
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の
施行に関する論点（案）

省令や指針に定める項目について
（※１４３回労働条件分科会の資料No.５を一部加工）

参考資料No.２
（第144回労働条件分科会（平成30年7月18日）・
第145回労働条件分科会（平成30年8月9日）配布資料）



項目 条文、建議における記載など 省令において定める内容（案）

【１．労働時間の上限規制に関する事項】

３６協定の様
式

【条文】
（時間外及び休日の労働）

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する
労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代
表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところに
よりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から
第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間（以下この条に
おいて「労働時間」という。）又は前条の休日（以下この条において
「休日」という。）に関する規定にかかわらず、その協定で定めると
ころによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができ
る。

【平成２９年建議１（１）（３）】
・ （略）。併せて、省令で定める協定の様式において１年間の上限を

適用する期間の起算点を明確化することが適当である。
・ また、36協定の必要的記載事項として、原則の上限を超えて労働

した労働者に講ずる健康確保措置を定めなければならないことを
省令に位置づけたうえで、当該健康確保措置として望ましい内容を
指針に規定することが適当である。

新たな３６協定の様式を定める。

①省令に関する事項
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項目 条文、建議における記載など 省令において定める内容（案）

３６協定にお
いて定める
事項

【条文】
② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一～四 （略）
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必

要な事項として厚生労働省令で定める事項

【平成２９年建議１（１）（３）】
・ （中略）。併せて、省令で定める協定の様式において１年間の上限

を適用する期間の起算点を明確化することが適当である。
・ また、36協定の必要的記載事項として、原則の上限を超えて労働

した労働者に講ずる健康確保措置を定めなければならないことを
省令に位置づけたうえで、当該健康確保措置として望ましい内容を
指針に規定することが適当である。

①有効期間の定め及び起算日【建議に対
応】

②限度時間を超えて労働させることがで
きる場合【限度基準告示と同じ事項】

③限度時間を超えて労働する労働者に
対する健康及び福祉を確保するため
の措置【建議に対応】

④限度時間を超えた労働に係る割増賃
金の率【限度基準告示と同じ事項】

⑤限度時間を超えて労働する場合にお
ける手続【限度基準告示と同じ事項】

⑥法第３６条第６項第２号及び第３号に
定める要件を満たすこと【法律に対応】

健康確保措
置に係る記
録

【平成２７年建議１（１）】

・ 健康確保措置の確実な履行を図る観点から、使用者は、措置の実

施状況等に係る書類を作成し、３年間確実に保存しなければならな

い旨を時間外限度基準告示に規定することが適当である。

使用者は、健康及び福祉を確保するた
めの措置の実施状況に関する記録を前
号の有効期間中及び当該有効期間の
満了後三年間保存しなければならない
こととすること。【建議に対応】
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項目 条文、建議における記載など 省令において定める内容（案）

建設事業の
対象とする範
囲

【条文】
第百三十九条 工作物の建設の事業（災害時における復旧及び復興

の事業に限る。）その他これに関連する事業として厚生労働省令で
定める事業に関する第三十六条の規定の適用については、当分
の間、同条第五項中「時間（第二項第四号に関して協定した時間を
含め百時間未満の範囲内に限る。）」とあるのは「時間」と、「同号」
とあるのは「第二項第四号」とし、同条第六項（第二号及び第三号
に係る部分に限る。）の規定は適用しない。

② 前項の規定にかかわらず、工作物の建設の事業その他これに関
連する事業として厚生労働省令で定める事業については、平成三
十六年三月三十一日（同日及びその翌日を含む期間を定めている
第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の
初日から起算して一年を経過する日）までの間、同条第二項第四
号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で
前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を
代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで
及び第六項（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定は適
用しない。

① 法別表第一第三号に掲げる事業【現
行通達を参照】

② 事業場の所属する企業の主たる事
業が法別表第一第三号に掲げる事業
である事業場における事業【現行通達を
参照】

③ 工作物の建設の事業に関連する警
備の事業（当該事業において労働者
に交通誘導警備の業務を行わせる場
合に限る。）
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項目 条文、建議における記載など 省令において定める内容（案）

