
働き方改革の推進に向けた講習会　次第

令和５年２月１６日（木）
14時00分～16時００分

１．労働基準法等の改正内容について　　　　　　　　　【14：00～14：30】

２．パワーハラスメント防止義務について　　　　　　　【14：30～14：50】

３．下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止について　　【14：50～15：00】

４．働き方改革にかかる助成金等について　　　　　　　【15：10～15：30】

５．ハローワークを活用した人材確保について　～魅力ある求人票の作成方法等～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【15：30～15：50】

６．質疑応答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【15：50～16：00】

←こちらは、「時間外労働の上限規制　36協定の作成方法」にかかる動画です。
（進めよう！働き方改革Part３　時間外労働の上限規制②）

←こちらは、東京労働局ホームページに掲載している向島労働基準監督署からの
お知らせです。



一億総活躍社会の実現に向けて

　　　

　　　　　　向島労働基準監督署

　　労働時間・相談支援班

1

働き方改革関連法に関する説明会



「働き方改革」とは
  

「電通事件」 

　　　 

　　・長時間労働による過労死・過労自殺　 

　　問題 

2

導入目的 

①労働生産性の向上 

②労働者の生命・健康確保 

③ワークライフバランスの改善 

労働者の健康確保措置を中心に構築されている 



上限規制について
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法定労働時間 ・ 法定休日
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労働基準法第32条 
① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について
40時間を超えて、労働させてはならない。 
② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩
時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはなら
ない。 

労働基準法第35条 
① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を
与えなければならない。 
② 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使
用者については適用しない。 

これを超えるには、 
36協定の締結・届出が必要 

（時間外労働・休日労働に関する協定）  



時間外労働の上限規制について

◎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ない。
（月４５時間は、１日当たり２時間程度の残業に相当。） 

◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、 
　・年７２０時間以内 
　・複数月平均８０時間以内（休日労働を含む） 
　・月１００時間未満（休日労働を含む） 
を超えることはできない。（月８０時間は、１日当たり４時間程度の残業に相当。） 
　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。 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時間外労働の上限規制について
◎時間外労働の上限は、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 
超えることはできない。 
◎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
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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

法改正前

法律による上限
（原則） 

月４５時間 
年３６０時間 

法定労働時間 
１日８時間 
週４０時間　　　　　　　　　　　　　　　  

法定労働時間 
１日８時間 
週４０時間　　　　　　　　　　　　　　　  

１年間　＝　１２か月

法改正後
・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 

法律による上限 
（例外） 



適用猶予業種における時間外労働の上限規制
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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  －

【現在】  【令和６年４月～】  

※　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。



３６協定の締結、届出について
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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協定届を所轄労働基準

監督署長に届け出る必要がある。 

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



　３６協定届（新様式（様式第９号の２））の記載について
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　３６協定届（新様式（様式第９号の２） ）の記載について
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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のポイン
ト

○　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  

○　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

使用者には労働時間を適正に把握する責務があること 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 



年次有給休暇の年５日の取得義務
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年次有給休暇について　　
●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る

労働基準法第39条（概要） 

・雇い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（管理監督者も含む）
には、年10日の有給休暇が付与される 
・勤続勤務６年６か月で年20日が限度 
・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
暇が比例付与される 
 

　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るが、職場への配慮やため

らいなど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る

 

年次有給休暇の課題 

※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義務付けられた。 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 ●有給休暇の付与日数は以下のとおり

週所定 年間所定 勤続年数

労働日数 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

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

【労働時間が短い者（週30時間未満）の付与日数】

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

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

【年次有給休暇の付与日数】

※　週30時間未満のパート・アルバイト等であっても、付与日数が10日以上の場合、年5日の有給休暇の取得義務が　

　課されることに注意

年次有給休暇について　　



年次有給休暇の取得義務化
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そもそも、希望申出がしにくいという状況があった  

　🡺 我が国の年休取得率は2016年まで50%未 

　　満で取得率は低調だった 

労働者 使用者

労働者の申出による取得（原則） 

｢○月×日に休
みます」

労働者が使用者に 
取得時季を申出

使用者の時季指定による取得（新設） 

使用者が労働者に 
取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し 
使用者が取得時季を指定

｢○月×日に休んでく
ださい」

労働者 使用者

 

 

 

 

 

　 　
４/１
入社

10/１ ４/１

10日付与（基準日）

※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。

９/30

（例）４/１入社
　　　の場合

年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に対し て、そのうちの年５日について使用者が時季
を指定して取得させる ことを義務づけるようになった  

