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２ 関係指針・通達等 

◎自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 

  平成 元・ 二・ 九労働省告示第七号 

改正平成 三・一〇・三一  〃  第七九号 

〃 平成 四・一一・三〇  〃  第九九号 

〃 平成 九・ 一・三〇  〃  第四号 

〃 平成一一・ 四・ 一  〃  第二九号 

〃 平成一二・一二・二五  〃  第一二〇号 

  

（目的等） 

第一条 この基準は、自動車運転者（労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」

という。）第九条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用され

る者及び家事使用人を除く。）であって、四輪以上の自動車の運転の業務（厚生労働省労働

基準局長が定めるものを除く。）に主として従事する者をいう。以下同じ。）の労働時間等

の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を

図ることを目的とする。 

２ 労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはな

らないことはもとより、その向上に努めなければならない。 

３ 使用者は、季節的繁忙その他の事情により、法第三十六条第一項の規定に基づき臨時に

労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合においても、その時間数又は日数を少なく

するように努めるものとする。 

（一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等） 

第二条 使用者は、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）第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。）に従事する自動

車運転者（隔日勤務に就くものを除く。この項において同じ。）の拘束時間（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。以下同じ。）及び休息期間（使用者の

拘束を受けない期間をいう。以下同じ。）については、次に定めるところによるものとする。 

一 一箇月についての拘束時間は、二百九十九時間（顧客の需要に応ずるため常態として

車庫等において待機する就労形態（以下「車庫待ち等」という。）の自動車運転者につい

て、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（以下「労使協定」という。）があるときは、三百二十二時間）

を超えないものとすること。 

二 一日（始業時刻から起算して二十四時間をいう。以下同じ。）についての拘束時間は、

十三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つても、一日について

の拘束時間の限度（以下「最大拘束時間」という。）は、十六時間とすること。ただし、

車庫待ち等の自動車運転者について、次に掲げる要件を満たす場合には、この限りでな

い。 

イ 勤務終了後、継続二十時間以上の休息期間を与えること。 

ロ 一日についての拘束時間が十六時間を超える回数が、一箇月について七回以内であ

ること。 
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ハ 一日についての拘束時間が十八時間を超える場合には、夜間四時間以上の仮眠時間

を与えること。 

ニ 一回の勤務における拘束時間が、二十四時間を超えないこと。 

三 勤務終了後、継続八時間以上の休息期間を与えること。 

２ 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者であって隔日勤務に就

くものの拘束時間及び休息期間については、次に定めるところによるものとする。 

一 拘束時間は、二暦日について二十一時間、一箇月について二百六十二時間（地域的事

情その他の特別の事情がある場合において、労使協定があるときは、一年のうち六箇月

において、当該六箇月の各月について二百七十時間）を超えないものとすること。ただ

し、車庫待ち等の自動車運転者の二暦日についての拘束時間は、夜間四時間以上の仮眠

時間を与えることにより、一箇月について労使協定により定める回数（当該回数が一箇

月について七回を超えるときは、七回）に限り、二十四時間まで延長することができる。

この場合において、一箇月についての拘束時間は、本文に定める一箇月についての拘束

時間に二十時間を加えた時間を超えてはならない。 

二 勤務終了後、継続二十時間以上の休息期間を与えること。 

３ 使用者及び労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者（以下

「労使当事者」という。）は、法第三十六条第一項の協定（労働時間の延長に係るものに限

る。以下「時間外労働協定」という。）において一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自

動車運転者に係る一日を超える一定の期間（以下「一定期間」という。）についての延長す

ることができる時間（以下「一定期間についての延長時間」という。）について協定するに

当たっては、当該一定期間は一箇月とするものとする。 

４ 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第三十五条の休日

に労働させる場合は、当該労働させる休日は二週間について一回を超えないものとし、当

該休日の労働によって第一項又は第二項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超え

ないものとする。 

５ ハイヤー（一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であって、当該自動車

による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものをいう。次条において同じ。）に乗

務する自動車運転者については、第一項から前項までの規定は適用しない。 

第三条 労使当事者は、時間外労働協定においてハイヤーに乗務する自動車運転者に係る一

定期間についての延長時間について協定するに当たっては、次の各号に掲げる事項を十分

考慮するように努めなければならない。 

一 一定期間についての延長時間に係る一定期間は、一箇月又は三箇月及び一年間とする

こと。 

二 一定期間についての延長時間は、次の表の上欄に掲げる一定期間の区分に応じ、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる時間（以下「目安時間」という。）以内の時間とすること。ただ

し、あらかじめ、目安時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、目

安時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、一

定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める

手続を経て、目安時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定

める場合は、この限りでない。 
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一 定 期 間 目 安 時 間 

一箇月 五十時間 

三箇月 百四十時間 

一年間 四百五十時間 

備考 下欄に掲げる時間は、法第三十二条から第三十二

条の四までの規定により労働させることができる最長の

労働時間を超えて延長することができる時間である。 

  

（貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等） 

第四条 使用者は、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。以下同じ。）に従事する自動車運転者の拘束時

間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところによるものとする。 

一 拘束時間は、一箇月について二百九十三時間を超えないものとすること。ただし、労

使協定があるときは、一年のうち六箇月までは、一年間についての拘束時間が三千五百

十六時間を超えない範囲内において、三百二十時間まで延長することができる。 

二 一日についての拘束時間は、十三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、最大拘束時間は、十六時間とすること。この場合において、一日につ

