
働き方改革推進のための講習会 次第 

令和４年 12 月６日（火）14 時 00 分～15 時 00 分 

ZOOM オンライン 

 

1  開会・挨拶              14:00~14:05 

            中央労働基準監督署 担当官 

 

２ 中央労働基準監督署からのお知らせ   14:05～14:15 

中央労働基準監督署 担当官 

 

３ 働き方改革推進のための取組みについて 14:20~14:50 

中央労働基準監督署 担当官 

 

４ 質疑・応答              14:50～15:00 



中央労働基準監督署
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時間外労働・休日労働に関する協定（36
協定）締結の際には、

使用者と労働者側の代表（協定当
事者という）との書面協定

の締結が必要となります

☞ 協定当事者とは、協定を締結する際の使用
者と労働者側の代表のことであり、労働者側
の代表の決め方は一定の決まりがあります。

👬



3

時間外労働・休日労働に関する協定（36
協定）締結の際には、使用者は、

①又は②と書面による協定

をしなければなりません

① 労働者の過半数で組織する労働組合（過半
数組合）がある場合はその労働組合

② 過半数組合がない場合は労働者の過半数を
代表する者（過半数代表者）

📄・・・・・・・
・・
・
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☞ ①・②の要件が適正でない場合、その36協定
は労働基準監督署に届け出ても無効になります！

時間外労働・休日労働に関する協定（36
協定）締結の際には、使用者は、

①又は②と書面による協定

をしなければなりません
・・・・
・・・
・・
・📄・・・・・・・
・・
・
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①過半数組合がある場合の

過半数組合の要件について

・事業場に使用されているすべての労働者の
過半数で組織する組合であること

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤🏴
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☞ 正社員だけでなく、パートやアルバイト
などを含めた事業場のすべての労働者の過半数
で組織する労働組合でなければなりません。

☞ 労働組合に確認しましょう！ 👆CHECK ✔

労働組合員数

すべての労働者（パートなどを含む）
＞ 50%□

①過半数組合がある場合の

過半数組合の要件について
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②過半数組合がない場合の

過半数代表者の要件

☞ 正社員だけでなく、パートやアルバイトな
どを含めた事業場のすべての労働者の過半数を

代表している必要があります

・労働者の過半数を代表していること

👤👤👤👤👤👤👤

👤👤👤👤👤👤👤

👤*
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・労働基準法第41条第2号に規定する管理監督
者でないこと

☞ 管理監督者とは、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人を指します。

🐬

②過半数組合がない場合の

過半数代表者の要件
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②過半数組合がない場合の

過半数代表者の選出手続き

・36協定を締結するための過半数代表者を選
出することを明らかにした上で、投票すること

📄
〇
〇
氏📄

〇
〇
氏 📄

〇
〇
氏
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☞ 選出に当たっては、正社員・パート・アル
バイトなどすべての労働者が手続に参加するこ
と。

☞ 選出手続は、民主的な手続（投票、挙手、
労働者による話し合い、持ち回り決議）がとら
れていること。

☞ 使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事
などを自動的に選任した場合には、無効です。

②過半数組合がない場合の

過半数代表者の選出手続き
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☞ 過半数代表者本人に確認しましょう！

□ ③ 管理監督者に該当しないこと

□ ② すべての労働者が参加した民主的な
手続がとられていること

□ ① 労働者の過半数を代表していること
👆CHECK ✔

②過半数組合がない場合の

過半数代表者の選出手続き
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労働基準監督署に届け出た36協定は

周知しなければなりません

☞ 事業場の労働者に周知しなかった場合、労働基

準法第106条違反（30万円以下の罰金）

👮📚
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・常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付
ける

・書面を労働者に交付する

・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

<

周
知
の
具
体
例>

📚 💻

労働基準監督署に届け出た36協定は

周知しなければなりません
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東京労働局では、

「Safe Work  TOKYO」
をキャッチフレーズとして、「官民一体」
となった取組を推進しています。

ご視聴ありがとうございました



1

中央労働基準監督署



見直しの内容

残業時間の上限規制
「勤務間インターバル」制度の導入促進
年５日間の年次有給休暇の取得（企業に義務づけ）
月60時間超の残業の割増賃金率引上げ
労働時間の客観的な把握（企業に義務づけ）
「フレックスタイム制」の拡充
「高度プロフェッショナル制度」を創設
産業医・産業保健機能の強化

１

２

３

４

５

６

７

８

2



項目 大企業 中小企業

労働時間の上限
（第36条等） 2019年４月１日 2020年４月１日

年５日の年次有給休暇の取得義務
（第39条第７項） 2019年４月１日

中小企業における割増賃金率の猶予
措置廃止（第138条） ― 2023年４月１日

フレックスタイム制見直し（第32条
の３） 2019年４月１日

高度プロフェッショナル制度の創設
（第41条の２） 2019年４月１日

3

施行期日



法律上は、残業時間の上限がなかった（行政指導のみ）。

１年間＝12か月

残業時間(原則)
月45時間
年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

大臣告示による上限【上限時間】
（行政指導）

上限なし

4

残業時間の上限規制【施行以前】

特別条項

年間６か月まで



法律で時間外労働の上限を定め、これを超える時間外労働はできなくなった。

１年間＝12か月【対象期間】

残業時間(原則)
月45時間
年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

法律による上限(原則)【限度時間】

法律による上限(例外)
・年720時間
・月100時間未満休日労働を含む

5

残業時間の上限規制【現行】

特別条項

年間６か月まで

上限規制
・月100時間未満※
・複数月平均80時間※

※休日労働を含む
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36協定の締結に際して【基本的概念】

法定労働時間 １週40時間、１日８時間

法定休日 １週間に１回の休日

限度時間 １箇月45（※42）時間、１年360（※320）時間
※は１年単位の変形労働時間制を採用した場合

特別条項 限度時間を超えて労働させる必要がある場合にお
いて延⾧して労働させることができる時間
１箇月１００時間未満（休日労働を含む）

時間外・休日労働時間数
１年７２０時間（休日労働を含まない）
限度時間を超えることができる回数 １年６箇月
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36協定の締結に際して【上限規制】

