（傍線部分は改正部分）
改

正

後

改

（略）
このよ うな中で、労 使の 真摯な取組により 労働時間の短縮は着実
に進 み、近年は、過去 に労 働時間短縮の目標 として掲げられてきた
年間総実労働 時間1,800時間を下 回る、おおむね1,700時間台前半で
推移している。
しかし ながら、その 内実 を見ると、全労働 者平均の労働時間が短
縮し た原因は、主に、 労働 時間が短い者の割 合が増加した結果であ
り 、 い わ ゆ る 正 社 員 等 に つ い て は 2,000時 間 前 後 で 推 移 し て お り 、
依然 として労働時間は 短縮 していない。一方 、労働時間が長い者と
短い 者の割合が共に増 加し 、いわゆる「労働 時間分布の長短二極化
」が 進展している。ま た、 年次有給休暇の取 得率は５割を下回った
状態 である。さらに、 長い 労働時間等の業務 に起因した脳・心臓疾
患に 係る労災認定件数 は高 水準で推移してい る。そして、急速な少
子高齢化、労働者の意識や抱える事情の多様化等が進んでいる。
（略）
さらに 、憲章及び行 動指 針においては、事 業主及びその団体（以
下「 事業主等」という 。） 並びに労働者の役 割について、個々の企
業の 実情に合った効果 的な 進め方を互いに話 し合い、生産性の向上
に努 めつつ、職場の意 識や 職場風土の改革を はじめとする働き方の
改革 に自主的に取り組 み、 民間主導による仕 事と生活の調和に向け
た気 運を醸成すること が重 要であることを示 しているところである
。
また、 働き方改革を 推進 するための関係法 律の整備に関する法律
（平成30年法律第71号 ）が 平成30年７月 ６日に公布され、労働 者が
それ ぞれの事情に応じ た多 様な働き方を選択 できる社会を実現する
働き 方改革を推進する ため 、時間外労働の限 度時間の設定等の措置
を講 ずることとされて いる 。加えて、特に過 労死等の防止について

