定を締結していない場合、出生時育児休業（産後パパ育休）
期間中の就業はできません。
※休業中は就業しないことが原則であるため、休業中の就業を認めないことも可能であり、その場合は労使協定の締結は不要です。

事前準備
（前提）
出生時育児休業
（産後パパ育休）期間中に就業させることができる労働者の範囲について労使協定を締結しておく
具体的な手続の流れ
労働者が申し出た就業可能日等の範囲内で就業させることを希望する日等について提示し、休業開始予定日前日
までに労働者の同意を得る（1）

※労働者から申出があった場合に必ず就業させなければならないものではありません
（下記２①参照）
。

１

労働者が休業中に就業することを希望する場合は、出生時育児休業（産後パパ育休）の開始予定日の前日
までに書面等で以下を申出。
① 就業可能日

令和４年

② 就業可能日における就業可能な時間帯（所定労働時間内の時間帯に限ります。）その他の労働条件（テ
レワークの可否等）

月１日施行

10

２

事業主は、１の申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に書面等で速やかに提示。
① 就業可能日のうち、就業させることを希望する日（就業させることを希望しない場合はその旨）
② ①の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件（テレワークの可否等）

３

事業主の提示に対して、労働者が全部又は一部を同意する場合は、その旨を休業開始予定日の前日まで
に書面等で事業主に提出。

休業開始予定日の前日までは、労働者は事由を問わず
・就業可能日等の変更が可能（変更の場合は、再度提示が必要→２へ）
・就業可能日等の申出の撤回が可能
・就業日等の同意の撤回（2）が可能

４

事業主は、３で同意を得た場合は、同意を得た旨と、就業させることとした日時その他の労働条件を書
面等で労働者に通知。

！休業中の就業日数等には上限があります！
◦ 休業期間中の所定労働日の半分・所定労働時間の半分
◦ 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
（休業開始予定日と終了予定日に終日就業することは休業期間の設定の趣旨に反するため、休業開始・終了予定日を就業

日とする場合は当該日の所定労働時間数未満としています。
）
（注）育児休業給付や社会保険料免除との関係については次ページ参照

例：所定労働時間が１日８時間、１週間の所定労働日が５日の労働者が、
休業２週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
⇒就業日数上限５日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は８時間未満
休業開始日
４時間
休

17

２日目
休

３日目
休

４日目
８時間

５日目
６時間
休

６日目
休

７日目
休
４時間

13日目
………

休

休業終了日
６時間
休
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（１）
休業中は就業しないことが原則です。出生時育児休業（産後パパ育休）期間中の就業については、事業主は労
働者に対して就業可能日等の申出を一方的に求めることや、労働者の意に反するような取扱いをしてはいけ
ません。
（２）
同意した就業日等について、出生時育児休業（産後パパ育休）の開始予定日の前日までは、労働者は事由を問
わず、同意の全部又は一部撤回が可能です。休業開始日以後は、以下の特別な事情がある場合に限り、労働
者が撤回可能です。
①

配偶者の死亡

② 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況を理由として出
（産後パパ育休）の申出に係る子を養育することが困難
生時育児休業
③

婚姻の解消等の理由で配偶者が出生時育児休業（産後パパ育休）の申出に係る子と同居しなくなった

④ 出生時育児休業
（産後パパ育休）の申出に係る子が負傷・疾病・障害その他これらに準ずる心身の状況の
理由で、２週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった
事業主が労働者に、出生時育児休業（産後パパ育休）期間中の就業の仕組みを知らせる際には、育児
休業給付と育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）期間中の社会保険料免除について、休業中の
就業日数次第でその要件を満たさなくなる可能性があることをあわせて説明するよう留意してくだ

令和４年

留 意

さい。
育児休業・出生時育児休業（産後パパ育休）は、子を養育するための休業であるため、子の養育とい

10

月１日施行

留 意

う目的を果たせないような形で休業中に請負で働くことは、休業の趣旨にそぐわないものです。

！休業中の就業を行う際の留意点！
◦ 出生時育児休業給付金

① 給付金の対象となるのは、出生時育児休業（産後パパ育休）期間中の就業日数が一定の水準※以内である
場合です。
※休業期間中の就業日数が、最大10日（10日を超える場合は就業している時間数が80時間）
以下であること。
「最大10日」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。
28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
令和４年10月１日
（例）14日間の休業 → 最大５日（５日を超える場合は40時間）
以降の育児休業給
10日間の休業 → 最大４日
（４日を超える場合は28時間）
付について
[10日×10/28＝3.57（端数切り上げ）
→４日]

② 出生時育児休業（産後パパ育休）期間中に就業して得た賃金額と出生時育児休業給付金の合計が、「休業
前賃金日額×休業日数の80％」
を超える場合は、超えた額が出生時育児休業給付金から減額されます。
育児休業給付の問い合わせ先：ハローワーク

◦ 育児休業期間中の社会保険料の免除
一定の要件を満たしていれば、育児休業期間（出生時育児休業（産後パパ育休）を含む）中の各月の月給・賞与
に係る社会保険料が、被保険者本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。
① その月の末日が育児休業期間中である場合
② 令和４年10月以降は
・ ①に加えて、同一月内で育児休業を取得（開始・終了）し、その日数が14日以上の場合、新たに保険料
免除の対象とします。
・ ただし、賞与に係る保険料は連続して１か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除します。
令和４年10月以降に開始した育児休業期間中の社会保険料免除の要件を判断する際、「14日以上」の日数に
は、出生時育児休業（産後パパ育休）期間中の就業の仕組み（前ページ参照）で、事前に事業主と労働者の間で
調整した上で就業した日数は含まれません。

社会保険料免除の問い合わせ先：年金事務所、健康保険組合など
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FAQ（よくある質問と回答）
Q 法改正後は、子の出生後８週以内は４週間までしか休業を取得できなくなるのですか。
A 違います。現行
（通常）
の育児休業は、改正後も取得できます。
改正後は、現行の育児休業に加えて、出生時育児休業（産後パパ育休）が創設されます。子の出生後８週以内の期間
は、労働者が選択し、新制度と通常の育児休業のどちらも取得できるようになります。
Q 出生時育児休業
（産後パパ育休）
は、男性だけが取得できるのですか。
A 出生時育児休業（産後パパ育休）の対象期間（子の出生後８週以内）は、出産した女性は通常産後休業期間中なので、
この新制度の対象は主に男性ですが、女性も養子の場合などは対象となります。
Q 現行のいわゆる「パパ休暇」
（子の出生後８週間以内に父親が育児休業を取得した場合には再度取得可）はどうなり
ますか。
A 現行のいわゆる「パパ休暇」は、今回の改正に伴いなくなり、出生時育児休業（産後パパ育休）と、育児休業の分割取
得に見直されます。▶P24参照
Q 子の出生後７週～ 10週の休業の申出があった場合、出生後７～８週は自動的に出生時育児休業（産後パパ育休）に
なりますか。または、子の出生後８週のうち４週までの休業は全て出生時育児休業（産後パパ育休）として取り扱う
よう労使で取り決めてよいでしょうか。
令和４年

A 育児休業の申出と出生時育児休業
（産後パパ育休）の申出はそれぞれ別の権利として労働者に付与されるものです。
そのため、
「産後○週間以内の期間についての休業の申出は出生時育児休業（産後パパ育休）の申出とする」といった
自動的・一律の取扱いはできません。また、労使協定等でそのような取扱いとすることを事前に取り決めることも
できません。
仮に、労働者から、育児休業または出生時育児休業（産後パパ育休）のどちらか不明な申出が行われた場合には、事
業主はその申出をした労働者にどの申出であるかを確認してください。

月１日施行

10

Q 出生時育児休業
（産後パパ育休）
期間中の就業は、労働者が希望すればいつでもできるのですか。
A 出生時育児休業（産後パパ育休）期間中の就業は、労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主の合意した
範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することができるようにするものです。
具体的な手続きの流れ▶P17 ～ 18参照
Q 出生時育児休業（産後パパ育休）期間中に就業する場合、契約上の勤務時間以外の時間を労働者が申し出てもよいの
でしょうか。
（勤務時間外の夜間の２時間でテレワークであれば勤務可能など。）
A 出生時育児休業（産後パパ育休）期間中の就業可能な時間帯等の申出は、所定労働時間内の時間帯に限って行うこと
ができます。所定労働時間外の時間帯について、労働者は就業の申出を行うことはできません。
Q 出生時育児休業（産後パパ育休）中に就業させることができる者について労使協定で定める際、「休業開始日の○週
間前までに就業可能日を申し出た労働者に限る」といった形で対象労働者の範囲を規定することはできますか。
A ご質問のような形で対象労働者の範囲を定めることはできます。
Q 今回の改正で、「パパ･ママ育休プラス」
（両親ともに育児休業を取得する場合は、子が１歳２か月に達する日まで
の間の１年間、育児休業を取得可能）
はなくなりますか。
A 「パパ･ママ育休プラス」はなくなりません。１年間の計算は、「出生日以後の産前・産後休業期間の日数」＋「育児休
業
（出生時育児休業
（産後パパ育休）
を含む）
を取得した日数」になります。
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�育児・介護休業等に関する労使協定の例
➀ 以下のような労使協定を締結することにより、育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、短時間
勤務の対象者を限定することが可能です。労使協定については、労働基準監督署長への届出は不要です。
② 労使協定とは、事業所ごとに労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織す
る労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者と事業主との書面による協定をいいます。
③ 出生時育児休業は、省令で定める雇用環境整備の取組実施を労使協定で定めた場合に限り、申出期限を２週間超～１か
月の範囲内で労使協定で定める期限とすることが可能です。以下の例のほかにも対象となる取組があります。自社の状況
を分析し、自社に適した取組を行ってください。
④ 労使協定の締結がなければ、出生時育児休業中の就業はできません。就業可能な部署等を労使協定で限定することも可
能です。休業中の就業を強制する等、労働者の意に反して就業させてはいけません。
⑤ 子の看護休暇、介護休暇を時間単位で取得することが困難と認められる労働者については、労使協定により適用除外と
することができます。
⑥ 育児短時間勤務の申出を拒むことができる労働者について、このほかにも一定の範囲で規定することができます。

代表取締役

◯◯◯◯

□□労働組合

執行委員長

10

月１日施行

◯年◯月◯日 ◯◯株式会社

令和４年

◯◯株式会社と□□労働組合は、◯◯株式会社における育児・介護休業等に関し、次のとおり協定する。
（育児休業の申出を拒むことができる従業員）
第１条 事業所長は、次の従業員から１歳（法定要件に該当する場合は１歳６か月又は２歳）に満たない子を養育するための育児休業
の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社１年未満の従業員
二 申出の日から１年（法第５条第３項及び第４項の申出にあっては６か月）以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1 週間の所定労働日数が２日以下の従業員
２ 事業所長は、次の従業員から出生時育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社１年未満の従業員
二 申出の日から８週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員
（介護休業の申出を拒むことができる従業員）
第２条 事業所長は、次の従業員から介護休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社１年未満の従業員
二 申出の日から 93 日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員
（子の看護休暇の申出を拒むことができる従業員）
第３条 事業所長は、次の従業員から子の看護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社６か月未満の従業員
二 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員
（介護休暇の申出を拒むことができる従業員）
第４条 事業所長は、次の従業員から介護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社６か月未満の従業員
二 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員
（育児・介護のための所定外労働の制限の請求を拒むことができる従業員）
第５条 事業所長は、次の従業員から所定外労働の制限の請求があったときは、その請求を拒むことができるものとする。
一 入社１年未満の従業員
二 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員
（育児短時間勤務の申出を拒むことができる従業員）
第６条 事業所長は、次の従業員から育児短時間勤務の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社１年未満の従業員
二 週の所定労働日数が２日以下の従業員
（介護短時間勤務の申出を拒むことができる従業員）
第７条 事業所長は、次の従業員から介護短時間勤務の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 入社１年未満の従業員
二 １週間の所定労働日数が２日以下の従業員
（従業員への通知)
第８条 事業所長は、第１条から第７条までのいずれかの規定により従業員の申出を拒むときは、その旨を従業員に通知するものとす
る。
（出生時育児休業の申出期限）
第９条 事業所長（三を除く。
）は、出生時育児休業の申出が円滑に行われるよう、次の措置を講じることとする。その場合、
事業所長は、出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業を開始する日の１か月前までとすることができるものとする。
一 全従業員に対し、年１回以上、育児休業制度（出生時育児休業含む。以下同じ。）の意義や制度の内容、申請方法等
に関する研修を実施すること（注 1）
。
二 育児休業に関する相談窓口を各事業所の人事担当部署に設置し、事業所内の従業員に周知すること。
三 育児休業について、○○株式会社として、毎年度「男性労働者の取得率○％以上 取得期間平均○か月以上」
「女性労
働者の取得率○％以上」を達成することを目標とし、この目標及び育児休業の取得の促進に関する方針を社長から従
業員に定期的に周知すること。また、男性労働者の取得率や期間の目標については、達成状況を踏まえて必要な際に
は上方修正を行うことについて労使間で協議を行うこと（注２）
。
四 育児休業申出に係る労働者の意向について、各事業所の人事担当部署から、当該労働者に書面を交付し回答を求める
ことで確認する措置を講じた上で、労働者から回答がない場合には、再度当該労働者の意向確認を実施し、当該労働
者の意向の把握を行うこと。
（出生時育児休業中の就業）
第 10 条 出生時育児休業中の就業を希望する従業員は、就業可能日等を申出ることができるものとする。
（有効期間）
第 11 条 本協定の有効期間は、◯年◯月◯日から◯年◯月◯日までとする。ただし、有効期間満了の１か月前までに、会社、組合いず
れからも申出がないときには、更に１年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。
◯◯◯◯

（注１） 研修の対象は全労働者が望ましいですが、少なくとも管理職については対象とすることが必要です。
（注２） 数値目標の設定に当たっては、育児休業の取得率のほか当該企業における独自の育児目的の休暇制度を含めた取得率等を設定すること
等も可能ですが、少なくとも男性の取得状況に関する目標を設定することが必要です。
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社内様式１

（出生時）育児休業申出書
殿
［申出日］
［申出者］所属
氏名

年

月

日

私は、育児・介護休業等に関する規則（第 条及び第 条）に基づき、下記のとおり（出生時）育児休
業の申出をします。
記
１ 休業に係る子の
状況

（1）氏名
（2）生年月日

令和４年

（3）本人との続柄

月１日施行

10

2 1 の子が生まれて
いない場合の出産
予定者の状況

（4）養子の場合、縁組成立の年月日

年

月

日

（5）(1)の子が、特別養子縁組の監護期
間中の子・養子縁組里親に委託され
ている子・養育里親として委託され
た子の場合、その手続きが完了した
年月日

年

月

日

（1）氏名
（2）出産予定日
（3）本人との続柄

3 出生時育児休業
3-1 休業の期間

年
月
日から
年
月
（職場復帰予定日
年
月

日まで
日）

※出生時育児休業を２回に分割取得する場合は、１回目と２回目を一括で申し出ること

3-2 申出に係る
状況

年
月
日から
年
月
日まで
（職場復帰予定日
年
月
日）
（1）休業開始予定日の 2 週間前に いる・いない→申出が遅れた理由
申し出て
〔
〕
（2）1 の子について出生時育児休
業をしたことが（休業予定含
む）

ない・ある（ 回）

（3）1 の子について出生時育児休
業の申出を撤回したことが

ない・ある（ 回）
→２回ある場合又は１回あるかつ上記（2）が
２回ある場合、再度申出の理由
〔
〕

4 １歳までの育児休業（パパ・ママ育休プラスの場合は１歳２か月まで）
4-1 休業の期間

年
月
日から
年
月
（職場復帰予定日
年
月

日まで
日）

次ページへ続く
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前ページの続き

※１回目と２回目を一括で申し出る場合に記載（２回目を後日申し出ることも可能）

4-2 申出に係る
状況

年
月
日から
年
月
日まで
（職場復帰予定日
年
月
日）
（1）休業開始予定日の 1 か月前に いる・いない→申出が遅れた理由
申し出て
〔
〕
ない・ある（ 回）
→ある場合
休業期間：
年
月
日から
年
月
日まで
→２回ある場合、再度休業の理由
〔
〕

（3）1 の子について育児休業の申
出を撤回したことが

ない・ある（ 回）
→２回ある場合又は１回あるかつ上記（2）が
ある場合、再度申出の理由
〔
〕

（4）配偶者も育児休業をしてお
り、規則第 条第 項に基づき
１歳を超えて休業しようとする
場合（パパ・ママ育休プラス）

配偶者の休業開始（予定）日
月

10

日

月１日施行

年

令和４年

（2）1 の子について育児休業をし
たことが（休業予定含む）

5 １歳を超える育児休業
5-1 休業の期間

5-2 申出に係る
状況

年
月
（職場復帰予定日

日から

年
年

月
月

日まで
日）

（1）休業開始予定日の 2 週間前に いる・いない→申出が遅れた理由
申し出て
〔
〕
（2）1 の子について１歳を超える ない・ある→再度休業の理由
育児休業をしたことが（休業予 〔
〕
定含む）
休業期間：
年
月
日から
年
月
日まで
（3）1 の子について１歳を超える ない・ある→再度申出の理由
育児休業の申出を撤回したことが 〔
〕
（4）休業が必要な理由

