
働 き 方 改 革 関 連 法 に 関 す る 説 明 会   

                                                 
日 時：令和５年１月 19日(木) 

      １４：００～１６：３０ 

 

次    第 

 １ 開 会                    

    

 

 ２ 説 明 

  

（１）働き方改革関連法等について          

・ 働き方改革関連法の全体像について 

・ 改正労働基準法等の内容について        

  太田労働基準監督署  

労働基準監督官 安倍 慎哉 

 

（２）働き方改革の推進に向けた支援等について         

 群馬労働局雇用環境・均等室  

     働き方・休み方改善コンサルタント 

              藤巻 潤 

         ～   休憩  ～           

 

   （３）改正改善基準告示の内容について       

                  群馬労働局労働基準部監督課 

                    労働時間管理適正化指導員 

                            西山 具視 

 

   （４）業務改善助成金について                     

                群馬労働局労働基準部賃金室 

                  賃金室長補佐  小林 康利 

 

 （５）働き方改革推進支援センターによる支援の概要について  

                 群馬働き方改革推進支援センター 

                    社会保険労務士 木暮 富美子 

３ 質疑応答                                        

 

 

４ 閉 会  



 

 

 

 

 

 

 

働き方改革関係にかかる労務管理について 

 
太田労働基準監督署 



 

 

あ 

  



 

 

働き方改革関係法について 
１ 時間外労働の上限規制が導入    大企業は 2019 年 4 月 1 日から、中小企業は 2020 年 4 月 1 日から適用  

 適用猶予の事業・業務（建設業、自動車運転手、医師等）は、2024 年４月１日から適用  
 時間外労働の上限について月 45 時間（月 42 時間）、年 360 時間（年 320 時間）を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合にも上限
が設定されました（適用猶予の事業・業務以外について、大企業は 2019 年４月１日から、中小企業は 2020 年４月１日から適用）。 
 適用猶予の事業・業務（適用猶予の事業︓建設業、適用猶予の業務︓自動車運転手、医師）は、2024 年４月１日から適用となります。 
 

２ 中小企業の月 60 時間超の残業の割増賃金率引上げ                   中小企業は 2023 年 4 月 1 日から適用  

 月 60 時間を超える残業に対する割増賃金率が 50%に引上げられます。 

３ 労働時間の適正管理及び長時間労働者に対する面接指導等の拡充について     2019 年 4 月 1 日から適用  

 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、ＩＣカードの記録等による客観的な方法、使用者の現認その他の適切な方
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、対象労働者から医師による面接指導の申出
があった場合、適切に医師による面接指導の実施をお願いします。 

 

４ 年次有給休暇の確実な取得           2019 年 4 月 1 日から適用  

 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 日について毎年時季を指定して与えなければなりません。 
 

５ 勤務間インターバル制度の導入促進                       2019 年 4 月 1 日から施行【努力義務】  

 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（８時間以上）の確保に努めてください。 
 

６ 正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で不合理な待遇差の禁止（同一労働同一賃金）    大 企 業は 2020 年 4 月 1 日から適用  

 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や           中小企業は 2021 年 4 月 1 日から適用  
賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。  



 

 

【参考︓働き方改革関連法の施行・適用スケジュール】 ※ 適用猶予事業︓建設業、適用猶予業務︓自動車運転手、医師 

６　正規雇用労働者と非正規雇
　用労働者との間で不合理な待
　遇差の禁止（同一労働同一賃金）

５　勤務間インターバル制度の
　導入促進 （努力義務）

１　時間外労働の上限規制が導入
　（適用除外業務︓新技術・新商品の開発）

２　中小企業の月60時間超の
　残業の割増賃金率引上げ

３　労働時間の適正管理及び
　長時間労働者に対する面接
　指導等の拡充

４　年次有給休暇の確実な取得

（令和3年）
2021年
4月1日

（令和4年）
2022年
4月1日

（平成31年）
2019年
4月1日

（令和２年）
2020年
4月1日

（令和5年）
2023年
4月1日

（令和6年）
2024年
4月1日

適用猶予の事業・業務（※）を除くすべての企業大企業のみ

すべての企業大企業のみ(中小企業は適用猶予）

すべての企業

すべての企業

すべての企業

すべての企業大企業のみ

すべての企業

 
 
【参考︓中小企業の定義（資本金等、労働者数どちらかに該当すれば中小企業）】 

中小企業の定義（いずれかに該当） 小売業 サービス業 卸売業 その他（左記以外）

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 ３億円以下

常 時 使用 する 労働 者数 （企 業全 体） 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下
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はじめに（労働時間、休憩時間、拘束時間、休息時間とは） 
 

（１）労働時間 ➡ 運転時間、整備時間、日報作成時間、荷役作業時間、手待時間、時間外労働時間、休日労働時間等 
① 手待時間 … 現実には作業を行っていないが、使用者等から、いつ就労の要求があるかもしれない状態で待機している時間 

 
 

 
 

② 時間外労働時間 … 法定労働時間（１日８時間、週 40 時間）を超えて労働させた時間 

➂ 休 日 労 働 時 間 … 法定休日（週１日、または４週４日）に労働させた時間 

（２）休憩時間 ➡ 労働時間の途中に労働者が労働から離れることを保障さ

れている時間 

（３）拘束時間 ➡ （１）労働時間＋（２）休憩時間 

（４）休息時間 ➡ 勤務終了の終業時刻から次回勤務の始業時刻までの時間

（睡眠時間等の余暇時間） 
 

 
 
 

～トラック運転者の労働時間等の改善基準告示～ 

拘

束

時

間 

１カ月    293 時間 
(労使協定があるときは、１年のうち
６カ月までは、１年についての拘束
時間が 3,516 時間を超えない範囲内
において、320 時間まで延長可) 

１ 日（原則） 13 時間 
１ 日（最大） 16 時間 

(15 時間超えは１週 2 回以内) 

休

息

時

間 

継続８時間以上 
(運転手の所在地
での休息期間が、
それ以外の場所
での休息時間よ
り長くなるよう
に努めること) 

運

転

時

間 
２日平均 9 時間/日 
２週平均 44 時間/週 
 
連続運転 ４時間以内/回 
（運転の中断には 1 回連続
10 分、かつ、合計 30 分以
上の運転離脱が必要） 

時間外 
労 働 

 協定で定める一定期間は、２週
間、１カ月以上３カ月以内、１年
の期間を協定 

休 日 
労 働 

 ２週間に１回以内、かつ、１カ
月の拘束時間及び最大拘束時間
内の範囲 

【手待時間となる例】 ➡ 荷待時間、準備時間 
 貨物の積込み、積み降ろしの待機をするために、出発時刻の数時間前に出発を命じている場合は、現実に貨物の積込みや積み降ろしを行う以外の時間は、全
く労働の提供がなく、いわゆる手待時間が大半を占めているが、一定の場所に拘束されている以上、労働時間となる。 
 二人乗務の場合でも、運転しないものの助手席で休息し、又は仮眠している状態であっても、それは「労働」でありその状態にある時間は労働時間となる。 

【休日の取扱いの留意点】 
原則、（４）休息時間＋24 時間の連続した時間（30 時間を下回ってもいけない）。ことから、「休息時間８時間＋24 時間＝32 時間」以上の連続した時間となる。 
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１ 時間外労働の上限規制が適用              大企業は 2019 年 4 月 1 日から、中小企業は 2020 年 4 月 1 日から施行  
 

 自動車運転手は、2024 年４月１日から適用 
（１）上限規制とは 

 法定労働時間（１日８時間、週 40 時間）を超えて労働させる場合や法定休日に労働させる場合には、一般的に「時間外労働・休日労働に
関する協定届」（以下、「36 協定」という。）を所轄の労働基準監督署に届出る必要があります。 
 改正前の労働基準法では、「36 協定」で、特別条項を締結さえすれば、時間外労働を上限なく設定できましたが、改正労働基準法では、協
定を締結するにあたって、上限が設けられました。 

① 自動車運転手の場合の上限規制           ➡ 年間 960 時間以内のみ適用（2024 年 3 月 31 日までは従前のとおり） 

② 自動車運転手以外（事務職、運行管理者等）の上限規制➡ 以下のとおり（大企業︓2019 年(中小企業:2020 年)４月１日から） 
時間外労働、休日労

働の上限規制 
① 自動車運転手 

（2024 年 4 月 1 日から） 
② 自動車運転手以外（2019 年 4 月 1 日から） 

※中小企業は翌年度から適用 

１カ月についての時
間外労働時間数と休
日労働時間数の合計
時間数 

上限規制なし 

・ 一般条項（時間外労働の限度時間）      月 45 時間（42 時間）（※１） 
・ 特別条項（時間外労働と休日労働の合計）   月 100 時間未満 

・時間外労働と休日労働の合計がどの２～６カ月の平均をとっても月 80 時間以内（※２） 
・時間外労働と休日労働の合計が月 100 時間未満 

１年についての時間
外労働時間数 

時間外労働時間数が 
年 960 時間以内 

・ 一般条項（時間外労働の限度時間）      年 360 時間（320 時間）（※１） 
・ 特別条項（時間外労働）           年 720 時間以内 

一般条項の限度時間
を超えて労働させる
ことができる月数 

上限規制なし ・年６カ月（６回）以内 

（※１）…１年単位の変形労働時間制を採用している場合は、月 42 時間、年 320 時間が限度時間となります。 
（※２）…「時間外労働と休日労働の合計が２～６カ月の平均をとっても月 80 時間以内とは」以下のとおり、考え方のことです。 
 

例 36 協定の特別条項で時間外労働＋休日労働を１カ月 90 時間で協定したとしても、例えば下の左の図のように働かせた場合、３カ月
（５月～７月）を平均すると、80 時間を超えてしまうため法違反となります。 

月90時間で協定しても… ４月 ５月 ６月 ７月 ８月
時 間 外 労 働 10時間 60時間 45時間 90時間 10時間
休 日 労 働 25時間 25時間

合　　計 10時間 85時間 70時間 90時間 10時間

　時間外労働＋時間外労働の合計が、月80時間を超えると、その月の前後６カ月を確認する必
要があり、労務管理が複雑になりますので、月80時間を超えないようにしてください。月80時
間を超えてしまった場合は、翌月は必ず労働時間の削減して、２～６カ月で平均で月80時間以
内となるようにしてください。
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Q． 自動車運転手には、１カ月の上限規制がないので、１カ月の時間外労働の限度時間を月 100 時間以上の時間
で協定できますか。その際、自動車運転手にかかる 36 協定で１カ月の時間外労働の限度時間を月 120 時間と
協定し、実際に、時間外労働を月 100 時間行わせても、36 協定の範囲内なので問題ありませんか。 