自動車運転
業務の対象
とする範囲

【条文】
第百四十条 一般乗用旅客自動車運送事業（道路運送法（昭和二十

六年法律第百八十三号）第三条第一号ハに規定する一般乗用旅
客自動車運送事業をいう。）の業務、貨物自動車運送事業（貨物自
動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）第二条第一項に規
定する貨物自動車運送事業をいう。）の業務その他の自動車の運
転の業務として厚生労働省令で定める業務に関する第三十六条
の規定の適用については、当分の間、同条第五項中「時間（第二
項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限
る。）並びに一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（同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超え
ない範囲内に限る。）を定めることができる。この場合において、第
一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時
間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間（第三
十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を
定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月につ
いて四十二時間）を超えることができる月数（一年について六箇月
以内に限る。）を定めなければならない」とあるのは、「時間並びに
一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（第
二項第四号に関して協定した時間を含め九百六十時間を超えない
範囲内に限る。）を定めることができる」とし、同条第六項（第二号
及び第三号に係る部分に限る。）の規定は適用しない。

② 前項の規定にかかわらず、同項に規定する業務については、平
成三十六年三月三十一日（同日及びその翌日を含む期間を定め
ている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期
間の初日から起算して一年を経過する日）までの間、同条第二項
第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範
囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半
数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五
項まで及び第六項（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規
定は適用しない。

一般乗用旅客自動車運送事業（道路運
送法（昭和二十六年法律第百八十三
号）第三条第一号ハに規定する一般乗
用旅客自動車運送事業をいう。）の業務、
貨物自動車運送事業（貨物自動車運送
事業法（平成元年法律第八十三号）第
二条第一項の貨物自動車運送事業をい
う。）の業務その他四輪以上の自動車の
運転の業務【現行告示を参照】



項目 条文、建議における記載など 省令において定める内容（案）

医師の上限
規制に関す
る事項

【条文】
第百四十一条 医業に従事する医師（医療提供体制の確保に必要な

者として厚生労働省令で定める者に限る。）に関する第三十六条の
規定の適用については、当分の間、同条第二項第四号中「におけ
る一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について」とあるのは
「における」とし、同条第三項中「限度時間」とあるのは「限度時間
並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める
時間」とし、同条第五項及び第六項（第二号及び第三号に係る部
分に限る。）の規定は適用しない。

② 前項の場合において、第三十六条第一項の協定に、同条第二項
各号に掲げるもののほか、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前項の規定に
より読み替えて適用する同条第三項の厚生労働省令で定める時
間を超えて労働させる必要がある場合において、同条第二項第四
号に関して協定した時間を超えて労働させることができる時間（同
号に関して協定した時間を含め、同条第五項に定める時間及び月
数並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定め
る時間を超えない範囲内に限る。）その他厚生労働省令で定める
事項を定めることができる。

③ 使用者は、第一項の場合において、第三十六条第一項の協定で
定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日にお
いて労働させる場合であつても、同条第六項に定める要件並びに
労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を
超えて労働させてはならない。

④・⑤ （略）

医師の働き方改革に関する検討会にお
ける結論を踏まえ措置。
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項目 条文、建議における記載など 省令において定める内容（案）

【２．年次有給休暇に関する事項】

年次有給休
暇の前倒し
付与に関す
る事項

【条文】
第三十九条 （略）

⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休
暇（これらの規定により使用者が与えなければならない有
給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに
限る。以下この項及び次項において同じ。）の日数のうち
五日については、基準日（継続勤務した期間を六箇月経
過日から一年ごとに区分した各期間（最後に一年未満の
期間を生じたときは、当該期間）の初日をいう。以下この
項において同じ。）から一年以内の期間に、労働者ごとに
その時季を定めることにより与えなければならない。ただ
し、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該
有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたと
きは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとに
その時季を定めることにより与えなければならない。

通常の基準日と異なり、①入社日から年次有給
休暇を付与する場合や、②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の時季指定義務の考え方に
ついて規定。【法律に対応】

年次有給休
暇の時季指
定に関する
事項

【平成２７年建議１（４）】

・ 使用者は時季指定を行うに当たっては、①年休権を有す
る労働者に対して時季に関する意見を聴くものとすること、
②時季に関する労働者の意思を尊重するよう努めなけれ
ばならないことを省令に規定することが適当である。

使用者は、労働者に有給休暇を時季を定めると
ころにより与えるに当たっては、あらかじめ、当該
有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにし
た上で、その時季について当該労働者の意見を
聴くとともに、聴取した意見を尊重するよう努めな
ければならないこととすること。【建議・附帯決議に対応】