2017年以降、取得率は、 51.1％→52.4％→　56.3
％→56.6％と年々上昇している  

（就労条件総合調査より）  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年次有給休暇の取得義務化

・対象者は、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む） 
 

・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る 
 

・労働者が自ら申し出て取得した日数や、計画的付与で取得した日数については、５日から控
除することができる 
 
 
 
 
 
 
 
・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ら
ない 
 

・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らない 

（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　　〃 

※半日単位の年休は５日から控除できるが、時間単位の年休は５日から控除できないことに注意  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年次有給休暇管理簿の作成
労働基準法施行規則第24条の7（概要）

　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らない

年次有
給休暇
取得日

数

基準日（労働基準法第39条第7項関係） 2021／４／１

基準日から１年以内の期間における年次有給休暇の取得日数 16.5  日

2021
4/4 

2021
5/27 

2021
6/3 

2021
7/1 

2021
8/1 

2021
8/13 

2021
8/14 

2021
8/15 

2021
8/16 

2021
8/19 

2021
9/2 

2021
10/9 

2021
11/5 

2021
12/6 

2022
1/14

2022
2/10 

2022
3/19
(午前）

2022
3/20

時季

基準日

取得日数 

（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

　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

就業規則への記載 

※　規定例については、厚生労働省HPで公開している「モデル就業規則」を参照ください

‼ 



18

【参考】法定の基準日と異なる年次有給休暇の付与をする場合
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る  

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らない  

 

 

 

 

 

　 　
４/１入社 １０/１ ３/３１

法定の基準日10日付与

９/３０

（例）４/１入社時に10日付
与する場合

通常は10/１～翌９/30までの１年間に５日取得させることになる
が、４/１に前倒しで付与した場合には、４/１～翌３/31までの１年間
に５日取得させなければならない。

５日取得

②入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、５日の指定義務がかかる１年間の期間に重複が生じる場
合（全社的に起算日を合わせるために入社２年目以降の社員への付与日を統一する場合など）  

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

 

 

 

 

 

 

 

４/１入社

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。

　 　
１０/１ ４/１

１年目の付与日
（10日付与）

９/３０

２年目の付与日
（11日付与）

３/３1

この場合には、10/１～翌々３/31までの期間（18箇月）に、５日
÷12×18＝7.5日以上取得させることも認められる。

（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

５日取得

５日取得

7.5日以上取得



③上記①・②の期間経過後は当該期間の最終日の翌日からの１年間に５日の指定義務がかかる  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例）①の場合

　 　
４/１
入社

10日付与

１０/１

法定の基準日

①の期間

３/３１ ４/１

次の期間

（例）②の場合

　 　
４/１
入社

１０/１

１年目の付与日

４/１

②の期間 次の期間

２年目の付与日

９/３０ ３/３１ ４/１

５日取得 ５日取得

５日取得7.5以上取得

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  

 

 

 

 

 

 

４/１
入社

７/１～翌６/30までの１年間に５日取得させることが必要

　 　
７/１

５日付与

６/３０

５日付与

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

（例）４/１入社時に５日付与し、
７/１に残り５日付与する場
合

←合計10日に到達

５日取得

３/３１

３/３１
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月６０時間超の残業の割増賃金率引き上げ

20
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 ●中小企業の月６０時間超の時間外労働に対する割増賃金率が５０％になります 

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％

【２０２３年３月３１日まで】

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

月６０時間超の時間外労働について　　

１か月の時間外労働

１日８時間・１週４０時間を超える労
働時間

６０時間以下 ６０時間超

大企業 ２５％ ５０％

中小企業 ２５％ ５０％

【２０２３年４月１日から】



平成３０年
（2018年）

平成３１年

（2019年）

令和２年
（2020年）

令和３年
（2021年）

令和４年
（2022年）

令和５年
（2023年）

令和６年
（2024年）

４月 ４月 ４月 ４月 ４月７月６日
（公布日）

大
企

業
中

小
企

業

４月

労働基準法
 ・割増賃金率見直しの
 　猶予措置の廃止

パートタイム・有期雇用労
働法

労働者派遣法

労働者派遣法

労働時間関係 同一労働同一賃金関係

パートタイム・有期雇用
労働法

労働基準法
 ・上限規制

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
  ・高度プロフェッショナ

ル制度
  ・年休取得義務
  ・フレックスタイム

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止

　・自動車運転者
　・建設
　・医師
　・鹿児島沖縄砂糖製造業

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止

　・自動車運転者
　・建設
　・医師
　・鹿児島沖縄砂糖製造業

労働基準法
 ・上限規制

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
  ・高度プロフェッショナ

ル制度
  ・年休取得義務
  ・フレックスタイム

22

【参考】 



被改正法律・項目  内容  大企業  中小企業 

雇用対策法 
働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国
は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」
を定めることとする。 