Ａ． 自動車運転手にかかる 36 協定で、１カ月の時間外労働の限度時間を月 100 時間以上の時間で協定可
能ですが、勤務日数が多い月に、時間外労働を 80 時間以上行わせた場合、改善基準告示違反となる場
合があります。 

 
例︓所定労働時間１日８時間、所定労働日 22 日の月で、月 99 時間の時間外労働を行わせた場合 

㋐ その月の所定労働時間数は 176 時間（８時間×22 日）となります。 
㋑ 月 99 時間の時間外労働を行わせた場合、月の総労働時間数は 275 時間（176 時間＋99 時間）と

なります。 
㋒ １日の平均労働時間数は、12 時間 30 分（275 時間÷22 日）となります。 
㋓ １日８時間を超える労働には、最低１時間以上の休憩を与えないといけませんので、１日平均の拘

束時間は、13 時間 30 分（12 時間 30 分＋１時間）となり、改善基準告示の１日の拘束時間の 13
時間を超える状態になってしまいます（前記時間は平均の時間ですので、日によっては１日 15 時
間以上の拘束時間となる場合もありえます）。 

㋔ １日の平均拘束時間が 13 時間 30 分となり、月の総拘束時間数は 297 時間（13 時間 30 分×22
日）となり、改善基準告示の月の拘束時間 293 時間を超えてしまうため、改善基準告示違反とな
る場合があります。 

㋕ また、所定労働日が 23 日の場合、時間外労働が月 86 時間を超えると改善基準告示の月の拘束時
間 293 時間を超えてしまいます（184 時間（所定労働時間）＋86 時間（時間外労働）＋23 時間
（休憩時間）＝293 時間）。 

 
☆ 適用猶予期間中、適用猶予廃止後にかかわらず、自動車運転手の 36 協定で定める１カ月の時間外労働

の限度時間については、改善基準告示の拘束時間等を考慮いただき、適切に協定を締結してください。 
☆ また、「貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の１カ月についての拘束時間の延長に関する協定

書」による労使協定の締結についてもご検討ください。 
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（２） 適用猶予期間中の 36 協定について 

 改正労働基準法で上限規制が設けられたことにより、36 協定の様式が変更されています。監督署に 36 協定届を届出る際は、新様式にて
届出をお願いします（旧様式のままですと、法定要件を具備していませんので受付できないことがあります）。 
 

① 自動車運転手  …様式９号の４ 
② 自動車運転手以外  

・一般条項のみの 36 協定 …様式９号 
・特別条項付きの 36 協定 …様式９号の２ 

一 

般 

条 

項 

項目 ① 自動車運転手 ② 自動車運転手以外 
・延長することができる時間の

対象期間とその時間外労働の
限度時間(カッコ内は１年単の
変形労働時間制の限度時間) 

１ 日 
２週間 
１日を超えて３カ月以内 
１年 

※左記については限度
時間の上限はありま
せんが拘束時間等を
考慮して設定してく
ださい。 

１ 日︓上限なし 
 
１カ月︓月 45 時間（42 時間） 
１ 年︓年 360 時間（320 時間） 

・チェックボックス欄 なし 
時間外労働数＋休日労働数 
・月 100 時間未満 
・２～６カ月平均 80 時間以内 

特

別

条

項 

・臨時的に限度時間を超えて延
長することができる時間数、
回数及割増賃金率 

なし 

時間外労働数＋休日労働数 
・月 100 時間未満の時間で協定 
（年間︓６回まで） 

時間外労働数 
・年 720 時間以内の時間で協定 
割増賃金率︓１カ月,１年をそれぞれ定める 

・限度時間を超えて労働させる
ことができる場合の記載 

具体的に記載する 
例︓大規模なクレーム対応、納期のひっ迫 等 

・限度時間を超えて労働させる
場合における手続き 

具体的に記載する 
例︓労働者代表に対する事前申し入れ 等 

・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 

なし 
(限度時間を勘案し、自動車運転手以外同様に健
康・福祉を確保するように努めてください。) 

健康福祉措置を記載（様式９号の２の裏面参照） 
例︓勤務間インターバル、連続休暇の取得 等 
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（３）2021 年４月から 36 協定届等の様式が新しくなりました。 

 2021 年４月から 36 協定届、１年単位の変形労働時間制に関する協定届等の労使協定届に新たにチェックボックスが設けられました。 

 

○36 協定届、1 年単位の変形労働時間制に関する協定届、 1 箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 等 
 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） 

例︓36 協定届に追加されたチェックボックス 



6 

 

２ 中小企業の月 60 時間超の残業の割増賃金率引上げ     中小企業は 2023 年 4 月 1 日から適用  
 2023 年３月 31 日をもって、中小企業への適用猶予措置が廃止になり、2023 年４月１日から、時間外労働が月 60 時間を超える部分に
ついては 50％以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。 

① 法定休日との関係 

 １カ月 60 時間の時間外労働の算定には法定休日労働（例︓日曜日）
は含まれませんが、法定休日以外の休日（所定休日、例︓土曜日）の労
働が時間外労働となる場合（例︓週 40 時間超等）には、この時間外労
働時間数もカウントします。法定休日とそれ以外の休日は、就業規則に
明記する等して、あらかじめ明確にわけておくことが望まれます。 
 
 
 
 

② 代替休暇 

 事業場で労使協定を締結すれば、時間外労働が月 60 時間を超えた場合に、割増賃金率が 25％以上から 50％に引き上げられた部分（例︓
下記「㋒-２」及び「㋓」の部分）について、割増賃金を支払う代わりに有給の休暇を付与することができます。 

 

  

例︓所定労働時間が月 160 時間、時間外労働が月 80
時間（総労働時間 240 時間）、時間給 1,000 円、
36 協定の特別条項で限度時間を超える際の割増
率を 30％（㋒-１部分）と定めた場合 

㋐︓1,000 円×240 時間＝        240,000 円 
㋑︓1,000 円×80 時間×0.25＝  20,000 円 
㋒︓㋒-１…1,000 円×15 時間×0.05＝    750 円 
  ㋒-２…1,000 円×20 時間×0.05＝  1,000 円 
㋓︓1,000 円×20 時間×0.2＝     4,000 円 
    計   265,750 円 

（所定労働時間) 

㋐ 

㋑ 
㋒ 
㋓ 

㋒-１ ㋒-２ 

【法定休日とは】 
使用者は、１週間に１日または４週間に４回の休日を与えなければなり
ません。これを「法定休日」といいます。 

㋓ 
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代替休暇制度を設ける際の労使協定の締結について 

 代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で、以下の事項について、労使協定を結ぶことが必
要です。なお、この労使協定は事業場において代替休暇の制度を設けることを可能にするものであり、個々の労働者に対して代替休暇の取
得を義務づけるものではありません。個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思により決定されます。 

 
 

❶ 代替休暇の時間数の具体的な算定方法 
代替休暇の時間数の計算方法は以下のとおりです。 

 

 

 

❷ 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）。 
 
 

 

 

 

【労使協定で定める事項】 
❶ 代替休暇の時間数の具体的な算定方法、❷ 代替休暇の単位 
❸ 代替休暇を与えることができる期間、 ❹ 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日 

定める事項は４つ︕ 

【換算率とは】 
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（例︓1.50）か
ら、代替休暇を取得した場合に支払うことと
されている割増賃金率（例︓1.30）を差し
引いた率（例︓0.20…㋓） 

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日の単位として与えることができます。 
 他の有給休暇には、事業場で任意に創設する有
給休暇のほか、既存の休暇制度や時間単位の 
年次有給休暇（※）が考えられます。（※ この場
合は、労働者の請求が前提です。） 
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❸ 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。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
取得されなかった場合、代替休暇として与える予定であった割増賃金分を含めたすべての割増賃金額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。 

 

 

 

 

 

❹ 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、労使で定めておくべきものです。 

 
 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。これを強制してはならないことはもちろん、代替休暇の取得日も
労働者の意向を踏まえたものとしなければなりません。 

 
 代替休暇を取得した場合には、その分
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。 

  

取得日の決定方法（意向確認の手続） 

割増賃金支払日 

例︓賃金締切日が月末、支払日が翌月２０日 
代替休暇は２か月以内に取得 
代替休暇を取得しなかった場合の割増賃金率５０％ 
代替休暇を取得した場合の割増賃金率２５％ 

の事業場の場合 
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３ 労働時間の適正管理及び長時間労働者に対する面接指導等の拡充について   2019 年 4 月 1 日から適用  
① 労働時間の適正管理 

 健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての人の労働時間の状況を客観的な方法その他適切な方法
で把握するように義務付けられました。 
 勤怠管理については、単なる出勤簿の押印だけではなく、始業時刻、終業時刻、休憩時間の把握をお願いします。 
★ 客観的な方法その他適切な方法とは 

原則︓客観的な方法 
 ① タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間等の記録。 
 ② 使用者が自ら現認することによる確認。 

例外︓その他適切な方法 
（やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合） 

 ③ 労働者からの自己申告制による労働時間の把握。 
 

 
 
 自己申告制により労働時間管理を行う場合の留意点 
 

ア    自己申告制の対象となる労働者に対して、労働時間の状況の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて
十分な説明を行うこと。 

 
イ    実際に労働時間の状況を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、講ずべき措置について十分な説明を行うこ

と。 
 
ウ    自己申告により把握した労働時間の状況が実際の労働時間の状況と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を

実施し、所要の労働時間の状況の補正をすること。 
 
エ    自己申告した労働時間の状況を超えて、労務を提供し得る状態であった時間について、その理由等を労働者に報告させる場

合には、その報告が適正に行われているかについて確認すること。 
 
オ    事業者は、労働者が自己申告できる労働時間の状況に上限を設ける等、労働者による労働時間の状況の適正な申告を阻害す

る措置を講じてはならないこと。また、以下を確認し、適正な申告の阻害要因となっている場合においては、改善のための
措置を講じなければならない。 
★社内通達等が、労働者の労働時間の状況の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認。 
★36 協定の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、慣習的に行われて

いないかについても確認。 
 

★ 適切に把握した労働時間等は、賃金台帳に記載してください。  
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② 長時間労働者に対する面接指導等の拡充 

 36 協定を監督署に届出ていたとしても、時間外・休日労働の合計時間が 80 時間を超えた労働者から、長時間労働にかかる医師による
面接指導（以下、「医師による面接指導」という。）の申出があった場合、医師による面接指導を行わなければなりません（※法令の改正に
より、2019 年４月１日から単月の、時間外・休日労働が 100 時間超え又は２～６カ月を平均して 80 時間超えから、単月 80 時間超えに
拡充されました）。 
 労働者数が 50 人未満で、産業医を選任していない場合は、群馬県地域産業保健センターをご活用ください。 
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ア）医師に面接指導の体制づくり（対象者の要件、実施方法等） 