年次有給休
暇管理簿

【平成２７年建議１（４）】

・ 以上のような新たな仕組みを設けることに伴い、使用者が
各労働者の年次有給休暇の取得状況を確実に把握するこ
とが重要になるため、使用者に年次有給休暇の管理簿の
作成を省令において義務づけるとともに、これを３年間確実
に保存しなければならないこととすることが適当である。

使用者は、時季、日数及び基準日を労働者ごと
に明らかにした書類を作成しなければならないこ
ととすること。【建議に対応】
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項目 条文、建議における記載など 省令において定める内容（案）

【３．労働安全衛生法に係る事項】

医師による
面接指導の
時間数

【条文】
（面接指導等）

第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康
の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者（次条第一項に
規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条に
おいて同じ。）に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導
（問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な
指導を行うことをいう。以下同じ。）を行わなければならない。

【平成２９年建議３（１）】
(１) 医師による面接指導
・ このため、長時間労働に対する健康確保措置として、労働安全衛生法第66条の８
の面接指導について、現行では、１週間当たり40時間を超えて労働させた場合の
その超えた時間が１か月当たり100時間を超えた者から申出があった場合に義務と
なっているが、この時間数を定めている省令を改正し、１か月当たり80時間超とす
ることが適当である。

左記建議のとおり、改正する。

研究開発業
務従事者に
対する医師
による面接
指導の実施

【条文】
（面接指導等）

第六十六条の八の二 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して
厚生労働省令で定める時間を超える労働者（労働基準法第三十六条第十一項に
規定する業務に従事する者（同法第四十一条各号に掲げる者及び第六十六条の
八の四第一項に規定する者を除く。）に限る。）に対し、厚生労働省令で定めると
ころにより、医師による面接指導を行わなければならない。

【平成２９年建議１（２）③】
・ その際、当該業務に従事する労働者の健康確保措置として、１週間当たり40時間
を超えて労働させた場合のその超えた時間が１か月当たり100時間を超えた者に対
し、医師による面接指導の実施を労働安全衛生法上義務づけることが適当である。

左記建議のとおり、改正する。
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項目 条文、建議における記載など 省令において定める内容（案）

労働時間の
状況の把握
方法

【条文】
第六十六条の八の三 事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定

による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者（次
条第一項に規定する者を除く。）の労働時間の状況を把握しなければならない。

【平成２９年建議３（１）】
(２) 労働時間の客観的な把握
・ また、上記の面接指導（１（２）③の面接指導を含む。）の適切な実施を図るため、
平成27年２月13日の当分科会報告にあるように、管理監督者を含む、すべての労
働者を対象として、労働時間の把握について、客観的な方法その他適切な方法に
よらなければならない旨を省令に規定することが適当である。その際、客観的な方
法その他適切な方法の具体的内容については、「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」を参考に、通達において明確化する
ことが適当である。

①省令で定める方法は、タイム
カード及びパーソナルコンピュー
タ等の電子計算機による記録等
の客観的な方法その他の適切な
方法とすること。【建議に対応】

②事業者は、①の記録を作成し、
三年間保存するための必要な措
置を講じなければならないこと。

8



項目 条文、建議における記載など 省令において定める内容（案）

【４．その他の事項】

労働条件明
示の方法

【平成２７年建議５（４）】
・ 労働条件明示の方法は引き続き書面明示によることを原則とする
が、労働者が希望する場合には、①ファクシミリの送信、②電子
メールの送信（当該労働者が記録を出力することにより書面を作成
できるものに限る。）により明示することを認める方向で検討を継続
することが適当である。

労働者が希望した場合には、①ファクシミリを利用
してする送信、②電子メールその他の電子的方法
による送信（当該労働者が記録を出力することに
より書面を作成できるものに限る。）とすることが
できることとすること。【建議に対応】

【平成２７年建議５（４）】
・ 併せて、労働条件明示が事実と異なるものであってはならない旨
を省令に規定する方向で検討を継続することが適当である。

使用者は、法第十五条第一項前段の規定により
労働者に明示しなければならない労働条件を事
実と異なるものとしてはならないこととすること。
【建議に対応】

過半数代表
者の要件等

【平成２９年建議４（２）】
・ 過半数代表者の選出をめぐる課題を踏まえ、平成27年２月13日
の当分科会報告にあるように、「使用者の意向による選出」は手続
違反に当たるなど通達の内容を労働基準法施行規則に規定するこ
とが適当である。また、監督指導等により通達の内容に沿った運用
を徹底することが適当である。