平成３０年７月６日

労
働
基
準
法 

労働時間の上限
（第36条等） 

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。（罰則
付） 

平成３１年４月１日 

令和２年４月１日

高度プロフェッショナ
ル制度の創設
（第41条の２） 

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等の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とす
る。 

平成３１年４月１日 年５日の年次有給休
暇の取得義務
（第39条第７項） 

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ら
ないこととする。 

フレックスタイム制見
直し（第32条の３） 

フレックスタイム制の清算期間の上限を１ヶ月から３ヶ月に延
長。 

中小企業における割
増賃金率の猶予措置
廃止
（第138条） 

月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）
について、中小企業への猶予措置を廃止。 

―  令和５年４月１日

労働時間等設定改善法 
勤務間インターバル制度の普及促進、事業主への取引上配
慮すべき事項に関する責務の規定など。 

平成３１年４月１日 
労働安全衛生法、じん肺
法 

産業医・産業保健機能の強化、高プロ対象者を除くすべての
労働者を対象とした労働時間の状況の把握の義務化など。 

パートタイム労働法・労働
契約法 

短時間・有期雇用労働者について、①不合理な待遇差を解
消するための規定の整備、②待遇差の内容・理由等に関す
る説明の義務化、③裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整
備など。 

令和２年４月１日 令和３年４月１日

労働者派遣法 
派遣労働者について、①不合理な待遇差を解消するための
規定の整備、②待遇差の内容・理由等に関する説明の義務
化、③裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備など。 

令和２年４月１日

【参考】各改正事項の施行・適用時期
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【参考】割増賃金の支払い

24

 割増賃金率をまとめると表のとおり

割増賃金の種類  割増率 

時間外労働 

時間外月60時間以下  25％以上 

時間外月60時間超（※） 50％以上

休日労働  35％以上 

深夜労働  25％以上 

時間外＋深夜労働 

時間外月60時間以下  50％以上 

時間外月60時間超（※） 75％以上

休日労働＋深夜労働  60％以上 

※2023年３月末まで、以下のような中小企業は適用が猶予される（時間外労働が月60時間超でも割増賃金率は25％のまま） 

　　小売業：資本金1000万以下または従業員数50人以下 
　　 サービス業：資本金1000万以下または従業員100人以下 
　　 卸売業：資本金1億円以下または従業員数100人以下 
　 　その他：資本金3億円以下または従業員数300人以下 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※　引き上げ分の割増賃金に対する代替措置のため、通常の２５％分の割増賃金は支払わなくて 

　　はなりません 

 

※　個々の労働者が実際に割増賃金の支払いにかえて、代替休暇を取得するかどうかは労働者の　 

　　意思によります。使用者側の強制や義務によるものではありません 

 

※　代替休暇制度を利用するためには、労使協定の締結が必要です 

月６０時間超の時間外労働について　　

 

1か月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の代わりに

有給の休暇（代替休暇）を付与することができる 

代替休暇 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１．５０  
（50％の割増賃金）

１か月の 
時間外労働

支払われる賃金

通常の賃金

０時間 60時間

１．２５ 
　（25％の割増賃金）

80時間

時間外労働なし

45時間

代替休暇（イメージ図）

月60時間を超える20時間 
分の割増賃金の引き上げ 
分の支払いに代えて、有給 
の休暇の付与も可能

20時間×20%（換算率）＝ 
4時間分の有給休暇を付与

代替休暇を取得しなかった場合
の割増率と、代替休暇を取得 
した場合の割増率の差 

月60時間を超える時間外労
働に係る割増賃金率（50％
以上）

限度時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率
（２５％超とする努力義務）



長時間労働者に対する面接指導について　
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長時間労働者に対する面接指導について　　

※参考　『働き方改革関連法に関するハンドブック』　P.19及びP.20 

労働安全衛生法第66条の８（概要） 

・労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して、時間外・休日労働時間が月80時間を超
える労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければならない 

適切に面接指導を実施するためにも、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 



本日のまとめ
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●時間外労働の上限規制 
 
●年次有給休暇の確実な取得 
 
●中小企業の月60時間超の残業の割増賃金率引上げ 
 
●産業医・産業保健機能の強化 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ご清聴ありがとうございました