☑ 労働者が 50 人以上の事業場 ➡ （安全）衛生委員会で、医師（産業医）による面接指導の体制づくりを調査審議してください。 
☑ 労働者が 50 人未満の事業場 ➡ 関係労働者から意見を聴取して、医師による面接指導の体制づくりを話し合ってください。 

 

ステップ１  
★ 対象労働者の要件を決定しましょう（法令どおり「時間外・休日労働が月 80 時間超＋労働者からの申出」or「要件を拡充する」か） 

 

 

 

 
 

 

ステップ２  
★ 実施方法を策定し、労働者に周知しましょう。 

 法令では、時間外・休日労働が月 80 時間を超えた労働者から申出があった場合、申出から１カ月以内に医師による面接指導を
実施しなければなりません。 労働者から、申出が適切になされるように、労働者が自己の時間外・休日労働時間数を確認できる
仕組みや申出の手続き等を予め定めるなど必要な措置を講じ、会社で策定した実施方法等を労働者に周知徹底してください。 

当社は、繁忙期に時間外・休日労働が月 80 時間を超えてしまうことがあるので、 
➡ 時間外・休日労働が月 80 時間を超えたすべての労働者を対象者としよう（時間のみ、申出不要） 

当社は、時間外・休日労働が月 60 時間前後だが、2023 年から割増賃金の引上げもあることだし、 
➡ 時間外・休日労働が月 60 時間を超え、申出があった労働者を対象者としよう（時間＋申出） 

当社は、労働者が多いため、以下のとおり対象者の要件を段階的に設定しよう（複数設定） 
➡ 産業医が、健康に配慮が必要と認めた者で、かつ、時間外・休日労働が月 45 時間を超えた労働者 
➡ 時間外・休日労働が月 60 時間を超え、申出があった労働者 
➡ 時間外・休日労働が月 75 時間を超えたすべての労働者 

当社は、時間外・休日労働が月 80 時間を超えることがなく、関係労働者から意見聴取した結果も、法令ど
おりで構わないとのことだったので、法令どおりとしよう。 

➡ 時間外・休日労働が月 80 時間を超え、申出があった労働者を対象者としよう（時間＋申出） 
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❶ 労働時間の状況の把握 ➡ 前記「① 労働時間の適正管理」のとおり、すべての労働者の労働時間の状況を把握しましょう。 
 
❷ 時間外・休日労働時間の算定 

 
※ 変形労働時間制を採用している事業場は、36 協定の労働時間数と考え方が違いますので、ご注意ください。 
 

❸ 申出の手続 
（ⅰ）労働時間の算定時期 

➡ 毎月１回以上、一定の期間を定めて行いま
す。（例︓賃金締切日） 

（ⅱ）担当窓口の設置・周知 
➡ 医師による面接指導の対応を行う窓口を決

めて労働者に周知しましょう。（例︓総務部） 
（ⅲ）労働時間等を労働者へ通知 

➡ ステップ１で定めた時間外・休日労働時間数
を超えた対象労働者に労働時間に関する情報
を通知してください（書面等の記録に残るもの
で通知しましょう）。 
※ 労働者が 50 人以上の事業場の場合、産業

医にも対象労働者の労働時間に関する情報
を提供してください。 

（ⅳ）労働者からの申出 
➡ 労働者からの申出は、（ⅰ）の期日から１カ月

以内に申出がなされるようにしましょう。 
➡ 労働者からの申出は、書面等の記録に残るも

のとしてください。 
（ⅴ）その他 

➡ 申出を行うことによる不利益取扱いの防止等、申出がしやすい環境を整備しましょう。 
➡ 通知・申出等の書面の様式を作成しましよう。 
➡ すべての労働者に対して、申出方法等を周知徹底しましょう。 

  

１カ月の時間外・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カ月の総労働時間数＝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 
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【参考︓通知書様式（例）】                     【参考︓申出書様式（例）】 
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ステップ３  
★ 医師による面接指導を実施しましょう。 

 労働者から申出があってから１カ月以内に、医師による面接指導を実施してください。 
☑ 労働者が 50 人以上の事業場 ➡ 産業医による面接指導を実施してください。 
☑ 労働者が 50 人未満の事業場 ➡ 地域産業保健センターをご活用ください。 

 

 

 

 

 

  

群馬県地域産業保健センターHP 

https://www.gunmas.johas.go.jp/chisanpo/  

 
検 索 群馬県地域産業保健センター 

https://www.gunmas.johas.go.jp/chisanpo/
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ステップ４  
★ 医師からの意見聴取・面接指導の結果の記録を行いましょう。 

☑ 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。 

 
 
ステップ５  

★ 医師からの意見を勘案して、事後措置を実施するか検討しましょう。 
☑ 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。 

 
 
ステップ６  

★ 産業医を選任している事業場は、事後措置内容を産業医に提供し、
産業医から勧告があった場合は、衛生委員会等に報告しましょう。 
☑ 事後措置内容を産業医に提供しましょう。 
☑ 産業医が勧告を行う場合、産業医は事業者からあらかじめ意

見を求めることができます。産業医から意見を求められた場合、
適切に対応しましょう。 

☑ 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することができます。産業医から勧告があ
った場合、事業者が産業医の勧告の内容等を衛生委員会等に報
告してください。 
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４ 年次有給休暇の確実な取得          2019 年 4 月 1 日から適用  
  2019 年４月１日から、全ての企業において、年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年
５日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。 
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① 年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者とは 

 常勤、非常勤、正社員、準社員、パート等いかなる名称の労働者でも、全労働日の８割以上の出勤で、継続勤務年数に応じた以下の日数
の年次有給休暇が付与されます。 
 

㋐ 常勤（㋑以外）の労働者の付与日数  ㋑ パートタイム労働者など労働日数が少ない労働者（※）に対する付与日数 
※ 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 

     
 
 
 
 

 
 
 
 

② 年次有給休暇の繰越しと時効 

 年次有給休暇は、基準日から起算して２年間で請求権が時効により消滅します。当年度取得できなかった分は、次年度に繰越されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注 年次有給休暇の買取りは禁止です︕ 
時効消滅した分については、買取ることも可能ですが、できる限り時効消滅がないように、年次有給休暇の取得促進をお願いします。 

６か月
１年

６か月
２年

６か月
３年

６か月
４年

６か月
５年

６か月
６年

６か月以上

4日 169日～216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

3日 121日～168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日

2日  73日～120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

1日  48日～ 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

週所定
労働日数

継続勤務年数

付
　
与
　
日
　
数

１年間の所定
労働日数

６か月
１年

６か月
２年

６か月
３年

６か月
４年

６か月
５年

６か月

６年
６か月
　以上

10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

継続
勤務
年数

付与
日数

２年で時効消滅

　　２年で時効消滅

未取得10日 未取得20日

基準日

2017年度 2018年度

基準日 基準日 基準日

2019年度

当年度取得日数 6日 当年度取得日数 8日

当年度付与20日

＋前年度繰越18日

当年度取得可能日数38日

当年度付与16日

当年度取得可能日数16日

＋前年度繰越10日

当年度取得可能日数28日

当年度付与18日

16日付与 18日付与 20日付与

※ 2018年度の未取得が20日にもかかわらず、

2019 年度の前年度繰越分が 18 日なのは、

2017 年度に付与された年次有給休暇（残り２

日分＝前年度繰越 10 日－当年度取得日数８

日）が、２年経過したことから、時効により消

滅したためです。 
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③ 年次有給休暇期間に支払うべき賃金とその計算方法 

 年次有給休暇に支払うべき賃金は、その日に対して、㋐ 平均賃金（過去３か月の賃金総額をその期間の総日数で除したもの）㋑ 通常
の賃金、㋒ 健康保険法で定める標準報酬日額（要労使協定）のいずれかの金額を支払わなければなりません。 
 あらかじめ就業規則等でどの方法で賃金を支払うか定めておくことが必要です。 

㋐ 平均賃金 

 平均賃金の算定事由発生日（この場合は年休を取得した日）以前の３カ月に当該労働者に支払われた賃金の総額（賞与や一時金等の３カ
月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く）の総額を３カ月の歴日数で除した金額が平均賃金となります。 
 
平均賃金＝算定すべき事由の発生した日以前３か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 算定すべき事由の発生した日以前３か月間の総日数 

㋑ 「通常の賃金」とは 

 通常の賃金とは、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」のことをいいます。この賃金の計算方法は、時間給、日給、
月給、歩合給によって違うため、不足がないように、注意してください。 
 
【時間給】 時給×その日の所定労働時間 

➡ 例︓時給 1,000 円、その日の労働時間が 6 時間の場合、その日を無給とせずに働いたものとするので、6,000 円支払う。 
【日 給】 その金額 

➡ 例︓日給 9,000 円、その日の労働時間が 7 時間の場合、その日を無給とせずに働いたものとするので、9,000 円支払う。 
【月 給】 基本給、職務手当、精皆勤手当等の月給の固定給部分については、通常の出勤としたものとして取扱い、欠勤扱いとしない。 
【歩合給】 その月に支払われる歩合給をその月の残業時間を含んだ総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における１日所

定労働時間数（※）を乗じた金額 
 ※ 1 日平均所定労働時間数とは 
     当該賃金算定期間における総所定労働時間  
     当該賃金算定期間における所定労働日 

 
★ 賃金が、複数の支払い形態から成り立つ場合は、それぞれの支払い形態ごとの上記の計算方法となります。 

㋒ 標準報酬日額によって支払う方法 

 標準報酬日額は、健康保険法第３条に定められている標準報酬日額となり、毎年８月１日前３カ月に支払われた賃金の実績をもとに、
労働者ごとに金額が定められていることから、この金額により支払うこととなります。 
 この方法を採用する場合、監督署への届出は不要ですが、労使協定を締結し、就業規則等に明記する必要があります。 
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年次有給休暇の管理簿の調製 

 年次有給休暇の管理簿を調製し、基準日（年次有給休暇の付与日）、付与日数、取得日を管理簿に記載し、年間５日の年次有給休暇が確
実に取得できているか確認できる管理簿を労働者ごとに管理簿の調製をお願いします。 
 
【参考︓管理簿記載例】 
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５ 勤務間インターバル制度の導入促進       2019 年 4 月 1 日施行 【努力義務】 
 勤務間インターバル制度とは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）を確保する仕組みで
す。この仕組みを企業の努力義務とすることで、労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

余暇時間（睡眠、食事時間等）を確保し、無理のない働き方を︕ 
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６ 正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で不合理な待遇差の禁止（同一労働同一賃金） 
 大 企 業は 2020 年 4 月 1 日から適用  

 