（5）1 歳を超えての育児休業の申
出の場合で申出者が育児休業
中でない場合

配偶者が休業 している・していない
配偶者の休業（予定）日
年
月
日から
年
月
日まで

（注）上記３、４の休業は原則各２回まで、５の１歳６か月まで及び２歳までの休業は原則各１回です。
申出の撤回１回（一の休業期間）につき、１回休業したものとみなします。
＜提出先＞
直接提出や郵送のほか、電子メールでの提出も可能です。
○○課
メールアドレス：□□□□＠□□
※申出書に提出先を記載することは義務ではありませんが、提出先及び事業主が電子メール、FAX、SNS
等の提出を認める場合はその旨を記載するとわかりやすいでしょう。
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社内様式２

〔（出生時）育児・介護〕休業取扱通知書
殿
年

月

日

会社名
あなたから

年

月

日に〔（出生時）育児・介護〕休業の〔申出・期間変更の申出・申出

の撤回〕がありました。育児・介護休業等に関する規則（第 条、第 条、第 条、第 条、第 条、第
条、第 条、第 条及び第 条）に基づき、その取扱いを下記のとおり通知します（ただし、期間の変更
の申出及び出生時育児休業中の就業日があった場合には下記の事項の若干の変更があり得ます。）。
記

令和４年

1 休業の期
間等

(1)適正な申出がされていましたので申出どおり
年
月
日から
年
月
日まで（出生時育児・育児・介護）休業してください。職場復帰予定日は、
年
月
日です。
(2)申し出た期日が遅かったので休業を開始する日を
年
月
日にしてください。
(3)あなたは以下の理由により休業の対象者でないので休業することはできません。

月１日施行

10

(4)あなたが

年

月

日にした休業申出は撤回されました。

(5)（介護休業の場合のみ）申出に係る対象家族について介護休業ができる日数は通算 93 日です。今回の
措置により、介護休業ができる残りの回数及び日数は、（

2 休業期間
中の取扱い
等

(6）職場復帰プログラムを受講できますので、希望の場合は

3 休業後の
労働条件

）回（

）日になります。

(1）休業期間中については給与を支払いません。
(2）所属は
課のままとします。
(3）・（（出生時）育児休業のうち免除対象者）あなたの社会保険料は免除されます。
・（介護休業の場合等免除対象外）あなたの社会保険料本人負担分は、
月現在で 1 月約
円で
すが、休業を開始することにより、
月からは給与から天引きができなくなりますので、月ごと
に会社から支払い請求書を送付します。指定された日までに下記へ振り込むか、
に持参し
てください。
振込先：
(4）税については市区町村より直接納税通知書が届きますので、それに従って支払ってください。
(5）毎月の給与から天引きされる社内融資返済金がある場合には、支払い猶予の措置を受けることができ
ますので、
に申し出てください。
課に申し出てください

(1）休業後のあなたの基本給は、
級
号
円です。
(2）
年
月の賞与については算定対象期間に
日の出勤日がありますので、出勤日数により
日割りで計算した額を支給します。
(3）退職金の算定に当たっては、休業期間を勤務したものとみなして勤続年数を計算します。
(4）復職後は原則として
課で休業をする前と同じ職務についていただく予定ですが、休業終了 1 か
月前までに正式に決定し通知します。
(5）あなたの 年度の有給休暇はあと
日ありますので、これから休業期間を除き
年
月
日までの間に消化してください。
次年度の有給休暇は、今後

日以上欠勤がなければ、繰り越し分を除いて

日の有給休暇を請求

できます。

4 その他

(1）お子さんを養育しなくなる、家族を介護しなくなる等あなたの休業に重大な変更をもたらす事由が発
生したときは、なるべくその日に
課あて電話連絡をしてください。この場合の休業終了
後の出勤日については、事由発生後 2 週間以内の日を会社と話し合って決定していただきます。
(2）休業期間中についても会社の福利厚生施設を利用することができます。

（注）上記のうち、１(1)から(4)までの事項は事業主の義務となっている部分、それ以外の事項は努力義務となって
いる部分です。

23

142

３

育児休業の分割取得など育児休業の改正内容

［１］１歳までの育児休業

義 務

１歳までの育児休業は分割して２回取得可能になります。
出生時育児休業（産後パパ育休）とは別に取得できます。

（１）出生時育児休業（産後パパ育休）とは異なり（▶P13参照）、２回分割する場合もまとめて申し出る必要はあり
ません。
（２）
１歳６か月、２歳までの育児休業は分割できません（現行と同じ）。
（３）分割化に伴い、休業開始予定日の繰上げ変更、休業終了予定日の繰下げ変更も、１回の休業につき、繰上げ
１回、繰下げ１回ずつ可能です。
（出生時育児休業（産後パパ育休）と育休の分割取得に見直さ
（４）
パパ休暇は令和４年９月30日で廃止されます。
れるため）
令和４年

パパ休暇と育児休業分割取得の経過措置
①施行日前に育児休業を取得した場合でも、施行日後に再度取得できる。（施行日をまたぐ場合も同様）
施行日

例1

例1

育休
施行日

１回目
育休

例2

施行日

１回目
育休

例2

育休

2回目
育休

３回目の取得は
できない
育休

2回目

３回目の取得は
できない

育休

10

月１日施行

育休

育休

施行日

育休
育休
育休
②施行日前に開始したパパ休暇
（産後８週以内の初めの育児休業）
は、出生時育児休業
（産後パパ育休）
とみなす。
施行日
出生後８週
例3

（施行日をまたぐ場合も同様）
パパ休暇
例3

例4

出生後８週
28日間を超える取得でも
産後パパ育休とみなす
パパ休暇

１回目
育休

28日間を超える取得でも
施行日
産後パパ育休とみなす

１回目

例5

施行日

出生後８週

育休

2回目
育休

３回目の取得は
できない
育休

2回目

３回目の取得は
できない

育休

育休

出生後８週
産後パパ育休は取得できない（残日数がない）
育児休業は取得できる
育休
育休

育休

出生後８週
施行日 産後パパ育休は取得できない（残日数がない）
28日間を超える取得でも
産後パパ育休とみなす
育児休業は取得できる
育休
産後パパ育休
パパ休暇

育休

育休

パパ休暇
例4

育休

育休

施行日
28日間を超える取得でも
産後パパ育休とみなす
パパ休暇

例5

７日間取得
産後パパ育休１回目とみなす
パパ休暇

例6
７日間取得

産後パパ育休１回目とみなす
育休
パパ休暇

例6

７日間取得
１回目
産後パパ育休１回目とみなす
育休
パパ休暇
７日間取得
産後パパ育休１回目とみなす

１回目

施行日

施行日

施行日

21日間取得できる
産後パパ育休２回目
産後パパ育休

出生後８週
育休

育休

21日間取得できる 出生後８週
産後パパ育休２回目
産後パパ育休

育休

育休

出生後８週
21日間取得できる
産後パパ育休２回目
産後パパ育休

2回目
育休

３回目の取得は
できない
育休

2回目

３回目の取得は
できない

21日間取得できる
産後パパ育休２回目
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［２］１歳以降の育児休業

義 務

１歳以降の育児休業の開始日の柔軟化により、１歳以降の育児休業期間の途中で夫婦で交代するこ
とが可能になります。

保育所に入所できない等の理由で１歳以降に延長した場合の育児休業開始日について
現

行

１歳以降の育児休業の開始日は、各期間の初日に限る

各期間の初日でしか

１歳６か月までの育児休業は１歳到達日の翌日（１歳の誕生日）

夫婦交代できない

２歳までの育児休業は１歳６か月到達日の翌日
例

１歳

令和４年

母

育休

父

育休

保育所に入所できない等の場合
１歳半
育休

２歳
育休

育休

育休

開始日は各期間の初日に限る

月１日施行

10

令和４年10月１日～
配偶者が１歳以降の育児休業を取得する場合は、配偶者の育児休

（本人と配偶者の育児休業に切れ目
がなければ）

業終了予定日の翌日以前を本人の育児休業開始日にできる。現行

各期間の途中でも夫婦交代が可能

の取得方法
（夫婦ともに各期間の初日から取得）も可能。
例

１歳

保育所に入所できない等の場合
１歳半

母

育休

育 休

父

育休

育休

２歳
育休
育休

配偶者の終了日と本人の開始日が接続又は重複
すれば、各期間の途中からでも育休開始可能

※パパ･ママ育休プラスにより、育児休業終了予定日が１歳到達日後の場合は、１歳６か月までの育児休業開始予定日は「１歳到達
日後の本人又は配偶者の育児休業終了予定日の翌日」からであることは現行と同じ。夫婦で交代する場合も、１歳到達日後の本
人又は配偶者の育児休業終了予定日の翌日から１歳６か月までの間の期間となる。

以下の特別な事情がある場合は、１歳以降の育児休業の再取得が可能です。

義 務

（現行は、１歳以降の育児休業の再取得はできません。
）

・他の子の産前・産後休業、出生時育児休業（産後パパ育休）、介護休業又は新たな育児休業の開始
で育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したとき

第1子育休

25

１歳半

１歳

例

第1子育休

第２子産休

第1子育休
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１歳以降の育児休業の申出期限
（１）
子の１歳到達日の翌日（１歳の誕生日）、１歳６か月到達日の翌日から休業することを希望する場合は２週間
前までに申し出る必要があることは現行と同じです。
（２）
各期間の途中で配偶者より後に取得するとき等は、以下の場合は労働者の申出どおりの日から休業させなけ
ればなりません。
①申出が１歳到達日以前、１歳６か月到達日以前の場合は、休業開始予定日の２週間前までに申出があった
場合
②申出が１歳到達日後、１歳６か月到達日後の場合は、休業開始予定日の１か月前までに申出があった場合
（３）
申出が遅れた場合、事業主は、労働者が休業を開始しようとする日以後申出の翌日から起算して、以下の日
までの間で休業を開始する日を指定することができます。
①申出が１歳到達日以前、１歳６か月到達日以前の場合は、２週間を経過する日（申出日の属する週の翌々
週の応当日）
②申出が１歳到達日後、１歳６か月到達日後の場合は、１か月を経過する日（申出日の属する月の翌月の応
当日）

申出が１歳到達日以前の場合
１歳到達日
4／1

１歳誕生日
4／2

申出が
あった日

10
4／3

4／15

休業を開始
しようとする日

申出があった日の翌日から
起算して２週間を経過する日
4／3〜4／15

月１日施行

例1

令和４年

※パパ･ママ育休プラスにより、育児休業終了予定日が１歳到達日後の場合は、「１歳到達日」を「１歳到達日後の本人又は配偶者の
育児休業終了予定日」と読み替える。

事業主が指定できる期間

２週間
例2

申出が１歳到達日後の場合
１歳到達日
4／1

１歳誕生日
4／2

4／15

5／2

申出が
あった日

休業を開始
しようとする日

申出があった日の翌日から
起算して１か月を経過する日

4／15〜5／2

事業主が指定できる期間

１か月

FAQ（よくある質問と回答）
Q 育児休業について２回まで分割取得が可能になるとのことですが、出生時育児休業（産後パパ育休）とあわせた場合、
１歳までの間に４回まで取得可能になるということですか。
A そのとおりです。
Q 出生時育児休業（産後パパ育休）については、２回に分割して取得する場合には初めにまとめて申し出なければなら
ないとのことですが、通常の育児休業についても、２回に分割して取得する場合にはまとめて申し出ないといけな
いのですか。
A 通常の育児休業については、まとめて申し出る必要はありません。
◦会社の規定で申出期限を一律「１週間前」としたり、申出期限を過ぎても希望どおりの日から休業させる、休業回数を増や
す等、労働者に有利な取扱いとすることは、法律を上回る措置として差し支えありません。
◦育児休業給付や社会保険料の免除は別途要件があります。以下のお問い合わせ先へご確認ください。
育児休業給付の問い合わせ：ハローワーク
社会保険料の免除の問い合わせ：年金事務所、健康保険組合など
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Ⅲ
１

令和５年
（2023年）４月１日施行の内容

育児休業取得状況の公表の義務化

義 務
公表内容

常時雇用する労働者⑴が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年１回公表⑵する
ことが義務付けられます。
公表を行う日の属する事業年度（会計年度）の直前の事業年度（公表前事業年度）の男性の①「育児
休業等の取得割合」
又は②「育児休業等と育児目的休暇の割合」です。

①育児休業等の取得割合
公表前事業年度中に、雇用する男性労働者が
育児休業等⑶をしたものの数⑸
公表前事業年度中に、事業主が雇用する
男性労働者であって、
配偶者が出産したものの数⑹
公表割合とあわせて、以下も明示
・当該割合の算定期間である公表前事業年度の期間
・①又は②のいずれの方法により算出したものか

②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
公表前事業年度中に、雇用する男性労働者が
育児休業等⑶をしたものの数⑸

＋

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
男性労働者を雇用する事業主が講ずる
育児を目的とした休暇制度⑷を利用したものの数⑸
公表前事業年度中に、事業主が雇用する
男性労働者であって、配偶者が出産したものの数⑹

（１）
「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指すものであり、次
の①又は②に該当する者は常時雇用する労働者となります。

①期間の定めなく雇用されている者

②過去１年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から１年以上引き続き雇用されると見込まれる者

（一定の期間を定めて雇用されている者又は日々雇用される者で、その雇用期間が反復更新されて、事実上①と同等と認め
られる者）

令和５年４月１日施行

（２）インターネットの利用その他適切な方法で、一般の方が閲覧できるように公表してください。自社のホームページ等のほか、
厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」（▶P29⑧参照）
で公表することもおすすめします。

（３）育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。

・法第２条第１号に規定する育児休業（出生時育児休業
（産後パパ育休）
を含む）

・法第23条第２項（所定労働時間の短縮の代替措置として３歳未満の子を育てる労働者対象）又は第24条第１項（小学校就学前
の子を育てる労働者に関する努力義務）の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、そ
の措置に基づく休業

出生時育児休業（産後パパ育休）とそれ以外の育児休業等を分けて割合を計算する必要はなく、出生時育児休業（産後パパ育休）
も含めた育児休業等の取得者数を計算すればよいものです。

（４）育児を目的とした休暇制度とは、目的の中に育児を目的とするものであることが明らかにされている休暇制度（育児休業等及
び子の看護休暇は除く）です。労働基準法上の年次有給休暇は除きます。

（５）育児休業を分割して２回取得した場合や、育児休業と育児を目的とした休暇制度の両方を取得した場合等でも、当該休業や休
暇が同一の子について取得したものである場合は、１人として数えます。

事業年度をまたがって育児休業を取得した場合には、育児休業を開始した日を含む事業年度の取得、分割して複数の事業年度

において育児休業等を取得した場合には、最初の育児休業等の取得のみを計算の対象とします。

（６）公表する割合は、算出された割合の少数第１位以下を切り捨て、配偶者が出産したものの数（分母）が０人の場合は、割合が算
出できないため「－」と表記してください。

【コラム】育児休業取得率の公表

◦男性の育児休業取得促進のために、今回、男性の育児休業等取得率の公表が義務付けられました。

◦育児休業は「子を養育するための休業」であり、男女がともに育児に主体的に取り組むために、労働者が希望するとおりの期
間の休業を申出・取得できるよう、事業主は上司・同僚の理解も含めて育児休業を取得しやすい雇用環境を整備することが
重要です。

◦育児休業を取得しやすい雇用環境整備に取り組んだ結果としての育児休業等取得率を公表いただくという趣旨をご理解いた
だき、取得率を上げることだけが目的にならないようご留意ください。
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Ⅳ

育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止・
ハラスメント防止

育児休業等の申出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取扱
いを行うことは禁止されています。
今回の改正で、妊娠・出産の申出をしたこと、出生時育児休業（産後パパ育休）の申出・取得、出生時育児休業（産
後パパ育休）
期間中の就業を申出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取扱いの禁止が追加されます。
また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。
ハラスメントの典型例
◦育児休業の取得について上司に相談したら
「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言われ、取得
を諦めざるを得なかった。
◦出生時育児休業（産後パパ育休）の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。あな
たもそうすべき。」と言われ苦痛に感じた。

FAQ（よくある質問と回答）
Q 出生時育児休業（産後パパ育休）期間中の就業について、事業主が提示した日時で就業することを労働者に強要する
ことはハラスメントに該当しますか。
A 出生時育児休業（産後パパ育休）期間中の就業は、あくまでも労使協定の締結を前提として、労働者側からの就業可
能日等の申出と、それを受けた事業主の提示に対する労働者の同意の範囲内で就業させるものです。
そのため、労働者が休業中の就業可能日等の申出を行わない場合や、事業主の提示した日時に同意しない場合に、
上司等が解雇その他不利益な取扱いを示唆したり、嫌がらせ等をしたりすることは、職場における育児休業等に関
するハラスメントに該当します。また、労働者からの申出に含まれていない日時を事業主が提示して就業すること
を労働者に対して強要した場合には法違反にもなります。
Q 妊娠・出産の申出をした労働者に対して個別周知・意向確認のための措置を行う際、上司等が育児休業・出生時育
児休業
（産後パパ育休）
の利用を控えさせるような対応をすることはハラスメントに該当しますか。
A そのとおりです。新たに創設される出生時育児休業（産後パパ育休）についても、上司等が当該制度の利用を控えさ
せるような言動等をすることは、職場における育児休業等に関するハラスメントに該当するため、留意する必要が
あります。
Q 育児休業制度等を利用していない労働者に対して、育児休業等の取得率の向上等を目的として、当該制度の利用を
強要することはハラスメントに当たりますか。
A 育児休業等の取得率の向上等を目的とする場合などに、法の趣旨を踏まえて、上司等から育児休業等を利用してい
ない労働者に積極的に育児休業等の取得を勧めること自体は差し支えありませんが、当該制度の利用を強制するた
めに、上司等が当該労働者に対して人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃等をした場合には、パワー
ハラスメントに該当すると考えられます。
不利益取扱い禁止ハラスメント防止