中小企業は2022年４月１日から

企業にパワーハラスメント対策が義務
付けられます！

東京労働局雇用環境・均等部

1

向島労働基準監督署労働時間・相談支援班



説明内容 

❶　パワーハラスメント　の　３要素

❷　パワーハラスメント　の　６類型

❸　パワーハラスメント　の　防止と対
応

2



　１　パワーハラスメントとは
労働施策総合推進法第30条の２

優越的な関係を
背景とした言動

業務上、必要か
つ相当な範囲を
超えているもの 

労働者の就業環
境が害されてい
るもの 

３つの要素をすべて満たす

パワーハラスメント

3



１－①　優越的な関係を背景とした言動とは

【労働者が行為者に抵抗・拒絶ができない関係】 

・　上司から部下への言動 

指針２（4）

・　仕事をする上で協力が必要な知識や経験、 
　　スキルを持っている同僚や部下 

（例） 

4



１－②　業務上、必要かつ相当な範囲を超えているとは 

社会通念に照らして、その言動の必要性は？ 

※業務上の不要な言動は業務の効率化を
下げ、長時間労働の要因となり得る場合も 

・　からかい 
・　暴言 
・　侮蔑的な冗談 
・　過大もしくは過小な指示 

 ☑　言動の目的 
 ☑　きっかけ、経緯、状況 
 ☑　頻度、継続性 
 ☑　心身の状態　　　etc. 

