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働き方改革関連法に関する

時間外労働の上限規制等について

その働き方、

見直しましょう

～ 一億総活躍社会の実現に向けて ～



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。



【1章】「働き方」が変わります

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。



【1章】「働き方」が変わります

■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。



【1章】「働き方」が変わります

「働き方改革関連法」の全体像−1 

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） （中小企業2020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。



【1章】「働き方」が変わります

「働き方改革関連法」の全体像−2 

5. 「高度プロフェッショナル制度」を創設（2019年4月1日施行）

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. 

8. 

勤務間インターバル制度の導入促進（2019年4月1日施行）

1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間（インターバル時間）の確保に努めなければなりません。

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）本給や賞与などあらゆる待遇について不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。



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）

法律上は、残業時間の上限がありませんで

した（大臣告示）。

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した。



【2章】労働時間法制の見直しについて

◎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７２０時間以内

●時間外労働と休日労働の合計が月1 0 0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。



【2章】労働時間法制の見直しについて

月残業80時間

＝１ 日残業4時間程度

上限なし

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＊
月残業45時間

＝１ 日残業２時間程度
＊休日労働を含む

大臣告示による上限
年間6か月まで 年間6か月まで

（行政指導） 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



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】

建設事業
2024年4月1日から、上限規制を適用します。
（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、１か月１００時間未満・複数月平均８０

時間以内の要件は適用しません。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続

き検討します。）

自動車運転の

業務

2024年4月1日から、上限規制を適用します。
（ただし、適用後の上限時間は、年９６０時間とし、将来的な一般則の適用については引き続き

検討します。）

医 師
2024年4月1日から、上限規制を適用します。
（ただし、具体的な上限時間等については、今後、省令で定めることとしています。）

鹿児島県及び沖縄県

における砂糖製造業 2024年4月1日から、上限規制を適用します。

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、

新技術・新商品等
の研究開発業務

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。



【2章】労働時間法制の見直しについて

2 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。

労働時間管理の実務イメージ

時間外労働、休日労働について、36協定を締結します。

上限規制の内容に適合した36協定を締結します。

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 ・・・（A）

法定 休日労働の回数、

始業終業時刻 月３回、8:30～17:30 ・・・（B）

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）特別条

項の回数

特別条項における年間の

時間外労働の上限

1か月の時間外労働と休日労働の合

計時間数の上限

有り

年6回 ・・・(C) 

年680時間 ・・・(D) 

85時間 ・・・(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

Step1



【2章】労働時間法制の見直しについて

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。

2021/4 2021/5

60

20

80.0 

2021/6

45

15

60.0 

2021/7

35

10

45.0 

2021/8 2021/9 ・・・・・

（A）の時間（45時間）を超えることが

できるのは年６回まで

時間外労働

休日労働

合計

80 35 80 

（B）の回数・時間を超えること

はできない

80.0 35.0 80.0 

（E）の時間（85時間）を超えることは

できない

〈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。

Step2



【2章】労働時間法制の見直しについて

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

2021/9 ・・・・

80 

・・・・

休日労働

★累計値

別条項回数

20       15      10

1         2       2       2        2        3 

★累計値

時間外労働時間数 80 140      185    220  255 335 

特別条項の累計回数は（C)の回数（６回）以内 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

2021/4 2021/5 2021/6 2021/7 2021/8 

時間外労働 80 60 45 35 35 

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

80 60 45        35    35   80

休日労働 20        15     10 

Step3



【2章】労働時間法制の見直しについて

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。

時間外労働

休日労働

合計

2021/4 2021/5

80       60

20

80.0     80.0 

2021/6

45

15

60.0 

2021/7

35

10

45.0 

2021/8

35 

2021/9

80 

35.0 80.0 

同様に他の月についても２∼６か月平均

算定期間 2か月平均

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

うに管理しなければなりません。

4か月平均

5か月平均

6か月平均

57.5 

53.3 

55.0 

60.0 

63.3 

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

8∼9月の平均

7∼9月の平均

6∼9月の平均

5∼9月の平均

4∼9月の平均

Step4



【2章】労働時間法制の見直しについて

前の協定期間

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（2020

年1 1月∼2021年３月）の実績も必要です。

時間外労働

2020/11

45 

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

62.5 

48.3 

43.8 

46.0 

45.8 

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

3∼4月の平均

2∼4月の平均

1∼4月の平均

12∼4月の平均

11∼4月の平均

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。

休日労働

合計
45 

Step5



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。

㾎 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。

㾎



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

時間外労働＋休日労働 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

時間外労働＋休日労働 10 10 10 10 10 10 10 10 85 70 90 10

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

時間外労働 46 10 46 10 46 10 46 10 46 10 46 46

 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。

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。

１００時間以上となってしまっており、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。

 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。

３か月平均が80時間を超えてしまっており、法違反

法違反となるケースの例



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。

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

【2章】労働時間法制の見直しについて

ガイドラインの主なポイント



【2章】労働時間法制の見直しについて

［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



【2章】労働時間法制の見直しについて

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



【2章】労働時間法制の見直しについて

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

超
え
る
場
合

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

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
限度時間を超えることができる回数（年６回以内）



【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 

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。

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1 0 0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1 00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。