労働基準法第36条第6項

１箇月における時間外・休日労働時間数が100時間
未満であること

対象期間の初日から１箇月ごとに区分した各期間の
直前の１箇月、２箇月、３箇月、４箇月及び５箇月
の期間を加えたそれぞれの期間における時間外・休
日労働時間数が１箇月当たりの平均で80時間を超え
ないこと。

１

２
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36協定の締結に際して【上限規制】
対象期間の初日から１箇月ごとに区分した各期間の直前の１箇月、２箇月、３
箇月、４箇月及び５箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外・休日
労働時間数が１箇月当たりの平均で80時間を超えないこと。

対象月 労働時間 休日労働 算定期間

2021年9月 80時間 0時間 １か月 ８０時間

2021年8月 50時間 15時間 2か月平均 72.5時間

2021年7月 65時間 20時間 3か月平均 76.7時間

2021年6月 70時間 15時間 4か月平均 78.8時間

2021年5月 80時間 15時間 5か月平均 82.0時間

2021年4月 60時間 0時間 6か月平均 78.3時間

労働基準法第119条の規定・6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
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36協定の締結【記載例】
1 2 3

4 5 6

7

8
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36協定の締結【記載例】

☑ 「（任意）」と書かれている箇所を除き、すべて
の項目について記載が必須！

☑ 記載漏れが多い項目は以下の項目である。

・ 「起算日」（←最も記載漏れが多い。）
・ 「限度時間を超えた労働に係る割増賃金率」
・ 「労働者数」
・ 「限度時間を超えて労働させる場合の手続」
・ 「労働者代表の選出方法」
・ 「労働者代表の職名」

新協定
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36協定の締結【記載例】

◆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。

事業場（工場、支店、営業所
等）ごとに協定してください。

1
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36協定の締結【記載例】

◆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。

1

協定届と協定
書の記載内容
が異ならない
よう注意!
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36協定の締結【記載例】2

– 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。
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36協定の締結【記載例】

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。

労働保険番号・法人
番号を記載してくだ
さい。

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

3

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。
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36協定の締結【記載例】3

・単に『１年間』とのみ記載されて
いる協定が届け出られるケース有
・有効期間の起算日を必ず記載
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36協定の締結【記載例】4

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。

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。
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36協定の締結【記載例】5

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。

記載漏れ
注意
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36協定の締結【記載例】5

☑ 延⾧することができる時間について、１か
月、１年に加えて、これ以外の期間（３か月
等）について延⾧時間を定めることが可能。

追加で定めた期間についても協定で定めた時
間を超えて労働させた場合には労基法３２条
違反となるため注意。

≪改正労基法Ｑ＆Ａ 17頁（2-2）≫

延⾧することができる時間数
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36協定の締結【記載例】6

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。

「起算日」
記載漏れ注意!!
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36協定の締結【記載例】6

『対象期間』・・・

労働時間を延長し、又は休日に労働させること
ができる期間をいい、１年間に限るもの。

３６協定で「起算日」を定めることによって期間
が特定される。

『有効期間』・・・

３６協定が効力を有する期間。１年間とすること
が望ましい。

36協定の「対象期間」と「有効期間」の違い
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36協定の締結【記載例】7

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

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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36協定の締結【記載例】7

休日労働の１日の時間数の
限度の記載でも可。
例） 「１日 ８時間」 など
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36協定の締結【記載例】8

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。

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。

使用者の押印が
必要です。
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36協定の締結【記載例】8

協定の成立年月日は必ず記載。（届出日より後の日付
を書かないよう注意）

職名の欄は必ず記載。役職がなくても記載が必要。
例）一般職、一般職員 など

労働者代表は民主的な方法で選出を。不適切な選出方
法）会社による指名、立候補、社員親睦会の代表を自
動的に選出

１

２

３

１ ２

３
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36協定特別条項【記載例】
1 2 3

4

5
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36協定特別条項【記載例】
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。

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。

1
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36協定特別条項【記載例】1

臨時的に限度時間を超えて
労働させることができる事由
☑ 一時的または突発的な時間外労働を行わせる必要のある

ものに限る。
（例）予算決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、

納期のひっ迫、大規模なクレームへの対応、機械の
トラブルへの対応

☑ 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
ない。

（認められない事由の例）
・業務の都合上必要な場合、業務上やむを得ない場合
・業務繁忙なとき、使用者が必要と認められるとき
・年間を通じて適用されることが明らかな事由の場合等

（１枚目と同じ事由とならないよう注意）
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36協定特別条項【記載例】2

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。
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36協定特別条項【記載例】2

延⾧することができる時間数
及び休日労働の時間数

☑「時間外労働時間数」＋「休日労働の時数」
を記載（今までは時間外労働時間数のみだった
が休日労働も含まれる点に注意）。

☑「１か月」「１年」について記載欄があるが、
一方のみの締結でも可。

☑「100時間未満」の記載は認められない。
具体的な時間数を協定しなければならず、「１
００時間未満」と記載されている場合、有効な
協定とならない。



30

36協定特別条項【記載例】3

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。
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36協定特別条項【記載例】3

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。

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。

「起算日」の
記載漏れに注意
２枚目にも記載
必要
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36協定特別条項【記載例】4

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、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。

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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36協定特別条項【記載例】4

限度時間を超えて労働させる場合の手続
☑ 記載漏れが多い項目であり、記載漏れに注意。

☑ 限度時間を超えて労働させる場合は１か月ごと
に所定の手続きが必要。手続を経ることなく、限
度時間を超えて労働時間を延⾧した場合は、労基
法３２条違反。

☑ 特別条項発動時に手続をした場合、
「所定の手続の時期」「内容」「相手方」

等を書面等で明らかにしておく必要あり。
（通達）
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36協定特別条項【記載例】4

健康福祉確保措置
☑ ３６協定裏面の記載心得にある①から⑨までを

選択することが望ましい。（指針第８条）
それ以外の措置を記載した場合窓口指導の

対象となる。

☑ 実行可能な措置を選択（協定に記載した措置を
講じていない場合指導を受ける場合あり）。

☑ 健康確保措置の実施記録は有効期間満了後も
３年間保存。保存なき場合は労基則17条違反。
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36協定特別条項【記載例】5

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。

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。

押印も必要です。
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３６協定の締結に当たって留意していただくべき事項
時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。

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。

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。

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。
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３６協定の締結に当たって留意していただくべき事項
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。