正

前

（略）
この ような 中で、労使の真し な取組により労働時間 の短縮は着実
に 進み、近年 は、過去に労働時 間短縮の目標として掲 げられてきた
年 間総実労働時間1,800時間にほぼ近い水準である、おおむね1,800
時間台前半で推移している。
しか しなが ら、その内実を見 ると、全労働者平均の 労働時間が短
縮 した原因は 、主に、労働時間 が短い者の割合が増加 した結果であ
り 、 い わ ゆ る 正 社 員 等 に つ い て は 2,000時 間 前 後 で 推 移 し て お り 、
依 然として労 働時間は短縮して いない。一方、労働時 間が長い者と
短 い者の割合 が共に増加し、い わゆる「労働時間分布 の長短二極化
」 が進展して いる。また、年次 有給休暇の取得率は低 下傾向にある
。 さらに、長 い労働時間等の業 務に起因した脳・心臓 疾患に係る労
災 認定件数は 高水準で推移して いる。そして、急速な 少子高齢化、
労働者の意識や抱える事情の多様化等が進んでいる。
（略）
さら に、憲 章及び行動指針に おいては、事業主及び その団体（以
下 「事業主等 」という。）並び に労働者の役割につい て、個々の企
業 の実情に合 った効果的な進め 方を互いに話し合い、 生産性の向上
に 努めつつ、 職場の意識や職場 風土の改革をはじめと する働き方の
改 革に自主的 に取り組み、民間 主導による仕事と生活 の調和に向け
た 気運を醸成 することが重要で あることを示している ところである
。
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は 、 過 労 死 等 防 止 対 策 推 進 法 （ 平 成 26年 法 律 第 100号 ） 第 ４ 条 第 ３
項に おいて、事業主は 、国 及び地方公共団体 が実施する過労死等の
防止 のための対策に協 力す るよう努めること とされており、同法第
７条 第１項の規定によ り定 められた「過労死 等の防止のための対策
に関する大綱 」（平成30年７月 24日閣議決定 ）において、労働時間
等に関する数値目標等が定められているところである。
（略）
（略）
１ 労働時間等の設定の改善に関する基本的考え方
１ 労働時間等の設定の改善に関する基本的考え方
(1) （略）
(1) （略）
(2) 労働時間の短縮の推進
(2) 労働時間の短縮の推進
労 働者が 健康で 充実 した生活を送るた めの基盤の一つとして
労働 者が健 康で充実した 生活を送るための基盤 の一つとして
、 生活時 間の十分 な確 保が重要であり、 事業主が労働時間等の
、 生活時 間の十分な確保が 重要であり、事業主が 労働時間等の
設 定の改 善を図る に当 たっては、労働時 間の短縮が欠かせない
設 定の改 善を図るに当たっ ては、労働時間の短縮 が欠かせない
。 このた め、事業主は、今 後とも、週40時間労働制の導入、年
。 このため、 事業主は、今後とも 、週40時間労働 制の導入、年
次 有給休 暇の取得 促進 及び時間外・休日 労働の削減に努めるこ
次 有給休 暇の取得促進及び 所定外労働の削減に努 めることが重
とが重要である。
要である。
(3)・(4) （略）
(3)・(4) （略）
(5) 他の法令、計画等との連携
(5) 他の法令、計画等との連携
こ の指針 は、労 働時 間等の設定に係る 他の法令、計画、指針
この 指針は 、労働時間等 の設定に係る他の法令 、計画、指針
等 と矛盾 するもの では なく、それらを前 提に、事業主等が留意
等 と矛盾 するものではなく 、それらを前提に、事 業主等が留意
す べき事 項につい て定 めるものである。 したがって、事業主が
す べき事 項について定める ものである。したがっ て、事業主が
労 働時間 等の設定 の改 善を図るに当たっ ては、憲章及び行動指
労 働時間 等の設定の改善を 図るに当たっては、憲 章及び行動指
針 を踏ま えて取り 組む とともに、次世代 育成支援対策推進法（
針 を踏ま えて取り組むとと もに、次世代育成支援 対策推進法（
平 成 15年 法 律 第 120号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 行 動 計 画 策 定
平 成 15年 法 律 第 120号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 行 動 計 画 策 定
指 針、「 少子化社会対策大綱 」（平成27年３月 20日閣議決定）
指 針（平成21年国家公安委 員会・文部科学省・厚 生労働省・農
等を踏まえた少子化対策等にも取り組むことが必要である。
林 水産省 ・経済産業省・国 土交通省・環境省告示 第１号）、「
子 ども・子育て ビジョン」（平成22年１月29日閣 議決定）等を
踏まえた少子化対策等にも取り組むことが必要である。
（略）
（略）
２ 事業主等が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置
２ 事業主等が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置
事 業主等 は、労働 時間 等の設定の改善を 図るに当たり、１の基
事 業主等 は、労働時間等の 設定の改善を図るに当 たり、１の基
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本的考 え方を踏まえ つつ 、労働者と十分に 話し合うとともに、経
営者の 主導の下、次 に掲 げる措置その他の 労働者の健康と生活に
配慮した措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 事業主が講ずべき一般的な措置
イ 実施体制の整備
(ｲ) （略）
(ﾛ) 労使間の話合いの機会の整備
（略）
こ うした 趣旨に 基づき、法におい て企業内の労働時間等
の設 定の改 善に係 る実施体制の整備 について事業主の努力
義務 が定め られて いることを踏まえ 、事業主は、労働時間
等設 定改善 委員会 及び労働時間等設 定改善企業委員会（以
下「 設定改 善委員 会等」という。） をはじめとする労使間
の話合いの機会を整備すること。
ま た、こ のよう な労使間の話合い の機会を設けるに当た
っては、次に掲げる事項に留意すること。
① 設定改 善委員 会等の構成員につ いて、労働者の抱える
多 様な事 情が反 映されるよう、性 別、年齢、家族構成等
並 びに育 児・介 護、自発的な職業 能力開発等の経験及び
知見に配慮することが望ましいこと。
② 設定改 善委員 会等の決議は、一 定の要件を満たすこと
を 条件に 、労働基準法 （昭和22年法律第 49号）上の労働
時 間等に 関する 規定に係る特例が 認められているので、
必要に応じてその活用を図ること。
(ﾊ)・(ﾆ) （略）
(ﾎ) 労働時間等の設定の改善に係る措置に関する計画
労 働時間 等の設 定の改善をより確 実にするには、計画的
な取 組が望 ましい 。このため、事業 主は、具体的な措置の
内容 、導入 ・実施 の予定等に係る計 画を作成し、これに基
づい て、労 働時間 等の設定の改善を 推進すること。この場
合、 労働時 間等の 設定の改善に係る 措置についての具体的
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本的 考え方 を踏まえつつ、労 働者と十分に話し合う とともに、経
営者 の主導 の下、以下に掲げ る措置その他の労働者 の健康と生活
に配慮した措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 事業主が講ずべき一般的な措置
イ 実施体制の整備
(ｲ) （略）
(ﾛ) 労使間の話合いの機会の整備
（略）
こうし た趣 旨に基づ き、法において企業内 の労働時間等
の設 定の改 善に係る実 施体制の整備について 事業主の努力
義務 が定め られている ことを踏まえ、事業主 は、労働時間
等設 定改善 委員会をは じめとする労使間の話 合いの機会を
整備すること。
なお、 一定 の要件を 満たすことを条件に、 衛生委員会を
労働 時間等 設定改善委 員会とみなすことがで きるので、そ
の活用を図ること。
また、 この ような労 使間の話合いの機会を 設けるに当た
って は、委 員会等の構 成員について、労働者 の抱える多様
な事 情が反 映されるよ う、性別、年齢、家族 構成等並びに
育児 ・介護 、自発的な 職業能力開発等の経験 及び知見に配
慮することが望ましい。