指針２（５）

（例） 

判断は慎重に！

5



１－③　就業環境が害されることとは

言動による精神的または肉体的苦痛 

どのような程度を指しているのか？ 

平均的な労働者の感じ方

自分ならば大丈夫？ 

社会一般の労働者はどう感じるか

指針２（６）

6



　２ 　パワーハラスメントの６類型（事例）

指針２（７）

❶　身体的な攻撃

❷　精神的な攻撃

❸　人間関係からの切り離し

❹　過大な要求

❺　過小な要求

❻　個の侵害

7



　２－①　身体的な攻撃（ケース１）

身体的・物理的
な攻撃 

暴行罪や傷害罪に
該当することも
絶対にダメ 

8



　２－②　精神的な攻撃（ケース２）

平均的な労働者
はどう感じるか 

・叱責の仕方（声の大きさ 
　言い方等） 
 

・メールやＳＮＳで多数の 
　目に晒す 

例 NO

9



２－③　人間関係からの切り離し（ケース３）

優越的な関係か立
場を考えて・・・ 

　・無視 
　・仲間外し 
　・隔離 

課長から私
だけ・・・

例 NO

10



　２－④　過大な要求（ケース４）

業務上の必要性や相
当な範囲を考える 

・業務に関係ない雑用を命令 
 

・必要な教育を行わずに無理 
　なレベルの仕事を 

残業月１００時
間では終わら
ない・・・

例 
NO

11



　２－⑤　過小な要求（ケース５）

業務上の必要性や相
当な範囲を考える 

・本来の仕事を与えない 
 

・能力や経験とかけ離れ 
　た程度の仕事を命令 

例 

NO

12



　２－⑥　個の侵害　（ケース６）

プライベートへの
過度な立ち入り 

・職場外の行動監視 
・職場外のことを報告させる 
・個人的なことに対する過度 
　な詮索 

例 

NO

13



職場の定義とは

職場とは・・・働くところ 

職場の人間関係は・・・ 

注）業務の延長線上に
ある接待や懇親会など
も職場に該当すること
があります。

14



３　パワーハラスメント対策の内容

❶　周知・啓発による予防 

❷　相談窓口の設置 

❸　事後対応 

❹　再発防止 

労働施策総合推進法第30条の２

15



　３　予防措置　－　はじめに

まずはトップ・担当
役員自身がパワハラ
のこと（取組の必要
性）を知ることから 
働き方改革もトップが率先
して行うことが肝要！ 

指針４（１）イ①❶　トップのメッセージを出す
組織のトップが、職場のパワーハラスメントは職場か
らなくすべきであることを明確に示す！

◎　パワーハラスメントは、企業のトップから全従業員が取
り
　　組む従業な会社の課題であることを明確に発信しま
しょう。

◎　パワーハラスメントの防止が、なぜ重要なのか、その
理由
　　についても明確に伝えましょう。

◎　メッセージの発信とともに、具体的な活動が早期に実
施
　　できるよう、準備しておきましょう。

『規定（例）』
『トップメッセージ（例）』
『アンケート（例）』など
のツールを入手できます。

16



３　予防措置　－　ルール化　

就業規則にハラスメ
ント防止規定がある
か確認しましょう 

規則に沿った対応を行う体
制づくりを 

指針４（１）ロ

❷　ルールを決める
就業規則において、パワーハラスメントの禁止や処分
に関する規定を設ける！

◎　労働協約や労使協定などでルール化

◎　罰則規定の適用条件や処分内容、また、相談者の不
　　利益な取扱いの禁止などをルール化

◎　ルールは、従業員にわかりやすく、できる限り具体的に　
『規定（例）』
『トップメッセージ（例）』
『アンケート（例）』など
のツールを入手できます。

17



３　予防措置　－　教育・研修

『「パワハラ」とは 
　思いませんでした』
「そういう認識では 
　ありませんでした」 
 

　　ということがないように

平均的な労働者の
感じ方を知る 

指針４（１）イ③❸　教育をする
　管理職研修、従業員研修を実施！

　◎　中途入社の従業員にも入社時に研修や説明を行うなど、
　　　漏れなく、全員が受講できるようにしましょう。

　◎　管理監督者と一般従業員に分けて実施することが効果的

　◎　研修内容には、トップのメッセージや、会社のルール、相
談
　　　窓口の運用、具体的な事例を加えると効果的　

『研修教材』
『パンフレット』
『アンケート（例）』など
のツールを入手できます。

18



３　予防措置　－　周知・啓蒙
指針４（１）イ②

❹　社内での周知・啓蒙
　組織のルールや相談窓口について周知す
る！

◎　計画的かつ継続した周知を実施していきましょ
う。

◎　組織の方針、ルールや相談窓口などについて、
　　積極的に、周知に取り組みましょう。

◎　周知と具体的な取組が一体となったものとなるよ
　　うにしましょう。

19



３　予防措置－　実態を知る

働き方を知らず
して改革はでき
ないよ

❺　社内アンケートなどで
　　 実態を把握する
◎　アンケートでの実態把握は、対象者が偏ることな
い
　　ようにしましょう。

◎　より正確な実態把握や回収率向上のためには、
匿
　　名での実施が効果的

◎　アンケート以外の方法として、安全管理者や産業
　　医にヒヤリングしたり、評価面談など個人面談の
際
　　に自己申告項目に入れるなど、複数の方法で行う
　　ことも効果的です。

