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 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 

 

           ～   休憩  ～        

    

（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 

              金井 強 

    

 （３）業務改善助成金について                      

 

                群馬労働局労働基準部賃金室 

                  労働基準監督官 杉本 彩矢香 

 

(４) 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 桑原 みどり 

 

３ 質疑応答                                         

 

 

４ 閉 会  



働き方改革関連法について



はじめに 働き方改革とは？

労働者がそれぞれ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

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

目標



平成29年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）人口（万人）
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日本の人口は近年減少局面を迎えている。

（出所） 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
厚生労働省「人口動態統計」

日本の人口の推移

なぜ 働き方改革 が必要なのか



【60歳以降の収入を伴う就労の意向と就労希望年齢】

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

65歳くらいまで
25.8

70歳くらいまで
21.7

75歳くらいまで
11.9

働けるうちはいつまでも
20.6

80歳くらいまで
4.8

仕事をしたいとは思わない
13.6

無回答
1.9

５９.０％

資料出所：内閣府 「高齢者の経済生活に関する調査」（令和元年度）
（注１）60歳以上の男女を対象とした調査（n=1,755）

フルタイムの社員・職員24.2
53.9 15.9

2.9

2.1

0.5

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

パートタイム（短時間勤務など）の社員・職員 自営業・個人事業主・フリー

ランス（家族従業者を含む）

在宅就労
無回答

その他

【60歳以降の希望する就業形態】

農林漁業（家族従業者を含む）

資料出所：内閣府 「平成25年度 高齢期に向けた「備え」に関する意識調査」（平成25年）
（注2） 35～64歳の男女を対象とした調査（n=2,214）。 【60歳以降の希望する就業形態】の対象は35～64歳の男女のうち、60歳以降も収入を伴う就労の意向がある者。

○ 65歳を超えて働きたいと回答した人が約６割
○ 60歳以降の希望する就労形態は、パートタイムが最も多い

高齢者の就労意欲は高く、多様な就労形態を望んでいる



就業者＋失業者＋就業希望者

○日本では、出産・育児を機に労働市場から退出する女性が多い（Ｍ字カーブ）
特に、子育て期の女性において、就業率と潜在的な労働力率の差が大きい

○一方、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では子育て期における就業率の低下はみられない

女性の就業率の国際比較（２０１６年） 女性の労働力率と潜在的労働力率（２０１７年）

注）潜在的労働力率＝
人口（15歳以上）

資料出所：総務省統計局「労働力調査」、「労働力調査（詳細集計）」（平成29年）

女性の年齢別就業率

日本では子育て期の女性の労働参加が欧米と比べて低い

資料出所：日本 総務省「労働力調査」（平成28年）
その他 （独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2018」