(ﾊ)・(ﾆ) （略）
(ﾎ) 労働時間等の設定の改善に係る措置に関する計画
労働時 間等 の設定の 改善をより確実にする には、計画的
な取 組が望 ましい。こ のため、事業主は、具 体的な措置の
内容 、導入 ・実施の予 定等に係る計画を作成 し、これに基
づい て、労 働時間等の 設定の改善を推進する こと。この場
合、 労働時 間等の設定 の改善に係る措置につ いての具体的

な目 標を、 それぞ れの事情を踏まえ つつ、自主的に設定す
るこ とが望 ましい 。なお、計画の策 定に当たっては、労使
間の 話合い の機会 の重要性に鑑み、 設定改善委員会等をは
じめ とする 労使間 の話合いの機会に おいて労働者の意見を
聴く など、 労働者 の意向を踏まえた ものとするようにする
こと 。また 、策定 された計画につい ては、随時、その効果
を検証し、必要に応じて見直しを行うこと。
ロ 労働 者の抱え る多 様な事情及び業務 の態様に対応した労働
時間等の設定
（略）

ハ

年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
(ｨ) 年次有給休暇の重要性
労 働者が 心身の 疲労を回復させ、 健康で充実した生活を
送る ために は、原 則として労働者が その取得時季を自由に
設定 できる 年次有 給休暇の取得が必 要不可欠である。また
、育 児・介 護等に 必要な時間の確保 にも資すると考えられ
る。 特に、 労働者 が仕事を重視した 生活設計をすることに
より 、労働 が長時 間に及ぶ場合にお いては、年次有給休暇
の取得が健康の保持のために重要である。
し かしな がら、 年次有給休暇につ いては、周囲に迷惑が
かか ること 、後で 多忙になること、 職場の雰囲気が取得し
づら いこと 等を理 由に、多くの労働 者がその取得にためら
いを 感じて いる。 逆に、その取得に ためらいを感じない労
働者 がその 理由と して掲げているの は、職場の雰囲気が取
得しやすいこと等となっている。
年 次有給 休暇の 取得は、企業の活 力や競争力の源泉であ
る人 材がそ の能力 を十分に発揮する ための大きな要素であ
って 、生産 性の向 上にも資するもの であり、企業にとって
も大 きな意 味を持 つものである。さ らに、その取得率が向
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な目 標を、 それぞれの 事情を踏まえつつ、自 主的に設定す
るこ とが望 ましい。な お、計画の策定に当た っては、労使
間の 話合い の機会の重 要性にかんがみ、労働 時間等設定改
善委 員会を はじめとす る労使間の話合いの機 会において労
働者 の意見 を聴くなど 、労働者の意向を踏ま えたものとす
るよ うにす ること。ま た、策定された計画に ついては、随
時、その効果を検証し、必要に応じて見直しを行うこと。
ロ 労働 者の抱える多様な 事情及び業務の態様に 対応した労働
時間等の設定
（略）
さら に、い わゆる短時 間正社員のような柔軟 な働き方の活
用を図ること。
ハ 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
労働 者が心 身の疲労を 回復させ、健康で充実 した生活を送
るた めには 、原則として 労働者がその取得時季 を自由に設定
でき る年次 有給休暇の取 得が必要不可欠である 。また、育児
・介 護等に 必要な時間の 確保にも資すると考え られる。特に
、労 働者が 仕事を重視し た生活設計をすること により、労働
が長 時間に 及ぶ場合にお いては、年次有給休暇 の取得が健康
の保持のために重要である。
しか しなが ら、年次有 給休暇については、周 囲に迷惑がか
かる こと、 後で多忙にな ること、職場の雰囲気 が取得しづら
いこ と等を 理由に、多く の労働者がその取得に ためらいを感
じて いる。 逆に、その取 得にためらいを感じな い労働者がそ
の理 由とし て掲げている のは、職場の雰囲気が 取得しやすい
こと等となっている。
年次 有給休 暇の取得は 、企業の活力や競争力 の源泉である
人材 がその 能力を十分に 発揮するための大きな 要素であって
、生 産性の 向上にも資す るものであり、企業に とっても大き
な意 味を持 つものである 。さらに、その取得率 が向上すれば
、経済・雇用面への効果も期待できる。

(ﾛ)