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。

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。

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。

医師による面接指導 深夜業の回数制限

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

連続休暇の取得

健康診断

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

1 2

3

4 5

6 7

8 9
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３６協定の締結に当たって留意していただくべき事項
☑ 指針（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及び休
日の労働について留意すべき事項等に関する指針）で定める事項について
努力義務が果たされていない場合、窓口指導の対象となる場合がある。

【努力義務が果たされていない場合】
労使当事者が、努力義務の存在を知らない、何らの話合いを行っていない

などにより、次の①から④までのいずれかに該当する場合のことをいう。
① 延⾧時間を必要最小限にとどめるべきであることや、特別条項の延⾧時
間を限度時間に近づけるべきであることを留意せず、特別条項を締結して
いる場合

② 限度時間を超える時間外労働に係る割増率を法定の２５％と締結してい
る場合

③ １か月に満たない期間において労働する労働者の延⾧時間を定める場
合で、指針に掲げる目安時間を超えて協定されている場合（１週:１５時
間、２週:２７時間、４週:４３時間）

④ すべての法定休日について労働させることができることとするなど、労
働させることができる休日の日数をできる限り少なくするよう努めていな
い場合



自動車運転の業務

改正法施行５年後（2024年4
月1日）に、上限規制を適用
します。

様式9号の４
様式9号の５
（事業場外みなし）
様式9号の６
（労使委員会決議）
様式9号の７
（労働時間等設定改
善委員会決議）

建設事業

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

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。

様式9号の３

39

上限規制の適用を猶予または除外



自動車運転の業務

改正法施行５年後（2024年4
月1日）に、上限規制を適用
します。

様式9号の４
様式9号の５
（事業場外みなし）
様式9号の６
（労使委員会決議）
様式9号の７
（労働時間等設定改
善委員会決議）

建設事業

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

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。

様式9号の３

40

上限規制の適用を猶予または除外

上限規制に対応できる場合は
新書式で提出可能
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３６協定の届出様式（第9号の3）

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。

新技術・新商品等の研究開発業務



42

３６協定の届出様式（第9号の4）

現在使用している
様式第9号（第17条関係）
と同じ

適用猶予業務（自動車運転者、建設業）
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３６協定の届出様式（第9号の5）

現在使用している
様式第9号の2（第17条関係）
と同じ

適用猶予業務（自動車運転者、建設業）
※事業場外労働協定兼ねる。
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３６協定の届出様式（記載心得）

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って、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。

過半数代表者の選任

１ 管理監督者でないこと

２ 36協定締結等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

３ 使用者の意向に基づいて選出された者でない
こと
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３６協定【経過措置】

2021年４月１日

改正法適用

2021年1月１日

改正法適用

旧法適用

2020年3月28日届出

協定１ 協定2

有効期間
2020年1月1日から2020年12月31日

有効期間
2020年4月1日～2021年3月31日

有効期間
2021年1月1日～

協定3

中小企業の場合
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年休取得状況【現在】

労働者 使用者

労働者が自ら申し出なければ、
年休を取得できませんでした。

｢○月×日に休みます」

○月×日に年休が成立



47

年５日の年次有給休暇の取得を企業に義務付け【改正後】

使用者が労働者に
取得時季の意見を聴取

労働者の希望を踏まえ
使用者が取得時季を指定

｢○月×日に休
んでください」労働者 使用者

○月×日に年休が成立
年５日の年次有給休暇の取得ができなった場合

労働基準法第１２０条の規定により30万円以下の罰金
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年次有給休暇

付与日数

継続勤務
年数 6か月

1年
6か月

2年
6か月

3年
6か月

4年
6か月

5年
6か月

6年
6か月

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

繰り越し日数
付与された年次有給休暇の消滅時効は2年であるため，1年
間で取得できなかった日数は，さらに1年間繰り越される

年休取得率

時季指定
付与された年次有給休暇を取得するために，時季を指定す
ること。

時季変更権
使用者が有する権利。労働者の指定した時季が事業の正常
な運営を妨げる場合に指定された時季の変更を行う権利。
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年次有給休暇【基準日前全付与】

4月1日 3月31日

10月1日 9月30日

10日付与

5日取得

5日取得

法定の基準日

付与した日から1年以内に5日指定して取得させる
【２０１９年４月１日付与の事業場】
・２０１９年１０月１日時点でまったく年休を
取得していない労働者がいる場合は注意。
・残り６か月で５日取得させなければ法違反。
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年次有給休暇【基準日前一部付与】

4月1日 6月30日 9月30日

5日付与

法定の基準日

10月1日

5日付与
（合計10日付与）

5日取得

1 2 3 4 5 認められる

7月1日

労働者自らが取得 使用者が指定して取得
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年次有給休暇【付与日の統一】

4月1日 9月30日

10日付与

法定の基準日

10月1日 4月1日

11日付与

付与日の統一

3月30日

5日取得

5日取得

7.5日以上取得

期間の重複が発生
この方法に
変えることもできる

18か月
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年次有給休暇管理簿【例】

年
次
有
給
休
暇
取
得
日
数

基準日（労働基準法第39条第7項関係） 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 １７．５日

2019
4/4

2019
5/27

2019
6/3

2019
7/1

2019
8/1

2019
8/13

2019
8/14

2019
8/15

2019
8/16

2019
8/19

2019
9/2

2019
10/9

2019
11/5

2019
12/6

2020
1/14

2020
2/10

2020
3/19

2020
3/20
(午
前）

労働者名簿又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

時季

基準日

取得日数

３年間保存する必要があります。
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年次有給休暇【経過措置】

2019年4月1日【施行日】

2019年1月1日

10日付与

基準日

2020年1月1日

猶予

施行日以降の最初の基準日

義務が発生

11日付与



１か月の時間外労働

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

１か月の時間外労働

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

（現在） （改正後）
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月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げます

月60時間超の残業割増賃金率
大企業は50%
中小企業は25％

月60時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに50%
※中小企業の割増賃金率を引上げ



１か月単位で清算するた
め、この分の割増賃金を
支払う必要がありました。

所定労働時間働いていな
い場合、欠勤扱いとなっ
ていました。

６月

労働時間

７月 ８月

法定労働時間

55

「フレックスタイム制」の拡充

（現在 １か月） （改正後 ３か月）
3か月の平均で法定労働時間
以内にすれば割増賃金の支
払は必要ありません。

6月に働いた時間分がるので、
8月は働かなくても欠勤扱い
とはなりません。

労働時間の清算期間

清算期間が３か月になると・・・・
６月に働いた時間分を、
８月の休んだ分に振り替えできます。
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中小企業の事業主のみなさまへ