ハラスメント裁判事例、他社の取組など
ハラスメント対策の総合情報サイト
あかるい職場応援団
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
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Ⅴ

関連資料など

就業規則作成、雇用環境整備、個別周知・意向確認に活用できる素材
厚生労働省のホームページに、以下の資料を掲載しています。社内用にアレンジする等してご活用
ください。
①就業規則、個別周知・意向確認、事例紹介、制度・方針周知ポスター例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
②社内研修用資料、動画
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/

①

②

③

④

育児・介護休業法の詳しい内容
③令和３年改正育児・介護休業法に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf
④育児・介護休業法のあらまし
（パンフレット）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html
ハラスメント防止対策
⑤パンフレット、マニュアル、社内研修資料など（厚生労働省ホームページ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/
seisaku06/index.html

⑤

男性の育児休業取得促進セミナーなど
 クメンプロジェクトでは、改正育児・介護休業法も踏まえて、男性の育児休業取得促進等に関
イ
するセミナーを開催し、企業・個人に対する仕事と育児の両立に関する情報・好事例等の提供等
を行っています。
⑥男性の育児休業取得促進セミナー
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event/
⑦イクメンプロジェクト
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/
⑥

⑦

両立支援のひろば
（厚生労働省運営ウェブサイト）
両立支援に取り組む企業の事例検索や自社の両立支援の取組状況の診断等ができます。
育児休業等取得率の公表
（▶P27参照）
ができるよう改修も予定しています（令和３年度末予定）。
⑧両立支援のひろば
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

⑧

「育休復帰支援プラン」
策定マニュアル

関連資料など

「育休復帰支援プラン」とは、中小企業が、自社の従業員の円滑な育休の取得と育休後の職場復帰

を支援するために策定するプランです。
⑨
「育休復帰支援プラン」
策定マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html

⑨

【コラム】有価証券報告書などの企業公表文書への育児休業取得率の記載

◦上場企業については、企業におけるサステナビリティの取組の投資家への説明の観点から、有価証券報告書
などの企業公表文書に育児休業取得率を記載することも有効と考えられます。

◦金融庁では、サステナビリティ情報を含む記述情報の開示の好事例集を公表しております（⑩）。男性の育児
休業取得率を開示している例もありますので、ぜひご参照ください。
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Ⅵ

中小企業向けの支援

両立支援について専門家に相談したい方へ
【中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業】
制度整備や育休取得・復帰する社員のサポート、育児休業中の代替要員確保・業務代替等でお悩み
の企業に、社会保険労務士等の専門家が無料でアドバイスします。
⑪中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業

⑪

※令和４年度は「中小企業育児・介護休業等推進支援事業」
となる予定。

https://ikuji-kaigo.com/

両立支援に取り組む事業主への助成金
職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」のために、仕事と育児・介護の両立支援に取り
組む事業主に対して、両立支援等助成金を支給しています。
（令和４年度は改正育児・介護休業法にあわせて助成内容が変更になる予定です。）
⑫両立支援等助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/
ryouritsu01/index.html

⑫

ハローワークにおける求人者支援員による支援等
ハローワークでは、育児休業中の代替要員を確保したい企業を支援しています。求職者が応募しや
すい求人条件の設定に関するアドバイス、求職者への応募の働きかけ等を行います。求人のお申し
込みは、ハローワークの窓口、オンラインに加え、ハローワークが企業を訪問することもできます。
⑬全国のハローワーク所在地一覧
h ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/
hellowork.html#whereishellowork
男性の育休取得促進に取り組むこの機会に

⑬

くるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう

次代の社会を担う子どもが健やかに育まれ、育成される社会の形成を目的として制定された「次世代
育成支援対策推進法」
。この法律では、
労働者が101人以上の企業に、一般事業主行動計画の策定・届出・
公表・労働者への周知が義務付けられています
（労働者100人以下の企業は努力義務）。
一般事業主行動計画を策定した企業のうち、その計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした
企業は、申請を行い「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けること
ができます。さらに、くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が一定の基準を満
たし、申請を行うことで厚生労働大臣の特例認定（プラチナくるみん認定）を受けることができます。
くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた企業は、子育てサポート企業としてそれぞれのマーク
を商品、広告、求人広告などに付け、子育てサポート企業であることをＰＲすることができます。
⑭くるみんマーク・プラチナくるみんマーク
（厚生労働省ホームページ）
h ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/
kurumin/index.html

～中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業（内閣府所管助成事業）について～
「くるみん認定」
「プラチナくるみん認定」を受けた中小企業（常時雇用する労働者が300人以下）に対
し、上限50万円の助成金を支給する「中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業（内閣府所管助
成事業）
」もぜひご活用ください（令和３年10月から令和９年３月まで）。事業の詳細については、以
下のURLをご覧ください。
⑮くるみん助成金ポータルサイト https://kuruminjosei.jp/

⑭
中小企業向けの支援

～令和４年４月１日からくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます！
新しい認定制度もスタート～
【ポイント１】
くるみんの認定基準とマーク改正
【ポイント２】
プラチナくるみんの特例認定基準改正
【ポイント３】
新たな認定制度
「トライくるみん」が創設
【ポイント４】
新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度が創設

⑮
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都道府県労働局雇用環境・均等部（室）窓口一覧

育児・介護休業法のお問い合わせは、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）まで
受付時間 ８時 30 分～ 17 時 15 分（土・日・祝日・年末年始を除く）
電話番号

ＦＡＸ番号

郵便番号

所在地

北海道

011-709-2715 011-709-8786

060-8566 札幌市北区北８条西２丁目１番１

青

森

017-734-4211 017-777-7696

030-8558 青森市新町２丁目４－ 25

札幌第一合同庁舎９階

岩

手

019-604-3010 019-652-7782

020-8522 盛岡市盛岡駅西通１－９－ 15

宮

城

022-299-8844 022-299-8845

983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町１番地

秋

田

018-862-6684 018-862-4300

010-0951 秋田市山王７丁目１番３号

山

形

023-624-8228 023-624-8246

990-8567 山形市香澄町３－２－１

福

島

024-536-4609 024-536-4658

960-8021 福島市霞町１－ 46

茨

城

029-277-8295 029-224-6265

310-8511 水戸市宮町１丁目８番 31 号

栃

木

028-633-2795 028-637-5998

320-0845 宇都宮市明保野町１－４

宇都宮第２地方合同庁舎３階

群

馬

027-896-4739 027-896-2227

371-8567 前橋市大手町２－３－１

前橋地方合同庁舎８階

埼

玉

048-600-6210 048-600-6230

330-6016 さいたま市中央区新都心 11 －２

千

葉

043-221-2307 043-221-2308

260-8612 千葉市中央区中央４－ 11 － 1

東

京

03-3512-1611 03-3512-1555

102-8305 千代田区九段南１－２－１

神奈川

045-211-7380 045-211-7381

231-8434 横浜市中区北仲通５－ 57

新

潟

025-288-3511 025-288-3518

950-8625 新潟市中央区美咲町１－２－１

富

山

076-432-2740 076-432-3959

930-8509 富山市神通本町１－５－５

富山労働総合庁舎４階

石

川

076-265-4429 076-221-3087

920-0024 金沢市西念３丁目４番１号

金沢駅西合同庁舎６階

福

井

0776-22-3947 0776-22-4920

910-8559 福井市春山１丁目１－ 54

山

梨

055-225-2851 055-225-2787

400-8577 甲府市丸の内１丁目１－ 11

長

野

026-227-0125 026-227-0126

380-8572 長野市中御所１－ 22 －１

岐

阜

058-245-1550 058-245-7055

500-8723 岐阜市金竜町５丁目 13 番地

静

岡

054-252-5310 054-252-8216

420-8639 静岡市葵区追手町９－ 50

愛

知

052-857-0312 052-857-0400

460-0001 名古屋市中区三の丸２－２－１

三

重

059-226-2318 059-228-2785

514-8524 津市島崎町 327 番２

滋

賀

077-523-1190 077-527-3277

520-0806 大津市打出浜 14 番 15 号

京

都

075-241-3212 075-241-3222

604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町 451

大

阪

06-6941-8940 06-6949-6486

540-8527 大阪市中央区大手前４－１－ 67

兵

庫

078-367-0820 078-367-3854

650-0044 神戸市中央区東川崎町１－１－３

奈

青森合同庁舎８階
盛岡第２合同庁舎５階
仙台第４合同庁舎８階
秋田合同庁舎４階
山交ビル３階

５階
茨城労働総合庁舎６階

ランド・アクシス・タワー 16 階

千葉第２地方合同庁舎１階

九段第３合同庁舎 14 階
横浜第２合同庁舎 13 階
新潟美咲合同庁舎２号館４階

福井春山合同庁舎９階
４階
長野労働総合庁舎４階
岐阜合同庁舎４階

静岡地方合同庁舎５階
名古屋合同庁舎第１号館８階

津第２地方合同庁舎２階
滋賀労働総合庁舎４階
１階

大阪合同庁舎第２号館８階
神戸クリスタルタワー 15 階

良

0742-32-0210 0742-32-0214

630-8570 奈良市法蓮町 387 番地

和歌山

073-488-1170 073-475-0114

640-8581 和歌山市黒田二丁目３－３

奈良第三地方合同庁舎２階
和歌山労働総合庁舎４階

鳥

取

0857-29-1709 0857-29-4142

680-8522 鳥取市富安２丁目 89 －９

２階

島

根

0852-31-1161 0852-31-1505

690-0841 松江市向島町 134 － 10

岡

山

086-225-2017 086-224-7693

700-8611 岡山市北区下石井１－４－１

広

島

082-221-9247 082-221-2356

730-8538 広島市中区上八丁堀６番 30 号

山

口

083-995-0390 083-995-0389

753-8510 山口市中河原町６－ 16

徳

島

088-652-2718 088-652-2751

770-0851 徳島市徳島町城内６番地６

香

川

087-811-8924 087-811-8935

760-0019 高松市サンポート３番 33 号

愛

媛

089-935-5222 089-935-5210

790-8538 松山市若草町４番地３

高

知

088-885-6041 088-885-6042

781-9548 高知市南金田１番 39 号

福

岡

092-411-4894 092-411-4895

812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目 11 番１号

佐

賀

0952-32-7218 0952-32-7224

840-0801 佐賀市駅前中央３丁目３番 20 号

長

崎

095-801-0050 095-801-0051

850-0033 長崎市万才町７－１

熊

本

096-352-3865 096-352-3876

860-8514 熊本市西区春日２－ 10 －１

熊本地方合同庁舎Ａ棟９階

大

分

097-532-4025 097-573-8666

870-0037 大分市東春日町 17 番 20 号

大分第２ソフィアプラザビル３階

宮

松江地方合同庁舎５階
岡山第２合同庁舎３階
広島合同庁舎第２号館５階

山口地方合同庁舎２号館５階
徳島地方合同庁舎４階
高松サンポート合同庁舎北館２階

松山若草合同庁舎６階
４階

TBM 長崎ビル３階

崎

0985-38-8821 0985-38-5028

880-0805 宮崎市橘通東３丁目１番 22 号

鹿児島

099-223-8239 099-223-8235

892-8535 鹿児島市山下町 13 番 21 号

沖

098-868-4380 098-869-7914

900-0006 那覇市おもろまち２－１－１

縄

福岡合同庁舎新館４階

佐賀第２合同庁舎５階

育児・介護休業法に関する厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

宮崎合同庁舎４階

鹿児島合同庁舎２階
那覇第２地方合同庁舎１号館３階
令和４年３月作成 パンフレット№５
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基 発 0701第 ９ 号
令和元年７月１日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
（公 印 省 略）

医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について
医療機関等に勤務する医師（以下「医師」という。）が、診療等その本来
業務の傍ら、医師の自らの知識の習得や技能の向上を図るために行う学習、
研究等（以下「研鑽」という。）については、労働時間に該当しない場合と
労働時間に該当する場合があり得るため、医師の的確な労働時間管理の確保
等の観点から、今般、医師の研鑽に係る労働時間該当性に係る判断の基本的
な考え方並びに医師の研鑽に係る労働時間該当性の明確化のための手続及び
環境整備について、下記のとおり示すので、その運用に遺憾なきを期された
い。
記
１

所定労働時間内の研鑽の取扱い
所定労働時間内において、医師が、使用者に指示された勤務場所（院内
等）において研鑽を行う場合については、当該研鑽に係る時間は、当然に
労働時間となる。

２

所定労働時間外の研鑽の取扱い
所定労働時間外に行う医師の研鑽は、診療等の本来業務と直接の関連性
なく、かつ、業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者（以下「上
司」という。）の明示・黙示の指示によらずに行われる限り、在院して行
う場合であっても、一般的に労働時間に該当しない。
他方、当該研鑽が、上司の明示・黙示の指示により行われるものである
場合には、これが所定労働時間外に行われるものであっても、又は診療等
1
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の本来業務との直接の関連性なく行われるものであっても、一般的に労働
時間に該当するものである 。
所定労働時間外において医師が行う研鑽については、在院して行われる
ものであっても、上司の明示・黙示の指示によらずに自発的に行われるも
のも少なくないと考えられる。このため、その労働時間該当性の判断が、
当該研鑽の実態に応じて適切に行われるよう、また、医療機関等における
医師の労働時間管理の実務に資する観点から、以下のとおり、研鑽の類型
ごとに、その判断の基本的考え方を示すこととする。
⑴ 一般診療における新たな知識、技能の習得のための学習
ア 研鑽の具体的内容
例えば、診療ガイドラインについての勉強、新しい治療法や新薬に
ついての勉強、自らが術者等である手術や処置等についての予習や振
り返り、シミュレーターを用いた手技の練習等が考えられる。
イ 研鑽の労働時間該当性
業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外
に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時間につい
ては、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しない
と考えられる。
ただし、診療の準備又は診療に伴う後処理として不可欠なものは、
労働時間に該当する。
⑵ 博士の学位を取得するための研究及び論文作成や、専門医を取得する
ための症例研究や論文作成
ア 研鑽の具体的内容
例えば、学会や外部の勉強会への参加・発表準備、院内勉強会への
参加・発表準備、本来業務とは区別された臨床研究に係る診療データ
の整理・症例報告の作成・論文執筆、大学院の受験勉強、専門医の取
得や更新に係る症例報告作成・講習会受講等が考えられる。
イ 研鑽の労働時間該当性
上司や先輩である医師から論文作成等を奨励されている等の事情が
あっても、業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労
働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時
間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該
当しないと考えられる。
ただし、研鑽の不実施について就業規則上の制裁等の不利益が課さ
れているため、その実施を余儀なくされている場合や、研鑽が業務上
必須である場合、業務上必須でなくとも上司が明示・黙示の指示をし
2

152

て行わせる場合は、当該研鑽が行われる時間については労働時間に該
当する。
上司や先輩である医師から奨励されている等の事情があっても、自
由な意思に基づき研鑽が行われていると考えられる例としては、次の
ようなものが考えられる。
・ 勤務先の医療機関が主催する勉強会であるが、自由参加である
・ 学会等への参加・発表や論文投稿が勤務先の医療機関に割り当て
られているが、医師個人への割当はない
・ 研究を本来業務とはしない医師が、院内の臨床データ等を利用し、
院内で研究活動を行っているが、当該研究活動は、上司に命じられ
ておらず、自主的に行っている
⑶ 手技を向上させるための手術の見学
ア 研鑽の具体的内容
例えば、手術・処置等の見学の機会の確保や症例経験を蓄積するた
めに、所定労働時間外に、見学（見学の延長上で診療（診療の補助を
含む。下記イにおいて同じ。）を行う場合を含む。）を行うこと等が
考えられる。
イ 研鑽の労働時間該当性
上司や先輩である医師から奨励されている等の事情があったとして
も、業務上必須ではない見学を、自由な意思に基づき、所定労働時間
外に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う場合、当
該見学やそのための待機時間については、在院して行う場合であって
も、一般的に労働時間に該当しないと考えられる。
ただし、見学中に診療を行った場合については、当該診療を行った
時間は、労働時間に該当すると考えられ、また、見学中に診療を行う
ことが慣習化、常態化している場合については、見学の時間全てが労
働時間に該当する。
３

事業場における研鑽の労働時間該当性を明確化するための手続及び環境
の整備
研鑽の労働時間該当性についての基本的な考え方は、上記１及び２のと
おりであるが、各事業場における研鑽の労働時間該当性を明確化するため
に求められる手続及びその適切な運用を確保するための環境の整備とし
て、次に掲げる事項が有効であると考えられることから、研鑽を行う医師
が属する医療機関等に対し、次に掲げる事項に取り組むよう周知すること。
⑴ 医師の研鑽の労働時間該当性を明確化するための手続
3
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医師の研鑽については、業務との関連性、制裁等の不利益の有無、上
司の指示の範囲を明確化する手続を講ずること。例えば、医師が労働に
該当しない研鑽を行う場合には、医師自らがその旨を上司に申し出るこ
ととし、当該申出を受けた上司は、当該申出をした医師との間において、
当該申出のあった研鑽に関し、
・ 本来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理のいずれにも該当し
ないこと
・ 当該研鑽を行わないことについて制裁等の不利益はないこと
・ 上司として当該研鑽を行うよう指示しておらず、かつ、当該研鑽を
開始する時点において本来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理
は終了しており、本人はそれらの業務から離れてよいこと
について確認を行うことが考えられる。
⑵ 医師の研鑽の労働時間該当性を明確化するための環境の整備
上記⑴の手続について、その適切な運用を確保するため、次の措置を
講ずることが望ましいものであること。
ア 労働に該当しない研鑽を行うために在院する医師については、権利
として労働から離れることを保障されている必要があるところ、診療
体制には含めず、突発的な必要性が生じた場合を除き、診療等の通常
業務への従事を指示しないことが求められる。また、労働に該当しな
い研鑽を行う場合の取扱いとしては、院内に勤務場所とは別に、労働
に該当しない研鑽を行う場所を設けること、労働に該当しない研鑽を
行う場合には、白衣を着用せずに行うこととすること等により、通常
勤務ではないことが外形的に明確に見分けられる措置を講ずることが
考えられること。手術・処置の見学等であって、研鑚の性質上、場所
や服装が限定されるためにこのような対応が困難な場合は、当該研鑚
を行う医師が診療体制に含まれていないことについて明確化しておく
こと。
イ 医療機関ごとに、研鑽に対する考え方、労働に該当しない研鑽を行
うために所定労働時間外に在院する場合の手続、労働に該当しない研
鑽を行う場合には診療体制に含めない等の取扱いを明確化し、書面等
に示すこと。
ウ 上記イで書面等に示したことを院内職員に周知すること。周知に際
しては、研鑽を行う医師の上司のみではなく、所定労働時間外に研鑽
を行うことが考えられる医師本人に対してもその内容を周知し、必要
な手続の履行を確保すること。
また、診療体制に含めない取扱いを担保するため、医師のみではな
4