上すれば、経済・雇用面への効果も期待できる。
年次有給休暇に対する意識の改革に向けた措置
(ｨ)を踏ま え、事 業主は、年次有給 休暇の完全取得を目指
して 、経営 者の主 導の下、取得の呼 びかけ等による取得し
やす い雰囲 気づく りや、労使の年次 有給休暇に対する意識
の改革を図ること。
① 年次有給休暇管理簿の作成・周知
年次有 給休 暇の取 得促進を図る に当たっては、労働者
の みなら ず、当 該労働者の業務の 遂行を指揮命令する職
務 上の地 位にあ る者も当該労働者 の年次有給休暇の取得
状 況を把 握する ことが重要である 。労働基準法施行規則
（ 昭和22年厚生省令第 23号）第24条の７の規定により、
年 次有給 休暇管 理簿の作成が義務 付けられているところ
、 使用者 は年次 有給休暇管理簿を 作成するのみならず、
年 次有給 休暇管 理簿の確認を行い 、年次有給休暇の取得
状 況を労 働者及 び当該労働者の業 務の遂行を指揮命令す
る職務上の地位にある者に周知すること。
また、 労働 者の業 務の遂行を指 揮命令する職務上の地
位 にある 者が、 取得が進んでいな い労働者に対して、業
務 の負担 軽減を 図る等労務管理上 の工夫を行い、年次有
給 休暇の 取得に つなげるなど、年 次有給休暇の取得促進
に年次有給休暇管理簿を活用すること。
② 計画的な年次有給休暇の取得
計画的 な年 次有給 休暇の取得は 、年次有給休暇取得の
確 実性が 高まり 、労働者にとって は予定どおりの活動を
行 いやす く、事 業主にとっては計 画的な業務運営を可能
に する等 効用が 高い。したがって 、年次有給休暇の取得
促 進を図 るため には、特に、計画 的な年次有給休暇取得
の一層の推進を図ることが重要である。
計画的 な年次 有給休暇の取得に は、労使間で１年間の
仕 事の繁 閑や段 取り及び当面達成 すべき目標としての取
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この ため、 事業主は、 年次有給休暇の完全取 得を目指して
、経 営者の 主導の下、取 得の呼びかけ等による 取得しやすい
雰囲 気づく りや、労使の 年次有給休暇に対する 意識の改革を
図ること。
また 、計画 的な年次有 給休暇の取得は、年次 有給休暇取得
の確 実性が 高まり、労働 者にとっては予定通り の活動を行い
やす く、事 業主にとって は計画的な業務運営を 可能にする等
効用 が高い 。したがって 、年次有給休暇の取得 促進を図るた
めに は、特 に、計画的な 年次有給休暇取得の一 層の推進を図
るこ とが重 要である。計 画的な年次有給休暇の 取得には、労
使間 で１年 間の仕事の繁 閑や段取り及び当面達 成すべき目標
とし ての取 得率の目安を 話し合うことが必要で あり、労使双
方に とって 合理的な仕事 の進め方を理解し合う ためにも有益
な手 段であ ると考えられ る。事業主は、年次有 給休暇の取得
促進 を図る ため、業務量 を正確に把握し、個人 別年次有給休
暇取 得計画 表の作成、年 次有給休暇の完全取得 に向けた取得
率の 目標設 定の検討及び 業務体制の整備、取得 状況の把握を
行う こと。 その際、労働 時間等設定改善委員会 をはじめとす
る労 使間の 話合いの機会 において年次有給休暇 の取得状況を
確認 する制 度を導入する とともに、取得率向上 に向けた具体
的な 方策を 検討すること。また 、労働基準法（昭 和22年法律
第49号）第 39条第６項に 基づく年次有給休暇の 計画的付与制
度の 活用を 図ること。そ の際、連続した休暇の 取得促進に配
慮す るとと もに、当該制 度の導入に向けた課題 及び解決策に
ついて検討すること。
さら に、週 休日と年次 有給休暇とを組み合わ せた２週間程
度の 連続し た長期休暇の 取得促進を図ること。 その際、当該
事業 場の全 労働者が長期 休暇を取得できるよう な制度の導入
に向 けて検 討するととも に、取得時期について は、休暇中の
渋滞 、混雑 の緩和、労働 者の経済的負担の軽減 などの観点か
ら分散化を図り、より寛げる休暇となるよう配慮すること。