Point3

Point2

Point1



36協定の締結に当たって注意すべきポイント−2 

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。

●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

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。

Point４

Point５

臨時的な必要がある場合の例



【2章】労働時間法制の見直しについて

過半数代表者の選任

●36協定の締結を行う労働者の代表は、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数

を代表する者（過半数代表者）が行う必要があります。

●過半数代表者の選任に当たっては、以下の点に留意する必要があります。

管理監督者でないこと

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

使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

●さらに、使用者は過半数代表者が協定締結に関する事務を円滑に遂行することができるよう、必要な配慮を行

わなければなりません。

ここも注目



３６協定届の記載例
（様式第９号（第16条第１項関係））

事業場（工場、支店、営業所等
）ごとに協定してください。

労働保険番号・法
人番号を記載して
ください。

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。

業務の範囲を細分化し、明確
に定めてください。

事由は具体的に定
めてください。

対象期間が３か
月を超える１年
単位の変形労働
時間制が適用さ
れる労働者につ
いては、②の欄
に記載してくだ
さい。

１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。

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。

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場
○○○ ○○○○

○○市○○町１－２－３
○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○年４月１日から１年間

○○○○年４月１日

受注の集中

月末の決算事務

設計

臨時の受注、納期変更

検査

経理

製品不具合への対応

機械組立

棚卸 購買

１０人

２０人

１０人

５人

５人

３時間

２時間

２時間

３時間

３時間

３０時間

１５時間

１５時間

２０時間

２０時間

２５０時間

１５０時間

１５０時間

２００時間

２００時間

○○○○ ３ １２

○○○○ ３ １５

投票による選挙

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。

検査課主任

山田花子

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。

受注の集中 設計

臨時の受注、納期変更 機械組立

１０人

２０人

１か月に１日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

８：３０～１７：３０

○ ○

土日祝日

土日祝日

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。

３７０時間

２７０時間

２７０時間

３２０時間

３２０時間

４０時間

２５時間

２５時間

３０時間

３０時間

３．５時間

２．５時間

２．５時間

３．５時間

３．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

表面

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うことができます。
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。 ◆（任意）の欄は、記載しなくても構いません。
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。

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。



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））

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

様式第９号の２は、
・限度時間内の時間外労働についての届出書（１枚目）と、
・限度時間を超える時間外労働についての届出書（２枚目）
の２枚の記載が必要です。

３６協定で締結した内容を協定届（本様式）に転記して届け出てく
ださい。
– ３６協定届（本様式）を用いて３６協定を締結することもできます。
その場合には、記名押印又は署名など労使双方の合意があることが
明らかとなるような方法により締結することが必要です。

– 必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

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

事業場（工場、支店、営業所等
）ごとに協定してください。

労働保険番号・法
人番号を記載して
ください。

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。

業務の範囲を細分化し、
明確に定めてください。

事由は具体的に定め
てください。

対象期間が３か
月を超える１年
単位の変形労働
時間制が適用さ
れる労働者につ
いては、②の欄
に記載してくだ
さい。

１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。

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場
○○○ ○○○○

○○市○○町１－２－３
○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○年４月１日から１年間

○○○○年４月１日

受注の集中

月末の決算事務

設計

臨時の受注、納期変更

検査

経理

製品不具合への対応

機械組立

棚卸 購買

１０人

２０人

１０人

５人

５人

３時間

２時間

２時間

３時間

３時間

３０時間

１５時間

１５時間

２０時間

２０時間

２５０時間

１５０時間

１５０時間

２００時間

２００時間

受注の集中 設計

臨時の受注、納期変更 機械組立

１０人

２０人

１か月に１日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

８：３０～１７：３０

土日祝日

土日祝日

３７０時間

２７０時間

２７０時間

３２０時間

３２０時間

４０時間

２５時間

２５時間

３０時間

３０時間

３．５時間

２．５時間

２．５時間

３．５時間

３．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

１枚目
（表面）

労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、労使
当事者はこのことに十分留意した上で協定するようにしてください。

なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労働契
約法第５条に基づく安全配慮義務を負います。

時間外労働と法定
休日労働を合計し
た時間数は、月
100時間未満、２
～６か月平均80
時間以内でなけれ
ばいけません。こ
れを労使で確認の
上、必ずチェック
を入れてください
。チェックボック
スにチェックがな
い場合には、有効
な協定届とはなり
ません。



業務の範囲を細分
化し、明確に定め
てください。

事由は一時的又は突発的に時間外労働を行
わせる必要のあるものに限り、できる限り
具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要なとき」「業務上やむ
を得ないとき」など恒常的な長時間労働を
招くおそれがあるものは認められません。

１年間の上限時
間を計算する際
の起算日を記載
してください。
その１年間にお
いては協定の有
効期間にかかわ
らず、起算日は
同一の日である
必要があります
。

月の時間外労働
の限度時間（月
45時間又は42
時間）を超えて
労働させる回数
を定めてくださ
い。年６回以内
に限ります。

限度時間（月45時間又は42時
間）を超えて労働させる場合の
、１か月の時間外労働と休日労
働の合計の時間数を定めてくだ
さい。月100時間未満に限りま
す。
なお、この時間数を満たしてい
ても、２～６か月平均で月80時
間を超えてはいけません。

限度時間（年360
時間又は320時間
）を超えて労働さ
せる１年の時間外
労働（休日労働は
含みません）の時
間数を定めてくだ
さい。年720時間
以内に限ります。

時間外労働と法定
休日労働を合計し
た時間数は、月
100時間未満、２
～６か月平均80
時間以内でなけれ
ばいけません。こ
れを労使で確認の
上、必ずチェック
を入れてください
。チェックボック
スにチェックがな
い場合には、有効
な協定届とはなり
ません。

○○○○年４月１日

突発的な仕様変更 設計

検査

機械組立

１０人

１０人

２０人

６０時間

６０時間

５５時間

５５０時間

５００時間

４５０時間

○○○○ ３ １２

○○○○ ３ １５

投票による選挙

検査課主任

山田花子

工場長

田中太郎

機械トラブルへの対応

製品トラブル・大規模なクレームへの対応

４回

３回

３回

３５％

３５％

３５％

限度時間を超え
て時間外労働を
させる場合の割
増賃金率を定め
てください。
この場合、法定
の割増率（
25%）を超え
る割増率となる
よう努めてくだ
さい。

限度時間を超
えた労働者に
対し、裏面の
記載心得１（
９）①～⑩の
健康確保措置
のいずれかの
措置を講ずる
ことを定めて
ください。該
当する番号を
記入し、右欄
に具体的内容
を記載してく
ださい。