注）アメリカ、イギリス、イタリアの「15～19」は「16～19」のデータ、
スウェーデンの「65～」は「65～74」のデータである。

就業希望者数
(女性)：262万人
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働き方改革とは？

投資・
イノベーションに
よる生産性向上

就業機会の拡大
意欲・能力を存分
に発揮できる環境

づくり

成長と分配の
好循環

人材確保

業績向上利益増加

・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

日本が直面する課題



１ 法改正の全体像

改正
項目

①時間外労
働の上限規
制の導入

②年次有給
休暇の確実
な取得

③中小企業
の月60時間
超の残業の
割増賃金率
引上げ

④「フレッ
クスタイム
制」の拡充

⑤「高度プ
ロフェッ
ショナル制
度」の創設

⑥産業医・
産業保健機
能の強化

⑦勤務間イ
ンターバル
制度の導入
促進

⑧正規雇用
労働者と非
正規雇用労
働者の間の
不合理な待
遇差の禁止

概要

残業の上限
は原則月45
時間、年
360時間

特例でも月
100時間未
満・複数月
平均80時間
以内（休日
労働含む）、
年720時間
以内が限度

10日以上の
年休が付与
される労働
者に対し、
年５日につ
いて、毎年
時季を指定
して与える
ことを使用
者に義務付
け

月60時間を
超える残業
に対する割
増賃金率を
50％に引上
げ

労働時間の
調整が可能
な期間（清
算期間）の
上限を１か
月から３か
月に延長

清算期間が
１か月を超
える場合に
は、監督署
への労使協
定届出を義
務付け

年収1,075
万円以上の
一部専門職
について、
健康確保措
置や本人同
意、労使委
員会決議等
を要件に、
労働時間規
制から外す
ことができ
る

労働者50人
以上の事業
場を対象に、
衛生委員会
への産業医
の勧告内容
等の報告、
産業医に対
する情報提
供をそれぞ
れ義務化

1日の勤務終
了後、翌日
の出社まで
の間に、一
定時間以上
の休息期間
を確保する
よう事業主
に努力義務

必要な休息
時間につい
ては、労使
の協議で決
定

同一企業内
において、
正規と非正
規の間で基
本給や賞与
などの個々
の待遇ごと
に不合理な
待遇差を禁
止
☆同一労働
同一賃金ガ
イドライン

施行日

【大企業】
平成31年
4月1日

【中小企業】
令和２年
4月1日

【自動車運転
者・建設業・

医師】
令和6年
4月1日

平成31年
4月1日

【中小企業】
令和5年
4月1日

平成31年
4月1日

平成31年
４月１日

平成31年
４月1日

平成31年
4月1日

【大企業】
令和2年

4月
【中小企業】

令和3年
4月

※新技術・新商品
等の研究開発業務

は適用除外



２ 労働時間法制等の見直しについて

1 時間外労働の上限規制
70年前（1947年）の労働基準法

制定以来、初めての大改革！

特別条項 特別条項

◇違反した場合には、
６か月以下の懲役また
は30万円以下の罰金を
科されるおそれがある。

これまで
にない
考え方

改正前 改正後



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】

事業・業務 猶予期間中の取扱い
（令和6年３月31日まで）

猶予後の取扱い
（令和6年４月１日以降）

建設事業

上限規制は適用されない

災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用
災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日
労働の合計について、
月100時間未満
２～６か月平均80時間以内

とする規制は適用されない

自動車運転
の業務

36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年
960時間
時間外労働と休日労働の合計について、
月100時間未満
２～６か月平均80時間以内

とする規制は適用されない
時間外労働が月45時間を超えることができるのは

年６か月までとする規制は適用されない

医師 具体的な上限時間は今後、省令で定めることとされている

鹿児島県及び
沖縄県におけ
る砂糖製造業

時間外労働と休日労働の合計について、
月100時間未満
２～６か月平均80時間以内

とする規制は適用されない

上限規制がすべて適用されます。

新技術・
新商品等の
研究開発

業務

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ない
※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らない

 適用が猶予される事業・業

務は、猶予期間中の様式と

して、従前のものを踏まえ

た様式が制定

（様式第９号の４）

※従前の様式を流用も可能



協定する期間は、「１日」「１か月」「１年」に限る

●延長することができる期間

従来の36協定 ：「１日」 「１日を超えて３か月以内の期間」 「１年」

今回の改正 ：「１日」 「１か月」 「１年」

協定期間の「起算日」を定める

●１年の上限について算定するため、協定期間の「起算日」を定める

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

● 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にチェック

特別条項の有無に関わらず（※）、常に、時間外労働と休日労働の合計は、月
100時間未満、２～６か月平均80時間以内にしなければならない

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

!

2 ３６協定のここが変わりました



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
ある場合に限る

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らない

「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

を招くおそれのあるものは認められない

!

●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

臨時的に必要がある場合の例



⇒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

●限度時間の適用除外・猶予の事業・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ること

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らない



① 36協定届における押印・署名の廃止

 労働基準監督署に届け出る36協定届について、押印及び署名が不要に

② 36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設

 36協定の適正な締結のため、労働者代表に関するチェックボックスにチェック

過半数代表者の選任にあたっての留意事項

 管理監督者でないこと
 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

!