得 率の目 安を話 し合うことが必要 であり、労使双方にと
っ て合理 的な仕 事の進め方を理解 し合うためにも有益な
手段であると考えられる。
事業主 は、 業務量 を正確に把握 した上で、労働者ごと
の 基準日 や年度 当初等に聴取した 希望を踏まえた個人別
年 次有給 休暇取 得計画表の作成、 年次有給休暇の完全取
得 に向け た取得 率の目標設定の検 討及び業務体制の整備
を 行うと ともに 、取得状況を把握 すること。あわせて、
労 働基準 法第39条第６項の規定に 基づく年次有給休暇の
計 画的付 与制度 の活用を図り、そ の際、連続した休暇の
取 得促進 に配慮 するとともに、当 該制度の導入に向けた
課題及び解決策について検討すること。
また、 設定 改善委 員会等をはじ めとする労使間の話合
い の機会 におい て年次有給休暇の 取得状況を確認する制
度 を導入 すると ともに、取得率向 上に向けた具体的な方
策を検討すること。
なお、 同条 第７項 において、使 用者は、原則として年
次 有給休 暇の日 数のうち５日（同 条第５項又は第６項の
規 定によ り労働 者の請求等に従っ て年次有給休暇を与え
た 場合に あって は、当該与えた有 給休暇の日数分を除く
。 ）につ いては 、時季を指定して 与えることとされてお
り 、計画 的な年 次有給休暇の取得 に係る取組は当該義務
を 果たす ことに もつながるもので あることから、十分に
取り組むことが必要である。
③ 年次有給休暇の連続取得
プラス ワン 休暇（ 週休日等に年 次有給休暇を組み合わ
せ た連続 休暇を いう。）や週休日 等と年次有給休暇とを
組 み合わ せた１ 週間から２週間程 度の連続した長期休暇
の 取得促 進を図 ること。その際、 当該事業場の全労働者
が 長期休 暇を取 得できるような制 度の導入に向けて検討
す るとと もに、 取得時期について は、休暇中の渋滞、混
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これ らに加 え、年次有 給休暇取得促進の観点 から、労働基
準法 第39条第４項に基づ く年次有給休暇の時間 単位付与制度
（以 下「時 間単位付与制 度」という。）の活用 や、半日単位
での 年次有 給休暇の利用 について、連続休暇取 得及び１日単
位の 取得の 阻害とならな い範囲で、労働者の希 望によるもの
であることを前提としつつ、検討すること。
また 、仕事 と生活の調 和や、労働者が転職に より不利にな
らな いよう にする観点から、労 働基準法第39条 第１項及び第
３項 に規定 する雇入れ後 初めて年次有給休暇を 付与するまで
の継 続勤務 期間を短縮す ること、同条第２項及 び第３項に規
定す る年次 有給休暇の最 大付与日数に達するま での継続勤続
期間 を短縮 すること等に ついて、事業場の実情 を踏まえ検討
すること。
さら に、地 域の実情に 応じ、労働者が子ども の学校休業日
や地 域のイ ベント等に合 わせて年次有給休暇を 取得できるよ
う配慮すること。

雑 の緩和 、労働 者の経済的負担の 軽減などの観点から分
散化を図り、より寛げる休暇となるよう配慮すること。
④ 年次有給休暇の時間単位付与制度等
労働基 準法 第39条第４項の規定 に基づく年次有給休暇
の 時間単 位付与 制度（以下「時間 単位付与制度」という
。 ）の活 用や、 半日単位での年次 有給休暇の利用につい
て 、連続 休暇取 得及び１日単位の 取得の阻害とならない
範 囲で、 労働者 の希望によるもの であることを前提とし
つつ、検討すること。
⑤ 年次有給休暇の早期付与
仕事と 生活 の調和 や、労働者が 転職により不利になら
な いよう にする観点 から、労働基準法第 39条第１項及び
第 ３項に 規定す る雇入れ後初めて 年次有給休暇を与える
ま での継 続勤務 期間を短縮するこ と、同条第２項及び第
３ 項に規 定する 年次有給休暇の最 大付与日数に達するま
で の継続 勤続期 間を短縮すること 等について、事業場の
実情を踏まえ検討すること。
⑥ 子ども の学校 休業日等に合わせ た年次有給休暇の取得
促進
地域の 実情 に応じ 、労働者が子 どもの学校休業日や地
域 のイベ ント等 に合わせて年次有 給休暇を取得できるよ
う配慮すること。
ニ 時間外・休日労働の削減
時間 外・休 日労働 は、通常予見する ことのできない業務量
の 大幅な 増加等 に伴 い臨時的に行うも のである。事業主は、
そ の雇用 する労 働者 の健康で充実した 生活のため、労働時間
に 関する 意識の 改革 、「ノー残業デー 」又は「ノー残業ウィ
ー ク」の 導入・ 拡充 等により、今後と も時間外・休日労働の
削 減を図 ること 。特 に、休日労働を避 けること。また、時間
外 ・休日 労働を 行わ せた場合には、代 休の付与等により総実
労 働時間 の短縮 を図 ること。労働者が 私生活を重視した生活
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ニ