①、③、⑩
対象労働者への医師による面接指導の実施 、対象労働者に１１時間の勤務間インターバルを設定、
職場での時短対策会議の開催

労働者代表者に対する事前申し入れ

限度時間を超え
て労働させる場
合にとる手続に
ついて定めてく
ださい。

○ ○

３５％

３５％

３５％

限度時間を超えて時
間外労働をさせる場
合の割増賃金率を定
めてください。
この場合、法定の割
増率（25%）を超え
る割増率となるよう
努めてください。

６時間

６時間

６時間

６．５時間

６．５時間

６．５時間

７０時間

７０時間

６５時間

６７０時間

６２０時間

５７０時間

労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合には、３６
協定の締結をする者を選ぶことを明確にした上で、投票・
挙手等の方法で労働者の過半数代表者を選出し、選出方法
を記載してください。
使用者による指名や、使用者の意向に基づく選出は認めら
れません。
チェックボックスにチェックがない場合には、形式上の要
件に適合している協定届とはなりません。

管理監督者は労働者代表
にはなれません。

協定書を兼ねる場合には、労働者代表の署
名又は記名・押印などが必要です。

２枚目
（表面）

臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間又は42時間・
年360時間又は320時間）を超えることはできません。

限度時間を超えて労働させる必要がある場合でも、時間外労働は限
度時間にできる限り近づけるように努めてください。

協定書を兼ねる
場合には、使用
者の署名又は記
名・押印などが
必要です。



【2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。

201 9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）

労働者が使用者に取

得時季を申出

使用者が労働者に

取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し使用者

が取得時季を指定

労働者

「○月×日に

休みます」 使用者 労働者 「○月×日に休

んでください」

使用者

１０日付与（基準日）

【（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＋計画的付与２日の場合 ⇒                   〃

労働者が自ら３日取得した場合 ⇒   使用者は２日を時季指定

計画的付与で２日取得した場合 ⇒         〃 ３日 〃

（※）半日単位の年休は5日から控除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。



※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。

１０日付与 法定の基準日

（例）

4/1入社時に

10日付与する場合 4/1入社 10/1 3/31 
9/30 

５日取得

通常は１０/１∼翌９/３０までの１年間に５日取得させることになるが、４/１

に前倒しで付与した場合には、４/１∼翌３/３１までの１年間に５日取得さ

せなければならない。

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） １年目の付与日（10日付与） ２年目の付与日（11日付与）
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 4/1入社 10/1                        4/1                   9/30 3/31

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。 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

５日取得



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 法定の基準日

（例）

上記①の場合

4/1入社 10/1

５日取得

①の期間

１年目の付与日

3/31  4/1 3/31 

５日取得

次の期間

2年目の付与日

（例）

上記②の場合

4/1入社 10/1 4/1               9/30

７．５日以上取得

②の期間

3/31 4/1 3/31 

５日取得

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） 5日付与

４/１入社時に

５日付与し、７/１に

残り５日付与する場合 4/1入社

5日付与 ←合計10日に到達

7/1                                                          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。



■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） 2019/4/1 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。

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

年次有給休暇取
得日数

18日 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。

年次有給休暇を取得した日

付

2019/    2019/ 

4/4（木） 5/7（火）

2019/   2019/ 

9/2（月） 10/9（水）

2019/ 

6/3（月）

2019/ 

7/1（月）
2019/     2019/ 2019/   2019/ 

8/1（木） 8/13（火） 8/14（水） 8/15（木）

2020/     2020/    2020/    2020/ 

1/14（火） 2/10（月） 3/19（木） 3/20（金）

2019/ 

8/16（金）

2019/ 

8/19（月）

2019/ 

11/5（火）

2019/ 

12/6（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。





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

（現在）

月60時間超の残業割増賃金率

大企業は５０％

中小企業は２５％

（改正後） 2023年4月1日施行

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か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

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

大企業

中小企業

60時間以下

25%

25% 

60時間超

50%

25% 

大企業

中小企業 50% 

60時間以下

25%

25% 

60時間超

50%



【2章】労働時間法制の見直しについて

※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

小売業

サービス業

卸売業

資本金の額また

は出資の総額

5,000万円以下

5,000万円以下

1億円以下

または

または

または

または

常時使用する

労働者

50人以下

100人以下

100人以下

その他
（製造業、建設業、

運輸業、その他）

3億円以下 または 300人以下

●資本金や出資金の概念がない場合には、労働者数のみで判断することとなります。



【2章】労働時間法制の見直しについて



【2章】労働時間法制の見直しについて



【2章】労働時間法制の見直しについて



【2章】労働時間法制の見直しについて

労働者の健康確保の観点から、引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて代替休暇を付与すること
ができます。



①代替休暇の時間数の具体的な算定方法

(例)次のような算定方法になります。

換算率
代替休暇を取得しなかった場合に支払

うこととされている割増賃金率

1か月の法定時間
外労働時間数

＝

６０ × 換算率

代替休暇の換算率は、1か
月60時間超の法定労働時
間外労働に対する引き上げ
分の割増賃金額に対応する

時間数となります。

(例)

－＝
代替休暇
の時間数

41



②代替休暇の単位

まとまった単位で与えることによって労働者の休息の機会を確保する観点から１日、半日、１日また

は半日のいずれかによって与えることとされています。

※半日については、原則は労働者の1日の所定労働時間の半分のことですが、厳密に所定労働時
間の2分の1とせずに、例えば午前の3時間半、午後の4時間半をそれぞれ半日とすることも可能です
。その場合は労使協定でその旨を定めておきましょう。

端 数 の 時 間 が あ る 場 合

労使協定で端数として出てきた時間数に、他の有給休暇を合わせて取得することを認めていた場
合は、代替休暇と他の有給休暇を合わせて半日または1日単位として与えることができます。
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③代替休暇を与えることができる期間