154

く、当該医療機関における他の職種も含めて、当該取扱い等を周知す
ること。
エ 上記⑴の手続をとった場合には、医師本人からの申出への確認や当
該医師への指示の記録を保存すること。なお、記録の保存期間につい
ては、労働基準法（昭和22年法律第49号）第109条において労働関係
に関する重要書類を３年間保存することとされていることも参考とし
て定めること。
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断続的な宿日直の許可基準について
○断続的な宿日直とは
・本来業務の終了後などに宿直や日直の勤務を行う場合、当該宿日直勤務が断続的な労働と認められる場合には、行政官庁の許可
を受けることにより、労働時間や休憩に関する規定は適用されないこととなる。

○断続的な宿日直の許可基準（一般的許可基準）※S22発基17号
・断続的な宿日直の許可基準は以下のとおり。
１．勤務の態様
① 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収
受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。
② 原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。したがって始業又は終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの
電話の収受又は盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものであること。
２．宿日直手当
宿直勤務１回についての宿直手当又は日直勤務１回についての日直手当の最低額は、当該事業場において宿直又は日直の勤務
に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金の一人１日平均額の１／３以上であること。
３．宿日直の回数
許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、宿直勤務については週１回、日直勤務については月１回を限度とすること。
ただし、当該事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさせてもなお不足であ
り、かつ勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は日直業務の実態に応じて週１回を超える宿直、月１回を超える日直についても許
可して差し支えないこと。
４．その他
宿直勤務については、相当の睡眠設備の設置を条件とするものであること。
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断続的な宿日直の許可基準について
○断続的な宿日直の許可基準（医師、看護師等の場合）※R1基発0701第８号
・医師等の宿日直勤務については、前記の一般的な許可基準に関して、より具体的な判断基準が示されており、以下の全てを満たす場
合には、許可を与えるよう取り扱うこととされている。
① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
（通常の勤務時間が終了していたとしても、通常の勤務態様が継続している間は宿日直の許可の対象にならない。）

② 宿日直中に従事する業務は、前述の一般の宿直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。
例えば以下の業務等をいう。
・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等（軽度の処置を含む。以下同じ。）や、看護師等に対する指示、確
認を行うこと
・ 医師が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間（例えば非輪番日など）において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動
に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示、確認を行うこと
・ 看護職員が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間（例えば非輪番日など）において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の
変動に対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと
・ 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと
※R1基発0701第８号で業務の例示を現代化

③ 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。
④ 上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしていること。

※宿日直の許可は、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って得ることも可能（深夜の時間帯のみ、病棟宿日直業務のみも可能）
※R1基発0701第８号で取扱いを明記

輪番日以外の日なども可能です

○ 宿日直中に通常勤務と同態様の業務が生じてしまう場合
・宿日直中に、通常と同態様の業務（例えば突発的な事故による応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等への対応など）がまれにあり得る
としても、一般的には、常態としてほとんど労働することがない勤務と認められれば、宿日直の許可は可能である（宿直の場合には、夜間に十
分な睡眠が取り得るものであることも必要。）。
・なお、許可を受けた宿日直中に、「通常と同態様の業務」をまれに行った場合、その時間については、本来の賃金（割増賃金が必要な
場合は割増賃金も）を支払う必要がある。
2
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医療機関における宿日直許可について ～制度概要・申請後の流れ～
労働基準法では、常態としてほとんど労働することがなく、労働時間規制を適用しなくとも必ずしも労働者保護に欠け
ることのない宿直又は日直の勤務で断続的な業務（例えば、いわゆる「寝当直」に当たるような業務）については、労
働基準監督署長の許可を受けた場合に労働時間規制を適用除外とすることを定めています（宿日直許可）。
※１ 対象業務は、①通常の勤務時間から完全に解放された後のものであり、②宿日直中に従事する業務は、一般の宿日
直業務以外には、特殊な措置を必要としない軽度または短時間の業務に限ること、③一般の宿日直の許可の条件を満
たしていること、④宿直の場合は十分な睡眠がとりうること等の条件を満たしていることが必要です。
※２ 許可が与えられた場合でも、宿日直中に通常の勤務時間と同態様の業務に従事したときは、その時間について割増
賃金を支払う必要があります。

申請から宿日直許可までの流れ
労働基準監督署に宿日直許可の申請を行ってから許可を受けるまでの流れは、おおむね以下のとおりです。
① 労働基準監督署に、申請書（様式第10号）（原本２部）及び添付書類を提出
→申請対象である宿日直の勤務実態が、上記※１の条件を満たしていることを書面上で確認します。
上記※１③の一般的な宿日直の許可の条件とは、「1.常態としてほとんど労働することがないこと、2.通常の労働
の継続ではないこと、3.宿日直手当額が同種の業務に従事する労働者の１人１日平均額の３分の１以上であること、
4.宿日直の回数が、原則として宿直は週１回、日直は月１回以内であること、5.宿直について相当の睡眠設備を設
置していること」を意味します。
② 労働基準監督官による実地調査
→宿日直業務に実際に従事する医師等へのヒアリングや、仮眠スペースの確認等を、原則として実地で行い、申請時
に提出された書類の内容が事実に即したものかの確認を行います。また、勤務実態の確認に必要な期間（個別の申
請ごとに異なりますが、おおよそ直近数ヶ月間）の勤務記録の提出を求められます。
③ ①②の結果、許可相当と認められた場合に宿日直許可がなされ、許可書が交付されます。
3

医療機関の皆様へ（宿日直許可制度の御紹介）

158

医療機関における宿日直許可について ～制度概要・申請後の流れ～
申請時に提出が必要な書類例

□ 対象労働者の労働条件通知書、雇用契約書の写し
□ 宿日直勤務に従事する労働者ごとの、一定期間（例えば１か月）の宿直または日直勤務の従事
回数がわかるもの（宿日直の当番表、シフト表など）
□ 宿日直勤務中に行われる業務が発生する頻度、当該業務の内容及び当該業務に従事した時
間について、一定期間の実績（または見込み）が分かる資料等（業務日誌等）
□ 対象労働者全員の給与一覧表（法３７条の割増賃金計算の基礎となる賃金）及び宿日直手当
額計算書
□ 対象労働者の給与一覧表の金額の疎明資料（賃金台帳（写）など）
□ 事業場等を巡回する業務がある場合は、巡回場所全体とその順路を示す図面等
□ 宿直の場合は宿泊設備の概要がわかるもの
（※これらは標準的な例であり、実務上は監督官が調査に必要な範囲で提出を依頼）
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医療機関の皆様へ（宿日直許可制度の御紹介）

医療機関における宿日直許可 ～申請の前に～
■申請前に以下を御確認下さい

申請前チェックリスト
□申請を考えている宿日直中に従事する業務は、通常業務とは異なる、軽度又は短時間の業務である（７ｐの許可基準中の業務例や、
3-5ｐの事例参照）

□申請を考えている宿直業務は、夜間に十分な睡眠がとり得るものである
□ベッド・寝具など睡眠が可能な設備がある
□申請を考えている宿日直業務は、通常業務の延長ではなく、通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後のものである
□始業・終業時刻に密着して行う短時間の業務態様ではない（4時間未満ではない）
□救急患者の診療等通常勤務と同態様の業務が発生することはあっても、稀である（ 3-5ｐの事例参照）
□実際の宿日直勤務の状況が上記の通りであると医療機関内で認識が共有され、そのように運用されている（宿日直の
従事者の認識も同様である）

併せてこちらも、確認下さい
■一部の診療科のみ、一部の職種のみ、一部の時間帯のみの許可を申請することもできます。
■申請をするかどうか迷った場合など、都道府県の医療勤務環境改善支援センターに相談することができます。
なお、相談時に得た情報は支援のために使用するものであり、取締り目的で使用されません。
■宿日直許可を得ずに行う宿日直は通常の労働時間として取扱う必要があります。
■許可を得た宿日直業務中に通常の労働が発生した場合には、労働時間として取扱うことが必要です。

※宿日直許可制度の説明や申請後の流れは2p、許可／不許可事例については3-5p、詳細な許可基準・様式については6-7ｐをご参照ください。
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欄内のスペースで書き切れない場合は、
欄には「別紙の通り」と記入し、別紙を添付することも可能です。

◎ 宿日直許可申請にあたっては、申請書に添付する資料も含め、所轄の労働基準
監督署にご相談ください。

6
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許 可 事 例

（注）以下の事例は、あくまでも個別の具体的な事例であることから、事例中の態様や数値等との異同のみで他の事例の許可・不許可が判断されるものではありません。

病棟当直
救急指定の別
診療科・部門
病床数
対象者数等
宿日直勤務時間
対象業務
労基署の調査概要

ＩＣＵ、救急
救急指定の別
診療科・部門
病床数
対象者数等
宿日直勤務時間
対象業務

労基署の調査概要

救急指定の別
診療科・部門
病床数
対象者数等
宿日直勤務時間
対象業務

労基署の調査概要

【ポイント】「特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務」として定期的な病棟回診が認められる場合がある。
指定なし
精神科、心療内科
170床
労働者数
150人
勤務医１人、他病院からの受入医８人
宿直（週１回）：18時～翌８時45分 日直（月１回）：土13時～17時、日祝９時～17時
非常事態に備えての待機、定期回診
過去３か月間の実績を調査。
宿直勤務では、約30分の定期回診と入院患者の容態急変に備えた病棟管理。
回診は、１～３階病室を巡回し、処置の必要な患者は看護師が回診時に案内するが、１回２件程度、発熱診察や転倒等による軽
傷処置。
病棟管理では診察を要する事案の発生頻度は１日最大５件、平均１件程度（１件約32分）。

【ポイント】救急等でも対象業務が「特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務」であれば許可される場合がある。
二次救急病院
内科、小児科、外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、救急診療科、
病理診断科、精神科
労働者数
900人
350床
勤務医44人
宿直（週１回）：18時～翌９時 日直（月１回）：９時～18時
ICU（集中治療室）の非常事態に備えての待機、処置確認、呼出対応
最大収容患者数４人のICUにおいて、
・１日１回、看護師が実施した投薬等の記録をチェックし、主治医の指示どおりの措置がなされていることを確認する「処置確認」
（約２分）
・月１回程度、看護師から呼出を受け、急変患者の容態を確認し、主治医又は専門医に連絡を取るか否かの判断のみを行う「呼
出対応」（約20分）
休日・夜間の急患には夜勤医が対応し、宿日直勤務医による対応なし。
二次救急病院
内科、外科、小児科、リハビリテーション科、麻酔科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、眼科、皮膚科
300床
臨床検査技師８人
宿直（週１回）：21時～翌８時30分

労働者数

520人

非常事態に備えての待機、簡易な検査
過去４か月間の実績を調査。
通常勤務では血液を対象としたガス検査（酸素や二酸化炭素の分圧測定）や骨密度検査、エコー検査等の各種検査を行う一方、
宿直勤務では患者が救急搬送された場合でも血液検査（約20分）、尿検査（約５分）、心電図検査（約５分）、溶連菌等の簡易検
査（約５分）のみ。
7
対応が発生した日も１日２人程度、合計約40分。
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許 可 事 例

（注）以下の事例は、あくまでも個別の具体的な事例であることから、事例中の態様や数値等との異同のみで他の事例の許可・不許可が判断されるものではありません。

ＩＣＵ、救急
救急指定の別
診療科・部門
病床数
対象者数等
宿日直勤務時間
対象業務

労基署の調査概要

救急指定の別
診療科・部門
病床数
対象者数等
宿日直勤務時間
対象業務

労基署の調査概要

許可回数特例
救急指定の別
診療科・部門
病床数
対象者数等
宿日直勤務時間
対象業務
労基署の調査概要

【ポイント】救急等でも対象業務が「特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務」であれば許可される場合がある。
一次救急病院
内科、リハビリテーション科、放射線科、皮膚科、整形外科
50床
他病院からの受入医７人
宿直（週１回）：18時～翌８時30分

労働者数

80人

日直（月２回）：９時30分～翌８時30分

非常事態に備えての待機、診察
過去１か月間の実績を調査。
通常の勤務時間と同態様の業務の発生は、１か月間に６回、
尻もちの診察（約５分）や死亡確認（約10分）等（合計約45分）。
医師２人について、宿直日ごとの間隔が６日以上開いていない週がみられたものの、１か月間の宿直回数は４回以下となってお
り、また、勤務の労働密度が薄いことから、週１回の限度を満たしているとして許可。
宿日直手当額は、17号通達記２イによることが著しく困難として、賃金構造基本統計調査報告の医師の賃金額から算出した日額
の３分の１の額を参考に評価。
二次救急病院
精神科、神経科、内科、皮膚科、リハビリテーション科、歯科
380床
勤務医18人

労働者数

420人

宿直（週１回）： 17時15分～翌８時30分
緊急事態に備えての待機、定期回診、検食
過去３か月間の実績を調査。
輪番日に最大２人の救急患者を受入。輪番日には医師２人、非輪番日には医師１人が宿直。
病棟を回診し、45人程度の要注意患者を目視確認し、回診結果をデータ入力（約40分）。睡眠中の患者が多く回診時間は僅か。
宿直日の夕食（約10分）、朝食（約５分）を検食。
救急患者の受入時の診察等に月平均７件程度。二次救急の輪番日に新規患者の受入の際は約２時間程度要するが、通常の救
急外来で通院歴のある患者の受入の際は約１時間。入院患者の急変や死亡対応が月平均３件程度（１件約１時間）。

【ポイント】宿日直の回数は、宿日直に従事し得る医師の数等の事情が特例として考慮される場合がある。
指定なし
内科、リハビリテーション科
170床
130人
労働者数
勤務医２人、他病院からの受入医10人
宿直（週１回）：17時～翌８時30分 日直（月２回）：土12時30分～17時30分、日祝９時～17時30分
非常事態に備えての待機
過去３か月間の実績を調査。
調査時、宿直と日直の回数はいずれも基準を超えていたが、宿直については週１回以内とすることが可能。日直については、僻
地に所在する等の事情から、他の嘱託医の確保が極めて難しく、当該嘱託医の本院での勤務の都合から、土日連続した日直勤
務とするほかなく、日直勤務はほぼ待機業務であることから、日直に限り月２回許可。
8
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不 許 可 事 例

（注）以下の事例は、あくまでも個別の具体的な事例であることから、事例中の態様や数値等との異同のみで他の事例の許可・不許可が判断されるものではありません。

通常業務との分離
救急指定の別
診療科・部門
病床数
対象者数等
宿日直勤務時間
対象業務
労基署の調査概要

【ポイント】通常の勤務態様が継続している間は宿日直の許可の対象にならない。（※）
二次救急病院
内科、小児科、外科、皮膚科、産婦人科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科、精神科、麻酔科、放射線科、リハビリテーション
科、化学療法科、病理診断科
労働者数
340床
490人
勤務医29人
日直（月１回）：14時～17時
緊急事態に備えての待機、文書又は電話収受等
過去１か月間の実績を調査。
救急指定病院として月25日程度、救急患者を受入。
日直勤務日の14時までは時間外労働として勤務し、14時以降は宿直室に移動して待機。
ほぼ毎回、14時以降も患者への治療等が複数回発生（合計約30分～２時間）。
終業時刻に密着して行う短時間の断続的な労働と判断

（※）始業又は終業時刻に密着して行う短時間（おおむね４時間程度未満）の監視又は断続的な労働は、日直の業務として許可の対象とならない。
（昭和４３年４月９日付け基収７９７号）
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医師の労働時間にかかる論点の取扱い（研鑽）
研鑽が労働時間に該当するかどうかについても、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」に
より判断することとなるが、現場における医師の研鑽の労働時間管理の取扱いについて、第12回検討会
でお示しした案を概ねの内容として、今後、考え方と適切に取り扱うための手続を示すこととしたい。
例えば
8:30

17:30

日勤帯
（所定
内労働
時間）

時間外に残って
研鑽を行ってい
る時間

様々な実態
•
診療ガイドライン等の勉強
•
勉強会の準備、論文執筆
•
上司等の診療や手術の見
学・手伝い

研鑽の類型

 医師の研鑽については、
・ 医学は高度に専門的であることに加え、日進月歩の技術革新がなされており、
・ そのような中、個々の医師が行う研鑽が労働であるか否かについては、当該医
師の経験、業務、当該医療機関が当該医師に求める医療提供の水準等を踏まえ
て、現場における判断としては、当該医師の上司がどの範囲を現在の業務上必須
と考え指示を行うかによらざるを得ない。
 労働に該当する範囲を医師本人、上司、使用者が明確に認識しうるよう、基本と
なる考え方を示すとともに、上司の指示と労働に該当するかどうかの判断との関
係を明確化する手続等を示す。
考え方・手続