いての拘束時間が十五時間を超える回数は、一週間について二回以内とすること。 

三 勤務終了後、継続八時間以上の休息期間を与えること。 

四 運転時間は、二日（始業時刻から起算して四十八時間をいう。次条において同じ。）を

平均し一日当たり九時間、二週間を平均し一週間当たり四十四時間を超えないものとす

ること。 

五 連続運転時間（一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十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。次条において同じ。）は、四時間を超えないもの

とすること。 

２ 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の休息期間については、当該自

動車運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるよ

うに努めるものとする。 

３ 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休

息期間については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。 

一 業務の必要上、勤務の終了後継続八時間以上の休息期間を与えることが困難な場合 

二 自動車運転者が同時に一台の自動車に二人以上乗務する場合 

三 自動車運転者が隔日勤務に就く場合 

四 自動車運転者がフェリーに乗船する場合 

４ 労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に

係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、二週

間及び一箇月以上三箇月以内の一定の期間とするものとする。 

５ 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第三十五条の休日に労働さ

せる場合は、当該労働させる休日は二週間について一回を超えないものとし、当該休日の

労働によって第一項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。 
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６ 前各項の規定は、旅客自動車運送事業（道路運送法第二条第三項の旅客自動車運送事業

をいう。次条において同じ。）及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者

（主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事する者を除く。）につ

いて準用する。 

（一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時

間等） 

第五条 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動

車運転者並びに旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車

運転者であって、主として人を運送することを目的とする自動車の運転の業務に従事する

もの（以下この条において「バス運転者等」という。）の拘束時間、休息期間及び運転時間

については、次に定めるところによるものとする。 

一 拘束時間は、四週間を平均し一週間当たり六十五時間を超えないものとすること。た

だし、貸切バス（一般貸切旅客自動車運送事業（道路運送法第三条第一号ロの一般貸切

旅客自動車運送事業をいう。）の用に供する自動車をいう。以下この項において同じ。）

を運行する営業所において運転の業務に従事する者、貸切バスに乗務する者及び起点か

ら終点までのキロ程が概ね百キロメートルを超える運行系統を運行する一般乗合旅客自

動車運送事業（同号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下この項において同じ。）

の用に供する自動車であって、高速自動車国道（高速自動車国道法（昭和三十二年法律

第七十九号）第四条第一項の高速自動車国道をいう。以下この項において同じ。）及び自

動車専用道路（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第四十八条の二の自動車専用道

路をいう。以下この項において同じ。）の利用区間のキロ程が五十キロメートル以上であ

り、かつ、当該キロ程が起点から終点までのキロ程の四分の一以上のものに乗務する者

（第四号において「特定運転者」という。）については、労使協定があるときは、五十二

週間のうち十六週間までは、四週間を平均し一週間当たり七十一・五時間まで延長する

ことができる。 

二 一日についての拘束時間は、十三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、最大拘束時間は、十六時間とすること。この場合において、一日につ

いての拘束時間が十五時間を超える回数は、一週間について二回以内とすること。 

三 勤務終了後、継続八時間以上の休息期間を与えること。 

四 運転時間は、二日を平均し一日当たり九時間、四週間を平均し一週間当たり四十時間

を超えないものとすること。ただし、貸切バスを運行する営業所において運転の業務に

従事する者、貸切バスに乗務する者及び特定運転者については、労使協定があるときは、

五十二週間についての運転時間が二千八十時間を超えない範囲内において、五十二週間

のうち十六週間までは、四週間を平均し一週間当たり四十四時間まで延長することがで

きる。 

五 連続運転時間は、四時間を超えないものとすること。 

２ 使用者は、バス運転者等の休息期間については、当該バス運転者等の住所地における休

息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。 

３ 第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休

息期間については、厚生労働省労働基準局長の定めるところによることができる。 

一 業務の必要上、勤務の終了後継続八時間以上の休息期間を与えることが困難な場合 

二 バス運転者等が同時に一台の自動車に二人以上乗務する場合 
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三 バス運転者等が隔日勤務に就く場合 

四 バス運転者等がフェリーに乗船する場合 

４ 労使当事者は、時間外労働協定においてバス運転者等に係る一定期間についての延長時

間について協定するに当たっては、当該一定期間は、二週間及び一箇月以上三箇月以内の

一定の期間とするものとする。 

５ 使用者は、バス運転者等に法第三十五条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休

日は二週間について一回を超えないものとし、当該休日の労働によって第一項に定める拘

束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。 

（細目） 

第六条 この告示に定める事項に関し必要な細目は、厚生労働省労働基準局長が定める。 
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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

ンについて 

  

平成 29 年 1 月 20 日基発 0120 第 3 号 

都道府県労働局長あて  厚生労働省労働基準局長 

  

 今般、標記について、別添のとおり、「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」(以下「ガイドライン」という。)を定めたところである。 

 ついては、本ガイドラインの趣旨、遵守のための指導及び周知等については、下記のとお

りであるので、この取扱いに遺漏なきを期されたい。 

 なお、本通達をもって、平成 13 年４月６日付基発第 339 号「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基準について」については廃止することとする。 

  

記 

  