代替休暇は、特に長い時間外労働を行った労働者の休息の機会の確保が目的ですので、一定の近接し
た期間内に与えられる必要があります。

法定時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月間以内の期間で与えることを定めて
ください。

※期間内に取得できなかった場合、代替休暇として与える予定であった割増賃金分を
支払う必要があります。

※期間が1か月を超える場合、1か月目の代替休暇と2か月目の代替休暇を合算して取得
することも可能です。

(例) 4月に6時間分、5月に2時間分の代替休暇に相当する法定時間外労働を行った場合
※1日の所定労働時間が8時間、代替休暇の取得期間を法定時間外労働を行った月の翌日から2か月といている場合とする
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④代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

賃金の支払額を早期に確定させ、トラブルを防止する観点から、労使で定めるものです。

例えば、月末から5日以内に使用者が労働者に代替休暇を取得するか否かを確認し、取得の意向がある場
合は取得日を決定する、というように、取得日の決定方法について協定しておきましょう。

ただし、取得するかどうかは法律上、労働者に委ねられています。代替休暇を取得するかどうか、いつ取得
するかは労働者の意向を踏まえたものにしなければなりません。

取得日の決定方法（意向確認の手続き）

有給休暇を取得した場合には、その分の割増賃金の支払が不要となることから、いつ支払っておけばよいの
かが問題になります。労使協定ではどのように支払うかについても協定しておきましょう。

割増賃金支払日
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⑤労使協定の例



【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。 （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）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章】労働時間法制の見直しについて

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。



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 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

新規 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1 0 0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



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。

歴日数ごとの80時間を超える総労働時間数

31日＝257時間09分 30日＝251時間26分 29日＝245時間43分 28日＝240時間01分



【2章】労働時間法制の見直しについて

〔 面接指導の申出期間 ・実施期間について （毎月10日〆切の場合） 〕 〔面接指導に係る申出の様式例〕

例）5月1 0日期日の場合 労働安全衛生法第66条の8の

面接指導に係る申出書

4/11  時間外労働 5/10 

月80時間超
申出期間

（期日から1か月）

平成○年○月○日

6/9  事業者 氏名 殿

所属

氏名

期日 申出
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

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 面接指導実施期間
を免除 5/25 （（申出から1か月）

6/24 

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

平成 年 月 日 時∼    時又は

平成 年 月（初・中・下旬）

3. 面接指導を実施するにあたり配慮を求める事項

面接指導実施



【2章】労働時間法制の見直しについて

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

事業者
●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。

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「長時間労働者への面接チェックリスト（医師
用）」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

事業者
●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。



【2章】労働時間法制の見直しについて

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。



【2章】労働時間法制の見直しについて

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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○高年齢ほど発生率が高い
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社会福祉施設における
転倒災害千人率（性別・年齢別）