所定外労働の削減
所定 外労働 は臨時、緊 急の時にのみ行うもの である。事業
主は 、その 雇用する労働 者の健康で充実した生 活のため、労
働時 間に関 する意識の改 革、「ノー残業デー」 、「ノー残業
ウィ ーク」 の導入・拡充 等により、今後とも所 定外労働の削
減を 図るこ と。特に、休 日労働を避けること。 また、所定外
労働 を行わ せた場合には 、代休の付与等により 総実労働時間
の短 縮を図 ること。労働 者が私生活を重視した 生活設計をし
、所 定外労 働を望まない 場合は、所定外労働の 削減について

設 計をし 、時間 外・ 休日労働を望まな い場合は、時間外・休
日労働の削減について一層の配慮をすること。
また 、時間 外労働につ いての上限は、労働 基準法第36条第
３ 項 の 規 定 に 基 づ き 原 則 と し て 月 45時 間 及 び 年 360時 間 で あ
り 、臨時 的な特 別の 事情があって労使 が合意する場合でも、
上 限 は 年 720時 間 で あ り 、 そ の 範 囲 内 に お い て ① 複 数 月 の 平
均 では休 日労働を含んで 80時間以内、 ②単月では、休日労働
を 含 ん で 100時 間 未 満 、 ③ 同 項 の 限 度 時 間 （ 以 下 「 限 度 時 間
」 という 。）を 超え ることができる月 数は、１年について６
か 月以内 に限ら れ、 これらに違反する 場合は同法の規定によ
る 罰則の 適用が ある ことに留意するこ と。なお、労働基準法
第 三十六 条第一 項の 協定で定める労働 時間の延長及び休日の
労 働につ いて留意すべき 事項等に関する指針 （平成30年厚生
労 働 省 告 示 第 323号 ） に 基 づ き 、 時 間 外 ・ 休 日 労 働 に つ い て
、次に掲げる事項に留意すること。
(ｲ) 時間 外・休 日労 働協定において限 度時間を超えて労働さ
せる ことが できる 場合を定めるに当 たっては、当該事業場
にお ける通 常予見 することのできな い業務量の大幅な増加
等に 伴い臨 時的に 限度時間を超えて 労働させる必要がある
場合 をでき る限り 具体的に定めなけ ればならず、「業務の
都合 上必要 な場合 」、「業務上やむ を得ない場合」など恒
常的 な長時 間労働 を招くおそれがあ るものを定めることは
認められないこと。
(ﾛ) 時間 外・休 日労 働協定については 、原則として限度時間
を超 えない ものと されていることに 十分留意し、業務の見
直し 等によ り、一 箇月について労働 時間を延長して労働さ
せ、 及び休 日にお いて労働させるこ とができる時間等を限
度時 間にで きる限 り近づけるように 努めなければならない
こと。
(ﾊ) 時間 外・休 日労 働協定において限 度時間を超えて労働時
間を 延長し て労働 させることができ る時間に係る割増賃金
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一層の配慮をすること。
なお 、労働 時間を延長 する場合であっても、 労働基準法第
三十 六条第 一項の協定で 定める労働時間の延長 の限度等に関
す る 基 準 （ 平 成 10年 労 働 省 告 示 第 154号 ） を 遵 守 す る こ と 。
また 、同基 準第３条ただ し書に規定する特別条 項付き協定を
結ぶ 場合は 、同基準の例 外が認められる特別の 事情とは臨時
的な ものに 限ることを、 その協定において明確 にするととも
に、 限度時 間を超える時 間外労働をできる限り 短くし、その
時間 の労働 に係る割増賃 金率について、法定割 増賃金率を超
える率とするよう努めること。
さら に、週 60時間以上 の長時間労働者の割合 が高水準とな
って おり、 特に30代男性 で高くなっている。長 時間労働によ
り、 健康を 損なう者が出 るとともに、肉体的、 精神的な疲労
によ って労 働者の生産性 にも影響を及ぼすおそ れがあり、ま
た、 男性の 家事・育児時 間が長時間労働等によ り短くなって
いる ことか ら、このよう な長時間労働が恒常的 なものになら
ないようにする等その抑制を図ること。