1 ガイドラインの趣旨、内容 

 (1) 趣旨について 

ア 使用者(使用者から労働時間を管理する権限の委譲を受けた者を含む。以下同じ。)

に労働時間を管理する責務があることを改めて明らかにするとともに、労働時間の適

正な把握のために使用者が講ずべき措置等を明示したところであること。 

イ 労働基準法上、使用者には、労働時間の管理を適切に行う責務があるが、一部の事

業場において、自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより

労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用等により、労働時間の把握が

曖昧となり、その結果、過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じて

いる。このため、これらの問題の解消を図る目的で、使用者に労働時間を適正に把握

する責務があることを改めて明らかにするとともに、本ガイドラインにおいて労働時

間の適正な把握のために使用者が講ずべき具体的措置等を明らかにしたものであり、

使用者は、ガイドラインを遵守すべきものであること。 

 (2) 労働時間の考え方について 

 労働時間を適正に把握する前提として、労働時間の考え方について明らかにしたも

のであること。 

 労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間のことをいい、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。 

 なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいか

んによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することがで

きるか否かにより客観的に定まるものであること。また、客観的に見て使用者の指揮命

令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけら

れ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるも

のであることを示したものであること。 

 (3) ガイドラインの 4(1)について 

 労働時間の把握の現状をみると、労働日ごとの労働時間数の把握のみをもって足り

るとしているものがみられるが、労働時間の適正な把握を行うためには、労働日ごとに
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始業・終業時刻を使用者が確認し、これを記録する必要があることを示したものである

こと。 

 (4) ガイドラインの 4(2)について 

ア 始業・終業時刻を確認するための具体的な方法としては、ア又はイによるべきであ

ることを明らかにしたものであること。また、始業・終業時刻を確認する方法として

は、使用者自らがすべての労働時間を現認する場合を除き、タイムカード、IC カー

ド、パソコンの使用時間の記録等（以下「タイムカード等」という。）の客観的な記

録をその根拠とすること、又は根拠の一部とすべきであることを示したものであるこ

と。 

イ ガイドラインの 4(2)アにおいて、「自ら現認する」とは、使用者が、使用者の責任

において始業・終業時刻を直接的に確認することであるが、もとより適切な運用が図

られるべきであることから、該当労働者からも併せて確認することがより望ましいも

のであること。 

ウ ガイドラインの 4(2)イについては、タイムカード等の客観的な記録を基本情報と

し、必要に応じ、これら以外の使用者の残業命令書及びこれに対する報告書等、使用

者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突合することにより確

認し、記録するものであること。 

 なお、タイムカード等の客観的な記録に基づくことを原則としつつ、自己申告制を

併用して労働時間を把握している場合には、ガイドラインの４(3)に準じた措置をとる

必要があること。 

 (5) ガイドラインの 4(3)について 

ア ガイドラインの 4(3)アについては、自己申告制の対象となる労働者に説明すべき

事項としては、ガイドラインを踏まえた労働時間の考え方、自己申告制の具体的内容、

適正な自己申告を行ったことにより不利益な取扱いが行われることがないこと等が

あること。 

イ ガイドラインの 4(3)イについては、労働時間の適正な自己申告を担保するには、

実際に労働時間を管理する者が本ガイドラインに従い講ずべき措置を理解する必要

があることから設けたものであること。 

 実際に労働時間を管理する者に対しては、自己申告制の適正な運用のみならず、ガ

イドラインの 3 で示した労働時間の考え方等についても説明する等して、本ガイド

ラインを踏まえた説明とすることを示したものであること。 

ウ ガイドラインの 4(3)ウについては、自己申告による労働時間の把握は、曖昧な労

働時間管理となりがちであることから、使用者は、労働時間が適正に把握されている

か否かについて定期的に実態調査を行うことが望ましいものであること。 

 また、労働者からの自己申告により把握した労働時間と入退館記録やパソコンの使

用時間の記録等のデータで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じ

ている場合や、自己申告制が適用されている労働者や労働組合等から労働時間の把握

が適正に行われていない旨の指摘がなされた場合等には、当該実態調査を行う必要が

あることを示したものであること。 

エ ガイドラインの 4(3)エについては、自己申告による労働時間の把握とタイムカー

ド等を併用している場合に、自己申告した労働時間とタイムカード等に記録された事

業場内にいる時間に乖離が生じているとき、その理由を報告させること自体は問題の
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ある取組ではないが、その報告が適正に行われないことによって、結果的に労働時間

の適正な把握がなされないことにつながり得るため、報告の内容が適正であるか否か

についても確認する必要があることを示したものであること。 

オ ガイドラインの 4(3)オについては、労働時間の適正な把握を阻害する措置として

は、ガイドラインで示したもののほか、例えば、職場単位毎の割増賃金に係る予算枠

や時間外労働の目安時間が設定されている場合において、当該時間を超える時間外労

働を行った際に賞与を減額する等不利益な取扱いをしているものがあること。 

 また、実際には労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定

（いわゆる 36 協定）により延長する時間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、実際に労働時間を管理する者や労働者等にお