20



３　相談窓口－設置方法

・相談窓口をどこに設ける？ 

・相談対応の方法はどうする？ 
・窓口担当者への苦情だったら 
　どうする？ 

本店 支
店

電話
メール

面
談

働き方などに合った
チャンネルを 

【対策なく、パワハラ発生】
・ 民法上の不法行為責任 
・ 労働契約法上の安全配慮義務違反 
　 の可能性も 

指針４（２）
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　３　相談窓口－従業員への周知

入社後すみやかに周知 

パートや派遣労働者も対象 

労働条件通知書への記載や
カードの配布などの工夫を 

相談は、
不安だな
でもパワ
ハラもや
めてもら
いたいし

指針４（２）イ
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３　相談があったときの対応

【重要】
 

 誰がどのように相談対応を行うか 

プライバシー保護 

相談の進め方の案内 

相談者の意向を尊重
し、誠意をもって慎
重な対応を！！ 

指針４（２）ロ
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３　相談の流れ

相
談
窓
口

事
実
確
認

事
後
措
置

再
発
防
止

適切に各ス
テップでの
対応を 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３　相談後の対応

迅速　かつ　適切に　 

プライバシー保護 

ヒヤリングの進め
方などの検討 

相談者の意向を尊
重し、誠意をもっ
て慎重な対応を！ 

目的は職場環境の改善 

指針４（２）ロ
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３　相談後の対応

再 発 防 止 措 置 
繰り返し周知・啓発 

相談者への措置 

行為者への措置 

ルールに基づいて
行うことが重要 

相談したことによ
る不利益取り扱い 

指針４（３）
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ご清聴ありがとうございました 

『研修教材』
『パンフレット』
『アンケート（例）』など
のツールを入手できます。

中小企業は『2022年４月１日』から義務化されます

東京労働局　雇用環境・均等部　指導課　 （電話03-3512-1611）お問い合わせ先 
27



中小企業の事業主の皆さまへ

月６０時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます

２０２３年４月１日から

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

（2023年３月31日まで）

月60時間超の残業割増賃金率

大企業は 50％（2010年４月から適用）

中小企業は 25％

（2023年４月１日から）

月60時間超の残業割増賃金率

大企業、中小企業ともに50％

※中小企業の割増賃金率を引き上げ

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

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

業種 ① 資本金の額または出資の総額 ② 常時使用する労働者数

小売業 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 １億円以下 100人以下

上記以外のその他の業種 ３億円以下 300人以下

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



深夜・休日労働の取扱い

代替休暇

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

場合､深夜割増賃金率25％＋時間外割増賃金率50％＝75％となります。

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれま

せんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

深夜労働との関係

休日労働との関係

月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50％以上の率

で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

（※）法定休日労働の割増賃金率は、35％です。

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

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

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

（就業規則の記載例）

月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するた

め引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇（代替休暇）を

付与することができます。

割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があ

ります。

｢モデル就業規則｣も参考にしてください。

就業規則の変更



具体的な算出方法（例）

働き方改革推進支援助成金の活用方法（例）

法定休日労働 月60時間を超える時間外労働

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

割増賃金率

♦時間外労働（6 0時間以下）

♦時間外労働（6 0時間超）

♦法定休日労働

カレンダー白色部分 ＝2 5％

カレンダー緑色部分 ＝5 0％

カレンダー赤色部分 ＝35％

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

５時間 ５時間 ２時間 ３時間 ５時間

7 8 9 10 11 12 13

５時間 ２時間 ３時間 ５時間 ５時間 ５時間

14 15 16 17 18 19 20

３時間 ２時間 ３時間 ３時間 ３時間

21 22 23 24 25 26 27

３時間 ３時間 ２時間 １時間 ２時間 １時間

28 29 30 31

３時間 １時間 １時間 ２時間

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

●勤怠管理システムを導入

各自の労働時間を 把握し、

業務を平準化

●就業規則に月60時間超の

割増賃金率の規定を改正

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

勤怠管理システム導入費用

と就業規則の改正費用に、

働き方改革推進支援助成金

を活用

助成率 75％

一定の要件を満たした場合 80％

上限額 最大250万円

事業場内賃金の引き上げ等の

一定の要件を満たした場合

最大490万円

取り組みの結果、時間外労働時間
が月60時間を超える者がいなく
なった

算出例

［活用例］

1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点

から50％以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

「働き方改革推進支援助成金」は、働き方改革に取り組む中小企業事業

主に、環境整備に必要な費用の一部を国が助成する制度です。



助成金のご案内

労働基準監督署
労働時間相談・支援コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などの法令に関する知識や

労務管理体制についてのご相談に、窓口・電話で対応・支援して

います。

また、ご希望があれば、個別訪問での相談・支援も行っています。

都道府県労働局
・パートタイム労働者、有期雇用労働者関係

：雇用環境・均等部(室)

・派遣労働者関係：需給調整事業部(課･室)

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用労働

者・派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。

働き方改革推進支援センター
働き方改革関連法に関する相談、労働時間管理のノウハウや賃金制度

等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、

社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。

産業保健総合支援センター
医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、

産業保健の専門家が相談に応じます。

よろず支援拠点
生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる課題につい

て、専門家が無料で相談に応じます。

ハローワーク
求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会な

どを実施しています。

医療勤務環境改善支援センター
医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応

じて、総合的なサポートをします。

▶「いきサポ」で検索

相談窓口のご案内

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

対して、その実施に要した費用の一部を助成

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

以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を

助成

（2022.4）



　使用者は、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割
増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。（労働基準法第37条第１項・第
４項、労働基準法第37条第１項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令）

(2021.3)