労働基準監督署では、「労働時間相談・支援コーナー」を設置し、窓口と電話で、労働時間
等に係る法令に関する問い合わせや労務管理についての相談をお受けするとともに、企業の皆
さまを個別に訪問して、相談や支援を行っています。

業務の能率・生産性の向上のため、また、労働者の生活の充実・向上のためにも、労働時間
や休日などの適正な管理をお願いします。

原則 …１週:40時間､１日:８時間
例外※ …１週:44時間､１日:８時間
※労働者10人未満の商業、映画・演劇業（映画の製作

の事業を除く）、保健衛生業、接客娯楽業

超える 過半数組合や
過半数代表者と
36協定を締結し、
所轄の労働基準監督署に
届け出る必要があります。確保できない

労働時間の上限（法定労働時間）

毎週１回または４週を通じて４日以上
（午前０時～午後12時の１暦日の休み）

時間外･休日労働には
「時間外・休日労働に関する協定（36協定）」が必要です。

サブロク

休日の最低基準（法定休日）

ポイント１

長時間にわたる過重な労働が要因となり、労働者が健
康を損なうような事態は、あってはならないことです。

36協定を締結していて、時間外・休日労働が可能で
あっても、実際の時間外・休日労働を月45時間以下とす
るよう努めましょう。

労働者の心身の健康管理のために、
時間外・休日労働の削減に取り組みましょう！

留意事項！

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

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ることにより、36協定で定める事項が
変わりました。法律の施行に当たっては、経過措置が設けられており、中小企業は、2020年4月1日以
降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。
詳しい36協定の変更内容は、リーフレット「36協定の適正な締結」でご確認いただけます。

改正労基法
の適用猶予

2020年４月１日以降の期間のみを定めた36協定につ
いては時間外労働の上限規制が適用されます！！

法定労働時間
１日８時間
週40時間

法律による上限
(特別条項/年６か月まで)
年720時間
複数月平均80時間＊
月100時間未満＊ ＊休日労働を含む法律による上限

（限度時間の原則）
月45時間
年360時間

※１年単位の変形
労働時間制の場合
月42時間、年320時間

♦以下の事業・業務については、
上限規制が2024年４月１日から適
用されます。

・建設事業 ・自動車運転の業務

・医師

・鹿児島・沖縄砂糖製造業

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



勤続年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

▶ 年次有給休暇の付与日数（一般の労働者）※パート労働者も所定労働日数に応じて比例付与する必要があります。

年次有給休暇の付与要件は、①６か月継続勤務し、②全労働日の８割以上出勤することです。
要件を満たした労働者には、最低10日間の年休を付与しなければなりません。

改正労基法！ 「年次有給休暇管理簿」を作成し､保存してください。

年次有給休

暇管理簿

作成の

留意事項

① 労働者ごとに基準日（年次有給休暇の付与日）を記入しましょう。

② 労働者ごとに年次有給休暇の付与日数を記入しましょう。

③ 年次有給休暇を取得した日付を記入しましょう。

④ 年次有給休暇管理簿は３年間保存しましょう。

ポイント２

2019年4月1日以降、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
休暇が付与されてから1年以内に年5日について、使用者が時季を指定して取得させなけれ
ばなりません。

時季指定の

留意事項

① 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、時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

② 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。

③ 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。

しっかり休んでしっかり働くために
年次有給休暇の取得環境を整えましょう！

改正労基法！
年５日の年次有給休暇は、使用者が時季を指定して
取得させなければなりません！

時季指定のイメージ



全ての労働者について、労働時間の適正な把握のため、
労働日ごとに始業･終業時刻を確認･記録しましょう！

留意事項！

※詳細は「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」
（https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf）をご確認ください。

「賃金台帳」を適切に調製し､保存してください。

賃金台帳

作成の

留意事項

① 労働者ごとに記入しましょう。

② 確認した労働時間を基に、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、
休日労働時間数、深夜労働時間数を記入しましょう。

③ 基本給や、割増賃金なども記入しましょう。
④ 賃金台帳は３年間保存しましょう。

ポイント４

割増賃金は、１時間あたりの賃金に割増率を乗じて計算します。
～ 法定の額に不足がないか、確認をしてみましょう ～

月給制の場合 日給制の場合 出来高払制の場合

※ 次の①～⑦の手当は労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることなどにより割増賃金
の基礎となる賃金から除外することができます。

①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、
⑦１か月を超える期間ごとに支払われる賃金

①～⑦は、例示ではなく、限定的に列挙されているものです。これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。
また、①～⑤の手当については、このような名称の手当であれば、全て基礎となる賃金から除外できるというわけではあり

ません。

当該期間中の出来高給
賃金総額

当該期間中の
総労働時間数

×0.25
（0.35）

月決め賃金（＋諸手当）
支給総額

年間平均
１か月所定労働時間数

×1.25
（1.35）

日決め賃金（＋諸手当）
支給総額

１週間平均の
１日所定労働時間数

×1.25
（1.35）

○ 始業・終業時刻は客観的な方法で確認しましょう。
・ 使用者が自ら現認することにより確認
・ タイムカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録

○ 自己申告制によらざるを得ない場合は、労働者に対して労働時間の実態を正しく記録
し、適正に申告を行うことなどについて十分に説明するなどの措置が必要です。

35％増し

「割増賃金」は不足なく支払ってください。ポイント３

25％増し週40時間、１日８時間を超えて働いた場合時間外労働

週に１回、４週に４回の法定休日に働いた場合休日労働

※深夜労働（午後10時～午前５時の間に働いた場合）も25％増しの割増賃金が必要
割増賃金

割増賃金

改正労基法
の適用猶予

2023年４月１日から
月60時間を超える割増賃金率が上がります。

労働基準法が改正され、2023年4月1日から、中小企業においても、月60時間を超える時間外
労働に対する割増賃金率が、これまでの25％から50％に引き上げられます。