いて慣習的に行われていないかについても確認することを示したものであること。 

 (6) ガイドラインの 4(4)について 

 労働基準法第 108 条においては、賃金台帳の調製に係る義務を使用者に課し、この賃

金台帳の記入事項については労働基準法施行規則第 54 条並びに第 55 条に規定する様

式第 20 号及び第 21 号に、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間

数、深夜労働時間数が掲げられていることを改めて示したものであること。 

 また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に虚偽の労働時間数を

記入した場合は、同法第 120 条に基づき、30 万円以下の罰金に処されることを示した

ものであること。 

 (7) ガイドラインの 4(5)について 

 労働基準法第 109 条において、「その他労働関係に関する重要な書類」について使用

者に保存義務を課しており、始業・終業時刻等労働時間の記録に関する書類も同条にい

う「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するものであること。これに該当する

労働時間に関係する書類としては、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿、使用者

が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の労働時間の記録、残業命令書

及びその報告書並びに労働者が自ら労働時間を記録した報告書等があること。 

 なお、保存期間である 3年の起算点は、それらの書類毎に最後の記載がなされた日で

あること。 

 (8) ガイドラインの 4(6)について 

 人事労務担当役員、人事労務担当部長等労務管理を行う部署の責任者は、労働時間が

適正に把握されているか、過重な長時間労働が行われていないか、労働時間管理上の問

題点があればどのような措置を講ずべきか等について、把握、検討すべきであることを

明らかにしたものであること。 

 (9) ガイドラインの 4(7)について 

 ガイドラインの 4(7)に基づく措置を講ずる必要がある場合としては、次のような状

況が認められる場合があること。 

ア 自己申告制により労働時間の管理が行われている場合 

イ 一の事業場において複数の労働時間制度を採用しており、これに対応した労働時

間の把握方法がそれぞれ定められている場合 

 また、労働時間等設定改善委員会、安全・衛生委員会等の労使協議組織がない場合

には、新たに労使協議組織を設置することも検討すべきであること。 
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2 ガイドラインの遵守のための指導等 

(1) 監督指導において、ガイドラインの遵守状況について点検確認を行い、使用者がガイ

ドラインに定める措置を講じていない場合には、所要の指導を行うこと。 

(2) 自己申告制の不適正な運用等により労働時間の適正な把握が行われていないと認め

られる事業場に対しては、適切な監督指導を実施すること。また、使用者がガイドライ

ンを遵守しておらず、労働基準法第 32 条違反又は第 37 条違反が認められ、かつ重大悪

質な事案については、司法処分を含め厳正に対処すること。 

  

3 ガイドラインの周知 

 本ガイドラインについては、労働相談、集団指導、監督指導等あらゆる機会を通じて、

使用者、労働者等に幅広く周知を図ることとし、本通達発出後、集中的な周知活動を行う

こと。 

 (1) 窓口における周知 

 労働基準監督署の窓口において、就業規則届、時間外労働・休日労働に関する協定届

等各種届出、申告・相談等がなされた際に、別途配付するリーフレットを活用し、本ガ

イドラインの周知を図ること。 

 (2) 集団指導時等における周知 

 労働時間に係る集団指導、他の目的のための集団指導、説明会等の場を通じて積極的

に本ガイドラインの周知を図ること。 

 特に、自己申告制により労働時間の把握を行っている事業場等については、これを集

団的にとらえ、本ガイドラインの周知を図ること。 

  

4 その他 

 平成 13 年４月６日付基発第 339 号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき

措置に関する基準について」又は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

に関する基準」を引用している通達等において、平成 13 年４月６日付基発第 339 号「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基準について」又は「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基準」とあるのは、それぞれ、平

成 29 年 1 月 20 日付基発 0120 第 3 号「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について」又は「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」と読み替えるものとすること。 
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別添 

  

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 

  

１ 趣旨 

  

 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、

使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。 

 しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制（労働者が自己の労働

時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。）の不適正な運用

等に伴い、同法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じてい

るなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。 

 このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

を具体的に明らかにする。 

  

２ 適用の範囲 

  

 本ガイドラインの対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全

ての事業場であること。 

 また、本ガイドラインに基づき使用者（使用者から労働時間を管理する権限の委譲を受

けた者を含む。以下同じ。）が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、労働基準法

第４１条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者（事業場外労働を行う者に

あっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。）を除く全ての者であること。 

 なお、本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要があるこ

とから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があること。 

  

３ 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のことをいい、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。そのため、次のア

からウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこと。 

 ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価され

る時間については労働時間として取り扱うこと。 

 なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかん

によらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか

否かにより客観的に定まるものであること。また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置

かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれ

を余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものであること。 

  

ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為（着用を義務付けられ

た所定の服装への着替え等）や業務終了後の業務に関連した後始末（清掃等）を事業場

内において行った時間  
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イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働か

ら離れることが保障されていない状態で待機等している時間（いわゆる「手待時間」） 

  

ウ 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 

  

４ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 

  

 （１）始業・終業時刻の確認及び記録 

 使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻

を確認し、これを記録すること。 

  

 （２）始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法 

 使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれ

かの方法によること。 

  

ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。 

  

イ 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。 

  

 （３）自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置 

 上記（２）の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、

使用者は次の措置を講ずること。 

  

ア 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の

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 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイ

ドラインに従い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が実際の労働時間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、所要の労働時間の補正をすること。 

 特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分か

るデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当

該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、

実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。 

  

エ 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働

者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。 

 その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと
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報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者

の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わな

ければならないこと。 

  

オ 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。この

ため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限

を超える申告を認めない等、労働者による労働時間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、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働