職場で行われる、➀～③の要素全てを満たす行為をいいます。

① 優越的な関係を背景とした言動

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

③ 労働者の就業環境が害されるもの

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

令和２年６月１日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。

中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和４年４月１日から義務化され

ます（令和４年３月31日までは努力義務）。

代表的な言動の６つの類型 該当すると考えられる例

１ 身体的な攻撃

暴行・傷害

●殴打、足蹴りを行う。

●相手に物を投げつける。

２ 精神的な攻撃

脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

●人格を否定するような言動を行う。

相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。

●業務の遂行に必要な以上に長時間にわたる厳しい叱責を

繰り返し行う。

３ 人間関係からの切り離し

隔離・仲間外し・無視

●１人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立

させる。

４ 過大な要求

業務上明らかに不要なことや

遂行不可能なことの強制・仕事の妨害

●新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応

できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったこと

に対し厳しく叱責する。

５ 過小な要求

業務上の合理性なく能力や経験と

かけ離れた程度の低い仕事を命じること

や仕事を与えないこと

●管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な

業務を行わせる。

●気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与え

ない。

６ 個の侵害

私的なことに過度に立ち入ること

●労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な

個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者

に暴露する。

※個別の事案について、パワハラに該当するのかの判断に際しては、当該言動の目的、言動が行われた経緯や状

況等、様々な要素を総合的に考慮することが必要です。

また、相談窓口の担当者等が相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなど、その認識にも配慮

しながら、相談者と行為者の双方から丁寧に事実確認を行うことも重要です。

職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型、該当すると考えられる例

職場における「パワーハラスメント」の定義

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

＼中小企業の事業主の皆さま／

労働施策総合推進法に基づく
｢パワーハラスメント防止措置｣が
中小企業の事業主にも義務化されます！



検索職場におけるハラスメント防止のために

「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」とは？

事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。

事業主の方針等の

明確化および周知・啓発

①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針

を明確化し、労働者に周知・啓発すること

②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等

文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

相談に応じ、適切に

対応するために

必要な体制の整備

③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるよう

にすること

職場におけるパワハラ

に関する事後の

迅速かつ適切な対応

⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること

（事実確認ができなかった場合も含む）

併せて講ずべき措置

⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、

その旨労働者に周知すること

⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない

旨を定め、労働者に周知・啓発すること
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益

な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

以下の望ましい取り組みについても、積極的な対応をお願いします。

 パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、

単独ではなく複合的に生じることも想定し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること

 職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取り組みを行うこと

（コミュニケーションの活性化のための研修や適正な業務目標の設定等）

 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を行う際に、自ら雇用する労働者以外に、

以下の対象者に対しても同様の方針を併せて示すこと

・他の事業主が雇用する労働者 ・就職活動中の学生等の求職者

・労働者以外の者（個人事業主などのフリーランス、インターンシップを行う者、教育実習生等）

 カスタマーハラスメントに関し以下の取り組みを行うこと

・相談体制の整備

・被害者への配慮のための取り組み

（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等）

・被害防止のための取り組み（マニュアルの作成や研修の実施等）

職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する詳しい情報・お問い合わせ

都道府県労働局雇用環境・均等部（室） https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf

社内の体制整備に活用できる情報・資料

●事業主・労働者向けパンフレットや社内研修用資料

厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

●ポータルサイト「あかるい職場応援団」

職場におけるハラスメントに関する情報を発信しています。

職場におけるパワーハラスメント防止等のための望ましい取り組み

検索あかるい職場応援団 HP

https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf










下請事業主の皆さま、ご安心ください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▶ 公正取引委員会及び中小企業庁では、インターネットによる下請法の違反の申告も受け付けています。 

https://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/cyuishitauke.html  

https://www.shinkoku.go.jp/shinkoku/  

 

 

中小企業をイジめるような 

 無理な取引は見逃しません！ 
 

たとえば、そのお困りごと 

下請取引が原因ではありませんか？ 

予予定定どどおおりりにに請請負負代代金金をを払払っっててももららええなないい……  

従業員に賃金を払えなくなるかも…… 

(※)下請代金支払遅延等防止法（昭和 31年法律第 120号） 

納納期期ままででのの期期間間がが短短すすぎぎてて､､休休日日にに作作業業ささせせるるししかかなないい……

でも、受注単価は据え置きか…… 

  厚生労働省      公正取引委員会     中小企業庁 
 

賃金の支払に困る事業主の Aさん 

休日労働が心配な事業主の Bさん 

 

□ 労労働働基基準準監監督督署署では、ご相談への対応だけでなく、 

下請法違反を調査している公公正正取取引引委委員員会会・・中中小小企企業業庁庁へ 

ごご相相談談のの取取次次ぎぎを行っています（下図参照）。 
 

□ お困りの場合は、①②いずれかの方法でお知らせください。 

① 管轄の労働基準監督署にご相談ください。 

② 裏面のシートにご記入のうえ、FAX 又は郵送してください。 
    ※シートは匿名でお送りいただくことも可能です。 

 

以下のような行為は ｢下請法｣((※※))で禁止されています！ 

 

親事業者による下請法違反が疑われる場合には… 

□ 買買いいたたたたきき      

□ 下下請請代代金金のの減減額額  

□ 商商品品のの受受領領拒拒否否  

□ 不不当当なな給給付付内内容容のの変変更更・・ややりり直直しし  

□ 不不当当なな経経済済上上のの利利益益のの提提供供要要請請  

→ 裏面の｢項目３｣もご参照ください。 

○ 労働基準監督署から公正取引委員会・中小企業庁への取次ぎは、下請事業者名を匿名とすることも可能です。 

○ 公正取引委員会・中小企業庁が親事業者に調査を行う場合、ご相談があったことは明かしません。 

 

公正取引委員会 
中小企業庁 

 

下請 
事業者 

 
労働基準監督署 

 

親 
事業者 

相談 取次ぎ 調査･指導 

匿匿名名もも可可  相相談談･･通通報報はは秘秘匿匿  匿匿名名もも可可  



 

  
  
  

  

  

１１  ああななたたのの会会社社ににつついいてて  

・会 社 名                       （代表者）            

 ・所 在 地  〒                                     

・連 絡 先   （電話番号）      （   ）          

・資 本 金            万円 【【記記入入必必須須】】 

 ・通報の対象となる親会社からあなたの会社が委託されている仕事（該当するものに○）【【記記入入必必須須】】 

① 製造委託   ② 修理委託  ③ ソフトウェアやデザインなど情報成果物作成委託 

④ 運送やビルメンテナンスなど役務提供委託  ⑤ その他 

 
２２  通通報報のの対対象象ととななるる親親会会社社（（下下請請法法でで規規定定すするる「「親親事事業業者者」」））ににつついいてて  【【記記入入必必須須】】 

・会 社 名                   □ 本店 □ 支店 □ 営業所 □ 工場 

        ※通報の対象となる親会社の会社名が未記入の場合には通報として受理できません。 

 ・所 在 地  〒                                   

 
  