○他産業と比較して全世代で高い
○19歳以下では他の産業の約５倍！

災害の原因は「転倒」「動作の反動・無理な動作（腰痛等）」が半数以上！
その他は「墜落・転落」、「交通事故（道路）」、「激突」等も

近年、労働災害全体の件数は減少傾向にありますが、
社会福祉施設においては未だ増加傾向にあります

＜過去４年間の５月時点での死傷災害者数の推移＞

・令和元年の死傷者数は、
前年比５.２％増加
・令和２年５月の死傷者数は、
前年同期比８.８％増加

みなさんの職場は安全でしょうか？

社会福祉施設で昨年10,000人以上が労働災害にあっています
今一度、安全衛生対策を見直しましょう！（裏面へ）

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

動作の反動・無理な動作（腰痛等）
災害千人率（年齢別）

動作の反動・
無理な動作
（腰痛等）

転倒

（人）

（人）

過去４年間の死傷災害者数（休業４日以上）
及び死傷年千人率の推移

急増！
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介護事業主の皆さまへ

人材確保のためにも

転倒・腰痛のない施設をつくりましょう
介護事業で働く労働者の課題

 介護労働者の不満などで身体的負担が大きいと答えた方は29.5％

 介護労働者の満足度を重視する企業ほど人材確保ができているとの

統計結果もあります

人手が足りない

身体的負担が大きい

仕事内容の割に賃金が低い

0% 20% 40% 60%

55.7％

29.5％
39.8％

出典：公益財団法人介護労働安定センター 介護労働実態調査より

介護事業における労働災害

 介護労働者を含む社会福祉施設の労働災害は腰痛などの

「動作の反動・無理な動作」が41%、次いで転倒が39%

 腰痛などは介助作業で発生した者が84％

 休業１か月以上となる者は、転倒で6４%、腰痛などの「動作の反

動・無理な動作」で４３%

転倒・腰痛のない施設づくりのために、裏面の対策に取り組みましょう

その他

16%

8%

6%
6%

動作の
反動

41％転倒

39％

墜落・転落

その他
交通事故

出典：令和元年労働者死傷病報告より介護施設で発生した休業4
日以上の労働災害767件のうち動作の反動・無理な動作の
268件を集計したもの

出典：令和元年労働者死傷病報告より

介助作業

84％



利用者・職員の
転倒・腰痛のない施設づくりのため
下記の対策に取り組みましょう

段差注意

作業場所の
整理整頓

危険箇所の
見える化

作業場所の
清掃 毎日の運動

手すりの
設置

滑りにくい
靴の着用

持ち物の
制限

一人介助の
禁止

最新機器の
導 入

介護施設における腰痛予防対策の実施は、介護報酬の加算要件の

一つになっています！詳しくはこちらをチェック！



設備の改善

介護労働者が安心して働くために

職場環境の改善等のために、

エイジフレンドリー補助金

をご活用ください。

安心して
支えられる

歩きやすい！

転倒・腰痛
予防体操

YouTubeで、転倒・腰痛の

予防に役立つ「いきいき

健康体操」をご覧ください。

足を前に 足を後ろに

整理・整頓
清掃・清潔

厚生労働省のホームページ

で４S（整理・整頓・清掃・

清潔）の方法を公開してい

ます。

見た目にきれいなだ
けでなく、つまづい
たり転んだりするこ
とも減りました

危険の見える化

厚生労働省ホームページで

「職場の危険の見える化

（社会福祉施設）実践マニュ

アル」をご覧ください。

危険の原因が誰から見
てもわかるので、事故
やケガが減りました

滑らず蒸れない靴
のおかげで快適！







介護中の に要注意

滑
り
止
めつ

け
て
お
き
た
い口

と
足

50代以上

約８割

女性

約９割

休業１か月以上

約６割

労働災害の
うち転倒

約４割

施設長から職員の皆さまへのお願い

2015年・転倒予防川柳大賞作品（東京都 佐川 晶子）

数字で見る

社会福祉施設での転倒

日本転倒予防学会

つまづき 踏み外し滑 り

出典：令和元年 労働者死傷病報告より



令和４年度
働き方改革関連法に関する

説明会

令和５年２月３日

岡山働き方改革推進支援センター

特定社会保険労務士

大倉 直子



１．「同一労働同一賃金」への取組み方

１）「パートタイム・有期雇用労働法」とは？

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保に関する改正内容
（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正）
※パートタイム労働法はパートタイム・有期雇用労働法に変わります

同一企業内の正社員等（正社員、無期雇用フルタイム）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をなくす

どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにし、多様で
柔軟な働き方を選択できるようにする。

見直しの目的

中小事業主 ①又は②のいずれかをみたすもの

業種 ①資本金の額又は
出資額の総額

②常時使用する
従業員の数

小売業 5,000万円以下 50人以下

サービス業
（サービス業、医療・福祉等）

5,000万円以下 100人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

その他の業種
（製造業、建設業、運輸業等上記以外すべて）

3億円以下 300人以下

2



１．「同一労働同一賃金」への取組み方

２）パートタイム・有期雇用労働法の改正ポイント

出典：全国社会保険労務士会連合会「法改正解説リーフレット（同一労働同一賃金編）」

◆裁判外紛争解決手続（行政ADR）：事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する
手続きのこと。

公平・中立 簡易・迅速 無料 非公開

● パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者の均等・均衡待遇等に関する個別労使紛争につ
いては、各都道府県労働局の紛争調整委員会で「調停」ができます。（無料・非公開）

★ 弁護士や大学教授、家庭裁判所家事調停委員、社会保険労務士などの労働問題の専門家が調停委員
となり、高い専門性、公平性、中立性のもとで紛争の解決を図ります。

★「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、「調停」の対象となります。
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紛争解決援助制度の概要

紛争

企業

企業内における自主的な対処

労働施策総合推進法等に基づく紛争解決の援助の対象となる紛争

都道府県労働局雇用環境・均等室

労働施策総合推進法等に関する相談
紛争解決援助制度・行政指導の説明

都道府県労働局長

労働施策総合推進法等に基づく
行政指導

当事者の希望等に
応じて

事業主労働者

簡単な手続きで迅速に行政機関に
解決してもらいたい場合

都道府県労働局長

都道府県労働局長による
助言・指導・勧告

公平、中立性の高い第三者機関に
援助してもらいたい場合

調停会議

調停会議による調停・
調停案の作成・受諾勧告

未解決 男女雇用期間均等法
育児・介護休業法
パートタイム・有期雇用労働法
も対象です

セクハラ
マタハラ

パワハラ
正社員との
待遇差

※勧告に従わない場合は企業名を公表する
ことがある
※報告徴収に応じない場合、虚偽報告を
行った場合は過料の対象となることがある

4



１．「同一労働同一賃金」への取組み方

３）事業主に求められること

出典：説明会資料「働き方改革推進にかかる法改正等説明会」（押野りか）2021年4月27日
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１．「同一労働同一賃金」への取組み方

４）均衡待遇・均等待遇

出典：説明会資料「働き方改革推進にかかる法改正等説明会」（押野りか）2021年4月27日
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職務の内容

「a.業務の内容」と「b.当該業務に伴う責任の程度」のことをいう。

a.業務の内容
(業務の種類(職種)と
従事している業務の
うち中核的業務が実
質的に同じかどうか
で判断)

業務とは職業上継続して行う仕事
⇒業務の内容は業務の種類(職種)と中核的業務で判断
※：業務の種類(職種)とは、販売職、管理職、事務職、製造工、印刷工等

といった従事する業務のことをいう。
※：中核的業務とは、職種を構成する業務のうち、その職種を代表する

中核的なものを指し、職種に不可欠な業務を指し、次の基準に従って
総合的に判断

①与えられた職務に本質的又は不可欠な要素である業務
②その成果が事業に対して大きな影響を与える業務
③労働者本人の職務全体に占める時間的割合・頻度が大きい業務

b.当該業務に伴う責
任の程度
(責任の程度が著し
く異ならないかどう
かで判断) 

業務の遂行に伴い行使するものとして付与されている権限の範囲・程度
等
⇒例えば、
①授権されている権限の範囲（単独で契約締結可能な金額の範囲、管理
する部下の数、決裁権限の範囲等）

②業務の成果について求められる役割
③トラブル発生時や臨時・緊急時に求められる対応の程度
④ノルマ等の成果への期待の程度
⑤上記の事項の補助的指標として所定外労働の有無及び頻度

職務の内容・配置
の変更の範囲

将来の見込みも含め、転勤、昇進といった人事異動や本人の役割の変化等（配置の変更を伴わない
職務の内容の変更を含む。）の有無や範囲のことをいう。

その他の事情

「その他の事情」については、職務の内容並びに職務の内容及び配置の変更の範囲に関連する事情
に限定されるものではない。
具体例としては、職務の成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、事業主と労働組合との間の交渉
といった労使交渉の経緯などの諸事情が「その他の事情」として想定されるものであり、考慮すべ
きその他の事情があるときに考慮すべきものである。