時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間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するとともに、当該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ずること。 

 さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定（いわ

ゆる 36 協定）により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、

実際には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、実際に労働時間を管理する者や労働者等に

おいて、慣習的に行われていないかについても確認すること。 

  

 （４）賃金台帳の適正な調製 

 使用者は、労働基準法第 108 条及び同法施行規則第 54 条により、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。 

 また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の

労働時間数を記入した場合は、同法第 120 条に基づき、30 万円以下の罰金に処される

こと。 

  

 （５）労働時間の記録に関する書類の保存 

 使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働時間

の記録に関する書類について、労働基準法第 109 条に基づき、３年間保存しなけれ

ばならないこと。 

  

 （６）労働時間を管理する者の職務 

 事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の

適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点

の把握及びその解消を図ること。 

  

 （７）労働時間等設定改善委員会等の活用 

 使用者は、事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設定改善

委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上

の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。 
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◎違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップ

に対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について 

  

平成 29 年 1 月 20 日基発 0120 第 1 号 

都道府県労働局長あて  厚生労働省労働基準局長 

  

 長時間労働の是正及び過重労働による健康障害防止対策については、平成 28 年 12 月 26 日

に開催された第４回長時間労働削減推進本部において、「過労死等ゼロ」緊急対策が決定され、

新たに実施する取組として、違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの企業に対する

全社的な是正指導や、平成 27 年５月から実施している是正指導段階での企業名公表制度の

強化などを実施することとされた。 

 ついては、標記について、本日より下記のとおり実施することとしたので、その対応に遺

憾なきを期されたい。 

 なお、平成 27 年５月 18 日付け基発 0518 第１号「違法な長時間労働を繰り返し行う企業の

経営トップに対する都道府県労働局長による是正指導の実施及び企業名の公表について」（以

下「旧通達」という。）は本日をもって廃止する。  

  

記 

  

１ 取組の概要 

 都道府県労働局長（以下「局長」という。）又は労働基準監督署長（以下「署長」という。）

より以下の指導を行うことにより、複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業に

おいて、経営トップが当該企業の違法な長時間労働などの問題点を十分理解した上で、自

ら率先して、全社的な早期是正に向けた取組を行い、当該企業全体の法定労働条件の確保・

改善を図るようにすること。 

 ⑴ 署長による企業の経営幹部に対する指導 

 違法な長時間労働や過労死等（過労死等防止対策推進法（平成 26 年法律第 100 号）第

２条に定義された「過労死等」をいう。以下同じ。）が複数の事業場で認められた企業の

経営幹部に対して、本社を管轄する署長から、早期に全社的な是正・改善を図るよう指

導を行うとともに、指導に対する是正・改善状況を全社的な監督指導により確認するこ

と。 

 ⑵ 局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表 

 上記⑴の監督指導において再度違法な長時間労働等が認められた企業、又は、違法な

長時間労働を原因とした過労死（過労死等のうち死亡又は自殺未遂をいう。以下同じ。）

を複数の事業場で発生させた等の企業の経営トップに対して、本社を管轄する局長から、

早期に全社的な是正を図るよう指導を行うとともに、指導を行った事実を企業名ととも

に公表すること。 

 なお、当該公表は、その事実を広く社会に情報提供することにより、他の企業におけ

る遵法意識を啓発し、法令違反の防止の徹底や自主的な改善を促進させ、もって、同種

事案の防止を図るという公益性を確保することを目的とし、対象とする企業に対する制

裁として行うものではないこと。 
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２ 署長による企業の経営幹部に対する指導 

 ⑴ 対象とする企業 

 複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業（中小企業に該当しない企業をい

う。以下同じ。）であって、概ね１年程度の期間に２箇所以上の事業場で、下記アないし

ウのいずれかに該当する実態が認められる（本社で２回認められる場合も含む。）こと。

ただし、下記３⑴の対象となる企業は除くこと。 

ア 監督指導において、１事業場で 10 人以上又は当該事業場の４分の１以上の労働者

について、①１か月当たり 80 時間を超える時間外・休日労働が認められること、か

つ、②労働基準法第 32･40 条（労働時間）、35 条（休日労働）又は 37 条（割増賃金）

の違反（以下「労働時間関係違反」という。）であるとして是正勧告を受けていること。 

イ 監督指導において、過労死等に係る労災保険給付の支給決定事案（以下「労災支給

決定事案」という。）の被災労働者について、①１か月当たり 80 時間を超える時間外・

休日労働が認められ、かつ、②労働時間関係違反の是正勧告又は労働時間に関する指

導を受けていること。 

ウ 上記ア又はイと同程度に重大・悪質である労働時間関係違反等が認められること。 

 ⑵ 本社管轄の署長による指導 

 対象となる企業の経営幹部を本社管轄の労働基準監督署へ呼び出した上で、署長より

長時間労働の是正、健康管理、メンタルヘルス対策（パワーハラスメント防止対策を含

む。以下同じ。）等について、全社的な早期是正・改善に向けた取組の実施を求める指導

書を交付することにより指導すること。この指導に当たっては、長時間労働の是正だけ

でなく、健康管理、メンタルヘルス対策等も含めた幅広い総合的な対策が必要であるこ

とについて十分に説明すること。 

 ⑶ 全社的監督指導 

 上記⑵の指導実施後、本社及び支社等に対し監督指導を実施し、指導事項についての

是正・改善状況を確認すること。なお、支社等とは、主要な支社店等であって、企業規

模及び事案の悪質性等を勘案し、全社的な是正・改善状況を確認するために必要な範囲

で決定するものであること。 

  