診療ガイドラインや
新しい治療法等の勉
強

•
•

一般的に、診療の準備行為等として、労働時間に該当。
ただし、自由な意思に基づき、業務上必須ではない行為を所定労働時
間外に自ら申し出て上司の指示なく行っていることが確認されていれ
ば、労働時間に該当しないものとして取り扱う。

学会・院内勉強会等
への参加や準備、専
門医の取得・更新等

•

こうした研鑽が奨励されている等の事情があっても、自由な意思に基
づき、業務上必須ではない行為を所定労働時間外に自ら申し出て上司
の指示なく行う時間については、一般的に労働時間に該当しない。
ただし、見学中に診療（手伝いを含む。以下同じ。）を行った時間は
労働時間として取扱い、見学の時間中に診療を行うことが慣習化（常
態化）している場合は、見学の時間すべてを労働時間として取り扱う。

当直シフト外で時間
外に待機し、診療や
見学を行うこと

•

必要な手続等
 研鑽を行うことに
ついての医師の申
告と上司の確認
（その記録）
 通常勤務と明確に
切り分ける（突発
的な場合を除き診
療等を指示しない、
服装等）
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働き方改革に関する説明会
（配布資料）
令和４年12月6日

香川労働局
坂出労働基準監督署
労働基準監督官 日野聖人
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事業主・人事労務担当者・労働者の皆さまへ

坂出労働基準監督署

（働き方改革 PR資料）

今日も3分以内で決めてみせる！

あのヒーローだって
上限時間を意識してる
2019年4月から労働時間の上限規制が始まっています
労働時間の削減には労使皆様の意識改革が必要です
労働時間の上限規制とは？【裏面を御覧ください】
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【解説】 労働時間の上限規制とは

２０１９年４月１日施行の働き方改革関連法により、今後の労働時間は以下の３段階の
基準によって規制されることとなりました。

第１段階

労働時間の原則 （法定労働時間）

特例事業場を除いて一週４０時間、１日８時間まで （特例事業場は週４４時間まで）
（特例事業場：労働者１０名未満の規模の商業、保健衛生業、飲食店など）

第２段階 原則的な残業時間の上限 （労使協定による延長）
１月４５時間、１年３６０時間まで （適用猶予業種・職種を除く）

１年単位の変形労働時間制を採用している場合は１月４２時間、１年３２０時間まで

第３段階 特別な事情がある場合の残業時間の上限（特別条項付き労使協定による延長）
法定休日労働を含めて一月１００時間未満、複数月の平均で８０時間まで
１年は７２０時間まで。
超過は法違反！

【上限規制に関するあれこれ】
Ｑ 対象になるのはどんな会社？
Ａ 基本的には全業種の会社が対象 です。一部の業種（建設業）や業務（自動車
運転手、医師）には適用猶予や特例が設けられています。

Ｑ 上限規制に違反するとどうなるの？

Ａ 懲役刑 （6か月以下） または罰金 （30万円以下） が課せられる可能性があります。
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事業主・人事労務担当者・労働者の皆さまへ

坂出労働基準監督署

（働き方改革 PR資料）

２４時間３６５日 暴れてやる

あの怪獣は
上限時間なんて気にしない
2019年4月から労働時間の上限規制が始まっています
上限なき長時間労働は働く人の健康を害する要因です
このあと怪獣はどうなったか？【裏面を御覧ください】
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全員と戦え！

ところで…

【過大な業務】
先輩より先に帰るのか💢

【人間関係への配慮】

もっといい画をく
れ！

【顧客の要望】

かのヒーローとは違い、休まず暴れる怪獣…
でも、時間を気にせず暴れつづけた怪獣はきっとこうなる…
中の人

がおーっ！

パフォーマンス・モチベーションの低下

もう疲れた…

こころとからだの疲労・衰弱

その原因は長時間・過重労働にあります！

【解説】 過重労働による健康障害とは
一般的に労働時間が長くなればなるほど、労働そのものの負荷に加えて、睡眠や休息時間の
不足を招くため、より多くの肉体的疲労が蓄積すると言われています。 また、長時間労働をせざ
るを得ない職場環境（業務過多、人間関係への配慮、顧客要望への対応など）では、ストレス要
因が多く存在している傾向にあり、長時間労働と相まって精神疾患の発症原因にもなりえます。

意識しましょう！あなたとわたしの労働時間
改善しましょう！長時間労働の習慣と環境
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坂出労働基準監督署

労働者を雇用する事業主・人事労務担当者の皆さまへ

2019年4月施行

客観的な記録による
労働時間の把握が
法的義務になりました
～従来のガイドラインによる取り決めから法律上の規定に格上げ～
●労働時間を把握していない場合又は特に理由なく自己申告制を採用している場合
今までは…

これからは…

ガイドラインには
違反するけど
法違反はなし（指導票）

労働時間の未把握は法令違反
是正勧告の対象となります。
☆ただし罰則規定はなし

《詳細は裏面に》
労務管理改善のご相談は、最寄りの労働基準監督署
又は
香川働き方改革推進支援センター（Tel 0120-000-849 ）まで御連絡ください。
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参考条文
労働安全衛生法第66条の8の3
事業者は第66条の8第1項又は前条第1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、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
労働安全衛生規則第52条の7の3
第1項 法第66条の8の3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。
第2項 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、3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。

関連通達
平成30年12月28日付基発1228第16号（改正平成31年3月29日付基発0329第2号）
「 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による改正後の労働安全衛
生法及びじん肺関係の解釈等について 」（解釈通達）
【解釈通達の概要】
問１ 「労働時間の状況」として、事業者は、どのようなことを把握すればよいか。
答１ 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必要がある。
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らない。
問２ 労働時間の把握の対象となる労働者には、裁量労働制の適用者や管理監督者も含まれるか。
答２ 高度プロフェッショナル制度対象労働者を除く全ての労働者が対象となる。

問３ 新安衛則第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。
答３ 「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るが、その場合には、事業者は、「労働時間の適正な把握
のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に沿った措置（対象労働者及び管理者への十分
な説明、必要に応じ実態調査と適宜補正、適正申告を阻害する措置の防止など）を全て講じる必要がある。
問４ 「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」とは、どのような場合か。
答４ 「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をいうこと。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
場合などにおいても、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、認められない。
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当該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、認められない。
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坂出労働基準監督署

労働基準法では労働者を雇用する事業者に対して、労働者名簿や賃金
台帳、出勤簿、年次有給休暇取得管理簿を法定帳簿として整備し、保存
することを義務付けています。
企業には、これらの法定帳簿を正しく作成し運用することで、適正な
労務管理を行っていくことが求められています。

労働基準法で規定された代表的な４帳簿
賃金台帳

労働者名簿

賃金計算の基となる基本帳簿

旧工場法時代から存在する古参の帳簿

・事業場ごとに作成する必要あり

・事業場ごとに作成する必要あり

・必須記載項目は氏名、性別、賃金計

・労働者ごとに作成する必要あり

算期間、労働日数、労働時間数（深

・必須記載項目は氏名、生年月日、履歴、

夜・休日・残業時間を含む）、基本

性別、住所、従事する業務、雇入年月

給及び手当額、賃金控除額など

日、退職年月日など
NEW！

出勤簿（労働時間を記録した帳簿）

年次有給休暇管理簿

法条文には明記されていない隠れ帳簿

平成31年4月から追加された新入り帳簿

・厚労省のガイドラインにより「労働関
係に関する重要な書類」であると明記
・記載項目は、氏名、出勤日、出
勤日毎の始業・終業時間、休憩
時間、残業時間など

・労働者ごとに作成する必要あり
・必須記載項目は取得日、付与日、日数

・管理簿の様式は任意のもので可
・登場してから日が浅いため、知名度は
まだまだ低い

上記帳簿の保存年限はいずれも3年間です。
規定に違反した場合には罰則が適用されることがあります（年次有給休暇管理簿を除く）。
《法定帳簿に関して多く見られる指導事項は裏面をご確認ください》
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法定帳簿に関してよくある指導事項
賃金台帳に関して
□ 保存年限未了の賃金台帳を廃棄してしまっている（保存義務違反）
…最後の記入の日から起算して3年間の保存が必要
□ 賃金計算期間（〇月分、〇月〇日～〇日など）の記載がない
□ 労働時間数、残業時間数、深夜労働時間数などの記載がない（特に残業時間）
□ 台帳に性別が記載されていない
□ 事務委託した会社や社会保険労務士に台帳を預けており、すぐに確認できない

労働者名簿に関して
□ 退職者の労働者名簿を廃棄してしまっている（保存義務違反）
…退職の日から起算して3年間の保存が必要
□ 退職者の名簿に退職年月日や退職事由を記載していない
□ 名簿に履歴が記載されていない
□ 名簿に本籍が記載されたままとなっている（平成9年法改正で必須項目から削除）

出勤簿（労働時間を記録した帳簿）に関して
□ 保存年限未了の出勤日を廃棄してしまっている（保存義務違反）
…出勤簿を必要とする業務が完結した日から起算して3年間の保存が必要
□ 押印など出退勤の確認のみで、始業・終業時間が記録されていない

□ 中抜けを認めている場合や随時休憩を取得させている場合に休憩時間の記載がない

年次有給休暇管理簿
□ 作成義務を知らないため未作成である
□ 年次有給休暇の付与日（＝基準日）と付与日数の記載がされていない
□ 具体的な取得日が記載されていない

以上は指導の一例です。
同種の問題が発生していないか社内点検を進めましょう！
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労働基準法令では従業員向けの様々な周知義務が定められています（詳細は裏面）
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●周知の方法は概ね以下の3つとなります

労働基準関係法令で周知が義務付けられているもの
社内掲示してもよし

１ 労働基準法に規定されるもの（主に労基法第106条）
□ 労働基準法及びこれに基づく命令の要旨

□ 36協定、その他労働時間・休憩に関する労使協定

□ 就業規則 □ 賃金控除協定 □ 時間単位の年次有給休暇付与に関する協定

□ 寄宿舎規則

PC上で見れるようにしてもよし

書面で交付してもよし

２ 最低賃金法に規定されるもの（主に最賃法第8条、則6条）
□ 最低賃金の概要 （適用範囲と最低賃金額、最賃に算入しない賃金、効力発生年月日）

３ 労働安全衛生法に規定されるもの（安衛法第103条ほか）
□ 労働安全衛生法及びこれに基づく命令の要旨

□ 安全衛生推進者の氏名

□ 産業医の業務内容（職務、相談方法、情報管理の方法

□ 作業主任者の氏名及び職務

□ 安全衛生委員会の議事の概要

□ 化学物質のSDSに記載された事項

□ 危険物及び化学物質の新規取扱時又は用途変更時のリスクアセスメント（調査）結果
□ 作業計画 ①フォークリフト、②車両系木材伐出機械、③林業架線作業、④簡易架線集材装置、⑤車両系建設機械、⑥高所作業車
⑥ジャッキ式つり上げ装置による荷の昇降、⑦建築物等の鉄骨組立て等の作業、⑧鋼橋架設等の作業、⑨コンクリート造の工作物の解体等の作業
⑩コンクリート橋の架設、⑪ロープ高所作業
□ 作業方法・手順など ①コンクリートポンプ車の輸送管の組み立て等、②くい打ち機械等の組み立て等、③化学設備及び付属設備の改造等

④液化酸素の製造設備の改造等、電気工事の作業、⑤採石作業時の運搬機械等の運行経路等、⑥足場の組立て等作業
⑦軌道装置における信号装置の表示方法・人車の搭乗定員数、⑧作業構台の組立て等作業、⑨移動式クレーンを用いた作業
⑩エレベーターの運転方法
□ 避難・救護に関する事項 ①救急用具の備付け場所及び使用方法、②土石流危険河川で建設工事を行う際のサイレン・避難設備の設置場所
③ずい道内でガス・アーク溶接等する際の消火設備の設置場所等、④港湾荷役で危険物を取り扱う際の物質の飛散・漏洩時の措置
□ 合図

①起動装置の運転に関する合図、②コンクリート造工作物解体時の引き倒しの合図

４ じん肺法に規定されるもの（主に第35条の2）
□ じん肺法及びこれに基づく命令の要旨
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坂出労働基準監督署

賃金

就業時間

業務内容

雇用期間

是非裏面もご覧ください

○労働条件通知書は厚生労働省のホームページからダウンロード可能です
厚生労働省 主要様式ダウンロード

検索

携帯電話
スマホでも >>>
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パートやアルバイト
も対象じゃよ！

①契約期間（有期雇用の場合は契約更新の有無）に関すること、②就業場所・従事する業務に関すること、
③就業時間（始業終業時間・残業の有無・休憩・休日・休暇など）に関すること、④賃金計算及び支払方
法・昇給に関すること、⑤退職に関すること（解雇事由含む）、⑥退職手当に関すること、⑦臨時の賃
金に関すること、⑧労働者が負担する費用（食費、作業用品）に関すること、⑨安全衛生に関すること、
⑩職業訓練に関すること、⑪災害補償等に関すること、⑫賞罰に関すること、⑬休職に関すること

下線付きの事項は書面交付又はFAX・メール等（※1）により通知する必要があります。
※１ FAX・メール等の通知は労働者が希望した場合のみ

そんな仕事するなんて
聞いてませんよ。
異動や転勤があること
も聞いてないし、僕は
絶対応じません！
最初にきちんと伝えて
おけばよかった…

聞いていた時給より低
い金額じゃないか！
あと、賞与が出ないな
んて聞いてないぞ！！
賃金のトラブル

業務・配置転換のトラブル

試用期間があるなんて
聞いてないわ！
継続して勤められると
思っていたのに！！

雇用期間のトラブル

労使の信頼関係の構築は労働条件通知書の交付から始まります︕
大事なことはしっかりと確認・通知してから雇用関係をスタートさせましょう︕
ご不明な点は坂出労働基準監督署（0877-46-3196）までお気軽にお問合せください。
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坂出労働基準監督署

過大な四捨五入
給料は分かりやすく
100円単位で四捨五入
して計算しています！

労働時間は日ごとに1
時間単位で四捨五入し
ています！

円未満の金額は支払い
ようがないので切捨て
ています！

労働時間の『切捨て』
始業時間までの労働時間の
端数はノーカウント

残業申請は15分単位で
端数は切捨て！

分単位の有給休暇
は切り捨てたから
使えないよ！！

計算が複雑になるので、
10円未満の残業単価は
切り捨てて計算してい
ます。

賃金の『切捨て』

有給休暇の時間の『切捨て』

意外と多い︕︖ 端数のトラブル
思いがけない『不足』にご注意ください

詳細は裏面をご覧ください
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労働基準法上の端数処理のルール
端数処理の大原則
一律に賃金額、労働時間数に不足が生じる方法はNG︕︕
例外的な運用が認められるのは以下の場合のみです。
平均賃金を算定する際の端数処理のルール
□ １日平均賃金算定に当たり、銭未満の端数を生じた時にはこれを切捨て、各種補償
等においてはこれに所定日数を乗じてその総額を算出してもよい。
（昭和22年11月5日付け基発232号）

割増賃金計算時の端数処理のルール
□ 以下の方法による場合には賃金不払いに係る法違反としては取り扱わない。
①1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端
数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
②一か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金額の総額に1円未
満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる
こと。（昭和63年3月14日付け基発150号）

労働時間の端数処理のルール
□ 以下の方法による場合には賃金不払いに係る法違反としては取り扱わない。
①一か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間
未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上
げること。（昭和63年3月14日付け基発150号）

年次有給休暇の端数のルール
□ 年次有給休暇を時間単位で取得させる場合、年次有給休暇1日分に相当する時間数は
当該労働者の1日の所定労働時間数を下回らないものとすること。具体的には、1時間
に満たない時間数については、時間単位に切り上げる必要があること。
（平成21年10月5日付け基発1005第1号）

ご不明な点は坂出労働基準監督署（0877-46-3196）までお気軽にお問合せください。
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（資料出所） 厚生労働省｢就労条件総合調査｣（平成11年以前は「賃金労働時間制度等総合調査」による）

・令和2年度過去最大取得率
・今後も取得日数は増加傾向
・平成31年4月1日より年5日の取得義務
施行済み
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〇時間単位の年次有給休暇

採用率右肩
上がり

・労使協定の締結、就業規則への記載により採用
可能

・労使協定の締結、就業規則への記載により採用
可能

・多用途に使用可能
・労働者のニーズに合わせた制度
・合計年5日分が上限
注意

〇年次有給休暇の計画的付与制度

採用率
急上昇

・使用者は管理がしやすく、労働者は気兼ねなく休暇を
取得できる
注意 最低5日分は労働者の自由な取得を保障

時間単位の年次有給休暇は年5日の取得義

新入社員等付与日数が少ない労働者への対応が必

務の対象とはなりえない

要

〇年次有給休暇の申請について

〇年次有給休暇管理簿

・原則労働者の請求する時季に与える

・平成31年4月から追加された帳簿

・請求にあたり請求理由等を確認してはいけない

・必須記載項目は取得日、付与日、取得日数

・申請時期を明確に

・様式は任意様式
・3年間の保存義務

〇その他諸々
・年次有給休暇は雇用形態にかかわらず付与される
・年次有給休暇の時効は2年間

詳細は右記ＱＲコード参照
（年5日の年次有給休暇の確実
な取得 わかりやすい解説）

※年次有給休暇その他労働基準法関連にかかる相談はお近くの労働基準監督署へ
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坂出労働基準監督署 R4.9