◆「職務の内容」「職務の内容・配置の変更の範囲」「その他の事情」とは？

7



１．「同一労働同一賃金」への取組み方

５）取組みの進め方①
8



１．「同一労働同一賃金」への取組み方

５）取組みの進め方②

出典：全国社会保険労務士会連合会「法改正解説リーフレット（同一労働同一賃金編）」
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②
従事している業務
のうち中核的業務

③
責任の程度

同じ
実質的に
同じ

著しくは
異ならない

「
職
務
の
内
容
」
は
同
じ

異なる 異なる 異なる

「職務の内容」は異なる

①
業務の内容

（職種）の判断

「職務の内容」が
同じか否かの判断

手順

「『職務の内容・配置』
の変更の範囲」が
同じか否かの
判断手順

ともにあり

「
『
職
務
の
内
容
・
配
置
』
の

変
更
の
範
囲
」
は
同
じ

ともになし

異なる

「『職務の内容・配置』の変更の範囲」は異なる

①
転勤の有無
の判断

③「職務の内容・
配置」の変更の有無

の判断

②転勤の範囲
の判断

④「職務の内容・
配置」の変更の範囲

の判断

ともになし

異なる

一
方
の
み
あ
り

一
方
の
み
あ
り

ともにあり実
質
的
に

同
じ

実質的に
同じ

例：「販売職」
「事務職」

業務の比較例

★中核的業務※に〇（何が中核的業務
に当たるかは、同じ「販売職」でも個々の事
業所ごとに異なります）

・与えられている権限の範囲
・業務の成果について求められている
役割
・トラブル発生時や臨時・緊急時に
求められる対応の程度
・売上目標等の成果への期待度
などを総合的に判断

パート 接客、レジ、品出し

正社員 接客、レジ、品出し、商品陳列

※「中核的業務」とは、ある労働者に与えられた職務に伴う個々の業務のうち、その職務を代表する中核的なものを指し、与えられた職務に不可欠な
業務、業務の成果が事務所の業績や評価に大きな影響を与える業務、労働者の職務全体に占める時間・頻度において割合が大きい業務といった基準に
従って総合的に判断します。

事務から営業への職種の変更
一般社員から主任への昇進など

「職務の内容」「『職務の内容・配置』の変更範囲」が同じか否かの判断手順

10



１．「同一労働同一賃金」への取組み方

５）取組みの進め方③

出典：全国社会保険労務士会連合会「法改正解説リーフレット（同一労働同一賃金編）」
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◆ワークシート（第一段階／具体的な作業①、②）

12



◆第一段階Ａ「職務の内容の確認」

出典：「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」※ブルーの冊子
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１．「同一労働同一賃金」への取組み方

５）取組みの進め方④

出典：全国社会保険労務士会連合会「法改正解説リーフレット（同一労働同一賃金編）」
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◆ワークシート（第二段階）

出典：「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」※ブルーの冊子
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１．「同一労働同一賃金」への取組み方

５）取組みの進め方⑤

出典：全国社会保険労務士会連合会「法改正解説リーフレット（同一労働同一賃金編）」
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待遇の違いの有無 （あてはまるものに○）

精皆勤手当

ア
正社員、短時間労働者・有期雇用労働者とも同じ基準で
支給している。

イ

正社員には支給するが、短時間労働者・有期雇用労働者
には支給しない。
または、正社員、短時間労働者・有期雇用労働者とも
支給するが、支給基準が異なる。

手当を支給している場合は、手当の支給の目的を書き出しましょう。

・一定数の業務を行う人数を確保するため、皆勤を奨励する目的で支給。

⇒「イ」にあてはまる場合は、どのような違いなのか、また、違いを設けている理由
を書き出しましょう。

正社員 パート・有期雇用労働者 違いを設けている理由

・月の勤務日数の９割
以上を出勤した者に
対し月5,000円を支給。

・支給なし。 ⇒
・短時間労働者・有期雇用
労働者は、勤務日数が少な
いため、支給をしていない。

◆パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書

【ガイドライン】通常の労働者と業務の内容が同一の短時間・有期雇用労働者には、
通常の労働者と同一の精皆勤手当を支給しなければならない
業務内容が同じ、一定数の業務を行う人数を確保するため出勤を奨励するという目的
⇨ 勤務日数が少ない分を比例的に減額する等して支給することを検討

17



【改正前→改正後】○：説明義務の規定あり ×：説明義務の規定なし

＜雇入れ時＞【フルタイムの有期雇用労働者については新設】
パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇い入れたときは、本人に対する雇用管理上の

措置の内容（賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用、正社員転換の措置等）について、
事業主は説明しなければなりません。

＜パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合＞【新設】
パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあったときは、正社員（無期雇用フル

タイム労働者）との待遇差の内容・理由、待遇決定に際しての考慮事項について事業主は
説明しなければなりません。

＜不利益取扱いの禁止＞【指針→法律に格上げ】
事業主は、説明を求めた労働者について、不利益取扱いをしてはいけません。

※賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用など

パート 有期 派遣

雇用管理上の措置の内容（※）（雇入れ時） ○ → ○ × → ○ ○ → ○

待遇決定に際しての考慮事項（求めがあった場合） ○ → ○ × → ○ ○ → ○

待遇差の内容・理由（求めがあった場合） × → ○ × → ○ × → ○

説明を求めた場合の不利益取扱いを禁止

１．「同一労働同一賃金」への取組み方
５）取組みの進め方⑥
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１．「同一労働同一賃金」への取組み方

６）取組みの進め方⑦

出典：全国社会保険労務士会連合会「法改正解説リーフレット（同一労働同一賃金編）」
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◆待遇に関する
「説明書」を
作って

おきましょう！

出典：
「パートタイム・有期
雇用労働法対応のため
の取組手順書」
※オレンジの冊子
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「同一労働同一賃金ガイドライン 」の概要
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）