中小企業は 2021 年 4 月 1 日から適用  
 同一企業内において、正規雇用労働者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待遇差を設けるこ
とが禁止されます（同一労働同一賃金）。 
 多様な働き方の実現応援サイトを活用して、職務評価や自社の取組状況を確認してみましょう。 
 
【多様な働き方の実現応援サイト HP https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/ 】 

  
 

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
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★ 労働時間の削減に向けて ★ 
① 取組事例 

働き方・休み方改善ポータルサイト「https://work-holiday.mhlw.go.jp/」を活用して、自己診断や他社の取組事例を確認してみましょう。 

 
 

 

 

 

 

 

② 働き方改革関連に関する相談窓口 

＜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。 
 

◆お問合せ先  
群馬県働き方改革 

推進支援センター 
（☎ 0120-486-450） 

＜働き方・休み方改善コンサルタント＞ 
 労働時間制度や年次有給休暇の取得等に関する疑問点や悩みについて、働き方・休み方改善コ
ンサルタントが、希望に応じて個別に訪問し、アドバイスや資料の提供を無料で行い、自主的な
取り組みの手伝いをします。 
 

◆お問合せ先  
群馬労働局雇用環境・均等室 
（☎ 027-896-4739） 

 

働き方・休み方改善ポータルサイトとは︖ 
➡ 働き方や休み方について自己診断で見える化し、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進を図ることを目的としたサイトです。 

【取組事例等】 
・ 勤続年数（５年、10 年、15 年・・・等）に応じた特別休暇（有給）を設定し、年次有給休暇や休日とあわせて、連続１週間以上

の休暇となるように有給休暇の取得促進運動を行った。 
・ 工場のラインごとに時差出勤を認めた結果、作業効率が向上し、時間外労働が削減した。 
・ 年に一度、従業員アンケートを行い、会社に対する提案や意見を伝えることができる環境を作り、それらを検討・採用した結果、

無駄な作業等の洗い出しができた。 
・ 管理職を中心に、働き方・休み方改善にかかる研修を行い、長時間労働削減と年次有給休暇の取得促進の意識付けを行った。 
・ 半日単位の年次有給休暇の取得ができるように、社内制度を見直した。 
・ 部下の労働時間、休み方については部署内の年次有給休暇の取得目標値の達成度等を評価項目に組み込んだ結果、部署内の時間外

労働の削減、年次有給休暇の取得率があがった。 

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


【助成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10／10
具体的には、対象労働者１人につき、対象労働者の日額換算賃金額※１×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※１ 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの（日額上限額あり）

※２ 令和３年８月１日～令和４年９月30日までの休暇に係る申請受付は原則として終了しています。ただし、やむを得ない理由があると認め

られる場合（以下Ⅰ又はⅡ）は、申請期限経過後に申請することが可能（令和５年６月30日まで）です。

Ⅰ.労働者からの都道府県労働局『小学校休業 等対応助成金に関する特別相談窓口』への「（企業に）この助成金を利用してもらいたい」
等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合

Ⅱ.労働者が都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが
事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

厚生労働省・都道府県労働局事業主・労働者の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症による

小学校休業等対応助成金について

令和４年10月１日から令和５年３月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要と
なった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた
事業主は助成金の対象となります！

＊詳細は裏面をご参照ください。

事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用
できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

新型コロナ 休暇支援 検 索

労働者の皆さまへ

都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』では、「企業にこの助成金を利用して
もらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の
働きかけ等を行っています。特別相談窓口（休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請
含む）については、こちらをご参照ください。

⇒ 「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内」

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校など（保育所等を含みます）に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

休暇取得期間 日額上限額 申請期限※２

令和４年10月１日～11月30日

8,355円

令和５年１月31日（火）必着

令和４年12月１日
～令和５年３月31日 令和５年５月31日（水）必着

お問い合わせはコールセンターまで

『小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター』 （７月から電話番号が変わりました）
（フリーダイヤル）0120-876-187 受付時間：９：00～21：00 土日・祝日含む

※詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。
また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話などで問い合わせることはありません。

事業主の皆さまへ

① 支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。
申請書は、厚生労働省HPから印刷してください。
＊①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の２種類の様式があります。
＊事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な限りまとめて申請をお願いします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

② 申請書の提出方法
本社所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）まで郵送でお願いします。
※必ず配達記録が残る郵便（特定記録郵便やレターパックなど）で配送してください。（宅配便などは受付不可）
※令和４年11月から、東京労働局の郵送先を変更しています。東京都内に本社が所在する事業主の皆様はご注意下さい。
詳細は東京労働局HP トップ＞「小学校休業等対応助成金の申請書の提出方法についてご注意下さい」をご確認下さい。

iwamas
フリーテキスト
雇４



④対象となる有給の休暇の範囲

日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い
「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。

・学校：授業日 ※日曜日や夏休みなどは対象外（夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象）

・その他の施設（放課後児童クラブなど）：本来施設が利用可能な日

「②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。

・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

就業規則などにおける規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備
されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、
同意を得ていただくことが必要です。

労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限額(上限額は表面参照)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

令和４年11月30日作成

③対象となる保護者

・親権者、未成年後見人、その他の者（里親、祖父母など）であって、子どもを現に監護する者が
対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校（幼稚園または小学校の課程に類する課程を
置くものに限る）、特別支援学校（全ての部）
★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、
各種学校（高等学校までの課程に類する課程）なども含む。

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、
子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

「臨時休業等」とは

「小学校等」とは

・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課
後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。

なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
※子どもの新型コロナワクチン接種の付き添いやその副反応時の休みも対象になります。

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある（※）子ども

ア) 新型コロナウイルスに感染した子ども
イ) 新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
ウ) 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する
リスクの高い基礎疾患などを有する子ども

※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。























「しわ寄せ」防止特設サイトから、本パンフレットに
掲載している下請振興法に基づく「振興基準」の
リーフレット等のほか、公正取引委員会及び中小
企業庁が下請法違反に対して指導等を行った
事例のリーフレットや、11月の「しわ寄せ」防止
キャンペーン月間のリーフレット、「しわ寄せ」
防止のロゴマーク等をダウンロードできます。

○　「働き方改革」と「取引適正化」は車の両輪であり、大企業・親事業者（以下「大企業等」という。）
　の働き方改革による下請等中小事業者への「しわ寄せ」の防止は、大企業等と下請等中小事業
　者の双方が成長と分配の好循環を実現する上で共通の課題
○　このため、厚生労働省・中小企業庁・公正取引委員会が緊密な連携を図り、「大企業・親事業
　者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への『しわ寄せ』防止のための総合対策」を策定
　（令和元年６月26日）

① 関係法令等の周知徹底
　・労働施策総合推進法第10条の３に基づく協議会等（地方版政労使会議を含む。）における課
　 題の共有と地域での取組の推進
　・都道府県労働局（以下「労働局」という。）・労働基準監督署（以下「労基署」という。）・働き方改  
　 革推進支援センターが、あらゆる機会を通じて、労働時間等設定改善法に加え、下請中小企業
　 振興法に基づく「振興基準」等についてもリーフレット等を活用して周知
　・「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の設定による経営トップセミナーの開催等の集中的・効果的な取組
　
② 労働局・労基署等の窓口等における「しわ寄せ」情報の提供
　・下請等中小事業者から、大企業等の働き方改革による「しわ寄せ」に関する相談が寄せられた
　 場合等には、相談情報を地方経済産業局に情報提供

③ 労働局での「しわ寄せ」防止に向けた要請等の実施と労基署での通報制度の的確な運用
　・労働局において、管内の大企業等に対し、「しわ寄せ」防止に向けた要請等を実施
　・下請事業者に対する監督指導において、労働基準関係法令違反が認められ、背景に親事業者 
　 による下請法等違反行為の存在が疑われる場合には、公正取引委員会・中小企業庁に通報す 
　 る制度を厳格に運用

④ 公正取引委員会・中小企業庁による指導等及び不当な行為事例の周知・広報
　・大企業等の働き方改革に伴う下請等中小事業者へのコスト負担を伴わない短納期発注等の下請法
　 等違反の「しわ寄せ」については、公正取引委員会・中小企業庁が、下請法等に基づき、厳正に対応
　・実際に指導等を行った事例や不当な行為の事例（いわゆる「べからず集」）の周知・広報の徹底

「しわ寄せ」防止総合対策の概要

総合対策の４つの柱

しわ寄せ防止
特設サイト

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

しわ寄せ防止
特設サイト

このパンフレットには、他の事業主との取引において、長時間労働につなが
る短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないように配慮する必要
があること（労働時間等設定改善法）や、下請中小企業振興法に基づく「振
興基準」、下請代金支払遅延等防止法等に違反のおそれのある不当な行
為の事例集（いわゆる「べからず集」）等をまとめています。

大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に
対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」
を生じさせている場合があります。

適正なコスト負担を伴わない
短納期発注などはやめましょう。
大企業と下請等中小事業者は共存共栄！

気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い…

。

そ
の
発
注
が
ど
こ
か
の
職
場
で

生
ん
で
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
し
わ
寄
せ
」を

（R4.10）

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

しわ寄せ防止特設サイト
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001. PROJECT.「働き方改革」を阻害する不当な行為をしないよう 気を付けましょう!!DATE. 2019.08.21. DESIGN. A4_チラシ［オモテ］

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

買いたたき01

減額02

悪いけど、

発注した製品について、

代金は変えずに納期を

早めてもらいたい。

短納期対応のために

休日出勤等、追加で

費用が発生してしまうよ。

もらった製造原価計算

資料等を分析すると、

利益率が高いようだから、

値下げに応じられるはず。

自分たちの

努力で

業務を効率化

したのに…

予算が

足りないから、

いつもと同じ代金で

よろしく。

「特急料金」に基づく

対応をしたのに

いつもと同じ代金だなんて。

事例① 短納期発注による買いたたき

発注者は、短納期発注を行い、受注者は休日対応することを余儀なくされ、人件費等のコストが

大幅に増加したにもかかわらず、通常の単価と同一の単価を一方的に定めた。

事例② 業務効率化の果実の摘み取り

発注者は、受注者から社外秘である製造原価計算資料、労務管理関係資料等を提出させ、資料を分析し、

「利益率が高いので値下げに応じられるはず」などと主張し、著しく低い取引対価を一方的に定めた。

事例③ 付加価値の不払

発注者は、書面において短納期発注については「特急料金」を定めていたところ、受注者に対して

短納期発注を行ったにもかかわらず、「予算が足りない」などの理由により、特急料金を支払うことなく、 

通常の代金しか支払わなかった。

「働き方改革」を阻害する不当な行為を

しないよう気を付けましょう！！

（下請法第４条第１項第５号・独占禁止法第２条第９項第５号ハ）

（下請法第４条第１項第３号・独占禁止法第２条第９項第５号ハ）

以下の行為は、下請法や独占禁止法で定める禁止行為に該当する可能性があります。

© epigram Inc. All rights reserved.