労働時間の考え方

労働時間の確認・記録の方法

○ 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、労働時間に当たります。

○ 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します。

！



・必要に応じて、医師の意見を踏まえ、事後措置※を講じる

・１年に１回、健康診断を必ず実施

・ 深夜業(午後10時～翌午前５時)に常時従事する労働者は、半年に１回の健康

診断

・健康診断の結果が出たら、１通は会社で保存し、もう１通は労働者に通知

※就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等

ポイント５健康診断等で労働者の健康状態を把握してください。

改正安衛法！ 長時間労働者に対する面接指導が強化されました。

2019年4月1日以降、時間外・休日労働時間が月80時間超の労働者がいる場合には、産業
医に労働者の情報を提供するとともに、労働者本人に労働時間の情報を提供し、労働者本
人から面接指導の申出があった場合は、産業医等による面接指導を実施しなければなりま
せん。

面接指導等の流れ

① 全ての労働者の労働時間の状況を把握

② 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

（産業医は労働者に面接指導の申出

を勧奨することができる）

② 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を通知

③ 時間外・休日労働時間が月80時間超の労働者が面接指導の申出

④ 産業医等による面接指導を実施

⑤ 産業医等から労働者の措置等に関する意見を聴き、必要な措置を講じる

⑥ 産業医に措置内容を情報提供（産業医は事業者からあらかじめ意見を求め

た上で、労働者の健康確保のために必要があると認められる場合は、事業者に

勧告することができる）

⑦ 産業医の勧告の内容等を衛生委員会等に報告



１日の所定労働時間が短縮できる場合
例：月～金が７時間20分、

土が３時間20分

１か月単位の
変形労働時間制

１年単位の
変形労働時間制

１週間単位の
変形労働時間制

（規模30人未満の小売業、旅館、
料理・飲食店に限る）

フレックスタイム制

通常の労働時間
週40時間、
１日８時間

労働時間の短縮に効果的と
思われる労働時間制度

小さい

業
務
の
繁
閑
が

直前にならないとわからない場合

１週間に休日が２日程度確保できる場合

月初・月末・特定週等に業務が忙しい場
合

特定の季節（夏季・冬季など）、特定の
月などに業務が忙しい場合

始業･終業の時刻を労働者に自由に選択させることができる場合

以下のフローチャートは、業務の実態や業務の繁閑などから、貴事業場の働き方に合った、
労働時間の短縮に効果的と思われる労働時間制を確認することができます。
各労働時間制度の詳細は裏面をご確認下さい。

労働時間制度は、多様な働き方に対応できる、
業務の実態にあったものを選びましょう！

業

務

の

実

態

大きい

1か月単位の変
形労働時間制

1年単位の変形
労働時間制

1週間単位の変形
労働時間制

フレックスタ
イム制

労使協定の締結
○

※就業規則への定
めでも可

○ ○ ○

労使協定の届出 ○ ○ ○

○
※清算期間が１
か月以内の場合

は不要

特定の事業・規模
のみ

－ －

○
労働者数30人未満の
小売業、旅館、料
理・飲食店

－

休日の付与
週1日または4
週4日の休日

週1日
※連続労働日数の
上限は原則6日

週1日または4週
4日の休日

週1日または4
週4日の休日

労働時間の上限 －
1日10時間
1週52時間

1日10時間 －

1週平均の労働時間
40時間

※特例措置対象事
業は44時間

40時間 40時間

40時間
※精算期間が1か
月以内で特例措
置対象事業は44

時間

あらかじめ時間・
日を明記

○ ○ － －



労働時間制度 内 容

通常の労働時間制度

１日の労働時間を８時間以内、１週間の労働時間を40時間以内とするもの
です。

※土曜日を半日勤務とする制度（例：月～金が７時間20分、土が３時間20分）
の採用も可能です。

※特例措置対象事業場（労働者10人未満の①商業、②映画・演劇業（映画の製作
の事業を除く）、③保健衛生業、④接客娯楽業）については、１日の労働時間
は８時間以内、１週間の労働時間は44時間以内と定めています。

変形労働時間制等

繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短く
するといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら
労働時間の配分などを行い、これによって全体の労働時間の短縮を図ろう
とするものです。

１か月単位
１か月以内の一定期間を平均し、１週間当たりの労働時間が40時間（特例
措置対象事業場は44時間）以下の範囲内において、１日及び１週間の法定
労働時間を超えて労働させることができる制度です。

１年単位

労使協定を締結することにより、１年以内の一定の期間を平均し１週間の
労働時間が40時間以下（特例措置対象事業場も同じ）の範囲内において、
１日及び１週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
（年間の労働日数や労働時間の上限があります）

１週間単位
規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業に限り、労使協定で、
１週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。

フレックス
タイム制

３か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で
各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。

事業場外みなし
労働時間制

労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働
時間または当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなさ
れる制度です。

裁量労働制

研究開発などの業務、あるいは事業の運営に関する事項についての企画、
立案などの業務について、その性質上、業務の遂行の方法や時間の配分な
どに関し、使用者が具体的な指示をしないことを労使協定や労使委員会の
決議で定めた場合、当該労使協定や決議で定めた時間労働したものとみな
す制度です。

専門業務型
対象業務（新商品、新技術の研究開発の業務など19種）について、業務の
遂行手段、時間配分の決定などに関し具体的な指示をすることが困難な業
務の場合に導入できます。

企画業務型

対象業務（事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の
業務であって、業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委
ねる必要があるもの）について、業務の遂行の手段及び時間配分の決定な
どに関し、具体的な指示をしないこととする業務の場合に導入できます。

労働時間制度の一覧



適正な労務管理のためのチェックシート
フローチャートで、貴事業場の労務管理の状況をチェックしています。
労務管理上問題があると考えられる☑（右端の黄色の囲み内）について、

改善に向けた自主的な取組をお願いします。

◆時間外・休日労働の割増賃金について

ৎ

ਗ
؞

೬

ௌ
௮
が

ある

ない

法定以上の割増賃金を支払っている

法定以上の割増賃金を支払っていない

◆賃金台帳について

交 付 年 月 日

担当者職氏名

年 月 日

労働基準監督署 労働時間相談・支援班

労働時間数、
時間外労働時間数などを൛

স


を

調製している

調製していない

記入している

記入していない ポイント4
を確認！

◆時間外・休日労働について
ある
(今後あるかも
しれない)