※待遇差が不合理か否かは、最終的に司法の場において判断されます。
ガイドラインで明確化されることで、裁判で争う場合の予見性が高まります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

正社員等（無期雇用フルタイム）と非正規雇用労働者（パートタイム、
有期雇用、派遣労働者）との間の待遇差がある場合に、

「いかなる待遇差が不合理か」
「いかなる待遇差が不合理でないのか」

について、原則となる考え方と具体例を示したもの

◎基本給
◎賞与
◎手当（役職手当、精皆勤手当、通勤手当等）
◎福利厚生（福利厚生施設、慶弔休暇等）
◎その他（教育訓練等）

ガイドラインに記載されている内容

ガイドラインとは

21



◎各種手当

役職手当で、

役職の内容に対して支給するもの

◎同一の内容の役職には同一の
◎違いがあれば違いに応じた

支給を行わなければならない

（問題とならない例）
役職手当について、役職の内容に対して支給して
いるＡ社において、通常の労働者であるＸの役職
と同一の役職名であって同一の内容の役職に就く
短時間労働者であるＹに、所定労働時間に比例し
た役職手当（例えば、所定労働時間が通常の労働
者の半分の短時間労働者にあっては、通常の労働
者の半分の役職手当）を支給している。

（問題となる例）
通常の労働者Ｘと同一の役職名、同一内
容の役職に就く有期契約労働者Ｙに、Ｘ
に比べ役職手当を低く支給している。

【例】
店長手当
リーダー手当

無期雇用フルタイム労働者に支給している場合

パートはパートなりに
有期は有期なりに

パートタイム・有期雇用労働者で
店長やリーダー職に就いている者 店長手当、リーダー手当の支給が必要

店長やリーダーという特別な
職責を果たしているために支給
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◎各種手当

交替制勤務等の勤務形態に応じて支給される特殊勤務手当

業務の危険度又は作業環境に応じて

支給される特殊作業手当※

業務の内容が同一の場合の精皆勤手当※

正社員の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を

行った場合に支給される時間外手当の割増率

同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当

深夜・休日労働手当の割増率

特定の地域で働く労働者に対する補償として

支給する地域手当

労働時間の途中に食事のための休憩時間がある労働者に対する

食費の負担補助として支給される食事手当

通勤手当・出張旅費※

同一の支給を
行わなければ
ならない

パートタイム・有期
雇用労働者であっても、
正社員と同様の負担を
負っているため
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通勤手当及び出張旅費

同一の支給が必要
（問題とならない例）
所定労働日数が多い（例えば週４日以上）通常の
労働者及び短時間・有期雇用労働者には、月額の
定期券の金額に相当する額を支給しているが、所
定労働日数が少ない（例えば、週３日以下）又は
出勤日数が変動する短時間・有期雇用労働者には、

日額の交通費に相当する額を支給している

【例】
・非常に高い所で作業を行う人に対して支給

する高所手当
・非常に暑いところで作業をする人に対して

支給する高温手当
➡過酷な労働の代償として、業務の作業環境
に応じて支給されている

正社員だけではなく、同じ作業環境で働いて
いるパートタイム・有期雇用労働者がいる場
合、特殊作業手当を支給しなければならない

業務の危険度又は作業環境に
応じて支給される

特殊作業手当

正社員でも非正規雇用労働者
でも負っている負担は同じ

業務の内容が同一の場合の

精皆勤手当

【支給目的】
出勤を確保し、所定労働日の出勤を促すため

業務内容が同じであれば、
同一の基準での支給が必要
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◎福利厚生

同一の利用・付与が必要
（問題とならない例：慶弔休暇）
通常の労働者と同様の出勤日が設定されてる短時間労
働者Ｙには、通常の労働者と同様に慶弔休暇を付与。
週２日勤務のＹには、勤務日の振替での対応を基本とし
つつ、振替困難な場合のみ慶弔休暇を付与。

福利厚生施設の利用
（給食施設、休憩室、更衣室）

転勤の有無、扶養家族の有無等
要件が同一の場合の転勤者用社宅

慶弔休暇

健康診断に伴う勤務免除、給与保障

病気休職

①無期雇用契約の短時間労働者には、同一の
取得を認める必要がある
②有期雇用労働者にも、労働契約が終了するま
での期間を踏まえて、取得を認める必要がある
（問題とならない例）
労働契約の期間が1年である有期雇用労働者について、
病気休職の期間は労働契約の期間が終了するまでとして
いる。

法定外の有給休暇その他の休暇で、

勤続期間に応じて認めているもの

同一の勤続期間であれば同一の付与が必要
（問題とならない例）
長期勤続者を対象とするリフレッシュ休暇について、業務
に従事した時間全体を通じた貢献に対する報償という趣
旨で付与していることから、通常の労働者に対しては勤続
１０年で３日、２０年で５日、３０年で７日の休暇を
付与しており、短時間労働者に対しては、所定労働時間
に比例した日数を付与している。

現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を

習得するために実施する教育訓練

①同一の職務の内容であれば同一の
②違いがあれば違いに応じた

実施が必要

◎その他

※労働契約を更新している場合は、当初の労働
契約の開始時から通算して勤続期間を評価する
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均等・均衡待遇の対象！
各社の労使で個別具体の事情に応じて
議論していくことが望まれる

ガイドラインに原則となる
考え方が示されていない

退職手当、住宅手当
家族手当等の待遇

具体例に該当しない場合

★諸手当、福利厚生について、一つ一つ検討が必要

◎ 無期雇用フルタイムの労働者のみに及ぶ性質・目的のものかどうか

◎ 同じ状況で働いているパートタイム、有期雇用労働者には、
その性質・目的は及ばないか

◎ 同一労働同一賃金ガイドラインを確認
（精皆勤手当、通勤手当、慶弔休暇等）

★同じ要件を満たす働き方をしているパートタイム労働者、
有期雇用労働者には、支給・付与が必要

正社員の就業規則

諸手当
福利厚生 記載あり

パート労働者
有期雇用労働者

の就業規則

諸手当
福利厚生

記載なし

【対応のまとめ】
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手当・福利厚生などの
各待遇について、自社の
状況が法律に沿っているか
を点検する手順を示してい
ます。
https://www.mhlw.go.jp
/content/000656231.pdf