002. PROJECT.「働き方改革」を阻害する不当な行為をしないよう 気を付けましょう!!DATE. 2019.08.21. DESIGN. A4_チラシ［オモテ］

発注者 受注者

発注者 受注者

発注者 受注者

不当な給付内容の変更・やり直し03

受領拒否04

不当な経済上の利益提供要請05

今日の配送は

取りやめになった。

3 台のトラックの

待機が無駄になったのに

その費用を

払わないなんて…

納期に

間に合わなかったので、

商品は受け取れません。

よろしく。

納期を短く変更し、

従業員の長時間労働により

納品したのに

身勝手すぎる。

商品発注のために

必要なデータを

当社システムに

入力してくれないかな？

自分たちが

休むためではないか。

しかも

無償だなんて…

事例④ 直前キャンセル

発注者は、受注者に対して運送業務を委託しているところ、特定の荷主の荷物を集荷するために、

毎週特定の曜日に受注者のトラックを数台待機させることを契約で定めていた。当日になって

「今日の配送は取りやめになった」と一方的にキャンセルし、その分の対価を支払わなかった。

事例⑤ 短納期発注による受領拒否

発注者は、発注後、一方的に納期を短く変更し、受注者は従業員による長時間勤務によって対応したが、

その納期までに納入が間に合わず、納入遅れを理由に商品の受領を拒否した。

事例⑥ 働き方改革に向けた取組のしわ寄せ

発注者は、商品の発注に関するデータの自社システムへの入力業務を発注者自ら行うべきであるにも

かかわらず、受注者に対して無償で行わせた。

（下請法第４条第２項第４号・独占禁止法第２条第９項第５号ハ）

（下請法第４条第１項第１号・独占禁止法第２条第９項第５号ハ）

（下請法第４条第２項第３号・独占禁止法第２条第９項第５号ロ）
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【問合わせ先】群馬労働局 雇用環境・均等室 

〒371-8567 前橋市大手町２－３－１ 前橋地方合同庁舎８Ｆ 

TEL：027-８９６-４７３９ （平日９：３０～１７：００） 

無料です！ 

 

※コンサルタントは、社会保険労務士の資格を持つ者等、労働関係法令・制度に専門的な知識を持つ人物の中から、都道府県労働局長が 

任用した非常勤の国家公務員です。 

◆従業員の健康保持やワーク・ライフ・バランスを推進したい 

～業務の特性に応じた柔軟な働き方の導入を検討したい（変形労働時間制や裁量労働制の活用等） 

～長時間労働を見直したい（時間外・休日労働の削減等） 

◆優秀な人材を確保するためにも年次有給休暇をはじめ休暇制度を充実したい 

～年次有給休暇を取りやすくしたい（時間単位年休・計画年休導入等） 

～特別休暇制度を導入したい（病気休暇・教育訓練休暇・特別休暇（新型コロナ小学校休業等対応）等） 

◇育児・介護等のために退職してしまう従業員がいる 

◇短納期発注での「しわ寄せ」を受けている 

～対象となる方～ 

働き方・休み方の見直しに取組まれている企業（規模・業種は問いません。） 

～支援の方法～ 

☆次のような方法でご利用いただけます。（無料） 

◆コンサルティング（個別訪問によるアドバイス） 

コンサルタントが事業場にお伺いし、労働時間や休暇制度の状況を診断のうえ、 

アドバイスや改善に向けた具体的な提案や資料の提供を行います。 

◆説明会への講師派遣 

労働時間や休暇制度に関する説明会などに、コンサルタントを講師として派遣 

します。 

 

iwamas
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自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

（改善基準告示）の改正内容（トラック）について

厚生労働省 群馬労働局 監督課

労働時間相談・支援班による改善基準告示
の改正内容の周知のための集団指導用資料



１．改善基準告示について

２．改正の背景について

３．改正の検討状況について

４．改正の内容について（９月27日とりまとめ）



・⾧時間労働、交通事故の増加
・路面運送における労働時間及び休息期間に関するＩＬＯ条約の

採択（昭和54年）

拘束時間、休息期間等の基準を定めた局⾧通達の策定（昭和54年）

中央労働基準審議会での関係労使の議論

※制定以降、法定労働時間が段階的に短縮し、週40時間制へ移行するに伴い、内容の見直しが行われ現在に至っている。

通達を大臣告示とすることで労使が合意し、
「改善基準告示」を策定（平成元年）

○ 拘束時間【始業から終業までの時間(休憩時間含む)】：（１か月）トラック…293時間、バス…４週平均１週65時間、タクシー…299時間
（１日) トラック・バス・タクシー…原則１日13時間（最大16時間）

○ 休息期間【勤務と勤務の間の時間】：原則として継続８時間以上
○ 運転時間：トラック…２日平均１日９時間 / ２週間平均１週44時間、バス…２日平均１日９時間 / ４週間平均１週40時間
○ 連続運転時間：トラック・バス…４時間以内

※その他、分割休息期間、２人乗務、隔日勤務、フェリー乗船の場合の特例有り。

労働時間等の改善を定めた局⾧通達の策定（昭和42年）

労働基準監督署

国土交通省との連携

関係労使の自主的改善努力と労働基準監督官の臨検監督等による指導
（令和３年 自動車運転者を使用する事業場への監督指導･･･3,770件 改善基準告示違反率･･･53.3%）
① 監督署と地方運輸機関との合同による監督・監査
② それぞれの機関が把握した改善基準告示違反事案の相互通報

（中身を伴う改正：平成９年改正が最後）

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）について
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）

▸ 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）は、トラックなどの自動車運転者について、労働時間等の労

働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間（始業から

終業までの時間（休憩時間を含む））、休息期間（勤務と勤務の間の自由な時間）、運転時間等の基準を、平成元年に大臣告示と

して制定。

制定の経緯

主な内容

施行

1



拘束時間と休息期間について

▸ 拘束時間とは、労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間をいう。
▸ 休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間をいう。

作業時間（運転・整備・荷扱い等）

手待ち時間（荷待ち等）

休憩時間
（仮眠時間を含む）

労働時間
（時間外労働時間・休
日労働時間を含む。）

拘束時間

拘束時間

休息期間

拘束時間

休息期間

24:00 終業

8:00 始業

23:00 終業

7:00 始業

１日（始業時刻から起算して24時間）の拘束時間の上限は16時間
（この事例だと、１日目の8:00～23:00と２日目の7:00～8:00が１日の拘束

時間となる。計16時間）

【１日目】

【２日目】

2

勤務終了後の休息期間は８時間以上
（この事例だと、１日目の23:00～２日目の7:00が休息期間となる。計８時間）

例

24
時
間

15時間

1時間

8時間



１．改善基準告示について

２．改正の背景について

３．改正の検討状況について

４．改正の内容について（９月27日とりまとめ）



▸ トラック運転者は、全産業平均と比べ、年齢が高い傾向にある。
▸ トラック運転者は、全産業平均と比べ、実労働時間数が⾧い傾向にある。
▸ トラック運転者は、全産業平均と比べ、所定内給与額が低い傾向にある。

自動車運転者の基礎統計

年齢 勤続年数 実労働
時間数

所定内給与額
（月額）

(千円単位切り捨て)
（賞与等含まず）

全産業平均 43.4歳 12.3年 175時間 30万円

トラック
大型 49.9歳 12.1年 212時間 28万円

中小型 47.4歳 10.9年 207時間 26万円

タクシー 60.7歳 10.5年 176時間 20万円

バス 53.0歳 11.7年 186時間 23万円

3

（「令和３年賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）を加工して作成）

※10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所



トラック運転者の平均年齢の推移

49.9 47.4 43.4

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

大型トラック 中小型トラック 全産業

歳

（※）平成元年（１９８９年）の「大型トラック」、「中小型トラック」はそれぞれ「平成元年賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）における「営業用大型貨物自動車運転者（男）」、
「営業用普通・小型貨物自動車運転者（男）」の数値
令和３年（２０２１年）の「大型トラック」、「中小型トラック」はそれぞれ「令和３年賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）における「営業用大型貨物自動車運転者」、

「営業用貨物自動車運転者（大型車を除く）」の数値

▸ 平成元年（1989年）に比べ、令和３年（2021年）は全体的に平均年齢が上昇している。
▸ トラック運転者は、全産業平均と比べ、令和３年（2021年）の平均年齢の上昇幅が大きい。

40.3 36.2 38.2

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

大型トラック 中小型トラック 全産業

歳 平均年齢の比較

平成元年
（1989年）

令和３年
（2021年）

＋2.1才

＋9.6才 ＋11.2才 ＋5.2才
＋6.5才
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脳・心臓疾患の業種別・職種別支給決定件数

脳・心臓
疾患

道路貨物運送業 ２８.３％
（５５件）

道路旅客運送業 １.０％
（２件）

全業種 １００％
（１９４件）

脳・心臓
疾患

道路貨物運送業 ２２.１％
（６５件）

道路旅客運送業 ６.４％
（１９件）

全業種 １００％
（２９３件）

【令和２年度】（2020年度） 【平成21年度】（2009年度）
※ 平成21年度より中分類を集計

－5.4

脳・心臓
疾患

道路貨物運送業 ３２.５％
（５６件）

道路旅客運送業 ０％
（０件）

全業種 １００％
（１７２件）

【令和３年度】（2021年度）

＋4.2

－1.0

＋6.2

○ 業種別

○ 職種別
脳・心臓

疾患

貨物自動車
運転者

３０.８％
（５３件）

乗用自動車
運転者

０％
（０件）

バス
運転者

０％
（０件）

全職種 １００％
（１７２件）

脳・心臓
疾患

貨物自動車
運転者

２７.３％
（５３件）

乗用自動車
運転者

１.０％
（２件）

バス
運転者

０.５％
（１件）

全職種 １００％
（１９４件）

脳・心臓
疾患

貨物自動車
運転者

２２.１％
（６５件）

乗用自動車
運転者

５.１％
（１５件）

バス
運転者

０.６％
（２件）

全職種 １００％
（２９３件）

＋3.5

－1.5

＋5.2

－4.2

令和３年度の脳・心臓疾患の支給決定件数に占める道路貨物運送業の割合は32.5％、貨物自動車運転者の割合は30.8％
であり、業種別・職種別でそれぞれ最も高かった。 （厚生労働省調べ）
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脳・心臓疾患の労災認定基準

▸ 脳・心臓疾患の労災認定基準においては、「発症前１か月におおむね100時間または発症前２か月間～６か月間に、１か月
あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合」、業務と発症との関連性が強いと評価される。