※ ３６協定のここが変わりました

令和3年4月1日から

36協定（労使協定）と36協定届を兼ねる場合は
労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法（記名押印又は署
名など）により36協定届を作成すること

!



一般条項：限度時間を超えない場合



特別条項：限度時間を超える場合（1枚目）



特別条項：限度時間を超える場合（２枚目）



3 上限規制への対応

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、上限が設けられた

⇒ これまでとは異なる方法での労働時間管理が必要

労働時間管理の実務イメージ

36協定の対象期間
令和2年4月１日～
令和3年３月31日

時間外労働の原則
となる上限

月45時間
年360時間

法定休日労働の回
数、
始業・終業時刻

月２回
8:30～17:30

特
別
条
項

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

有り

特別条項の回数 年６回

特別条項における年間の
時間外労働の上限

年680時間

１か月の時間外労働と休日労働の
合計時間数の上限

85時間

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らない

（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

!

･･･（A）

･･･（B）

･･･（C）

･･･（D）

･･･（E）



各労働者ごとに、労働時間を把握

（原則１日８時間・１週40時間を超える法定時間外労働、法定休日労働の時間数、その合計）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 ・・・

時間外労働 80 60 45 35 35 80

休日労働 20 15 10

合計 80.0 80.0 60.0 45.0 35.0 80.0 

（A）の時間（45時間）を超え

ることができるのは年６回まで

（B）の回数・時間を超える

ことはできない

（E）の時間（85時間）を

超えることはできない

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

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 ・・・

時間外
労働

80 60 45 35 35 80

休日労働 20 15 10

特別条項
回数

1 2 2 2 2 3

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月 ・・・

時間外
労働

80 60 45 35 35 80

休日労働 20 15 10
時間外
労働

時間数
80 140 185 220 255 335



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

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

4月 5月 6月 7月 8月 9月
時間外労働 80 60 45 35 35 80
休日労働 20 15 10

合計 80.0 80.0 60.0 45.0 35.0 80.0 

例えば、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。

同様に他の月についても２～６か月平均を算出するため、すべての月について、
隣接する２～６か月の平均が80時間以内となるよう管理

算定期間
57.5…８～９月の平均
53.3…７～９月の平均

55.0…６～９月の平均

60.0…５～９月の平均

63.3…４～９月の平均



１

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

に含む

例）令和2年４月について計算

!

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

算定期間

前の協定
期間

２か月平均 62.5…３～４月の平均
３か月平均 48.３…２～４月の平均
４か月平均 43.８…１～４月の平均
５か月平均 46.0…12～４月の平均
６か月平均 45.8…11～４月の平均

令和元年
11月

令和元年
12月

令和2年
１月

令和2年
２月

令和2年
３月

令和2年
４月

時間外労働 45 45 30 20 45 80
休日労働 10

合計 45.0 55.0 30.0 20.0 45.0 80.0 



■ 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

■ 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特別条項の回数が、36協定で定めた回数を超えないこと

■ 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

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
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

特別条項の回数(＝月の時間外労働が限度時間を超えた回数)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

Check Point 

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事業場は、

①～③のポイントだけ守ればよい

!

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であり、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

✔

✔

✔



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

ラインが策定

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

ガイドラインの主なポイント



［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



１

事務所と現場間の移動時間は労働時間か？ （建設業向け）

Ｑ 「労働時間」とは何か？
Ａ 「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を示し、

以下の２点が判断基準となる。（平成１２年３月９日最高裁判決）
①就業規則等の規定に左右されず、客観的に判断
②使用者の明示or黙示の指示によって労働者が業務に従事していたと