使用者の意向によって選出された者でないことと
すること。【建議・附帯決議に対応】

【平成２９年建議４（２）】
・ 同分科会報告にあるように、使用者は、過半数代表者がその業
務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならない旨
を、規則に規定する方向で検討することが適当である。

使用者は、過半数代表者が各規定に基づく事務
を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行わなけれ
ばならないこととすること。【建議・附帯決議に対応】

フレックスタ
イム制に係る
労使協定

【条文】
第三十二条の二 （略）

② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を
行政官庁に届け出なければならない。

第三十二条の三 （略）

④ 前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定
について準用する。ただし、清算期間が一箇月以内のものである
ときは、この限りでない。

清算期間が１か月を超え３か月以内のフレックス
タイム制に係る労使協定の届出を行う際の協定
事項として、協定の有効期間を追加すること。【法
律に対応】

9



項目 条文、建議における記載など 指針において定める内容（案）

【１．３６指針に関する事項】

３６指針に定
める事項

【条文】
第三十六条 （略）

⑦ 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適
正なものとするため、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、当該労働
時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項に
ついて、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他
の事情を考慮して指針を定めることができる。

【平成２９年建議１（３）】
・ 当該指針には、特例による労働時間の延長をできる限り
短くするよう努めなければならない旨を規定するとともに、
併せて、休日労働も可能な限り抑制するよう努めなければ
ならない旨を規定することが適当である。

・ また、３６協定の必要的記載事項として、原則の上限を超
えて労働した労働者に講ずる健康確保措置を定めなけれ
ばならないことを省令に位置づけたうえで、当該健康確保
措置として望ましい内容を指針に規定することが適当であ
る。その内容は、企画業務型裁量労働制対象者に講ずる
健康確保措置として労働基準法第38条の４の規定に基づく
指針に列挙された内容（代償休日又は特別な休暇の付与、
健康診断の実施、連続した年次有給休暇の取得促進、心と
からだの相談窓口の設置、配置転換、産業医の助言指導
に基づく保健指導）を基本として、長時間労働を行った場合
の面接指導、深夜業の回数の制限、勤務間インターバル等
を追加することが適当である。

・ 原則である月４５時間、年３６０時間にできる限
り近付けるようにするため、労働時間の延長をで
きる限り短くするよう努めなければならない旨及
び休日の労働を可能な限り抑制するよう努めな
ければならないこと。【建議に対応】

（適用猶予後の自動車運転業務、建設事業につ
いても同様であること。【附帯決議に対応】）

・ 企画裁量労働制における健康確保措置として
規定したものと同様の内容を健康確保措置として
望ましい内容として規定すること。【建議に対応】

・ 限度時間を超える時間の労働に係る割増賃
金率を定めるに当たっては、法定の割増率を超
える率とするように努めなければならないこと。
【限度基準告示と同じ事項】

・ 労働時間を延長する必要のある業務区分を細
分化すること。【限度基準告示と同じ事項】

・年７２０時間までの特例に係る協定を締結する
に当たっては、

（１）あくまで通常予見できない等の臨時の事態
への特例的な対応であるべきであること。

（２）具体的な事由を挙げず、単に「業務の都合上
必要な時」「業務上やむを得ないとき」といった
定め方は認められないこと。

（３）特例に係る協定を締結する場合にも、可能な
限り原則水準に近い時間外労働とすべきである
こと。【附帯決議に対応】

②指針（大臣告示）に関する事項
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項目 条文、建議における記載など 指針において定める内容（案）

【１．３６指針に関する事項】

３６指針に定
める事項

・ さらに、現行の時間外限度基準告示には、①限度時間を
超える時間の労働に係る割増賃金率を定めるに当たって
は、法定の割増率を超える率とするように努めなければな
らないこと、②労働時間を延長する必要のある業務区分を
細分化することが規定されており、これらは指針に改めて
規定することが適当である。

・特例の上限時間内であっても、労働者への安全
配慮義務を負うこと。また、脳・心臓疾患の労災
認定基準において、発症前１箇月間の時間外・
休日労働が概ね１００時間超、または２～６箇月
間の月平均時間外・休日労働が概ね８０時間超
の場合に、業務と発症との関連性が強いと評価
されることに留意すること。【附帯決議に対応】
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