一定の労働時間以外の負荷要因

【改正前】
発症前１か月におおむね100時間または発症前２か月間ないし
６か月間にわたって、１か月あたり80時間を超える時間外労働
が認められる場合について業務と発症との関係が強いと評価で
きることを示していました。

【改正後】
上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を
行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に
考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることを明確に
しました。

１
⾧期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と
労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認
定することを明確化しました

労働時
間

発症前１か月間に100時間
または

２～６か月間平均で月80時間を超え
る時間外労働の水準には至らないがこ
れに近い時間外労働

業務と発症
との関連が
強いと評価

労
働
時
間
以
外
の
負
荷
要
因

勤務時間の不規則性

拘束時間の⾧い勤務

休日のない連続勤務
勤務間インターバルが短い勤務
※「勤務間インターバル」とは、終業
から次の勤務の始業までをいいます

不規則な勤務・交替制勤務・深
夜勤務

事業場外における
移動を伴う業務

出張の多い業務
その他事業場外における移動を
伴う業務

心理的負荷を伴う業務 ※改正前の「精神的緊張を伴う業
務」の内容を拡充しました

身体的負荷を伴う業務
作業環境
※⾧期間の過重業務では付
加的に評価

温度環境

騒音

労働時間以外の負荷要因の見直しを行い、赤字の項目を新たに
追加しました。

２ ⾧期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時
間以外の負荷要因を見直しました
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勤務間インターバルの短い勤務

▸ 脳・心臓疾患の労災認定基準において、⾧期間の過重業務の判断にあたっては、睡眠時間確保の観点から、勤務間インター
バルがおおむね１１時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされている。

（「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」（令和３年９月14日基発0914第１号厚生労働省労働基準局⾧通達）より抜粋）

▸ 勤務間インターバルとは、終業から始業までの時間をいう。

▸ 勤務間インターバルが短い勤務については、その程度（時間数、 頻度、連続性等）や業務内容等の

観点から検討し、評価すること。

▸ なお、⾧時間の過重業務の判断に当たっては、睡眠時間の確保の観点から、勤務間インターバルがお

おむね １１時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価すること。

勤務間インターバルが短い勤務
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脳・心臓疾患の労災認定基準における労働時間の評価

労働者の１日の生活時間と睡眠時間、労働時間との関係

▸ 日本の有業者の平均的な生活時間を調査した平成28年の社会生活基本調査（図４－５）によると、
15歳以上の有業者の平日の睡眠時間は7.2時間、仕事時間は8.1時間、食事、身の回りの用事、通勤等
の生活に必要な時間（食事等の時間）は5.3時間となっている。

▸ これを前提とすると、現時点においても、１日６時間程度の睡眠が確保できない状態は、１日の労働
時間８時間を超え、４時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが１か月継続した状態は、
おおむね80時間（※１）を超える時間外労働が想定される。

▸ また、１日５時間程度の睡眠が確保できない状態は、１日の労働時間８時間を超え、５時間程度の時
間外労働を行った場合に相当し、これが１か月継続した状態は、おおむね100時間（※２）を超える
時間外労働が想定される。

（※１）24時間から、生活を営む上で必要な睡眠（６時間）・食事等・仕事（法定労働時間８時間及び法定休憩時間１時間）を
引いた時間数に１か月の平均勤務日数21.7日を乗じた概数。

（※２）前記の睡眠を５時間として同様に算出した概数。

（「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書（令和３年７月）」（厚生労働省）より抜粋）
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休息期間と睡眠時間

▸ 「休息期間が８時間未満」と回答した自動車運転者のうち、最も高い割合は、「睡眠時間５時間未満」であった。
▸ 「休息期間が８時間以上～１１時間未満」と回答した自動車運転者のうち、最も高い割合は、「睡眠時間６時間以上７時間

未満」であった。
▸ 「休息期間が１１時間以上」と回答した自動車運転者のうち、最も高い割合は、「睡眠時間７時間以上８時間未満」であっ

た。
（令和３年度「トラック運転車の労働時間等に係る実態調査事業報告書」（厚生労働省）を加工して作成)

(令和３年度) 睡眠時間

全体 ５時間
未満

５時間以上
６時間未満

６時間以上
７時間未満

７時間以上
８時間未満

８時間以上
９時間未満

９時間以上 無回答

(N) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

休息期間 1712 196 216 478 366 280 60 116

全体

８時間
未満 226 52.7 17.3 8.8 0.4 - - 20.8

８時間以上
９時間未満 282 11.7 30.1 45.4 9.9 1.8 - 1.1

９時間以上
１０時間未満 153 3.3 20.9 46.4 24.2 4.6 - 0.7

１０時間以上
１１時間未満 226 2.7 6.2 41.2 30.5 16.8 0.9 1.8

１１時間以上 635 2.5 4.4 21.4 32.8 31.2 6.9 0.8

無回答 190 8.9 9.5 15.8 12.1 16.8 7.4 29.5
9



▸ 時間外労働の上限規制は、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

▸ 自動車運転の業務、建設事業、医師等は適用猶予・除外業務（事業）とされ、改正法施行後５年間（令和６年３月まで）は
上記一般則の適用はない。

▸ 自動車運転業務従事者の上限時間（臨時的な特別な事情の場合）は年960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き
検討する旨を附則に規定。

▸ 自動車運転業務従事者への上限規制の適用とあわせて改善基準告示についても見直す必要がある。

時間外労働の上限規制について

10

法律による上限
（原則）
月４５時間
年３６０時間

・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）

・法律による上限（原
則）を超えられるの
は年６か月まで

・年960時間
のみ１年間 ＝ １２か月

一般労働者

自動車運転者

法改正前 法改正後 法律による上限
（例外）

限度時間
（告示）

月４５時間
年３６０時間

など 特別条項
上限なし

年間６か月まで

１年間 ＝ １２か月

法定労働時間
１日８時間
週４０時間



▸ 自動車運転者については、令和６年４月以降、年９６０時間の上限規制の適用を受ける。
▸ 一方、一般労働者に適用される、４５時間超えの上限回数（６か月まで）、単月上限（１００時間未満）、複数月平均上限

（８０時間以内）については適用がない。
→ ただし、この場合であっても、改善基準告示に定める拘束時間を遵守する必要がある。

適用猶予業種における時間外労働の上限規制
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【令和６年４月～】【現在】

一般
労働者

自動車
運転の
業務

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

月

限度時間
（原則） ４５ － － － ４５ －

４５時間
超は６月
まで

適用
あり － － － 適用

あり －

単月上限
(※) １００ － － － － －

複数月
平均上限
(※)

８０ － － － － －

年

限度時間
（原則） ３６０ － － － ３６０ －

上限 ７２０ － － － ７２０ －

一般
労働者

自動車
運転の
業務

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

月

限度時間
（原則） ４５ ４５ ４５ ４５ ４５ －

４５時間
超は６月
まで

適用
あり － 適用

あり － 適用
あり －

単月上限
(※) １００ － １００

(注1)
１００

(注２) １００ －

複数月
平均上限
(※)

８０ － ８０
(注1) － ８０ －

年

限度時間
（原則） ３６０ ３６０ ３６０ ３６０ ３６０ －

上限 ７２０ ９６０ ７２０
９６０
(※)(注３)

１,８６０
(※)(注４)

７２０ －

※ 休日労働も含む。
注１： 災害の復旧・復興の事業は、単月上限１００時間・複数月平均上限８０時間の規制は適用されない。
注２： 時間外・休日労働が月１００時間以上となることが見込まれる者は、３６協定に面接指導を行うこと等を定めることが必要。
注３： 医業に従事する一般の医師にかかる基準（Ａ水準）。休日労働を含む。
注４： Ｂ水準、連携Ｂ水準、Ｃ水準の指定を受けた医療機関で指定に係る業務に従事する医師にかかる基準。休日労働を含む。

面接指導、労働時間が特に⾧時間である場合の労働時間短縮措置、勤務間インターバルの確保等を３６協定に定めることが必要。



附帯決議において、過労死等防止の観点から見直すよう求められているところ。

参議院厚生労働委員会附帯決議（平成30年６月28日）
七、自動車運転業務の上限規制については、５年の適用猶予後の時間外労働時間の上限が休日を含まず年960時間という水準に

設定されるが、現状において過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻であり、かつそのために深刻な人手不足に陥っ
ている運輸・物流産業の現状にも鑑み、決して物流を止めてはいけないという強い決意の下、できるだけ早期に一般則に
移行できるよう、関係省庁及び関係労使や荷主等を含めた協議の場における議論を加速し、猶予期間においても、実効性
ある実労働時間及び拘束時間削減策を講ずること。また、５年の適用猶予後に一般則の適用に向けた検討を行うに当たっ
ては、一般則の全ての規定を直ちに全面的に適用することが困難な場合であっても、一部の規定又は一部の事業・業務に
ついてだけでも先行的に適用することを含め検討すること。

八、自動車運転業務については、過労死等の防止の観点から、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の総拘束時
間等の改善について、関係省庁と連携し、速やかに検討を開始すること。また、改善基準告示の見直しに当たっては、ト
ラック運転者について、早朝・深夜の勤務、交代制勤務、宿泊を伴う勤務など多様な勤務実態や危険物の配送などその業
務の特性を十分に踏まえて、労働政策審議会において検討し、勤務実態等に応じた基準を定めること。

衆議院厚生労働委員会附帯決議（平成30年５月25日）
二、時間外労働の上限規制の適用が猶予される業務について、当該業務特有の事情を踏まえたきめ細かな取組を省庁横断的に

実施して労働時間の短縮を図り、上限規制の適用に向けた環境の整備を進めること。特に、自動車運転業務については、
⾧時間労働の実態があることに留意し、改正法施行後５年後の特例適用までの間、過労死の発生を防止する観点から改善
基準告示の見直しを行うなど必要な施策の検討を進めること。

働き方改革関連法の国会附帯決議事項

（下線及び赤字は労働基準局監督課）
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１．改善基準告示について

２．改正の背景について

３．改正の検討状況について

４．改正の内容について（９月27日とりまとめ）



○ 令和元年11月 ： 労働条件分科会の下に、「自動車運転者労働時間等専門委員会」を設置

○ 令和３年４月 ： 専門委員会の下に、 「業態別作業部会」を設置

○ 令和４年９月27日 ： 専門委員会 最終とりまとめ（ハイヤー・タクシー、トラック、バス）

○ 令和４年12月 ： 改善基準告示 改正
→ 改善基準告示改正後、労働基準監督署による荷主への「要請」、関係者への「周知」を速やかに実施

○ 令和６年４月： 年９６０時間の上限規制、改善基準告示 適用

実態調査、疲労度調査、海外調査を実施

自動車運転者 改善基準 見直しの検討状況

▸ 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）は、自動車運転者について、その業務
の特性を踏まえ、一律に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間等の基準を定めたもの。