評価できるか判断

Ｑ 移動時間は通勤時間であり、「労働時間」ではないのでは？
Ａ 一般的に、通勤とは、約束の時間（始業時間や集合時間）までに集合

場所（事務所など）へ到着することを目的とする行為を指す。どこから
出発し、どのような方法で到着するかは労働者の自由である。

移動時間が「労働時間」に該当するかどうかは客観的に判断するため
名称にとらわれず実態で判断する必要がある。

例えば…

会社⇔現場の移動時間について、
・会社に立ち寄ることが義務付けられている
・移動中に業務（作業の打ち合わせなど）を行っている

などの要件を満たす場合、労働時間と判断される。



１

・現場の作業を終えた後、車両で事務所へ戻る
ことを原則化していた

・終業時刻を過ぎても、他の現場に行っていた
労働者らが戻ってきていなければ道具の洗浄
や資材の整理等を行っていた

・道具の洗浄や資材の整理等が会社から黙示に
よる指示がなされた業務であったと考えられ
る

移動時間は労働時間に該当する
（平成20年2月22日東京地裁判決）

・車両による事務所と現場の移動は会社の指示
ではなかった

・移動に使う車両の運転者や集合時刻等を労働
者らで任意に決めていた

・事務所と現場との往復は、通勤としての性格
を多分に有していた

移動時間は労働時間に該当しない
（平成14年11月15日東京地裁判決）



4 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

■令和5年4月1日から、月60時間を超える残業は、割増賃金率が上昇

（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％

（猶予措置廃止） 令和5年4月1日～

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

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％



5 年次有給休暇の取得義務化

雇入日から起算した継続勤務期間ごとの年次有給休暇日数

週所定
労働時間

週所定
労働日数

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

30時間
以上

10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

30時間
未満

5日
以上

217日
以上

4日
169日から
216日まで

7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

3日
121日から
168日まで

5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日

2日
73日から

120日まで
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

1日
48日から
72日まで

1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

対象者 年休の付与日数が10日以上（繰越日数含まず）の労働者（管理監督者を含む）

●年次有給休暇の日数

令和3年就労条件総合調査
年休取得率：56.6％

１．雇入れの日から６か月継続して雇われている

２．全労働日の８割以上を出勤している

年休発生要件

年休取得に対する罪
悪感・ためらい

5日未満しか取得していない
労働者に、使用者が日程を指

定して取得させることに



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 労働者使用者 使用者

○月×日に
休みます ○月×日に

休んでください

労働者の意見を尊重し

使用者が取得時季を指定

【（例）4/1入社の場合】

10日付与（基準日）

4/1 
入社

10/1 4/1 9/30 

※意見聴取⇒面談や年次有給休暇取得計画表、メール、
システムの利用等、任意の方法による

■時季指定義務のポイント

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



※ 労働者から取得の希望があった場合に半日単位の年休は0.5日分として５日から
控除することができるが、時間単位の年休は５日から控除することはできない

例）労働者が自ら５日取得した場合 ⇒   使用者の時季指定は不要

労働者が自ら３日取得＋計画的付与２日の場合 ⇒                   〃

労働者が自ら３日取得した場合 ⇒   使用者は２日を時季指定

計画的付与で２日取得した場合 ⇒         〃 ３日 〃

◆年次有給休暇を５日以上取得済みの労働者には、使用者による時季指定は不要

※ 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る

■時季指定義務のポイント

!
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項（労働基準法第89条）であるため、

使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働

者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければならない

就業規則への規定

（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参照

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。



年5日の確実な取得のための方法

方法１ 方法２ 方法３

労働者に
自主的な取得を促す

使用者から
時季指定を行う

計画年休を活用する

・毎月の給与明細書にメッ
セージを記載

・職場で年次有給休暇取得
計画表を作成し、労働者ご
との休暇取得予定を明示

・計画表の作成と併せて、
年休取得を前提として業務
体制の整備や取得状況の
フォローアップを行い、年
休取得しやすい職場づくり
に取組む

・過去の実績を見て年休取
得日数が著しく少ない労働
者に対して、基準日に使用
者から時季指定

・基準日から一定期間経過
のタイミング（半年後な
ど）で年休の請求、取得日
数が５日未満の労働者に対
し、使用者から時季指定

・就業規則による規定と労
使協定を締結

・企業や事業場の実態に応