の率 を定め るに当 たっては、法定割 増賃金率を超える率と
するように努めなければならないこと。
(ﾆ) 時間 外・休 日労 働協定において休 日の労働を定めるに当
たっ ては労 働させ ることができる休 日の日数をできる限り
少な くし、 及び休 日に労働させる時 間をできる限り短くす
るように努めなければならないこと。
ホ （略）
ヘ 多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用
事業 主は、 多様な 働き方の選択肢を 拡大するため、労働時
間 等が限 定され た多 様な正社員として 勤務する制度やワーク
シェアリングの導入に努めること。
多様 な正社 員とし ての働き方は、育 児・介護等の事情によ
り 長時間 労働が 困難 な者について、就 業機会の付与とその継
続、能力の発揮を可能とする働き方である。
その 活用に 当たっ ては、人事労務管 理、経営状況等の事情
も 踏まえ 、当該 制度 の導入の可否、制 度の内容及び処遇につ
い ては、 各企業 や事 業場において労使 で十分に話し合うこと
が必要である。
また 、テレ ワーク は、職住近接の実 現による通勤負担の軽
減 に加え 、多様 な働 き方の選択肢を拡 大するものであり、働
く 意欲を 有する 者が 仕事と生活を両立 させつつ、能力を発揮
できるようにするためにも、その活用を図ること。
その 際には 、厚生 労働省労働基準局 長及び雇用環境・均等
局 長が定 めた「 情報 通信技術を利用し た事業場外勤務の適切
な 導入及 び実施 のた めのガイドライン 」に基づき、適切な労
務 管理の 下での テレ ワークの実現を図 ること。また、テレワ
ー クの制 度を適 切に 導入するに当たっ ては、労使で認識に齟
齬 が生じ ないよ うに 、あらかじめ導入 の目的、対象となる業
務 及び労 働者の 範囲 、テレワークの方 法等について、労使で
十 分に協 議する こと が望ましいこと。 さらに、実際にテレワ
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ホ
ヘ

（略）
ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用
事業 主は、 多様な働き 方の選択肢を拡大する ワークシェア
リングの導入に努めること。

また 、在宅 勤務やテレ ワークによる勤務は、 職住近接の実
現に よる通 勤負担の軽減 に加え、多様な働き方 の選択肢を拡
大す るもの であり、働く 意欲を有する者が仕事 と生活を両立
させ つつ、 能力を発揮で きるようにするために も、その活用
を図ること。
なお 、在宅 で勤務する テレワークについては 、厚生労働省
労働 基準局 長が定めた「 情報通信機器を活用し た在宅勤務の
適切 な導入 及び実施のた めのガイドライン」に 基づき、適切
な就業環境の下での在宅勤務の実現を図ること。

ー クを行 うか否 かは 本人の意思による こととすべきであるこ
と。
ト 終業及び始業の時刻に関する措置
(ｨ) 深夜業の回数の制限
深 夜業（ 交替制 勤務による夜勤を 含む。以下同じ。）は
、通 常の労 働時間 と異なる特別な労 働であり、労働者の健
康の 保持や 仕事と 生活の調和を図る ためには、これを抑制
する ことが 望まし いことから、深夜 業の回数を制限するこ
とを検討すること。
(ﾛ) 勤務間インターバル
勤 務間イ ンター バル（前日の終業 時刻と翌日の始業時刻
の間 に一定 時間の 休息を確保するこ とをいう。以下同じ。
）は 、労働 者の生 活時間や睡眠時間 を確保し、労働者の健
康の 保持や 仕事と 生活の調和を図る ために有効であること
から 、その 導入に 努めること。なお 、当該一定時間を設定
する に際し ては、 労働者の通勤時間 、交替制勤務等の勤務
形態 や勤務 実態等 を十分に考慮し、 仕事と生活の両立が可
能な実効性ある休息が確保されるよう配慮すること。
(ﾊ) 朝型の働き方
一 定の時 刻以降 に働くことを禁止 し、やむを得ない場合
は始 業前の 朝の時 間帯に業務を処理 する等のいわゆる朝型
の働 き方は 、勤務 間インターバルと 同様の効果をもたらす
と考えられることから、その導入を検討すること。
な お、や むを得 ず時間外労働を行 った場合は、割増賃金
を適 切に支 払わな ければならないこ とに留意するとともに
、時間外労働をできる限り短くするよう努めること。
チ （略）
(2) 特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置
労 働者各 人の健 康と 生活に配慮するに は、その前提として、
事 業主が 、２(1)イ (ｨ)に記した労働時 間等の実態を把握する こと
に 加え、 個人情報の保護に関 する法律（平成15年法律第57号）

（新設）

ト

(2)
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（略）
特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置
労働 者各人 の健康と生活 に配慮するには、その 前提として、
事 業主が 、２(1)イ(ｨ)に記し た労働時間等の実態を 把握すること
に 加え、個人情 報の保護に関する法律 （平成15年法 律第 57号）

等 を遵守 しつつ、 労働 者各人について配 慮すべき事情を、必要
に 応じて 、把握す るこ とが望ましい。な お、このような労働者
各 人の事 情を理由 とし て、その労働者に 対して不利益な取扱い
をしないこと。