▸ 自動車運転者については、働き方改革関連法により2024年４月から罰則付の時間外労働の上限規制（年960
時間）が適用されること等から、労働政策審議会の下に「自動車運転者労働時間等専門委員会」を設置し、
議論を進めてきた。

・ 5/19（第５回）、6/14（第６回）、7/20（第７回）、8/18（第８回）、9/2（第９回）：作業部会開催

・ 9/8：第10回トラック作業部会（トラックとりまとめ）

タクシー部会

○ 令和４年３月 ： 専門委員会 中間とりまとめ（タクシー、バス）

バス部会 トラック部会
計６回議論（令和３年度） 計６回議論（令和３年度）
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自動車運転者労働時間等専門委員会 委員名簿

ハイヤー・タクシー
作業部会

バス作業部会 トラック作業部会

公益
代表

両角 道代 ※
慶應義塾大学
法務研究科教授

川田 琢之 ※
筑波大学ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｲｴﾝｽ系教授

藤村 博之 ※
法政大学大学院

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科教授

寺田 一薫
東京海洋大学大学院

海洋科学技術研究科教授

小田切 優子
東京医科大学公衆衛生学分野講師

首藤 若菜
立教大学経済学部教授

労働者
代表

久松 勇治
日本私鉄労働組合総連合会

社会保障対策局長

池之谷 潤
日本私鉄労働組合総連合会

中央副執行委員長

貫 正和
全国交通運輸労働組合総連合
トラック部会事務局長

松永 次央
全国自動車交通労働組合連合会

書記長

鎌田 佳伸
全国交通運輸労働組合総連合
軌道・バス部会事務局長

世永 正伸 ※
全日本運輸産業労働組合連合会

中央副執行委員長

使用者
代表

清水 始
西新井相互自動車株式会社

代表取締役社長

齋藤 隆
京成バス株式会社
取締役社長

加藤 憲治
日本通運株式会社取締役執行役員

武居 利春
昭栄自動車株式会社

代表取締役

金井 応季
東武バスウエスト株式会社

取締役社長

馬渡 雅敏
松浦通運株式会社代表取締役

※ 労働条件分科会 委員

令和４年１月４日時点
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１．改善基準告示について

２．改正の背景について

３．改正の検討状況について

４．改正の内容について（９月27日とりまとめ）



１か月の拘束時間

15

【１か月あたりの拘束時間について】
法定労働時間、労働した場合の１か月あたりの拘束時間は

１年間の法定労働時間:４０時間 ×５２週＝２,０８０時間
１年間の休憩時間 : １時間×５日×５２週＝ ２６０時間
（２,０８０時間＋２６０時間）÷１２か月＝１９５時間
３,３００時間÷１２か月＝２７５時間
２７５時間－１９５時間 ＝ ８０時間

※この計算は、事業場ごとの所定労働時間や休憩時間の違いや、
月の日数の違いを考慮していないため、あくまでも「目安」である。

現行

▸ 拘束時間は、１か月について２９３時間を超えな
いものとする。

▸ ただし、労使協定があるときは、１年のうち６か月
までは、１年間についての総拘束時間が３,５１６時
間を超えない範囲内において、１か月の拘束時間を
３２０時間まで延⾧することができる。

見直し後
【原則】
▸ 拘束時間は、年間の総拘束時間が３,３００時間、かつ、

１か月の拘束時間が２８４時間を超えないものとする。

▸ ただし、労使協定により、年間６か月までは、年間の総
拘束時間が３,４００時間を超えない範囲内において、
１か月の拘束時間を３１０時間まで延⾧することができ
るものとする。この場合において、１か月の拘束時間が
２８４時間を超える月が３か月を超えて連続しないもの
とし、１か月の時間外・休日労働時間数が１００時間未
満となるよう努めるものとする。

【例外】



見直しの内容（１か月の拘束時間）
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【例１】（１か月の拘束時間の原則）

【例２】（１か月の拘束時間の例外）

年間６か月まで、年3,400時間以下で、月310時間
まで延⾧可能。

270
274

270

260
265 265

284

280

284 284

280

284

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

月284時間

290 290 290
280

270
260

270

310
300 300

264

276

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

年合計
3,300時間

年3,300時間以下かつ月284時間以下

月310時間

月284時間

年合計
3,400時間

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

月284時間超えは連続３か月まで。
月284時間超えの月（①～⑥）は、時間外・休日労働
が100時間未満となるよう努める。

※労使協定の締結が必要



１日の拘束時間
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案現行

▸ １日（始業時刻から起算して２４時間をいう。以下
同じ。）についての拘束時間は、１３時間を超えな
いものとし、当該拘束時間を延⾧する場合であって
も、 １日についての拘束時間の限度（以下「最大
拘束時間」という。）は１６時間とする。
この場合において、１日についての拘束時間が１５
時間を超える回数は、１週間について２回以内とす
る。

① １日（始業時刻から起算して２４時間をいう。以下
同じ。）についての拘束時間は、１３時間を超えな
いものとし、当該拘束時間を延⾧する場合であって
も、１日についての拘束時間の限度（以下「最大
拘束時間」という。）は１５時間とする。

② ただし、自動車運転者の１週間における運行がすべ
て⾧距離貨物運送であり、かつ、一の運行における
休息期間が住所地以外の場所におけるものである場
合、当該１週間について２回に限り最大拘束時間を
１６時間とすることができる。

③ ①②の場合において、１日についての拘束時間が
1４時間を超える回数（※）をできるだけ少なくする
よう努めるものとする。

（※）通達において、「１週間について２回以内」を目安として
示すこととする。

【原則】

【例外】



１日の休息期間
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案現行

▸ 勤務終了後、継続８時間以上の休息期間を与える。 ① 休息期間は、勤務終了後、継続１１時間以上与えるよう
努めることを基本とし、継続９時間を下回らないものと
する。

② ただし、自動車運転者の１週間における運行がすべて
⾧距離貨物運送（※１）であり、かつ、一の運行（※２）に
おける休息期間が住所地以外の場所におけるものである
場合、当該１週間について２回に限り、継続８時間以上
とすることができる。この場合において、一の運行終了
後、継続１２時間以上の休息期間を与えるものとする

（※３） 。
※１

一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送をいう。

※２
自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまで
をいう。

※３
一の運行における休息期間のいずれかが９時間を下回る場合には、
当該一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えるものとする。

【原則】

【例外】



見直しの内容（１日の拘束時間・休息期間の原則）
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拘束時間
13時間

休息期間
11時間

23:00 10:0010:00

始業 終業 始業

【例】１日の拘束時間・休息期間の原則（見直し後）

13時間以下 最大拘束15時間

拘束時間
15時間

休息期間
９時間

1:00 10:0010:00

始業 終業 始業

基本 継続11時間以上
下限 継続 9時間



・１週間における運行 が
がすべて⾧距離貨物運送（走行
距離450㎞以上）

・一の運行中における休息
期間 が、住所地以外の場所

・一の運行終了後の休息期間
は継続12時間以上

見直しの内容（１日の拘束時間・休息期間の例外）

20

拘束時間 13時間 休息期間 11時間月曜

火曜

水曜

金曜

土曜

日曜

16時間①

16時間②

終業19:00

12時間

始業7:00

終業19:00

12時間

13時間

12時間

休日

始業７:00

始業7:00

終業20:00

８時間②

終業23:00

11時間

始業７:00

12時間

始業7:00

８時間①

終業23:00

始業7:00 終業20:00

事業場到着
18:00

事業場出発
8:00

事業場到着
18:00

【例】１日の拘束時間・休息期間の例外（見直し後）
１週間における運行がすべて⾧距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合は、
当該１週間について２回に限り、最大拘束時間は16時間とし、休息期間は継続８時間以上。

木曜

事業場出発
8:00



基本

見直しの内容（休息期間の考え方）

21

改正前 見直し後
〇継続８時間以上の休息期間 〇継続11時間以上の休息期間を

与えるよう努めることを

〇継続９時間を下回らない

基本

※「基本」である11時間以上の
休息期間が確保されるよう、
労使の自主的な改善に向けた
努力が必要とされる。

※上記のような勤務
になるよう自主的
改善の努力が必要

【例】

9:00



運転時間、連続運転時間

見直し後現行

22

《運転時間》
▸ 運転時間は、２日を平均し１日当たり９時間、２週

間を平均し１週間当たり４４時間を超えないものと
する。

《連続運転時間》

▸ 連続運転時間（１回が連続１０分以上で、
かつ、合計が３０分以上の運転の中断をすることなく
連続して運転する時間をいう。）は、

４時間を超えないものとする。

《運転時間》
▸ 現行どおり

《連続運転時間》

▸ 連続運転時間(１回が概ね連続１０分以上（※）で、
かつ、合計が３０分以上の運転の中断をすることなく
連続して運転する時間をいう。以下同じ。)は、
４時間を超えないものとする。当該運転の中断は、原
則休憩とする。

（※）通達において、「概ね連続１０分以上」とは、
例えば、１０分未満の運転の中断が３回以上連続しないこと等
を示すこととする。

▸ ただし、サービスエリア、パーキングエリア等に
駐車又は停車できないことにより、やむを得ず連続
運転時間が４時間を超える場合には、３０分まで延
⾧することができるものとする。

【原則】

【例外】



23

見直しの内容（連続運転時間）

【例】連続運転時間の原則（見直し後）

運転時間 中断

運転時間 運転時間 運転時間

概ね
10分以上

【例】 連続運転時間の例外（見直し後）
20分 10分 ※ＳＡ・ＰＡ等に駐車できず、やむを

得ず連続運転が４時間を超える場合、
30分まで延⾧が可。

合計30分以上

1時間40分

35分

２時間

①

②

概ね
10分以上

合計4時間以内

③

運転時間 中
断 運転時間中

断 運転時間 中
断

運転時間 中断 運転時間 中
断

概ね
10分以上

運転時間 運転時間中断 中
断

運転
時間

中
断

4時間以内

30分以上

概ね
10分以上

概ね
10分以上

合計30分以上

合計4時間以内

合計4時間15分

※運転の中断 は、原則休憩。

※運転の中断は、１回概ね連続10分以
上。



例外的な取扱い
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新設

▸ 事故、故障、災害等、通常予期し得ない事象に遭遇し、一定の遅延が生じた場合には、
客観的な記録が認められる場合に限り、１日の拘束時間、運転時間（２日平均）、連続運転時間
の規制の適用に当たっては、その対応に要した時間を除くことができることとする。