じて３方式

①企業や事業場全体の休業
による一斉付与方式

②班・グループ別の
交替制付与方式

③年次有給休暇付与計画表
による個人別付与方式

例① 夏季、年末年始に計画的付与の年次有給休暇を組み合わせ、大型連休とする

例② 飛び石の祝日の間をブリッジホリデーとして連休を設ける

例③ 業務の閑散期に年次有給休暇の計画的付与日を設け、年次有給休暇の取得を促進

例④ あらかじめ日にちが確定している誕生日や記念日をアニバーサリー休暇とする

具 体 例



●入社日から年次有給休暇を付与する場合
●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

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
⇒使用者は付与した日から１年以内に５日指定して取得させなければならない

9/30 

５日取得

②５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

⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間（前の期間の始期から後の期間の終期までの期間）の
長さに応じた日数（比例按分した日数）を、当該期間に取得させることも認められる

7.５日以上取得

（例）
4/1入社時に
10日付与する場合

10日付与 法定の基準日

4/1入社 10/１ ３/31

1年目の付与日
（10日付与）

２年目の付与日
（11日付与）

５日取得

4/1入社 10/１ ４/１ 9/30 ３/31

前倒し付与時に義務発生！

5日の指定義務がかかる１年間の期間が重複した場合
比例按分でも可※「月数÷12×５」

①

（例）
4/1入社で、
初年度は10/１に付与
翌年度は4/1に付与
する場合

②

５日取得

7.５日以上取得



③一部を法定の基準日より前倒しで付与

⇒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

※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る

10/1                                              9/30

4/1 ～9/30までに労働者が自ら年次有給休暇を
取得した場合には、取得した日数を５日から控除
しても可

（例）
4/1入社時に
5日付与し、10/1に
残り5日付与する場合

4/1入社

←合計10日に到達

5日取得
５日取得

10/1～翌9/30までに５日取得

●一部前倒し付与する場合

５日付与 ５日付与



■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。

年次有給休暇管理簿：時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類

（労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することも可能）

（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可能）

（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

（補足）基準日が２つ存在する場合には、基準日を

２つ記載する必要がある

（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る



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

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

らない

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

ばならない

（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らない

産業医の業務内容等の周知

（４）事業場における産業医等の業務の内容等（※１）を、労働者に周知（※２）させなければならない

（※１）労働者に周知させなければならないもの

ア 産業医の業務の具体的な内容

イ 健康相談の申出の方法

ウ 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

機器の設置

１ 産業医の活動環境の整備



!
産業医の職務は労働安全衛生法第13条（労働安全衛生規則第14条）で決まっている

・健康診断及びその結果に基づく健康確保措置

・長時間労働者の面接指導の実施及びその結果に基づく健康確保措置

・ストレスチェックの実施及びその面接指導並びにその結果に基づく健康確保措置

・作業環境の維持管理

・作業の管理

・上記以外の労働者の健康管理にかかわること

・健康教育及び健康相談等の健康の保持増進措置

・衛生教育

・健康障害の調査及び再発防止措置

（*）：下記２つの情報を受けていれば2月に1回

・衛生管理者が行う巡視の結果

・労働者の健康障害防止について安全衛生委員会（衛生委員会）で調査審議した内容

産業医の職務

※上記職務を行うためには、職場の実態を知ってもらう必要がある

⇩

月1回（*）の作業場の巡視



２ 労働者の健康管理等に必要な情報の産業医への提供等

労働者の健康管理等に必要な情報の産業医への提供

（１）産業医等に対し、労働時間に関する情報等（※１）を提供（※２）しなければならない

（※１）産業医に対して提供する情報

ア ①健康診断実施後の措置

②長時間労働者に対する面接指導実施後の措置

③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

④講じようとするこれらの措置の内容

（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 １週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が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 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方法