労働者を雇用する事業主・人事労務担当者・労働者の皆さまへ

香川県の最低賃金
香川県地域別最低賃金

878円

令和4年10月1日
から適用

最低賃金の引き上げで助成
金がもらえる・・・！？
詳細は別紙参照！！

【最低賃金に関するあれこれ】
・上記の香川県地域別最低賃金は香川県内で働くすべての労働者に適用されます（正社員、非正規社員、パート、
アルバイト等雇用形態にかかわらず適用）。
・近年全国的に最低賃金が上昇傾向にあります。
香川県地域別最低賃金 Ｒ4年10月1日 878円（＋30円）
全国加重平均 Ｒ4年10月1日 961円（＋31円）
Ｒ3年10月1日 848円（＋28円）
Ｒ3年10月1日 930円（＋28円）
Ｒ2年10月1日 820円（＋2円）
Ｒ2年10月1日 902円（＋1円）
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特定最低賃金について
香川県内において以下の業種に該当する労働者には、特定最低賃金
（産業別最低賃金）が適用されます（地域別最低賃金と特定最低賃
金の両方が適用される場合は高い方の金額が適用）。
⚠特定最低賃金の適用日は地域別最低賃金とは異なります（令和3年
度は令和3年12月5日適用、令和4年度は日程未定）。
・香川県冷凍調理食品製造業
・はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
（※計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品
製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業を除く）
・船舶製造・修理業、舶用機関製造業
・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
（※光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業、電池製造業、その他の電気機械器具製造業を除く）
▲注意事項▲
最低賃金には、臨時に支払われる賃金（結婚手当等）・１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与
等）、 時間外・休日・深夜の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は算入されません。
最低賃金についてのご相談・お問い合わせ先
香川労働局労働基準部 賃金室 087-811-8919

坂出労働基準監督署 0877-46-3196
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時間外労働
に関する協定届
休日労働

チェックポイント例
様式第９号の４（第 70 条関係）
事業の種類

労働保険番号

都道府県

法人番号

事業の名称

時
間
外
労 ① 下記②に該当しない労働者
働

労働者数

業務の種類

―

管轄

基幹番号

所定労働時間
（１日）
（任意）

満 18 歳

(以上の者)

枝番号

被一括事業場番号

□□□□□□□□□□□□□
協定の有効期間

）※提出先は所在地を管轄する監督署に！
（電話番号：
－
－
）
延長することができる時間数
１年（①については 360 時間まで、
②については 320 時間まで）
起算日
(年月日)
所定労働時間を
所定労働時間を
所定労働時間を
法定労働時間を
法定労働時間を
法定労働時間を
超 え る 時間 数
超 え る 時間 数
超 え る 時間 数
超 え る 時間 数
超 え る 時間 数
超 え る 時間 数
（任意）
（任意）
（任意）
１日

１箇月（①については 45 時間ま
で、②については 42 時間まで）

問い合わせなどの対応が出来る番号を記入する

記入漏れが特に多い！

② １年単位の変形労働時間制に
より労働する労働者
休
日
労
働

所掌

事業の所在地（電話番号）
（〒

※提出単位は事業場(拠点)ごとなので注意！

時間外労働をさせる
必要のある具体的事由

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

休日労働をさせる必要のある具体的事由

業務の種類

労働者数
満 18 歳

(以上の者)

所定休日
（任意）

労働させることができる
法 定 休 日 の 日 数

労働させることができる法定
休日における始業及び終業の時刻

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ２箇月から６箇月までを平均して 80 時間を超過しないこと（医業に従事する医師は除く。）。
☐（チェックボックスに要チェック）

【医業に従事する医師】
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ１年について 960 時間（Ｂ水準医療機関若しくはＣ水準医療機関において当該指定に係る業務に従事する医師
又は連携Ｂ水準医療機関から他の病院若しくは診療所に派遣される医師（当該指定に係る派遣に係るものに限る。
）については 1,860 時間）以下でなければならないこと（ただし、１箇月について 100 時間以上となることが見込まれる医師について
、面接指導を実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずる場合は、１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上になつても差し支えない。
）
。
☐（チェックボックスに要チェック）
1 箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上となることが見込まれる場合、以下の措置を講ずること。
１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間に到達する前に疲労の蓄積の状況等を確認し、面接指導を行うこと（Ａ水準医療機関で勤務する医師で疲労の蓄積が認められない場合は、100 時間以上となつた後での面接
指導でも差し支えない。
）。また、面接指導を行つた医師の意見を踏まえ、労働者の健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずること。
☐（チェックボックスに要チェック）
１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 155 時間を超えた場合、労働時間短縮のための具体的な措置を行うこと。
協定の成立年月日

年

月

日←漏れなく記入する

☐（チェックボックスに要チェック）

役職がない場合は職種を記入

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

職名
氏名
）

「選挙」、「互選」
、「信任」など選出方法をを記入

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

月

日
使用者

労働基準監督署長殿

職名
氏名

本届出を協定書とする場合
には労使双方の署名押印が
必要となります！
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労働保険番号

時間外労働
に関する協定届
休日労働

チェックポイント例

都道府県

事業の名称
（〒

―

所掌

管轄

基幹番号

枝番号

被一括事業場番号

□□□□□□□□□□□□□

法人番号

様式第９号の５（第 70 条関係）
事業の種類

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

事業の所在地（電話番号）
）※提出先は所在地を管轄する監督署に！

協定の有効期間

※提出単位は事業場(拠点)ごとなので注意！
時間外労働をさせる
必要のある具体的事由

（電話番号：
－
－
）
延長することができる時間数

所定労働時間
（１日）
（任意）

１年（①については 360 時間ま

労働者数
業務の種類

１箇月（①については 45 時間ま

１日

で、②については 42 時間まで）

満 18 歳

(以上の者)

で、②については 320 時間まで）

起算日
(年月日)

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

（任意）

（任意）

問い合わせなどの対応が出来る番号を記入する
時
間 ① 下記②に該当しない労働者
外
労
働

記入漏れが特に多い！

② １年単位の変形労働時間制
により労働する労働者

労働者数
休
日
労
働

休日労働をさせる必要のある具体的事由

業務の種類

満 18 歳

(以上の者)

所定休日
（任意）

労働させることができる
法 定 休 日 の 日 数

労働させることができる法定
休日における始業及び終業の時刻

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

☐（チェックボックスに要チェック）
【医業に従事する医師】
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ１年について 960 時間（Ｂ水準医療機関若しくはＣ水準医療機関において当該指
定に係る業務に従事する医師又は連携Ｂ水準医療機関から他の病院若しくは診療所に派遣される医師（当該指定に係る派遣に係るものに限る。）については 1,860 時間）以下でなければならないこと（ただし、１箇月に
ついて 100 時間以上となることが見込まれる医師について、面接指導を実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずる場合は、１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上になつて
も差し支えない。
）。

☐（チェックボックスに要チェック）
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時間外労働
に関する協定届（特別条項）
休日労働

様式第９号の５（第 70 条関係）

１年
１箇月
１日
（任意）

（時間外労働及び休日労働を合算した時間数。100 時間未満
に限る。ただし、②-⑤について、面接指導を実施し、健康
確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずることとして
いる場合はこの限りではない。
）

業務の種類

満 18 歳

(以上の者)

延長することができる時間数

法定労働時間を
超える時間数

①
（下記②-⑤以外
の者）

②
Ａ水準医療機関
で勤務する医師

③
Ｂ水準医療機関
で対象業務に従
事する医師

④
連携Ｂ水準医療
機関で対象業務
に従事する医師

⑤
Ｃ水準医療機関
で対象業務に従
事する医師

起算日
(年月日)

労働者数
臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合

（①については 720 時間以内（時間外労働のみの
時間数）、②･④については 960 時間以内、③･⑤
については 1,860 時間以内（②-⑤は時間外労働
及び休日労働を合算した時間数）に限る。）

延長することができる時間数
及び休日労働の時間数

延長することができる時間数

限度時間を超え
て労働させるこ
所定労働時間を とができる回数 法定労働時間を超 所定労働時間を超 限度時間を超 法定労働時間を
超 え る 時 間 数 （①については、 える時間数と休日 える時間数と休日 えた労働に係 超 え る 時 間 数
る割増賃金率
（任意）
６回以内、②-⑤に 労働の時間数を合 労働の時間数を合
算した時間数
ついては任意） 算した時間数
（任意）

所定労働時間を 限度時間を超
超 え る 時 間 数 えた労働に係
る割増賃金率
（任意）
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限度時間を超えて労働させる場合における手続
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び
福祉を確保するための措置

（該当する番号）

（具体的内容）

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

☐（チェックボックスに要チェック）

除く。
）。
【医業に従事する医師】

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ１年について 960 時間（Ｂ水準医療機関若しくはＣ水準医療機関において当該指定
に係る業務に従事する医師又は連携Ｂ水準医療機関から他の病院若しくは診療所に派遣される医師（当該指定に係る派遣に係るものに限る。
）については 1,860 時間）以下でなければならないこと（ただし、１箇月につい
て 100 時間以上となることが見込まれる医師について、面接指導を実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずる場合は、１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上になつても差し

☐（チェックボックスに要チェック）

支えない。
）。
③－⑤の場合、都道府県知事からＢ水準医療機関、連携Ｂ水準医療機関又はＣ水準医療機関としての指定を受けていること。

☐（チェックボックスに要チェック）

協定で定める 1 箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上である場合には、以下の措置を講ずること。
１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間に到達する前に疲労の蓄積の状況等を確認し、面接指導を行うこと（②で疲労の蓄積が認められない場合は、100 時間以上となつた後での面接指導で
も差し支えない。
）。また、面接指導を行つた医師の意見を踏まえ、労働者の健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずること。
１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 155 時間を超えた場合、労働時間短縮のための具体的な措置を行うこと。

☐（チェックボックスに要チェック）
☐（チェックボックスに要チェック）

③－⑤の場合、１年の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 960 時間を超えることが見込まれる者に対して、勤務間インターバルの確保等により休息時間を確保すること。☐（チェックボックスに要チェック）
協定の成立年月日

年

月

日←漏れなく記入する

役職がない場合は職種を記入

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

職名
氏名
）

「選挙」、「互選」
、「信任」など選出方法をを記入

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

月

日
使用者

労働基準監督署長殿

職名
氏名

本届出を協定書とする場合
には労使双方の署名押印が
必要となります！
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時間外労働
に関する協定届
休日労働
様式第９号の４（第 70 条関係）
事業の種類

労働保険番号

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
都道府県

法人番号

事業の名称

所掌

管轄

基幹番号

―

被一括事業場番号

□□□□□□□□□□□□□

事業の所在地（電話番号）
（〒

枝番号

協定の有効期間

）
（電話番号：
－
－
）
延長することができる時間数

時間外労働をさせる
必要のある具体的事由

労働者数

業務の種類

(以上の者)

業務の種類

(以上の者)

満 18 歳

所定労働時間
（１日）
（任意）

時
間
外
労 ① 下記②に該当しない労働者
働

１年（①については 360 時間まで、
②については 320 時間まで）
１日
起算日
(年月日)
所定労働時間を
所定労働時間を
所定労働時間を
法定労働時間を
法定労働時間を
法定労働時間を
超 え る 時間 数
超 え る 時間 数
超 え る 時間 数
超 え る 時間 数
超 え る 時間 数
超 え る 時間 数
（任意）
（任意）
（任意）
１箇月（①については 45 時間ま
で、②については 42 時間まで）

② １年単位の変形労働時間制に
より労働する労働者
休
日
労
働

休日労働をさせる必要のある具体的事由

労働者数
満 18 歳

所定休日
（任意）

労働させることができる
法 定 休 日 の 日 数

労働させることができる法定
休日における始業及び終業の時刻

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ２箇月から６箇月までを平均して 80 時間を超過しないこと（医業に従事する医師は除く。）。
☐（チェックボックスに要チェック）

【医業に従事する医師】
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ１年について 960 時間（Ｂ水準医療機関若しくはＣ水準医療機関において当該指定に係る業務に従事する医師
又は連携Ｂ水準医療機関から他の病院若しくは診療所に派遣される医師（当該指定に係る派遣に係るものに限る。
）については 1,860 時間）以下でなければならないこと（ただし、１箇月について 100 時間以上となることが見込まれる医師について
、面接指導を実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずる場合は、１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上になつても差し支えない。
）
。
☐（チェックボックスに要チェック）
1 箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上となることが見込まれる場合、以下の措置を講ずること。
１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間に到達する前に疲労の蓄積の状況等を確認し、面接指導を行うこと（Ａ水準医療機関で勤務する医師で疲労の蓄積が認められない場合は、100 時間以上となつた後での面接
指導でも差し支えない。
）。また、面接指導を行つた医師の意見を踏まえ、労働者の健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずること。
☐（チェックボックスに要チェック）
１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 155 時間を超えた場合、労働時間短縮のための具体的な措置を行うこと。
協定の成立年月日

年

月

☐（チェックボックスに要チェック）

日

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

協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法（

職名
氏名
）

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

月

日
使用者

労働基準監督署長殿

職名
氏名
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様式第９号の４（第 70 条関係）（裏面）
（記載心得）
１ 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基準法第 36 条

時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上となることが見込まれる場合のチェックボックスに

第６項第１号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と区別して記入すること。な

係る記載中の面接指導及び健康確保のために必要な就業上の適切な措置とは、労働基準法施行規則第 69 条の３

お、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければなら

第２項第２号から第４号まで又は医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一

ないことに留意すること。

条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令第３条第１項第２号から第４号までに規定するものであ

２ 「労働者数（満 18 歳以上の者）」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の数を記入するこ

ること。

と。

（４） １箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 155 時間（医療法施行規則に定める時間）を超えた場合

３ 「延長することができる時間数」の欄の記入に当たつては、次のとおりとすること。時間数は労働基準法第 32 条か

に行うべき労働時間短縮のための具体的な措置は、医療法第 108 条第６項に規定する措置とすること。

ら第 32 条の５まで又は第 40 条の規定により労働させることができる最長の労働時間（以下「法定労働時間」という。
）

（５） 医業に従事する医師についてチェックボックスが設けられている項目のうち、該当する項目であるにもかかわ

を超える時間数を記入すること。

らず、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留意すること。

（１） 「１日」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、１日についての延長すること

９ 「Ａ水準医療機関」とは病院（医療法第１条の５第１項に規定する病院をいう。
）若しくは診療所（同条第２項に規定す

ができる限度となる時間数を記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合において

る診療所をいう。
）又は介護老人保健施設（介護保険法第８条第 28 項に規定する介護老人保健施設をいう。）若しくは介護

は、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。

医療院（同条第 29 項に規定する介護医療院をいう。
）のうち医療法に基づく次のいずれの指定も受けていないものをいい、

（２） 「１箇月」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、
「１年」の欄に記入する「起

「Ｂ水準医療機関」とは医療法第 113 条第１項の規定による指定を受けた病院又は診療所を、
「連携Ｂ水準医療機関」とは

算日」において定める日から１箇月ごとについての延長することができる限度となる時間数を 45 時間（対象期間

同法第 118 条第１項の規定による指定を受けた病院又は診療所を、「Ｃ水準医療機関」とは同法第 119 条第１項又は第 120

が３箇月を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者については、42 時間）の範囲内で記入すること。な
お、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入

条第１項の規定による指定を受けた病院又は診療所をいうこと。
10

することができる。

協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組

合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代表する者は、労働基準法施行規則

（３） 「１年」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、
「起算日」において定める日か

第６条の２第１項の規定により、労働基準法第 41 条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に

ら１年についての延長することができる限度となる時間数を 360 時間（対象期間が３箇月を超える１年単位の変形

規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者で

労働時間制により労働する者については、320 時間）の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間

あつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならない

数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。

ことに留意すること。また、これらの要件を満たしていても、当該要件に係るチェックボックスにチェックがない場合に

４ 上記３について、同欄に記入する時間数にかかわらず、医業に従事する医師以外の者については、時間外労働及び休
日労働を合算した時間数が１箇月について 100 時間以上となつた場合、及び２箇月から６箇月までを平均して 80 時間

は、届出の形式上の要件に適合していないことに留意すること。
11

を超えた場合には労働基準法違反（同法第 119 条の規定により６箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金）となること
に留意すること。また、医業に従事する医師については、同欄に記入する時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労

本様式をもつて協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明らかとなるよう

な方法により締結するよう留意すること。
12

働を合算した時間数が１箇月について 100 時間以上となつた場合（労働基準法施行規則第 69 条の３第２項第２号から

本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入することで差し支え

ない。

第４号まで又は医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令
で定める時間等を定める省令第３条第１項第２号から第４号までに規定するところにより面接指導等を行つた場合（Ａ
水準医療機関で勤務する医師については事後の面接指導を行つた場合も含む。）を除く。
）
、及び１年について 960 時間

（備考）
１

労働基準法施行規則第 24 条の２第４項の規定により、労働基準法第 38 条の２第２項の協定（事業場外で従事する業務の遂行に通常必要とされる時間を協定する場合の

（Ｂ水準医療機関若しくはＣ水準医療機関において当該指定に係る業務に従事する医師又は連携Ｂ水準医療機関から

当該協定）の内容を本様式に付記して届け出る場合においては、事業場外労働の対象業務については他の業務とは区別し、事業場外労働の対象業務である旨を括弧書きした

他の病院若しくは診療所に派遣される医師（当該指定に係る派遣に係るものに限る。）については 1,860 時間）を超え

上で、
「所定労働時間」の欄には当該業務の遂行に通常必要とされる時間を括弧書きすること。また、
「協定の有効期間」の欄には事業場外労働に関する協定の有効期間を括

た場合には労働基準法違反（同法第 141 条第５項の規定により６箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金）となること
に留意すること。