▸ 勤務終了後は、通常どおりの休息期間（※）を与えるものとする。
（※）休息期間は、勤務終了後、継続１１時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続９時間を下回らないものとする。

（具体的な事由）
ア 運転中に乗務している車両が予期せず故障した場合
イ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合
ウ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合
エ 異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった場合



予期し得ない事象の考え方について（トラック）

▸ 事故、故障、災害等、通常予期し得ない事象に遭遇し（ア～エに掲げる場合に限る）、一定の遅延が生じた場合には、客観的な記
録が認められる場合に限り、１日の拘束時間、運転時間（２日平均）、連続運転時間の規制の適用に当たっては、その対応に要し
た時間を除くことができることとする。ただし、勤務終了後は、通常どおりの休息期間（※）を与えるものとする。
(※) 休息期間は、勤務終了後、継続１１時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続９時間を下回らないものとする。

ア 運転中に乗務している車両が予期せず故障した場合
イ 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航した場合
ウ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合
エ 異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となった場合

考え方

• 拘 束 時 間１８時間 ⇒ １８時間 － ３時間 ＝ １５時間（１日の拘束時間の基準を満たす）
（ただし、賃金支払いの対象とすべき労働時間は、18時間－休憩時間）

• 運 転 時 間１２時間 ⇒ １２時間 － ３時間 ＝ ９時間 （前後の日のいずれかが９時間以下なら基準を満たす）
• 連続運転時間７時間 ⇒ ７時間 － ３時間 ＝ ４時間 （連続運転時間（４時間以下）の基準を満たす）

▸ 予期し得ない事象に対応した時間について、１日の拘束時間、運転時間、連続運転時間から除くことができるが、１年・１か月の拘束時間
から除くことはできない。

▸ 予期し得ない事象に対応した場合、勤務終了後は、通常どおりの休息期間を与える必要がある。

拘
束

運
転

6:00 7:00 14:00 16:00 17:00 20:00 21:00 24:00

（例） 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖された場合、道路が渋滞した場合（ウ）
３時間事

故

３時間

10:00

18時間

道路封鎖、渋滞への対応に要した時間

７時間 ２時間

23:00

中
断
10
分

中
断
10
分

25



特例①（分割休息）
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16:00

3:00 10:00

終業 始業

【例】（見直し後）

▸ 業務の必要上、勤務終了後継続８時間以上の休息期間を与える
ことが困難な場合には、当分の間、 一定期間における全勤務回
数の２分の１を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時
間の経過直後に分割して与えることができるものとする。

▸ この場合において、分割された休息期間は、１日に おいて１回
当たり継続４時間以上、合計１０時間以上でなければならない
ものとする。

▸ 一定期間は、原則として２週間から４週間程度とし、業務の必
要上やむを得ない場合であっても２か月程度を限度とする。

▸ 分割は、２分割に限らず、３分割も認められるものとする。

現行
▸ 業務の必要上、勤務終了後、継続９時間以上（※）の休息期間

を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における
全勤務回数の２分の１を限度に、休息期間を拘束時間の途中及
び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとす
る。

（※）⾧距離貨物運送に従事する自動車運転者であって、１週間における運
行がすべて⾧距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息期間
が住所地以外の場所におけるものである場合は継続８時間以上

▸ この場合において、分割された休息期間は、１日において１回
回当たり継続３時間以上、合計１０時間以上でなければならな
いものとする。

▸ なお、一定期間は、１か月程度を限度とする。
▸ 分割は、２分割に限らず、３分割も認められるが、 ３分割さ

れた休息期間は１日において合計１２時間以上でなければなら
ないものとする。

▸ この場合において、休息期間が３分割される日が連続しない
よう努めるものとする。

見直し後

始業
10:00 17:00 20:00 3:00

始業
10:00

7時間 3時間 7時間 7時間

4時間 4時間 4時間 3時間 4時間 5時間

・１回当たり継続３時間以上、合計10時間以上

・３分割の場合は、合計12時間以上

拘束時間 休息期間

始業
10:00 14:00 18:00 22:00 1:00 5:00

始業
10:00



復路（途中運転交代）往路（途中運転交代）

特例②（２人乗務）

現行

見直し後

【例】（見直し後:ア・イの要件を満たす車両内ベッド等において８時間以上の仮眠時間を与える場合）

最大拘束時間28時間以下

労働時間
12時間

(運転、荷待ち等)
休息期間
11時間

始業 終業
休息期間11時間以上

1:00 9:0013:00 17:00

▸ 自動車運転者が同時に１台の自動車に２人以上乗務する場合（車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る。）
においては、 最大拘束時間を２０時間まで延⾧することができる。また、休息期間は４時間まで短縮することができる。

▸ 現行どおり
▸ ただし、当該設備が次のいずれにも該当する車両内ベッド又はこれに準ずるもの（以下「車両内ベッド等」という。）であるときは、拘

束時間を２４時間まで延⾧することができる。
また、当該車両内ベッド等において８時間以上の仮眠時間を与える場合には、当該拘束時間を２８時間まで延⾧することができる。
この場合において、一の運行終了後、継続１１時間以上の休息期間を与えるものとする。
ア 車両内ベッドは、⾧さ１９８cm以上、かつ、幅８０cm以上の連続した平面であること。
イ 車両内ベッドは、クッション材等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。

労働時間
８時間

(運転、荷待ち等)

拘束時間 合計28時間

仮眠時間
８時間

27



特例③（隔日勤務、フェリー）

28

見直し後現行

【隔日勤務の特例】
▸ ２暦日における拘束時間は、２１時間を超えてはならないものとする。
▸ ただし、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、

夜間に４時間以上の仮眠時間を与える場合には、２週間について３回を限
度に、この２暦日における拘束時間を２４時間まで延⾧することができる
ものとする。この場合においても、２週間における総拘束時間は１２６時
間（２１時間×６勤務）を超えることができないものとする。

▸ 勤務終了後、継続２０時間以上の休息期間を与えなければならないものと
する。

【フェリー特例】
▸ フェリー乗船時間は、原則として、休息期間として取り扱うものとする。
▸ 与えるべき休息期間の時間から、フェリー乗船中の休息期間について減ず

ることができる。
ただし、減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの
間の時間の２分の１を下回ってはならないものとする（※１）。

（※１）２人乗務の場合を除く

なお、フェリー乗船時間が８時間（※２）を超える場合には、原則として
フェリー下船時刻から次の勤務が開始されるものとする。

（※２）２人乗務の場合には４時間、隔日勤務の場合には20時間

【隔日勤務の特例】
▸ 現行どおり

【フェリー特例】
▸ 現行どおり



労働基準監督署による荷主への要請について（トラック）

１

厚生労働省 省内HPにおいて情報収集
立入調査時に情報収集

※ 荷主への働きかけ等の実施に当たり、厚生労働省から提供された情報も活用
※ 国土交通省において、さらなる働きかけ等の実施のため、地方適正化事業実

施機関が行う巡回指導時の情報収集を周知徹底（本年４月措置済）

労働基準監督署

発荷主

労働基準監督署による要請（新規）

▸ 荷主企業に対し、労働基準監督署から配慮を要請
（要請の内容）⾧時間の恒常的な荷待ち時間を発生させないよう努めること。

運送業務の発注担当者に改善基準告示を周知すること。

▸ 対象企業選定にあたり、省内HPや立入調査時に収集した情報を活用 ⇒ 国土交通省にも情報提供

運送業者

荷主への要請（新規）

情報提供（拡充）

着荷主

国土交通省

法に基づく「働きかけ」等

働きかけに活用

29



参考 トラック運転者の⾧時間労働改善特別相談センター
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令和4年度
業務改善助成金（通常コース）
（賃金引上げ支援のための助成金）

のご案内
群馬労働局 労働基準部賃金室



業務改善助成金（通常コース）とは??

事業内最低賃金
30円以上引き上げ

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

設備投資等に要した
費用の一部を助成

事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げを図る中小
企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取組を支援します。
申請を行ってから、事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に資する
設備投資等を行った場合に、助成対象経費の一部を助成します。

対象事業場
・ 中小企業、小規模事業者
・ 事業場内最低賃金と地域別最低賃金（群馬県最低賃金 895
円）の差額が30円以内



引き上げ額に応じた助成上限額
コース区分（引き上げ額）

引き上げる労働者数（赤字は事業場規模30人未満が対象）

1人 2～3人 4～6人 7人以上 10人以上
（特例事業者※2）

30円コース
（30円以上引き上げ）

30万円
（60万円）

50万円
（90万円）

70万円
（100万円）

100万円
（120万円）

120万円
（130万円）

45円コース
（45円以上引き上げ）

45万円
（80万円）

70万円
（110万円）

100万円
（140万円）

150万円
（160万円） 180万円

60円コース
（60円以上引き上げ）

60万円
（110万円）

90万円
（160万円）

150万円
（190万円） 230万円 300万円

90円コース
（90円以上引き上げ）

90万円
（170万円）

150万円
（240万円）

270万円
（290万円） 450万円 600万円

（※2） ①、②、③のいずれかに該当する場合対象
①賃金要件:引き上げ前の事業場内最低賃金895円～919円の事業所
②生産量要件:新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が15％以上減少している事業所
③物価高騰等要件:原材料費の高騰等により利益率が３％ポイント以上低下した事業所

引き上げ前の
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（※1）

895円～919円 4/5 9/10

920円～925円 3/4 4/5

助成率（群馬県の場合）
（※1）ここでいう「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。

12月から追加



助成対象経費の例

設備投資 ・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両導入による送迎時間の短縮

コンサルティング ・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

その他 ・店舗改装による配膳時間の短縮

生産量要件（新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が15％以上減少している
事業所）、
物価高騰等要件（原材料費の高騰等により利益率が３％ポイント以上低下した事業所）
を満たしている場合は以下の経費も助成対象

生産性向上に資する
設備投資

・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動
車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

関連する経費 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

12月から新たに
助成対象となりました!

基本

特別



助成金支給までの流れ

交付申請書・
事業実施計画等

の提出

審査・交付決定
提出した計画に沿って

事業を実施
（設備投資）

提出した計画に沿って賃金引上げ

事業実施結果
を報告

助成金の支給

審査・
交付額確定

（注意）申請前に賃金引上げは不可

申請者が行う内容

労働局が行う内容



業務改善助成金に関するお問い合わせ
業務改善助成金コールセンター
☎ 0120-366-440（平日8:30～17:15）

詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/rou
doukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html)

業務改善助成金の申請先
群馬労働局 雇用環境・均等室
〒 371-0018 前橋市大手町２－３－１ 前橋地方合同庁舎８階

業務改善助成金（通常コース）の申請締切
令和５年３月31日
※ 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年３月31日

申請期限が延⾧されました!
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