アに掲げる情報：各種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

労働者の健康情報等の適正な取扱いの確保

（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で労働者の心身の

状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければなら

ない ※じん肺法も同様の改正



長時間労働者に対する面接指導等の流れについて

締め日

時間外・休日
労働時間の算定

1か月以内

労働者へ通知
産業医へ情報提供

速やかに 80時間を超え
ていた場合

労働者からの申出

面接指導

遅滞なく

＜確認事項＞
① 勤務状況
② 疲労蓄積の状況
③ 心身の状況
＜面談記録＞
5年間保存

意見聴取

産業医へ措置内容を
情報提供

遅滞なく

この期間に措置内容を決定
・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

等々

産業医が必要と認めた
場合、事業場に勧告

衛生委員会等への報告

「遅滞なく」・・・概ね1か月以内
「速やかに」・・・概ね2週間以内



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

□タイムカードによる記録、パソコン等の使用時間（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らない

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う

（例） 賃金締切日とする。

□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

□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

□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る

□申出は書面や電子メール等の記録が残るものとする

長時間労働者に対する面接指導等の実施について



群馬県産業保健総合支援センター

① 産業保健に関する研修・セミナーの開催
② 窓口相談・実地相談の実施
③ 産業保健に関する情報の提供
④ メンタルヘルス対策に関する支援（ストレスチェック制度を含む）
⑤ 治療と職業生活の両立支援
⑥ 研修会などへの講師の派遣・紹介
⑦ 作業環境測定機器類の貸出

地域産業保健センター

〇健康相談窓口の設置
〇長時間労働者に対する面接指導
〇健康診断結果への医師からの意見聴取・保健指導
〇メンタルヘルスに関する相談（ストレスチェック制度を含む）
〇個別訪問支援（登録産業医、労働衛生工学専門員による職場巡視

及び指導）

50人未満の事業場の事業主及びその労働者を支援



〔 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10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）

令和○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

接指導を免除

面接指導実施期間
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

令和 年 月 日 時～ 時又は

令和 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



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らない

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らない

●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

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

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

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る
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る



④医師からの意見聴取・面接指導の結果の記録

□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
ならない

□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

□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らない

□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る

⑤事後措置の実施の際に留意すべき事項

□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

□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

対応

□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



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すること

●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る

こと

●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る

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ること
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
よう配慮すること

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る

□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る

□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る

□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
みなす



ご清聴ありがとうございました



【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）

11 12



 

1082

6600 
260 6017 産業振興機構  ………

5318
6703

13 14









































 

【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。 
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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!