弧書きすること。
２

労働基準法第 38 条の４第５項の規定により、労使委員会が設置されている事業場において、本様式を労使委員会の決議として届け出る場合においては、委員の５分の４

５ ②の欄は、労働基準法第 32 条の４の規定による労働時間により労働する労働者（対象期間が３箇月を超える１年単

以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協定」とあるのは「労使委員会の決

位の変形労働時間制により労働する者に限る。）について記入すること。なお、延長することができる時間の上限は①

議」と、
「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数について任期を定めて指名した労働組合」と、
「協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場

の欄の労働者よりも短い（１箇月 42 時間、１年 320 時間）ことに留意すること。

合）の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数について任期を定めて指名した者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法」と読み替えるものとする。なお、

６ 「労働させることができる法定休日の日数」の欄には、労働基準法第 35 条の規定による休日（１週１休又は４週４
休であることに留意すること。）に労働させることができる日数を記入すること。
７ 「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第 35 条の規定による休日
であつて労働させることができる日の始業及び終業の時刻を記入すること。

委員の氏名を記入するに当たつては、任期を定めて指名された委員とその他の委員とで区別することとし、任期を定めて指名された委員の氏名を記入するに当たつては、同
条第２項第１号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者に任期を定めて指名された委員の氏名を記入することに留意すること。
３

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第７条の規定により、労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場において、本様式を労働時間等設定改善委員会の決

８（１） 労働基準法第 36 条第６項第２号及び第３号の要件を遵守する趣旨のチェックボックスについて、
「２箇月から

議として届け出る場合においては、委員の５分の４以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することと

６箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した２箇月から６箇月までの期間を指すことに留意する

し、本様式中「協定」とあるのは「労働時間等設定改善委員会の決議」と、
「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者である労働組合」と、

こと。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留意すること（医業に

「協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法」と読み

従事する医師は除く。）。

替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たつては、推薦に基づき指名された委員とその他の委員とで区別することとし、推薦に基づき指名された委員の氏名を

（２）

「医業に従事する医師」とは、労働基準法第 141 条第１項に規定する医師をいうこと。

（３） 医業に従事する医師についての労働時間の上限を遵守する趣旨のチェックボックスに係る記載並びに１箇月の

記入するに当たつては、同条第１号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合
においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名された委員の氏名を記入することに留意すること。
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労働保険番号

時間外労働
に関する協定届
休日労働

都道府県

事業の名称
（〒

―

所掌

管轄

基幹番号

枝番号

被一括事業場番号

□□□□□□□□□□□□□

法人番号

様式第９号の５（第 70 条関係）
事業の種類

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

事業の所在地（電話番号）
）

協定の有効期間

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

１日

労働者数 所定労働時間
業務の種類

満 18 歳

(以上の者)

１箇月（①については 45 時間ま
で、②については 42 時間まで）

（１日）
（任意）

で、②については 320 時間まで）

起算日
(年月日)

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

（任意）

（任意）

時
間 ① 下記②に該当しない労働者
外
労
働

② １年単位の変形労働時間制
により労働する労働者

労働者数
休
日
労
働

休日労働をさせる必要のある具体的事由

業務の種類

満 18 歳

(以上の者)

所定休日
（任意）

労働させることができる
法 定 休 日 の 日 数

労働させることができる法定
休日における始業及び終業の時刻

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

☐（チェックボックスに要チェック）
【医業に従事する医師】
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ１年について 960 時間（Ｂ水準医療機関若しくはＣ水準医療機関において当該指
定に係る業務に従事する医師又は連携Ｂ水準医療機関から他の病院若しくは診療所に派遣される医師（当該指定に係る派遣に係るものに限る。）については 1,860 時間）以下でなければならないこと（ただし、１箇月に
ついて 100 時間以上となることが見込まれる医師について、面接指導を実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずる場合は、１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上になつて
も差し支えない。
）。

☐（チェックボックスに要チェック）

191

様式第９号の５（第 70 条関係）（裏面）
（記載心得）
１ 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働
基準法第 36 条第６項第１号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業
務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化すること
により当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
２ 「労働者数（満 18 歳以上の者）」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の
数を記入すること。
３ 「延長することができる時間数」の欄の記入に当たつては、次のとおりとすること。時間数は労働基
準法第 32 条から第 32 条の５まで又は第 40 条の規定により労働させることができる最長の労働時間
（以下「法定労働時間」という。
）を超える時間数を記入すること。
（１） 「１日」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、１日について
の延長することができる限度となる時間数を記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数に
ついても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
（２） 「１箇月」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、
「１年」の欄
に記入する「起算日」において定める日から１箇月ごとについての延長することができる限度とな
る時間数を 45 時間（対象期間が３箇月を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者につ
いては、42 時間）の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定す
る場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
（３） 「１年」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、
「起算日」に
おいて定める日から１年についての延長することができる限度となる時間数を 360 時間（対象期間
が３箇月を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者については、320 時間）の範囲内で
記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働
時間を超える時間数を併せて記入することができる。
４ 上記３について、同欄に記入する時間数にかかわらず、医業に従事する医師以外の者については、時
間外労働及び休日労働を合算した時間数が１箇月について 100 時間以上となつた場合、及び２箇月から
６箇月までを平均して 80 時間を超えた場合には労働基準法違反（同法第 119 条の規定により６箇月以
下の懲役又は 30 万円以下の罰金）となることに留意すること。また、医業に従事する医師については、
同欄に記入する時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が１箇月について 100
時間以上となつた場合（労働基準法施行規則第 69 条の３第２項第２号から第４号まで又は医療法第百
二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時
間等を定める省令第３条第１項第２号から第４号までに規定するところにより面接指導等を行つた場
合（Ａ水準医療機関で勤務する医師については事後の面接指導を行つた場合も含む。）を除く。）、及び１
年について 960 時間（Ｂ水準医療機関若しくはＣ水準医療機関において当該指定に係る業務に従事する
医師又は連携Ｂ水準医療機関から他の病院若しくは診療所に派遣される医師（当該指定に係る派遣に係
るものに限る。）については 1,860 時間）を超えた場合には労働基準法違反（同法第 141 条第５項の規定
により６箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金）となることに留意すること。
５ ②の欄は、労働基準法第 32 条の４の規定による労働時間により労働する労働者（対象期間が３箇月
を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者に限る。）について記入すること。なお、延長する
ことができる時間の上限は①の欄の労働者よりも短い（１箇月 42 時間、１年 320 時間）ことに留意する
こと。

６ 「労働させることができる法定休日の日数」の欄には、労働基準法第 35 条の規定による休日（１週１休
又は４週４休であることに留意すること。）に労働させることができる日数を記入すること。
７ 「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第 35 条の規定
による休日であつて労働させることができる日の始業及び終業の時刻を記入すること。
８（１） 労働基準法第 36 条第６項第２号及び第３号の要件を遵守する趣旨のチェックボックスについて、
「２箇月から６箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した２箇月から６箇月までの
期間を指すことに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定と
はならないことに留意すること（医業に従事する医師は除く。）
。
（２） 「医業に従事する医師」とは、労働基準法第 141 条第１項に規定する医師をいうこと。また、医
業に従事する医師についての労働時間の上限を遵守する趣旨のチェックボックスにチェックがない
場合には有効な協定とはならないことに留意すること。
９ 「Ａ水準医療機関」とは病院（医療法第１条の５第１項に規定する病院をいう。）若しくは診療所（同条
第２項に規定する診療所をいう。
）又は介護老人保健施設（介護保険法第８条第 28 項に規定する介護老人
保健施設をいう。
）若しくは介護医療院（同条第 29 項に規定する介護医療院をいう。
）のうち医療法に基づ
く次のいずれの指定も受けていないものをいい、
「Ｂ水準医療機関」とは医療法第 113 条第１項の規定によ
る指定を受けた病院又は診療所を、
「連携Ｂ水準医療機関」とは同法第 118 条第１項の規定による指定を受
けた病院又は診療所を、
「Ｃ水準医療機関」とは同法第 119 条第１項又は第 120 条第１項の規定による指定
を受けた病院又は診療所をいうこと。
10 上記８（２）に関し、チェックボックスに係る記載中の面接指導及び健康確保のために必要な就業上の
適切な措置とは、労働基準法施行規則第 69 条の３第２項第２号から第４号まで又は医療法第百二十八条の
規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省
令第３条第１項第２号から第４号までに規定するものであること。
11 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で
組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代
表する者は、労働基準法施行規則第６条の２第１項の規定により、労働基準法第 41 条第２号に規定する監
督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして
実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出され
たものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。
12 本様式をもつて協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明
らかとなるような方法により締結するよう留意すること。
13 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入する
ことで差し支えない。
（備考）
労働基準法施行規則第 24 条の２第４項の規定により、労働基準法第 38 条の２第２項の協定（事業場外
で従事する業務の遂行に通常必要とされる時間を協定する場合の当該協定）の内容を本様式に付記して届
け出る場合においては、事業場外労働の対象業務については他の業務とは区別し、事業場外労働の対象業
務である旨を括弧書きした上で、
「所定労働時間」の欄には当該業務の遂行に通常必要とされる時間を括弧
書きすること。また、
「協定の有効期間」の欄には事業場外労働に関する協定の有効期間を括弧書きするこ
と。
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時間外労働
に関する協定届（特別条項）
休日労働

様式第９号の５（第 70 条関係）

１年
１箇月
１日
（任意）

（時間外労働及び休日労働を合算した時間数。100 時間未満
に限る。ただし、②-⑤について、面接指導を実施し、健康
確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずることとして
いる場合はこの限りではない。
）

業務の種類

満 18 歳

(以上の者)

延長することができる時間数

法定労働時間を
超える時間数

①
（下記②-⑤以外
の者）

②
Ａ水準医療機関
で勤務する医師

③
Ｂ水準医療機関
で対象業務に従
事する医師

④
連携Ｂ水準医療
機関で対象業務
に従事する医師

⑤
Ｃ水準医療機関
で対象業務に従
事する医師

起算日
(年月日)

労働者数
臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合

（①については 720 時間以内（時間外労働のみの
時間数）、②･④については 960 時間以内、③･⑤
については 1,860 時間以内（②-⑤は時間外労働
及び休日労働を合算した時間数）に限る。）

延長することができる時間数
及び休日労働の時間数

延長することができる時間数

限度時間を超え
て労働させるこ
所定労働時間を とができる回数 法定労働時間を超 所定労働時間を超 限度時間を超 法定労働時間を
超 え る 時 間 数 （①については、 える時間数と休日 える時間数と休日 えた労働に係 超 え る 時 間 数
る割増賃金率
（任意）
６回以内、②-⑤に 労働の時間数を合 労働の時間数を合
算した時間数
ついては任意） 算した時間数
（任意）

所定労働時間を 限度時間を超
超 え る 時 間 数 えた労働に係
る割増賃金率
（任意）
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限度時間を超えて労働させる場合における手続
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び
福祉を確保するための措置

（該当する番号）

（具体的内容）

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

☐（チェックボックスに要チェック）

除く。
）。
【医業に従事する医師】

上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、１箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ１年について 960 時間（Ｂ水準医療機関若しくはＣ水準医療機関において当該指定
に係る業務に従事する医師又は連携Ｂ水準医療機関から他の病院若しくは診療所に派遣される医師（当該指定に係る派遣に係るものに限る。
）については 1,860 時間）以下でなければならないこと（ただし、１箇月につい
て 100 時間以上となることが見込まれる医師について、面接指導を実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずる場合は、１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上になつても差し

☐（チェックボックスに要チェック）

支えない。
）。
③－⑤の場合、都道府県知事からＢ水準医療機関、連携Ｂ水準医療機関又はＣ水準医療機関としての指定を受けていること。

☐（チェックボックスに要チェック）

協定で定める 1 箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上である場合には、以下の措置を講ずること。
１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間に到達する前に疲労の蓄積の状況等を確認し、面接指導を行うこと（②で疲労の蓄積が認められない場合は、100 時間以上となつた後での面接指導で
も差し支えない。
）。また、面接指導を行つた医師の意見を踏まえ、労働者の健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずること。
１箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 155 時間を超えた場合、労働時間短縮のための具体的な措置を行うこと。

☐（チェックボックスに要チェック）
☐（チェックボックスに要チェック）

③－⑤の場合、１年の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 960 時間を超えることが見込まれる者に対して、勤務間インターバルの確保等により休息時間を確保すること。☐（チェックボックスに要チェック）
協定の成立年月日

年

月

日

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

職名
氏名
）

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

月

日
使用者

労働基準監督署長殿

職名
氏名
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様式第９号の５（第 70 条関係）
（記載心得）
１

（10）

労働基準法第 36 条第１項の協定において同法第 141 条第２項に規定する事項に関する定めを締結した場合における本様式の記入に当た

「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」の欄には、以下の番号を「（該当する番号）」に

選択して記入した上で、その具体的内容を「（具体的内容）」に記入すること。

つては、次のとおりとすること。

①

労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。

（１） 「Ａ水準医療機関」とは病院（医療法第１条の５第１項に規定する病院をいう。）若しくは診療所（同条第２項に規定する診療所を

②

労働基準法第 37 条第４項に規定する時刻の間において労働させる回数を１箇月について一定回数以内とすること。

いう。）又は介護老人保健施設（介護保険法第８条第 28 項に規定する介護老人保健施設をいう。）若しくは介護医療院（同条第 29 項

③

終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。

に規定する介護医療院をいう。）のうち医療法に基づく次のいずれの指定も受けていないものをいい、
「Ｂ水準医療機関」とは医療法

④

労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。

第 113 条第 1 項の規定による指定を受けた病院又は診療所を、「連携Ｂ水準医療機関」とは同法第 118 条第１項の規定による指定を

⑤

労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。

受けた病院又は診療所を、
「Ｃ水準医療機関」とは同法第 119 条第１項又は第 120 条第 1 項の規定による指定を受けた病院又は診療

⑥

年次有給休暇についてまとまつた日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。

所をいうこと。

⑦

心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。

（２） 「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の欄には、当該事業場における通常予見することのできない業務量の

⑧

労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。

大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に記入すること。なお、業務の都合上

⑨

必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。

必要な場合、業務上やむを得ない場合等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを記入することは認められないことに留意する

⑩

その他

こと。
（３）

２（１）

「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基準法第 36 条第６項第１号

労働基準法第 36 条第６項第２号及び第３号の要件を遵守する趣旨のチェックボックスについて、「２箇月から６箇月まで」とは、起

算日をまたぐケースも含め、連続した２箇月から６箇月までの期間を指すことに留意すること。また、チェックボックスにチェックが

の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入する

ない場合には有効な協定とはならないことに留意すること（医業に従事する医師は除く。）。

に当たつては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。

（２）

「医業に従事する医師」とは、労働基準法第 141 条第１項に規定する医師をいうこと。

（４）

「労働者数（満 18 歳以上の者）」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の数を記入すること。

（３） 医業に従事する医師についての労働時間の上限を遵守する趣旨のチェックボックスに係る記載並びに協定で定める１箇月の時間外労

（５）

「起算日」の欄には、本様式における「時間外労働・休日労働に関する協定届」の起算日と同じ年月日を記入すること。

働及び休日労働を合算した時間数が 100 時間以上である場合のチェックボックスに係る記載中の面接指導及び健康確保のために必要な

（６）

「延長することができる時間数及び休日労働の時間数」の欄には、労働基準法第 32 条から第 32 条の５まで又は第 40 条の規定に

就業上の適切な措置とは、労働基準法施行規則第 69 条の３第２項第２号から第４号まで又は医療法第百二十八条の規定により読み替

より労働させることができる最長の労働時間（以下「法定労働時間」という。）を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間

えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令第３条第１項第２号から第４号までに規定

数であつて、「起算日」において定める日から１箇月ごとについての延長することができる限度となる時間数を 100 時間未満の範囲

するものであること。

内で記入すること（医業に従事する医師については、労働基準法施行規則第 69 条の３第２項第２号から第４号まで又は医療法第百

（４） １箇月の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 155 時間（医療法施行規則に定める時間）を超えた場合に行うべき労働時間短

二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令第３条第１

縮のための具体的な措置は、医療法第 108 条第６項に規定する措置とすること。

項第２号から第４号までに規定するところにより面接指導を実施し、健康確保のために必要な就業上の適切な措置を講ずることとし

（５） １年の時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 960 時間を超えることが見込まれる者に対して行われるべき勤務間インターバル

ている場合を除く。）。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数と休日

の確保等による休息時間の確保は、医療法第 123 条第１項及び第２項に規定するものとすること。

労働の時間数を合算した時間数を併せて記入することができる。

（６） 医業に従事する医師についてチェックボックスが設けられている項目のうち、該当する項目であるにもかかわらず、チェックボック

「延長することができる時間数」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数を記入すること。「１年」にあつ
ては、「起算日」において定める日から１年についての延長することができる限度となる時間数を、医業に従事する医師以外の者に

スにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留意すること。
３

協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働

ついては 720 時間の範囲内、医業に従事する医師については 960 時間（Ｂ水準医療機関又はＣ水準医療機関において当該指定に係る

者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代表する者は、労働基準法施行規則第６条の２第１項の規定により、労働

業務に従事する医師については 1,860 時間）の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合

基準法第 41 条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実

においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。

施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。これらの要件を満

なお、これらの欄に記入する時間数にかかわらず、医業に従事する医師以外の者については、時間外労働及び休日労働を合算した

たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。また、これらの要件を満たしていても、当該要件に係るチェックボックス