ない

36協定を
届け出て
いる

36協定を
届け出ていない

時間外労働の時間
数、休日労働の回
数は協定内

時間外労働の時間数、
休日労働の回数が協定
を超える

ポイント１
を確認！

ポイント１
を確認！
ポイント１
を確認！

ৎ

ਗ
؞
೬

ௌ
௮
が

◆健康診断について

ଞ
ৎ
ઞ
৷
घ
ॊ
ௌ
௮

が

いる

いない

深夜業に常時
従事する労働
者がいる

深夜業に常時従事する労働者に半年に
１回定期に健康診断を実施している

深夜業に常時従事する労働者に半年に
１回定期に健康診断を実施していない

１年に１回定期に健康診断を
実施している

１年に１回定期に健康診断を
実施していない

深夜業に常時
従事する労働
者がいない

ポイント5
を確認！

調製している

調製していない

年10日以上年次有給休
暇が付与されている労働
者全員が、年５日の年次
有給休暇を取得している

取得している

取得していない

◆年次有給休暇について

ポイント2
を確認！

ポイント2
を確認！

ポイント3
を確認！

ポイント4
を確認！

ポイント5
を確認！

年次有給休暇管理簿を



適正な労務管理のためのチェックシート（控）
フローチャートで、貴事業場の労務管理の状況をチェックしています。
労務管理上問題があると考えられる☑（右端の黄色の囲み内）について、

改善に向けた自主的な取組をお願いします。

◆時間外・休日労働の割増賃金について

ৎ

ਗ
؞

೬

ௌ
௮
が

ある

ない

法定以上の割増賃金を支払っている

法定以上の割増賃金を支払っていない

◆賃金台帳について

受 領 年 月 日

受領者職氏名

年 月 日

労働時間数、
時間外労働時間数などを൛

স


を

調製している

調製していない

記入している

記入していない ポイント4
を確認！

◆時間外・休日労働について
ある
(今後あるかも
しれない)

ない

36協定を
届け出て
いる

36協定を
届け出ていない

時間外労働の時間
数、休日労働の回
数は協定内

時間外労働の時間数、
休日労働の回数が協定
を超える

ポイント１
を確認！

ポイント１
を確認！
ポイント１
を確認！

ৎ

ਗ
؞
೬

ௌ
௮
が

◆健康診断について

ଞ
ৎ
ઞ
৷
घ
ॊ
ௌ
௮

が

いる

いない

深夜業に常時
従事する労働
者がいる

深夜業に常時従事する労働者に半年に
１回定期に健康診断を実施している

深夜業に常時従事する労働者に半年に
１回定期に健康診断を実施していない

１年に１回定期に健康診断を
実施している

１年に１回定期に健康診断を
実施していない

深夜業に常時
従事する労働
者がいない

ポイント5
を確認！

調製している

調製していない

年10日以上年次有給休
暇が付与されている労働
者全員が、年５日の年次
有給休暇を取得している

取得している

取得していない

◆年次有給休暇について

ポイント2
を確認！

ポイント2
を確認！

ポイント3
を確認！

ポイント4
を確認！

ポイント5
を確認！

年次有給休暇管理簿を



中小企業の事業主の皆さまへ

月６０時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます

２０２３年４月１日から

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

（2023年３月31日まで）

月60時間超の残業割増賃金率

大企業は 50％（2010年４月から適用）

中小企業は 25％

（2023年４月１日から）

月60時間超の残業割増賃金率

大企業、中小企業ともに50％

※中小企業の割増賃金率を引き上げ

◆改正のポイント
中小企業の月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率が５０％になります

➢2023年４月１日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります。

業種 ① 資本金の額または出資の総額 ② 常時使用する労働者数

小売業 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

上記以外のその他の業種 ３億円以下 300人以下

（※）中小企業に該当するかは、①または②を満たすかどうかで企業単位で判断されます。



深夜・休日労働の取扱い

代替休暇

月60時間を超える時間外労働を深夜（22:00～5:00）の時間帯に行わせる

場合､深夜割増賃金率25％＋時間外割増賃金率50％＝75％となります。

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれま

せんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

深夜労働との関係

休日労働との関係

月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50％以上の率

で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

（※）法定休日労働の割増賃金率は、35％です。

（割増賃金）
第○条 時間外労働に対する割増賃金は､次の割増賃金率に基づき､次項の計算方法によ

り支給する。
（１）１か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この

場合の１か月は毎月１日を起算日とする。
①時間外労働６０時間以下・・・・２５％
②時間外労働６０時間超・・・・・５０％
（以下、略）

（就業規則の記載例）

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するた

め引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇（代替休暇）を

付与することができます。

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があ

ります。

｢モデル就業規則｣も参考にしてください。

就業規則の変更



具体的な算出方法（例）

働き方改革推進支援助成金の活用方法（例）

法定休日労働 月60時間を超える時間外労働

➢１か月の起算日は毎月１日
➢法定休日は日曜日
➢カレンダー中の青字は、時間外労働時間数

割増賃金率

♦時間外労働（60時間以下）

♦時間外労働（6 0時間超）

♦法定休日労働

カレンダー白色部分 ＝2 5％

カレンダー緑色部分 ＝5 0％

カレンダー赤色部分 ＝3 5％

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

５時間 ５時間 ２時間 ３時間 ５時間

7 8 9 10 11 12 13

５時間 ２時間 ３時間 ５時間 ５時間 ５時間

14 15 16 17 18 19 20

３時間 ２時間 ３時間 ３時間 ３時間

21 22 23 24 25 26 27

３時間 ３時間 ２時間 １時間 ２時間 １時間

28 29 30 31

３時間 １時間 １時間 ２時間

➢時間外労働の割増賃金率
60時間以下･･･25％
60時間超･････50％

●勤怠管理システムを導入

各自の労働時間を 把握し、

業務を平準化

●就業規則に月60時間超の

割増賃金率の規定を改正

労務管理の報告業務が非効率な状
況で、時間外労働時間が月60時間
を超える労働者が複数名存在した

勤怠管理システム導入費用

と就業規則の改正費用に、

働き方改革推進支援助成金

を活用

助成率 75％

一定の要件を満たした場合 80％

上限額 最大250万円

事業場内賃金の引き上げ等の

一定の要件を満たした場合

最大490万円

取り組みの結果、時間外労働時間
が月60時間を超える者がいなく
なった

算出例

［活用例］

1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点

から50％以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

「働き方改革推進支援助成金」は、働き方改革に取り組む中小企業事業

主に、環境整備に必要な費用の一部を国が助成する制度です。



助成金のご案内

労働基準監督署
労働時間相談・支援コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などの法令に関する知識や