各種手当、福利厚生、教育
訓練、賞与、基本給につい
て、不合理な待遇差解消の
ための点検・検討手順を示
しています。
「業界別マニュアル」
(ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ業、食品製造
業、印刷業、自動車部品製
造業、生活衛生業、福祉
業)と、全業種共通の
「業界共通版」があります。
https://www.mhlw.go.jp
/stf/newpage_03984.ht
ml

〇支援ツールのご紹介①
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パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェック
ツールや解説動画等が用意されています。
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

◆ パートタイム・有期雇用労働法の内容を知りたいときは

【解説動画】「改正後のパートタイム・有期雇用労働法で求められる企業の対応について」をcheck！

(全編50分40秒)

チャプター５
労働者に対する待遇に
関する説明義務の強化

チャプター６
法改正に対応するため
の取組手順について

チャプター７

チャプター８
とエピローグ

裁判外紛争解決手続き
『行政ADR』の規定の整
備等

法改正に対応するため
の事業主の皆さまへの
支援について

プロローグと
チャプター１

チャプター２

チャプター３

チャプター４

法改正の目的と主な改
正点について

不合理な待遇差をなくす
ための規定の整備

同一労働同一賃金ガイド
ライン

参考となる裁判

１．基本給、賞与、手当
２．教育訓練
３．正社員への転換推進措置
４．相談のための体制整備、労使の話し合いの促進等
５．労働条件の明示・説明
６．他の労働関係法令

チェックツールで点検できる項目は

パートタイム・有期雇用労働法等について、自社の取組状況を点検し、パートタイム労働者・
有期雇用労働者の待遇改善に向けて、どのように取り組むべきか確認することができます。

◆ 具体的な取組の進め方を知りたいときは 「法対応状況チェックツール」 をcheck！

〇支援ツールのご紹介②
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多雨ぴな

2022年4月より、
サイトがリニューアルしました！

多様な働き方の実現応援サイト



◎基本給

能力または経験に応じて支給するもの

業績または成果に応じて支給するもの

勤続年数に応じて支給するもの

それぞれの趣旨・性格に照らし

◎実態に違いがなければ同一の
◎違いがあれば違いに応じた
支給をしなければならない

（問題となる例）
基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しているA社において、期間の定めの

ある労働契約を更新している有期契約労働者であるXに対し、当初の労働契約の開始時か

ら通算して勤続年数を評価せず、その時点の労働契約の期間のみにより勤続年数を評
価した上で支給している。

基本給は、職能給と勤続年数にリンクする勤続給（勤続年数１年につき５千
円支給）から構成され、以下のようにＸ（通常の労働者）には勤続給が支払
われているが、Ｙ（有期雇用労働者）には通算年数が４年であるが、現在の
契約での勤続期間が半年であるので支払われていない
Ｘ（２等級・勤続８年）：１６万円（職能給）＋４万円（勤続給）
Ｙ（２等級・勤続４年）：１６万円（職能給）

【例】

昇給で、労働者の勤続による

能力の向上に応じて行うもの

◎同一の能力の向上には同一の
◎違いがあれば違いに応じた

昇給を行わなければならない
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基本給の待遇差が不合理かどうかの
判断等を行うには、職務分析・職務
評価の手法が有効です！

基本給に関する均等・均衡
待遇の状況を確認し、等級
制度や賃金制度を設計する
手法である職務評価につい
て解説しています

職務分析→職務に関する情報を収集・整理
し、職務の内容を明確にする
職務評価→社内の職務内容を比較して、そ
の大きさを相対的に測定する◆ 職務分析・職務評価の手法を導入したい場合は

「職務分析・職務評価サイト」をcheck！

◆ 基本給に関する均等・均衡待遇の状況を確認したいときは

「職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル」 をcheck！

職務分析・職務評価サイト
内に「職務評価ツール」も
あります

〇支援ツールのご紹介③
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無料コンサルティング（岡山働き方改革
推進支援センターにて支援）、
マニュアル、導入事例等の情報を掲載し
ています



１．「同一労働同一賃金」への取組み方

６）派遣労働者への対応は？

出典：全国社会保険労務士会連合会「法改正解説リーフレット（同一労働同一賃金編）」
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１．「同一労働同一賃金」への取組み方

８）参考判例

出典：説明会資料「働き方改革推進にかかる法改正等説明会」（押野りか）2021年4月27日改変

７）参考判例
32
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２．働き方改革に関連する主な助成金（令和４年度）

１）働き方改革推進支援助成金

①労働時間短縮・年休促進支援コース

②勤務間インターバル導入コース

③労働時間適正管理推進コース ④団体推進コース

２）両立支援等助成金

３）業務改善助成金

①通常コース ②特例コース

４）人材確保等支援助成金（テレワークコース）

５）キャリアアップ助成金

※「労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます」
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岡山働き方改革推進支援センターについて

①長時間労働の是正 ②同一労働同一賃金（職務分析・職務評価の導入支援含む）
③生産性向上による賃金引上げ ④人手不足の緩和の解消に向けた人材の確保・定着
等、雇用管理改善 ⑤ハラスメント対策等の職場研修の講師派遣 など
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オンライン
での相談も
対応OK！

平日9：00～17：00※年末年始を除く

ご相談は
無料
＋

秘密厳守
です



ご清聴ありがとう
ございます！
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今回のセミナーに関するアンケー
トのご協力をお願いします。
右記のQRコードよりアクセスいた
だきアンケートにご回答ください
ますようお願いいたします。
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