時間数が１箇月について 100 時間以上となつた場合、及び２箇月から６箇月までを平均して 80 時間を超えた場合には労働基準法違
反（同法第 119 条の規定により６箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金）となることに留意すること。また、医業に従事する医師
については、これらの欄に記入する時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が 1 箇月について 100 時間以上
となつた場合（労働基準法施行規則第 69 条の３第２項第２号から第４号まで又は医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用

にチェックがない場合には、届出の形式上の要件に適合していないことに留意すること。
４

本様式をもつて協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明らかとなるような方法により締結す
るよう留意すること。

５

本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入することで差し支えない。

する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令第３条第１項第２号から第４号までに規定すると
ころにより面接指導等を行つた場合（Ａ水準医療機関で勤務する医師については事後の面接指導を行つた場合も含む。）を除く。）、
及び 1 年について 960 時間（Ｂ水準医療機関若しくはＣ水準医療機関において当該指定に係る業務に従事する医師又は連携Ｂ水準医
療機関から他の病院若しくは診療所に派遣される医師（当該指定に係る派遣に係るものに限る。）については 1,860 時間）を超えた
場合には労働基準法違反（同法第 141 条第５項の規定により６箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金）となることに留意すること。
（７） 医業に従事する医師以外の者については、
「限度時間を超えて労働させることができる回数」の欄には、限度時間（１箇月 45 時間
（対象期間が３箇月を超える１年単位の変形労働時間制により労働する者については、42 時間））を超えて労働させることができる
回数を６回の範囲内で記入すること。
（８）

「限度時間を超えた労働に係る割増賃金率」の欄には、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を記入すること。なお、

当該割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努めること。
（９）

「限度時間を超えて労働させる場合における手続」の欄には、協定の締結当事者間の手続として、「協議」、「通告」等具体的な内
容を記入すること。

（備考）
１ 労働基準法第 38 条の４第５項の規定により、労使委員会が設置されている事業場において、本様式を労使委員会の決議として届け出る場合においては、委員の５分の
４以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協定」とあるのは「労使委員会
の決議」と、
「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数について任期を定めて指名した労働組合」と、
「協定の当事者（労働者の過半数を代表する
者の場合）の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数について任期を定めて指名した者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法」と読み替えるものとする。
なお、委員の氏名を記入するに当たつては、任期を定めて指名された委員とその他の委員とで区別することとし、任期を定めて指名された委員の氏名を記入するに当たつ
ては、同条第２項第１号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合において
は労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名された委員の氏名を記入することに留意すること。
２ 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第７条の規定により、労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場において、本様式を労働時間等設定改善委員会の
決議として届け出る場合においては、委員の５分の４以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出するこ
ととし、本様式中「協定」とあるのは「労働時間等設定改善委員会の決議」と、
「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者である労働組
合」と、
「協定の当事者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者（労働者の過半数を代表する者の場合）の選出方
法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たつては、推薦に基づき指名された委員とその他の委員とで区別することとし、推薦に基づき指名された
委員の氏名を記入するに当たつては、同条第１号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働
組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名された委員の氏名を記入することに留意すること。
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特例水準の指定及び医師の
健康確保措置について

香川県医療勤務環境改善支援センター
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働き方改革の必要性
「働き方改革」とは？
・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。
・上記を通じて、成長と分配の好循環を構築し、働く一人ひとりが、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。

なぜ「働き方改革」が必要なのか？
・労働力人口（働き手）が少ない社会で
社会を維持するためには・・・

・女性・高齢者等の活躍が必要

働き方改革
・制約要因をなくそう！
－正社員の長時間かつ硬直的な労働時間
－非正規の低賃金と不安定な雇用
「厚生労働省パンフレット 働き方改革～一応総活躍社会の実現に向けて（平成３０年４月）」及び「令和２年度医療勤務環境改善
マネジメントシステムの普及促進等事業 医療機関の働き方改革セミナー 厚生労働省 講演資料（令和２年１０月）」よりJMAR編集
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医療機関の管理者の皆様へ
働き方改革関連法の施行
（２０１９年～）

「働き方｣ が変わります!!
２０１９年４月１日から
働き方改革関連法が順次施行され、

医療機関で働く
すべての人に適用されます!!

施行：2019年４月１日～ ※中小企業は、2020年４月１日～

時間外労働の上限規制が導入されます！
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でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、
複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定する必要があります。
⇒医師については、2024年度から適用※されます。
※ 医師の時間外労働の上限について、「医師の働き方に関する検討会」は、2019年３月、A水準（時間外・休日労
働時間数：年960時間等）、B水準（同：1,860時間等。地域医療確保暫定特例水準。2035年度末までの解消を
目標）、C水準（同：年1,860時間等。集中的技能向上水準）の３つの水準を、追加的健康確保措置（月100時間
超前の面接指導、連続勤務時間制限28時間、勤務間インターバル９時間等）とともに報告書を取りまとめていま
す。

199

1週間の労働時間が60時間を超える雇用者の割合

200

働き方改革の必要性
時間外労働が年1860時間を超えると推定される医師がいる病院の割合
令和元年調査

平成28年調査
全体

大学病院

大学病院

全体
21%

27%

46%

88%

救命救急機能を有する病院

許可病床400床以上

救命救急機能を有する病院

49%

許可病床400床以上

39%

71%
84%

※厚生労働科学特別研究「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査研究」研究班（H28、R1）改変
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週労働時間が地域医療確保暫定特例水準を超える医師の割合

202

医師の働き方改革
■ これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられ
ており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴
う医療の担い手の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさ
らに増加することが予想される。
■ こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整
備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対
して提供される医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能
な医療提供体制を維持していく上で重要である。
■ 地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者
により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併
せて、医療機関における医師の働き方改革に取り組む必要があ
る。
令和4年度 第1回都道府県医療勤務環境改善担当課長会議資料 改変
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医師の働き方改革 （現状→目指すべき姿）
現状
【医師の長時間労働】

【労務管理が不十分】
【業務が医師に集中】

目指すべき姿

病院常勤勤務医の約4割が年960時間超、
約1割が年1,860時間超の時間外・休日労働
特に救急、産婦人科、外科や若手の
医師は長時間労働の傾向が強い

36協定が未締結や、客観的な時間管理
が行われていない医療機関も存在
患者への病状説明や血圧測定、
記録作成なども医師が担当

労務管理の徹底、労働時間の短縮により
医師の健康を確保する

✙
全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする
質・安全性が確保された医療を持続可能な形で患者に提供
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について（社会保
障審議会 医療部会資料（令和３年２月））」より
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対策

長時間労働を生む構造的な問題への取り組み
医療施設の最適配置の推進
（地域医療構想・外来機能の明確化）

地域間・診療間の医師偏在の是正

国民の理解と協力に基づく適切な受診の推進

医療機関内での医師の働き方改革の推進
適切な労務管理の推進
タスクシフト/タスクシェアの推進
（業務範囲の拡大・明確化）

＜行政による支援＞
・医療勤務環境改善援
センターを通じた支援
・経営層の意識改革
（講習会等）
・医師への周知啓発 等

一部、法改正で対応
令和4年度 第1回都道府県医療勤務環境改善担当課長会議資料 改変
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医療機関に適用する水準 （令和6年4月以降）

C-1：臨床研修医・専攻医が研修プログラムに沿って基礎的な技術や能力を取
得する際に適用
※本人が取得する際に適用
C-2：医籍登録後の臨床従事６年目以降の者が、高度技能の育成が公益上必要
な分野について、指定された医療機関で診療に従事する際に適用
※本人の発意もより計画を作成し、医療機関が審査組織に承認申請
令和4年度 第1回都道府県医療勤務環境改善担当課長会議資料 改変
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医師の時間外労働の上限規制と追加的健康確保措置
A水準

連携B水準

36協定で締結 ①通常の時間外労働（休日労働を含まない）
できる時間数 ②「臨時的な必要がある場合」
の上限
（休日労働を含む）

B水準

C水準

月45時間以下・年360時間以下
月100時間未満（ただし下表の面接指導等を行った場合には例外あり）
年960時間以下

月100時間未満（例外につき同上）

③36協定によっても超えられない時間外労働の上限時間

（休日労働を含む）

年960時間以下

適正な労務管理（労働時間管理等）

年1860時間以下

年1860時間以下

一般労働者と同様の義務（労働基準法、労働安全衛生法）

現行どおり
医師労働時間短縮計画の作成によるPDCAの実施

（勤務環境改善の

義務

努力義務）

連続勤務時間制限28時間（宿日直許可なしの場合）
追加的
健康確

努力義務

義務

勤務間インターバル9時間

保措置 面接指導（睡眠・疲労の状況の確認を含む）

必要に応じ就業上の措置（就業制限、配置、禁止）

時間外労働が月100時間以上となる場合は義務
（月100時間以上となる前に実施※3）

※さらに、時間外労働月155時間超の場合には労働時間短縮の措置を講ずる。

「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」参照
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各水準の指定と適用を受ける医師について

208

指定申請のスケジュールについて
医師についての時間外労働の上限規制
の適用開始（改正労働基準法の施行）

■2024年4月に向けたスケジュール
2021年度

2022年度

2023年度

時短計画案の作成
都道府県の指定を受けようとする場合は、第三者評価を受審する前までに作成

2024年度

時間外・休日労働が年960時間以下
の医師のみの医療機関は都道府県の
指定不要

※時間外・休日労働が年960時間を超えている医師がいる医療機関は、時短計画を作成し取り組むよう
努め、その時短計画に基づく取組（PDCA）に対して都道府県が支援

連携Ｂ水準
B水準

医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価

Ｃ-１水準

労働時間実績や時短の取組状況を評価

Ｃ-２水準

※第三者評価に関する規定は2022年4月施行

都道府県による特例水準対象医療機関の指定
（医療機関からの申請）
地域医療への影響等を踏まえた都道府県の判断
※都道府県の指定に関する事前
準備規定は2022年4月施行

Ｃ-１水準

臨床研修・専門研修プログラムにおける時間外労働時間数の明示
※開始年限は、臨床研修部会等において検討

Ｃ-２水準

特例水準の指定を受けた
医療機関

審査組織による医療機関の個別審査
特定の高度な技能の教育研修環境を審査
※審査組織における審査に関する規定は2022年4月施行

➢
➢
➢

時短計画に基づく取組み
特例水準適用者への追加的
健康確保措置
定期的な時短計画の見直し、
評価受審
連携Ｂ水準

Ｂ水準

Ｃ-１水準

Ｃ-２水準

※一医療機関は一つ又は複数の水準の指定
※特例水準は、指定の対象となった業務に
従事する医師に適用される。

労務管理の一層の適正化・タスクシフト／シェアの推進の取組み
「第12回医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料（令和３年７月）」より

209

労働時間短縮に向けた取り組み内容

追加的健康確保措置の実施
追加的健康確保措置の実施の有無
…令和６年度以降の時短計画には記載必須
① 連続勤務時間制限
②勤務間インターバル
③代償休息
④面接指導
⑤ 就業上の措置

A水準のみ、努力義務

詳細は、以下参照。
「医師の勤務実態把握マニュアル」
「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」
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労働時間短縮に向けた取り組み内容
①連続勤務時間制限
連続勤務は、宿日直許可を受けている当直明けの場
合を除き、前日の勤務開始から28時間までとなる。
ただし、初期研修医については、9時間以上の勤務間
インターバルを確保することとし、連続勤務時間制
限としては15時間となる。
臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わ
せた連続勤務が必要な場合、24時間以下の連続勤務
が認められる。
その場合、その後の勤務間インターバルは24時間以
上確保しなければならない。
「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」参照

211

労働時間短縮に向けた取り組み内容
②勤務間インターバル
当直及び当直明けの日を除き、通常の日勤（9時間程度
を超える連続勤務）後の次の勤務までに9時間以上のイ
ンターバル（休息）を確保することになる。

当直明けの日（宿日直許可がない場合）については、28
時間までの連続勤務時間制限を導入した上で、この後の
次の勤務までに18時間以上のインターバル（休息）を確
保することになる。
当直明けの日（宿日直許可がある場合）については、通
常の日勤を可能とし、その後の次の勤務までに9時間以
上のインターバル（休息）を確保することになる。
「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」参照

労働時間短縮に向けた取り組み内容
医療機関の勤務間インターバル制度について（医療法）
【基本的なルール】
○ 連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制（C-1水準が適用される臨床研修医を除く）

①通常の日勤及び宿日直許可のある宿日直に従事する場合
始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間（15時間の連続勤務時間制限）
②宿日直許可のない宿日直に従事する場合
始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間（28時間の連続勤務時間制限）

○ 宿日直許可のある宿日直に連続して9時間以上従事する場合は、9時間の連続した休息時
間が確保されたものとみなす
この場合に通常の勤務時間と同態様の労働が発生した場合は、管理者は、当該労働時
間に相当する時間の休息を事後的に付与する配慮義務を負う（※）
※ 休暇の取得の呼びかけ等の休息時間を確保するための何らかの取組を行う義務が発
生する
（必ずしも取組の結果として休息時間の確保そのものが求められるものではない。）
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労働時間短縮に向けた取り組み内容
③代償休息
連続勤務時間制限・勤務間インターバル確保を実施する
ことが原則であるが、日々の患者ニーズのうち、長時間
の手術や急患の対応等やむを得ない事情によって例外的
に実施できなかった場合に、代わりに休息を取ることで
疲労回復を図る。
代償休息の付与方法としては、対象となって時間数につ
いて、所定労働時間中における時間休の付与、勤務間イ
ンターバル幅の延長のいずれかによることとなり、代償
休息の付与期限としては、代償休息を生じさせる勤務が
発生した日の属する月の翌月末までとなる。
「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」参照
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代償休息の付与の例
連続勤務時間制限・勤務間インターバルを遵守できない場合（例えば、突発的な診療に
従事した場合）、代わりに休息を取ることで疲労回復を図らなければならない

（１）所定労働時間中における時間休の取得による2時間の代償休息付与の例
勤務

2H

8:30

10:30

17:30
所定労働時間内

（２）勤務間インターバルの幅の延長による2時間の代償休息付与の例
勤務

2H

時間外

7:00

6:00

8:30
所定労働時間内

17:30

21:00

９時間勤務間インターバル

勤務
時間外

8:00
所定労働時間内

「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」参照
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面接指導
令和６年４月から医師に対して時間外労働の上限規制が
適用される
月の時間外労働・休日労働については原則100時間未満
となるが、面接指導の実施により、例外的に緩和される

月100時間以上の時間外・休日労働を行う場合には、面

接指導を実施しなければならない
「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」参照
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面接指導の目的
面接指導は、長時間労働となる医師一人ひとりの健康状態を確認し、
必要に応じて就業上の措置を講じることを目的として行う。
また、面接指導により、以下のことが期待できる。

＜面接指導対象者＞
・自分の健康や働き方を見直す機会を得ることができる
・健康管理、労働時間管理の助言を得ることができる
・働き方を改善する方法について学ぶことができる
・行動変容ができる

＜管理者＞
・面接指導実施医師からの意見に基づき就業上の配慮を決定でき、
安全配慮義務を履行できる
「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」参照
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面接指導の体制・枠組み
面接指導対象医師
当該月に100時間以上の
時間外・休日労働が見
込まれる医師
就業上の措置

面接指導

結果の報告

面接指導実施医師

管理者
・面接指導の体制を構築
・面接指導医師を選任
・面接指導対象医師を抽出
・「労働者の疲労蓄積度自己
診断チェックリスト」等に
よる事前確認
・面接指導の実施日程の決定

選任・必要な
情報の提供

産業医

・管理者から面接指導に必要な
情報の提供を受けて面接指導
を実施
・面接指導の結果を管理者に報告

必要に応じて連携
「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」参照
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面接指導対象医師に対する面接のフローチャート

Step1

Step2

Step3

Step4

事前確認と面接指導の実施時期
面接指導

報告書・意見書の作成
長時間労働の医師への対策
「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」参照
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院内における面接指導実施体制の構築
追加的健康確保措置の枠組み

就業上の措置

管理者
結果の報告
必要な情報
の提供

産業医が行った
勧告等の報告

意見

選任・必要な
情報の提供

労働者（医師）
面接指導
健康相談

面接指導実施医師

連携

労働安全衛生法
による枠組み

衛生委員会

委員として参画

産業医

労働者の健康障害防
止措置等の調査審議
「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」参照
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事前確認・面接指導の実施時期

「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」参照

面接指導の実施時期の例

「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」参照
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就業上の措置
➢ 当直・連続勤務の禁止
➢ 当直・連続勤務の制限（〇回/月まで）
➢ 就業内容・場所の変更（外来業務のみ等）
➢ 時間外労働の制限（〇時間/週まで）
➢ 就業日数の制限（〇日/週まで）
➢ 就業時間を制限（〇時〇分～〇時〇分）
➢ 変形労働制又は裁量労働制の対象から除外

➢ 〇日間の休暇・休業
「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」参照
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就業上の措置
具体的な措置例：
➢ 当直明けの日は引継ぎをして帰宅させる

➢ 当直医に担当患者を任せて帰宅させる
➢ 20時には帰宅させる

➢ 週に一日は完全に仕事から離れる日を設ける
➢ 土日休みは出勤禁止にする

➢ 担当患者数を減らす
「長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル」参照
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まとめ
医療従事者、患者、経営にとってWIN-WIN-WINとなるような好循環を作っていく

「雇用の質」
勤務環境改善
に向けた投資

の向上

「医療の質」

経営の安定化

患者から選ばれる
施設へ

人材の確保・定着
生産性の向上
スキルアップ

の向上

患者満足度
の向上

安全で質の高い
医療の提供
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