労務管理体制についてのご相談に、窓口・電話で対応・支援して

います。

また、ご希望があれば、個別訪問での相談・支援も行っています。

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)

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。

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、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。

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。

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、専門家が無料で相談に応じます。

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。

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。

▶「いきサポ」で検索

相談窓口のご案内

働き方改革推進支援助成金
生産性を向上させ、労働時間の縮減等に取り組む中小企業事業主に

対して、その実施に要した費用の一部を助成

業務改善助成金
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定

以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を

助成

（2022.4）



※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者１人当たりの付加
価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性
と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水
準を超えている場合等に、加算して支給されます。

事業場内最低賃金920円未満の事業場も賃
金引き上げ労働者数10人以上の助成上限
額区分を利用できます。

(a) 特例対象事業者の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因に
より利益率※が前年同月に比べ３%ポイント以上低下した事業
者」を特例の対象事業者に追加します。
※売上高総利益率または売上高営業利益率（申請前３か月のうちの任意の1か月の
総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

(b) 売上高等が減少している
事業者の要件緩和

「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少して
いる事業者」の要件を緩和します。
・売り上げ減少幅 :「30％」→「15％」
・売上高の比較対象期間:「2年前まで」→「3年前まで」

(c) 助成上限区分の緩和 (a)(b)いずれかの要件を満たす事業者は賃金引き上げ労働者数
10人以上の助成上限額区分を利用できます。

(d) 助成対象経費の要件緩和
特例で助成対象経費となる自動車の要件を緩和します。
「定員11人以上」→「定員7人以上又は車両本体価格200万
円以下」

事業場内最低
賃金 助成 率

生産性※要件を
満たした事業者
の助成率

9 2 0 円以上 3/4 4/5

8 7 0 円以上
9 2 0 円未満 4/5 9/10

8 7 0 円未満 9/10

交付申請書・事業実施計画
などを事業場所在地を管轄
する都道府県労働局に提出

交付決定後、提出
した計画に沿って
事業実施

労働局に事業実施
結果を報告

助成金支給までの流れ

審査・
交付決定

支
給

業務改善助成金（通常コース）のご案内
「原材料高騰により利益が減少した事業者」への特例拡大など制度が充実します
業務改善助成金（通常コース）は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げ、設備投
資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。新型コロナウイルス
感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けら
れています。

審査

２．最低賃金が低い事業者への助成率が引き上げられます

１．原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者に特例が適用されます
新型コロナの影響で売上高等が減少した事業者が特例を受けやすくなります

拡充のポイント

事 業 内 最 低 賃 金
引 き 上 げ

原材料費の高騰などで利益が減少した事業者に、特例を適用するなど、拡充を行いましたので、ぜひご
活用ください。

設 備 投 資 等
機械設備、コンサルティング
導入、人材育成・教育訓練

費 用 の 一 部
を 助 成

事業場内最低
賃金 助成 率

生産性※要件を
満たした事業者
の助成率

９００円以上 3/4 4/5

９００円未満 4/5 9/10



※申請期限:令和５年１月31日

コース区分 引き上げ額 引き上げる労働者数 助成上限額 助成対象事業場

3 0 円コース 30円以上

１人 ３０万円

以下の要件を両方満
たす事業場

•事業場内最低賃金
と地域別最低賃金
の差額が30円以内

•事業場規模100人
以下

２～３人 ５０万円
４～６人 ７０万円
７人以上 １００万円
10人以上※ １２０万円

4 5 円コース 45円以上

１人 45万円
２～３人 70万円
４～６人 100万円
７人以上 150万円
10人以上※ 18 0万円

6 0 円コース 60円以上

１人 60万円
２～３人 90万円
４～６人 150万円
７人以上 230万円
10人以上※ 30 0万円

9 0 円コース 90円以上

１人 90万円
２～３人 150万円
４～６人 270万円
７人以上 450万円
10人以上※ 60 0万円

働き方改革推進支援資金
日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引き上げに取り組む方に、設備資金や
運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 事業完了の期限は、令和５（2023）年３月31日です。

日本政策金融公庫
店舗検索ページ

（R4.９.１）

※ 10人以上の上限額区分は、以下の①、②または③のいずれかに該当する事業場が対象となります。
①賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場
②生産量要件:

売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３か月間の月平均値が前年、前々年または３年前の同じ月に比べて、
15％以上減少している事業者

③物価高騰等要件:
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前３か月間のうち任意の１月の利益率が
３％ポイント以上低下している事業者

各コースの概要

注意事項

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。
業務改善助成金コールセンター
電話番号:0 1 2 0 - 3 66 - 4 40（受付時間 平日 8:30～17:15）
その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ



業務改善助成金（特例コース）のご案内
対象期間延⾧とともに

「原材料高騰により利益が減少した事業者」も助成対象になりました

• 申請日までに賃金の引き上げを完了している必要があります。
• 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、その差額が支払われた
場合は30円以上の引き上げがされたものとして取り扱います。

 就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後
の賃金額を支払っていること
就業規則等がない場合は､「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費（関
連する経費）がある場合は、その費用も支払う必要があります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

１．申請期限と賃上げ対象期間を延⾧します

２．対象となる事業者を拡大し、助成率も引き上げます

『業務改善助成金特例コース』は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少し
た中小企業事業者等を支援する助成金です。
対象期間と申請期限を延⾧し、原材料費の高騰などで利益率が５％ポイント以上低下した事業者を対象
に追加するなどの拡充を行いましたので、ぜひご活用ください。

変 更 前 変 更 後

申請期限 令和４年７月29日まで 令和５年１月31日まで

賃 上 げ
対象期間

令和３年7月16日から
令和３年12月31日まで

令和３年７月16日から
令和４年12月31日まで

支給要件

 以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること
① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30％以上
減少している事業者

・比較する売上高等の生産指標:令和３年４月～令和４年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
・比較対象期間:前年、前々年または３年前の同期
② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和３年４月から令和４年12月のうち
任意の１月における利益率が５％ポイント以上低下した事業者