３ 局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表 

 ⑴ 対象とする企業 

 複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業であって、以下のア又はイのいず

れかに該当する企業であること。 

ア 上記２⑶の監督指導等において、上記２⑴ア又はイの実態（ただし、上記２⑴イに

あっては、労働時間関係違反の是正勧告を受けている場合に限る。)が認められること。 

イ 概ね１年程度の期間に２箇所以上の事業場で、下記(ｱ)又は(ｲ)のいずれかに該当す

る実態が認められ（本社で２回認められる場合も含む。）、そのうち、下記(ｲ)の実態が

１箇所以上の事業場で認められること。 

(ｱ) 監督指導において、１事業場で 10 人以上又は当該事業場の４分の１以上の労働

者について、①１か月当たり 100 時間を超える時間外・休日労働が認められるこ

と、かつ、②労働時間関係違反であるとして是正勧告を受けていること。 

(ｲ) 監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、①１

か月当たり 80 時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、②労働時間関係
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違反の是正勧告を受けていること。 

 ⑵ 本社管轄の局長による指導 

 対象となる企業の代表取締役等の経営トップを本社管轄の労働局へ呼び出した上で、

局長より早期に法違反の是正に向けた全社的な取組を実施することを求める指導書を交

付することにより指導すること。 

 ⑶ 企業名の公表 

 上記⑵の指導を実施した際に、以下について公表すること。 

ア 企業名 

イ 長時間労働を伴う労働時間関係違反の実態 

ウ 局長から指導書を交付したこと 

エ 当該企業の早期是正に向けた取組方針 

  

４ 旧通達に基づき違法な長時間労働の実態が認められた事業場の取扱い 

 平成29年１月19日までに旧通達記の３⑵及び⑶の実態が認められた事業場については、

上記２⑴アに該当する事業場として取り扱うものとすること。 
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◎「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について 

  

平成 29 年 3 月 31 日基発 0331 第 78 号 

都道府県労働局長あて  厚生労働省労働基準局長 

  

 メンタルヘルス対策については、平成 28 年４月１日付け基発 0401 第 72 号「ストレスチェ

ック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について」（以下「推進通達」と

いう。）に基づき推進しているところであるが、今般、第４回長時間労働削減推進本部（同年

12 月 26 日開催）において「『過労死等ゼロ』緊急対策」（以下「緊急対策」という。）が決定

され、メンタルヘルス・パワーハラスメント防止対策のための取組の強化等を実施すること

とされた。 

 これを踏まえ、平成 29 年 1 月 20 日付け基発 0120 第 1 号「違法な長時間労働や過労死等

が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実

施及び企業名の公表について」（以下「指導公表通達」という。）において、本社管轄署の署

長等からの企業幹部等への指導の際には、メンタルヘルス対策（パワーハラスメント対策を

含む。）についても指導することとしたところである。 

 ついては、今後のメンタルヘルス対策の推進については、推進通達及び指導公表通達に加

え、下記によることとしたので、その対応に遺憾なきを期されたい。 

  

記 

  

１ 取組の概要 

 精神障害に関する労災請求・支給決定件数は増加傾向にあり、また、大企業においても

過労による自殺事案が繰り返し発生するなど、過労死等の防止に対する社会的要請はかつ

てなく高まっている。このような問題意識のもと、今般とりまとめられた緊急対策を踏ま

え、メンタルヘルス対策については、以下の取組を実施することとする。 

⑴ 精神障害に関する労災支給決定が行われた事業場及び企業の本社事業場に対するメン

タルヘルス対策の特別指導の実施 

⑵ 違法な長時間労働が認められる等の事業場に対するメンタルヘルス対策の指導の充実 

⑶ パワーハラスメントの予防・解決に向けた周知啓発の徹底 

⑷ 長時間労働等によりハイリスクな状況にある労働者を見逃さない取組の徹底 

  

２ 精神障害に関する労災支給決定が行われた事業場及び企業の本社事業場に対するメンタ

ルヘルス対策の特別指導の実施 

 精神障害に関する労災支給決定が行われた事業場及び企業の本社事業場に対して、以下

のとおり、メンタルヘルス対策に係る特別指導を実施することとする。 

⑴ 精神障害に関する労災支給決定が行われた事業場に対して、メンタルヘルス対策を主

眼とする個別指導を実施すること。 

 また、上記の指導結果等を勘案し、精神障害の再発防止を図るための総合的かつ継続

的な改善の指導が必要と認められる場合には、当該事業場に対して、労働安全衛生法（昭

和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 79 条に基づき、衛生管理特別指導事業場

に指定し、メンタルヘルス対策に係る取組の改善について指示すること。 
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 なお、長時間労働の疑いや、長時間労働による過労死等に関する労災請求が行われた