ヤマダ電機

ENEOS

フォレスト
モール

総合交通
センターゴルフ・ドゥ

関
越
自
動
車
道

前橋
IC

NHK

セブン
イレブン

新前
橋駅

17

電話でのご相談は

前橋市元総社町528-9 群馬県社会保険労務士会 内　

平日9:00～17:00（12/29～1/3を除く）

群馬働き方改革推進支援センター

開設時間2022.相談受付

JR新前橋駅より徒歩約15分0120-486-450

hatarakikatakaikaku@gunma-sharoushi.com 〈来所・メールによるご相談もお受けいたします〉

4/1金 2023.3/31金

群馬県社会保険労務士会　

相談支援のご案内無料です！中小企業の皆様へ

パートさんの待遇を
改善したいけど…

有給休暇の

取得方法、管理方法
について知りたい

従業員が安心して働ける
社内ルール（就業規則）

を整備したい

残業時間を
減らしたい…

働き方改革に
利用できる助成金
   　の情報を教えて…！

詳しくはこちら
群馬県社会保険労務士会

ホームページ
「社労士会に相談する」

働き方改革
事業主のご相談に 社会保険労務士 が対応します。

iwamas
フリーテキスト
支援１



群馬働き方改革推進支援センター 行き

□働き方改革セミナーへ講師派遣を希望
●商工団体、地方自治体、事業主団体、経済団体等が開催するセミナーに
　講師（社会保険労務士）を派遣いたします。

□個別訪問による相談を希望
●お申込いただきました事業所へ専門家（社会保険労務士）を派遣いたします。

□出張相談（イベントを含む）を希望
●商工団体、地方自治体、事業主団体、経済団体等の施設で開設する
　相談窓口に専門家（社会保険労務士）を派遣いたします。

FAX申込書 027（253）5679

※ご希望するサービスに□をつけてください。

事 業 所 ・ 団 体 名

所 在 地

ご 連 絡 先

ご 担 当 者 名

派 遣 先 の 名 称

派 遣 先 住 所

ご相談・派遣 （希望日時）

〒

TEL

メールアドレス

FAX

ー

〒 ー

※セミナーの場合は、参加人数の概数（　　　　　人 ）
　セミナー終了後の個別相談会の希望　　有 （開催予定時間　　：　　～　　：　　）　・　無

顧問社労士

相
談
及
び
ご
希
望
内
容
の
概
要

月　　　日（　）

有 　・　 無

AM /PM 時　　　分



その待遇の違い、説明できますか?

パートタイム・有期雇用労働法で

正社員と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差は禁止されています

正社員と同じ仕事をしているのに…
正社員と同じように手当はもらえないの?

不合理な待遇差について、何も対策をしない場合
裁判で法違反と判断される可能性もあります。

短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇差の内容や理由などを問われた場合、
事業主は非正規雇用労働者に説明しなければなりません。

事業主の皆さま

 「パートだから」「契約社員だから」という理由では、説明として
認められません。

 待遇ごとの性質・目的に照らして、職務内容や転勤・異動の範囲の
違いなどから、具体的に理由を説明できることが必要です。

何をどう見直せばいいの?

基本給 賞与
（ボーナス）

各種手当て 教育訓練

食堂・休憩室
等の利用機会

etc…

「働き方改革推進支援センター」が
そんなお悩みをサポートします! ▶裏面へ

同一労働同一賃金 検索

パートタイム・有期雇用労働法
キャラクター「パゆう」ちゃん 厚生労働省・都道府県労働局

支援２



働き方改革推進支援センター
利用してみませんか?

働き方改革推進支援センターでは、キャリアアップ助成金について「正社員化コース」
や「賃金規定等改定コース」といった５種類のコースから、各企業に合わせたコースを
ご紹介できます。

従業員が納得感をもって働ける環境が整備でき、不平や不満も最小限
になってきている。給与や労務関係の担当者もこれまで曖昧になって
いた待遇面での問題が解決され、管理スキルが上がってきた。これか
らも、従業員の意見に耳を傾け、よりよい労働環境にしていきたい。

利用者の声 【事業内容:飲食業 従業員:83人 （山梨県）】

全国47都道府県にあるセンターでは、社会保険労務士などの専門家が無料で相
談に応じています。

来所・電話相談
来所・電話によりご相談を承り
ます。

受付時間 平日9:00~17:00

企業への訪問相談サービス
専門家が、会社に訪問もしくは
オンラインで相談を承ります。

セミナー開催
企業向けのセミナーを随時開催
しています。

メール相談
メールでの相談も承ります。

助成金の活用相談
キャリアアップ助成金を活用しての、
パートタイマー、アルバイト、契約社員
の待遇の相談も承ります。 働き方改革推進支援センター

（電話番号、メールアドレスは事業所の所在地の都道府県名
をクリックしていただけますとご覧になれます。）

詳しくは 働き方改革推進支援センター 検索
令和4年12月作成 リーフレットNo.10

例:「賃金規定等改定コース」

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を
増額改定し、実際に賃金を引き上げた場合
に助成します。

５万円 ６万5,000円

４万3,000円

３％以上
５％未満 ５％以上

※ すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を改定する場合の他、
雇用形態別や職種別などの区分で一部の賃金規定等を改定する
場合も助成を受けられます。

キャリアアップ助成金とは

 令和4年度補正予算にて、上記の助成額に拡充を予定しています。
内容については、変更となる可能性があります。

３万3,000円

＜助成額（労働者１人あたり）＞
賃金引上げ率

企業規模

中小企業

大企業
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