 令和３年７月16日から令和４年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること
引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。対象となる事業者（事業場）

助成対象事業者
の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前
年同月に比べ５％ポイント以上低下した事業者」を追加します。
※売上高総利益率または売上高営業利益率（令和３年４月から令和４年12月のうち、任意
の１か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

売上高等の
比較対象期間
見直し

売上高等が30%以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を見直します。
見直し前:令和３年４月から［令和３年12月まで］
見直し後:令和３年４月から［令和４年12月まで］

※比較対象期間を２年前まで→３年前までに変更

助成率の
引き上げ

【一律3/4】を､事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に
引き上げます。

拡充のポイント



（R4.９.１）

引き上げる
労働者数 上 限 額

1人 3 0 万円

2人～3人 5 0 万円

4人～6人 7 0 万円

7人以上 1 0 0 万円

助成金の要綱・要領や、申請書の様式、記載例等はウェブサイトからダウンロードできます。

特例コースの概要

[参考]
日本政策金融公庫では､事業場内最低賃金の引
き上げに取り組む方に対して、設備資金や運転
資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金
融公庫の窓口にお問い合わせください。

担当部署:
各都道府県日本政策金融公庫

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

助成額・助成率
助成額 最大100万円 ※ 対象経費の合計額×助成率

助成率
事業場内最低賃金により異なります。

920円未満:４／５
920円以上:３／４

A 生産向上等に資する
設備投資等

機械設備※１、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
※１:PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員７人以上又は車両

本体価格200万円以下の自動車なども対象（自動車は乗車定員
11人以上から拡充）

B 業務改善計画に計上された
関連する経費※２

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設
など

※２:「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

助成対象

助成金支給までの流れ

交付申請書・事業実施計画などを提出する
・提出先:事業場所在地を管轄する都道府県

労働局 雇用環境・均等部(室)
・締め切り:令和５(2023)年１月31日(火)
申請期限を延⾧する場合は、別途お知らせします。
予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を
終了する場合があります。

交付決定後、提出した計画に沿って取り組み
を実施
交付決定前に行った設備投資等は助成対象外です。

支給

審査

労働局に事業実施結果を報告

交付額確定後、労働局に支払い請求を提出

審査

助成額の上限

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。
業務改善助成金コールセンター
電話番号:0120- 366 - 440（受付時間 平日 8:30～17:15）
その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ



日比谷駅 有楽町駅

有楽町
マルイ

皇居

日比谷
公園

ローソン

東京国際
フォーラム

セブン
イレブン

東京働き方改革
推進支援センター

令和４年度  東京労働局委託事業
中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

無 料無 料
相談・
専門家派遣
相談・
専門家派遣秘密

厳守
秘密
厳守事業主、

労務担当者様

専門家に

法
方
談
相 電話・メール

センター来所
オンラインでの
ご相談にも対応可能

企業訪問「東京働き方改革推進支援センター」とは、働き方改革関連
法の内容にとどまらず、令和３年６月に改正された育児・介
護休業法、男性の育児休業取得促進、仕事と育児や介護の両
立支援、不妊治療と仕事との両立、職場におけるハラスメン
ト防止措置、良質なテレワーク、多様な正社員制度、兼業・
副業など多様な働き方の実現に向けた支援を行います。

ご都合に合わせた
相談方法が選べる!

取組みはお済みですか？

同一労働同一賃金

時間外労働の上限規制

年5日の年次有給休暇の確実な取得

ご相談
ください！

ぜひ

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビル615

0120-232-865
東京働き方改革推進支援センター

働き方改革　東京

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/
相談・セミナー情報詳細は、
ホームページをご覧ください。

受付時間　平日9：00～18：00
住 所

03-6206-3147MAIL

URL

FAXhk13@mb.langate.co.jp

（社会保険労務士等）

残業６０時間超の賃金引き上げ
義務化（2023年4月）

パワーハラスメント防止措置
義務化（2022年4月）

育児・介護休業法改正 （2022年4月）



個 別 訪 問 申 込 書
FAX：03-6206-3147東京働き方改革推進支援センター 宛

【個人情報の取り扱いについて】
● 本申込書にご記入いただいた個人情報（以下「個人情報」）を取得する事業者：ランゲート株式会社（以下「当社」）
● 当社の個人情報保護管理者および個人情報に関する問合せ先：
　情報通信部PMR担当　E-MAIL：privacy@mb.langate.co.jp

● 取得した個人情報は、「令和４年度　中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業」（以下「本事業」）の相談支援
のためのみに利用します。

●当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、当社が定める個人情報保護の水準を満たした委託者（中小企業・小規模事業者等に対する
働き方改革推進支援事業　専門家）に、個人情報を委託することがあります。

● 当社は開示対象個人情報について、本人または代理人から受け付けた開示等の求めに応じます。
● 当社は、本事業の実施報告のため、本事業の委託者である東京労働局に、個人情報を書面にて提供することがあります。

※ 上記内容について　□ 同意する　（チェックしてください）

事業場名 ご担当者
氏名

所在地

連絡先

訪問
希望日

相談内容

※ 後日、日程調整のお電話を差し上げます。

・　令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）
・　令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）
・　令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）

□　残業時間の上限規制

(非正規労働者待遇改善)

□　年次有給休暇の取得義務付け

□　人手不足

□　高度プロフェッショナル制度

□　最低賃金制度

□　同一労働・同一賃金
□　賃金制度全般

□　無期転換制度□　36協定
□　生産性向上への対応

□　各種助成金の申請・活用

□　就業規則・賃金規定等の見直し

□　その他

電話

FAX
E-MAIL

〒　　　-

　をお付け
下さい

□　育児・介護制度の整備
□　職務分析・職務評価□　テレワーク

【　　　　　　　　　　  　　　】

WFL4881〈02-13〉

□　オンライン相談希望

2022年
4月～

育児・介護休業法における義務化

大企業　2019年 4月～
中小企業　2020年 4月～

時間外労働の
上限規制 同一労働同一賃金

パワーハラスメント防止措置の義務化

大企業　2020年 4月～
中小企業　2021年 4月～

女性活躍推進法における義務化（労働者101人以上の事業主）

2019年 4月～

年次有給休暇の
確実な取得
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