ことにより既に監督指導等を実施した事業場については、当該個別指導の対象としない

こととすること。 

⑵ 企業が、傘下事業場において、概ね３年程度の期間に、精神障害に関する労災支給決

定が２件以上行われた場合には、当該企業の本社事業場に対して、メンタルヘルス対策

を主眼とする個別指導を実施し、全社的なメンタルヘルス対策の取組について指導を行

うこと。 

 また、上記の精神障害に関する労災支給決定に過労自殺（未遂を含む。）に係るものが

含まれる場合には、当該企業の本社事業場に対して、法第 79 条に基づき、衛生管理特別

指導事業場に指定し、メンタルヘルス対策に係る取組の改善について指示するとともに、

全社的な改善について指導すること。 

 なお、これらのメンタルヘルス対策に係る全社的な改善の指導については、指導公表

通達の記の２又は３に基づく本社指導を実施する場合、当該企業は対象としないことと

すること。 

  

３ 違法な長時間労働が認められる等の事業場に対するメンタルヘルス対策の指導の充実 

 時間外・休日労働時間数が１か月当たり 80 時間を超える等の事業場に対する監督指導

等においては、ストレスチェック制度を含むメンタルヘルス対策に関する法令の遵守状況

の確認を行うとともに、違法な長時間労働や過労死等が認められた場合には、産業保健総

合支援センターのメンタルヘルス対策の専門家（メンタルヘルス対策促進員）による訪問

指導の受入れについて、強く勧奨を行うこと。 

  

４ パワーハラスメントの予防・解決に向けた周知啓発の徹底 

 事業場におけるパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組（以下、「パワーハラスメ

ント対策」という。）の浸透を図るため、メンタルヘルス対策を主眼とする個別指導や長時

間労働が行われている事業場に対する監督指導、集団指導等の際に、「パワーハラスメント

対策導入マニュアル」やパンフレット等を活用し、パワーハラスメント対策の取組内容に

ついて指導を行うこと。特に、上記２⑵の企業の本社事業場に対する特別指導においては、

全社的なパワーハラスメント対策が講じられるよう周知啓発を行うこと。 

 なお、当該対応は、個別のパワーハラスメント事案に対する具体的な是正についての指

導を意味するものではないこと。 

  

５ 長時間労働等によりハイリスクな状況にある労働者を見逃さない取組の徹底 

 法第 66 条第４項により、都道府県労働局長は、労働衛生指導医の意見に基づいて、事業

者に臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。その指示を発する

場合としては「労働安全衛生規則の施行について」（昭和 47 年９月 18 日付け基発第 601 号

の１）の記のⅠの第二の 37 において示されているところであるが、長時間労働を行う労働

者に対して、過重労働による健康障害の防止対策が講じられていない場合もこれに含まれ

ると考えられるものであること。 

 事業場において、長時間労働を行う労働者に対して、過重労働による健康障害の防止対

策が講じられていない場合で、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときには、

労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対して、長時間労働者全員への医師による臨時
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の健康診断として問診（緊急の面接）を実施するよう指示すること。 
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◎今後における安全衛生改善計画の運用について 

  

平成 29 年３月 31 日基発 0331 第 76 号 

都道府県労働局長あて  厚生労働省労働基準局長 

  

 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 79 条で定める安全衛生改善計画の運用に当

たっては、事業場の施設、安全衛生教育、安全衛生管理体制等について、労働災害の防止を

図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認められる事業場に対し、都道府県労働局

長が安全衛生改善計画の作成を指示し、労働災害の減少、リスクを低減させるための措置の

実施及び安全衛生管理水準の向上を図ってきたところである。 

 近年の傾向を見ると、労働災害防止に向けた更なる取組が求められる一方、精神障害に係

る労災支給決定件数が高水準で推移するなど職場におけるメンタルヘルス対策が大きな課題

となっている。 

 このような状況を踏まえ、今後の安全衛生改善計画の運用について、労働者の健康障害防

止に問題が認められる事業場に関して、従来よりも当該計画策定の対象を拡大することとし、

別添「安全衛生改善計画指導要綱」を策定したので、その効果的な推進に遺憾なきを期され

たい。 
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（別添） 

安全衛生改善計画指導要綱 

  

１ 趣旨・目的 

 本要綱は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）第 79 条に基

づく安全衛生改善計画（以下「改善計画」という。）の対象事業場や、改善計画に盛り込む

べき事項等を定め、もって本制度の効果的な運用に資することを目的とする。 

  

２ 対象事業場の指定 

 次に該当するもの等であって、労働災害防止上の措置が特に必要と認められる事業場等

として都道府県労働局長（以下「局長」という。）が対象の実情等を勘案して指定するもの

とする。 

 （１） 安全管理特別指導事業場 

 安全対策の取組に課題があると認められ、改善措置を講ずる必要がある事業場 

  

 （２） 衛生管理特別指導事業場 

ア 以下の①から④のいずれかに該当する事業場のうち職業性疾病予防対策の取組に

課題があると認められ、改善措置を講ずる必要がある事業場 

① 粉じん、鉛、四アルキル鉛、有機溶剤、石綿、特定化学物質などに係る業務を

有する事業場 

② 騒音、振動、放射線、高温等に係る有害業務を有する事業場 

③ ①以外のがん等重篤な健康障害を起こすおそれのある化学物質を製造し、又は

取り扱っている事業場 

④ 作業行動等に起因する健康障害の発生するおそれのある事業場 

イ メンタルヘルス不調の防止の取組に課題があると認められ、改善措置を講ずる必

要がある事業場 

  