イ

特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者
（略）
そし て、労 働者の 健康を守る予防策 として、厚生労働大臣
が 定めた 「労働 者の 心の健康の保持増 進のための指針」を踏
ま えたメ ンタル ヘル スケアの実施とあ わせ、疲労を蓄積させ
な い又は 疲労を 軽減 させるような労働 時間等の設定を行うこ
と 。特に 、時間 外・ 休日労働の削減に 努めること。時間外・
休 日労働 が多い 労働 者については、代 休やまとまった休暇の
付 与等を 行い、 疲労 の回復を図らせる こと。恒常的に時間外
・ 休日労 働が多 い部 署については、業 務の見直しを行う他、
配 置転換 を行う 等に より、労働者各人 ごとの労働時間の削減
を行うこと。
ロ 子の養育又は家族の介護を行う労働者
（略）
特に 、育児 等を行 う男性は、増加し ているものの依然低水
準 にとど まり、 また 、出産後の女性が 就業継続を希望しなが
ら 離職を 余儀な くさ れる場合が見られ る現状を踏まえ、男女
が 共に職 業生活 と家 庭生活の両立を実 現できるよう、一層の
配慮をすること。
（略）
さら に、時 間単位 付与制度の活用も 含めた年次有給休暇の
取 得促進 、時間 外・ 休日労働の削減等 により、子の養育又は
家族の介護に必要な時間の確保を図ること。
（略）
ハ～ヘ （略）
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、 雇用管 理に関する個人情 報の適正な取扱いを確 保するために
事 業者が講ず べき措置に関する指 針（平成16年厚 生労働省告示
第 259号 ） 等 を 遵 守 し つ つ 、 労 働 者 各 人 に つ い て 配 慮 す べ き 事
情 を、必 要に応じて、把握 することが望ましい。 なお、このよ
う な労働 者各人の事情を理 由として、その労働者 に対して不利
益な取扱いをしないこと。
イ 特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者
（略）
そし て、労 働者の健康 を守る予防策として、 厚生労働大臣
が定 めた「 労働者の心の 健康の保持増進のため の指針」を踏
まえ たメン タルヘルスケ アの実施とあわせ、疲 労を蓄積させ
ない 又は疲 労を軽減させ るような労働時間等の 設定を行うこ
と。 特に、 所定外労働の 削減に努めること。所 定外労働が多
い労 働者に ついては、代 休やまとまった休暇の 付与等を行い
、疲 労の回 復を図らせる こと。恒常的に所定外 労働が多い部
署に ついて は、業務の見 直しを行う他、配置転 換を行う等に
より、労働者各人ごとの労働時間の削減を行うこと。
ロ

子の養育又は家族の介護を行う労働者
（略）
特に 、男性 の育児等へ の参加が進んでおらず 、また、出産
後の 女性が 就業継続を希 望しながら離職を余儀 なくされる場
合が 見られ る現状を踏ま え、男女が共に職業生 活と家庭生活
の両立を実現できるよう、一層の配慮をすること。

（略）
さら に、時 間単位付与 制度の活用も含めた年 次有給休暇の
取得 促進、 所定外労働の 削減等により、子の養 育又は家族の
介護に必要な時間の確保を図ること。
（略）
ハ～ヘ （略）

ト

地域活動等を行う労働者
災害 を受け た地域 の復興支援等にお けるボランティア活動
や 地域活 動等の 役割 の重要性に鑑み、 事業主は、地域活動、
ボ ランテ ィア活 動等 へ参加する労働者 に対して、その参加を
可 能とす るよう 、特 別な休暇の付与、 時間単位付与制度の活
用 、労働 者の希 望を 前提とした年次有 給休暇の半日単位の付
与 等につ いて検 討す るとともに、休暇 等に係る制度を設けた
場合にはその周知を図ること。
チ （略）
(3) （略）
(4) 事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項
個 々の事 業主が 労働 時間等の設定の改 善に関する措置を講じ
て も、親 企業から の発 注等取引上の都合 により、その措置の円
滑 な実施 が阻害さ れる こととなりかねな い。特に中小企業等に
お いて時 間外・休 日労 働の削減に取り組 むに当たっては、個々
の 事業主 の努力で は限 界があることから 、長時間労働につなが
る 取引慣 行の見直 しが 必要である。この ため、事業主は、他の
事 業主と の取引を 行う に当たっては、例 えば、次のような事項
について配慮をすること。
イ～ハ （略）

ト

地域活動等を行う労働者
事業 主は、 地域活動、 ボランティア活動等へ 参加する労働
者に 対して 、その参加を 可能とするよう、特別 な休暇の付与
、時 間単位 付与制度の活 用、労働者の希望を前 提とした年次
有給休暇の半日単位の付与等について検討すること。

チ

(3)
(4)
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（略）
（略）
事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項
個々 の事業 主が労働時間 等の設定の改善に関す る措置を講じ
て も、親 企業からの発注等 取引上の都合により、 その措置の円
滑 な実施 が阻害されること となりかねない。この ため、事業主
は 、他の 事業主との取引を 行うに当たっては、例 えば、次のよ
うな事項について配慮をすること。

イ～ハ

（略）