３３  ああななたたのの会会社社のの「「おお困困りりごごとと」」のの内内容容ににつついいてて  【【記記入入必必須須】】  
□□  買買いいたたたたきき  
（例）納期を一方的に短縮され、そのために増加する費用（残業代や作業員の増員等）について協議
に応じてもらえず、下請代金を当初の単価に据え置かれた。など 

 
□□  下下請請代代金金のの減減額額  
（例）当方に責任がないのに、あらかじめ決められた下請代金を値引き（減額）された。 

消費税相当額を支払ってもらえなかった。など 
   
□□  不不当当なな給給付付内内容容のの変変更更、、ややりり直直しし  
（例）受領した後にやり直しや追加作業を行わされたが、その作業に要した費用を負担してもらえな
かった。など 

 
□□  受受領領拒拒否否 
（例）当方に責任がないのに、商品の発注を受けたあとに、その商品の受領を拒否された。など 

 
□□  不不当当なな経経済済上上のの利利益益のの提提供供要要請請  
（例）親会社のために、金銭（例：協賛金）や労働力（例：応援店員）などを提供させられた。など 

 
  チチェェッッククをを付付けけたた「「おお困困りりごごとと」」のの内内容容ににつついいてて、、時時期期やや状状況況ななどどをを具具体体的的にに記記載載ししててくくだだささいい。。  
 
  

  

４４  ここのの通通報報ににつついいててああななたたにに連連絡絡ささせせてていいたただだききたたいい場場合合のの連連絡絡先先  

・氏  名                                

 ・連 絡 先   （電話番号）     （      ）          

 ・親会社に対して調査を行うとき、あなたの会社から通報があったことを明らかにすることについて 

【【記記入入必必須須】】 

   □□  明明ららかかににししなないいででほほししいい（（匿匿名名希希望望））        □□  明明ららかかににししててももよよいい  

   

下下請請取取引引にに関関すするる確確認認シシーートト  

送信先の労働基準監督署はこちら→ 



日比谷駅 有楽町駅

有楽町
マルイ

皇居

日比谷
公園

ローソン

東京国際
フォーラム

セブン
イレブン

東京働き方改革
推進支援センター

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

無 料無 料
相談・
専門家派遣
相談・
専門家派遣秘密

厳守
秘密
厳守事業主、

労務担当者様

専門家に

法
方
談
相 電話・メール

センター来所
オンラインでの
ご相談にも対応可能

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

ご都合に合わせた
相談方法が選べる!

取組みはお済みですか？

同一労働同一賃金

時間外労働の上限規制

年5日の年次有給休暇の確実な取得

ご相談
ください！

ぜひ

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビル615

0120-232-865
東京働き方改革推進支援センター

働き方改革　東京

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

受付時間　平日9：00～18：00
住 所

03-6206-3147MAIL

URL

FAXhk13@mb.langate.co.jp

（社会保険労務士等）

残業６０時間超の賃金引き上げ
義務化（2023年4月）

パワーハラスメント防止措置
義務化（2022年4月）

育児・介護休業法改正 （2022年4月）



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

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

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

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

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

※ 上記内容について　□ 同意する　（チェックしてください）

事業場名 ご担当者
氏名

所在地

連絡先

訪問
希望日

相談内容

※ 後日、日程調整のお電話を差し上げます。

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

□　残業時間の上限規制

(非正規労働者待遇改善)

□　年次有給休暇の取得義務付け

□　人手不足

□　高度プロフェッショナル制度

□　最低賃金制度

□　同一労働・同一賃金
□　賃金制度全般

□　無期転換制度□　36協定
□　生産性向上への対応

□　各種助成金の申請・活用

□　就業規則・賃金規定等の見直し

□　その他

電話

FAX
E-MAIL

〒　　　-

　をお付け
下さい

□　育児・介護制度の整備
□　職務分析・職務評価□　テレワーク

【　　　　　　　　　　  　　　】

WFL4881〈02-13〉

□　オンライン相談希望

2022年
4月～

育児・介護休業法における義務化

大企業　2019年 4月～
中小企業　2020年 4月～

時間外労働の
上限規制 同一労働同一賃金

パワーハラスメント防止措置の義務化

大企業　2020年 4月～
中小企業　2021年 4月～

女性活躍推進法における義務化（労働者101人以上の事業主）

2019年 4月～

年次有給休暇の
確実な取得
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