３ 指定期間等 

 指定期間は、原則として、指定した年度の４月１日から翌年３月３１日までの 1 年間と

する。なお、指定事業場に対する指導の結果、改善計画に基づいて措置すべき事項が完了

していない場合には、さらに 1 年間継続して指定を行うものとする。 

  

４ 改善計画の内容 

 改善計画の計画事項には、以下の①から⑤の事項を盛り込むこと。このうち、③は、都

道府県労働局長から交付された安全衛生改善計画作成指示書（労働安全衛生規則（昭和 47

年労働省令第 32 号）様式第 19 号）の記載内容を踏まえて、以下の（１）から（４）の事

項を参考として、作成すること。 

① 事業場の安全衛生上の課題又は改善点 

② 改善計画の到達目標 

③ 改善計画の到達目標を達成する上での具体的取組事項（以下「改善計画事項」とい

う。） 

④ 改善計画事項ごとの工程表（計画完了予定年月を含む。） 
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⑤ 改善計画の実施に当たって問題となる事項その他参考事項    

  

 なお、改善計画事項の検討及び措置の実施に当たっては、労働安全コンサルタント、労

働衛生コンサルタント、産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員などの専

門家を活用することが望ましいこと。 

 また、改善計画事項の検討及び措置の実施に当たっては、法第 28 条の 2 第 1 項又は第

57 条の３第 1 項及び第 2 項の規定に基づく、危険性又は有害性等の調査等が適切かつ有効

に行われるようにすることとし、具体的には、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」

又は「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に示すリスク低減措

置を実施する際の優先順位を考慮すること。 

  

 （１） 施設等に関する措置の例 

ア 生産、荷役、運搬、掘削用等の機械・電気設備、化学設備、炉その他の設備の新

設、改修等 

イ 機械設備等の安全装置、防護設備の新設、改修等 

ウ 保護具、防具類、標識等の整備 

エ 用具・工具等の安全化 

オ 仮設機材等の安全化 

カ 通路、階段、作業床等の安全化 

キ 高温、低温、騒音の環境改善又は防護 

ク 施設・設備、運転室等の温度、湿度、照明、換気等の環境改善 

ケ 有害性の低い原材料への変更、有害物の密閉化、排気・換気、用後処理のための

施設・設備の新設、改修 

コ 腰部の負担を軽減するための運搬方法の改善のための機械設備、通路等の整備、

荷姿の改善又は腰部負担軽減用具（機器、道具）の活用等 

サ 工法の改善に伴う機械設備の整備 

シ 施設・設備等の配置の改善等 

ス その他改善計画事項の実施に必要な施設・設備の新設、改修等 

  

 （２） 安全衛生教育に関する措置の例 

ア 作業標準の作成及び徹底のための教育訓練 

イ 作業主任者、職長、新規雇入労働者、作業内容の変更を行った労働者、危険有害

業務従事者に対する安全衛生教育及び特別教育等の実施 

ウ 管理者、労働者に対するメンタルヘルス教育 

エ 安全衛生教育に必要な視聴覚教育設備、教育用機材、教室、実習場等の整備 

  

 （３） 安全衛生管理体制に関する措置の例 

ア 安全衛生管理規程の整備 

イ 総括安全衛生管理者の職務の明確化、安全管理者、衛生管理者等の増員・配置換

え、安全衛生担当部門、産業保健スタッフの充実を含む安全衛生管理組織の整備 

ウ 安全衛生委員会で調査審議すべき事項の明確化、安全衛生活動の活性化 

エ 産業医の職務内容の明確化と活性化 
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オ 施設・設備の点検、作業巡視等の体制整備 

カ 作業環境測定の実施体制の整備 

キ 労働災害の原因調査及びその再発防止対策樹立の体制整備 

ク 適正配置促進のための機材の整備、検査、配置替え等の実施 

ケ メンタルヘルス相談窓口の設置 

コ 安全衛生に関する意識高揚等のための改善提案、ツールボックスミーティング、

表彰等の実施 

  

 （４） 健康管理に関する措置の例 

ア 特殊健康診断の実施、有所見者に係る医師による意見聴取及び意見に基づく就業

上の措置の実施の徹底 

イ 一般健康診断（深夜業従事者への健診を含む。）の実施、有所見者に係る医師によ

る意見聴取及び意見に基づく就業上の措置の実施の徹底 

ウ 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導及びその結果

に基づく就業上の措置の実施の徹底 

エ ストレスチェックの実施、高ストレス者に対する面接指導の実施及び面接指導結

果に基づく就業上の措置の実施の徹底、ストレスチェック結果の集団分析とそれを

活用した職場環境改善の実施 

オ その他の健康の保持増進のための措置（メンタルヘルス対策を含む。）の実施 
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◎労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について 

  

平成 29 年３月 31 日基発 0331 第 68 号 

都道府県労働局長あて  厚生労働省労働基準局長 

  

 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（平成 29 年厚生労働省令第 29 号。以下「改正

省令」という。）及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令

第一条の二の十七第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医研修の研修科目

の範囲、履修方法及び時間及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に

関する省令第一条の二の三十二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医実

習の実習科目の範囲及び時間の一部を改正する告示（平成 29 年厚生労働省告示第 97 号。以

下「改正告示」という。）が平成 29 年３月 29 日に公布され、改正省令は平成 29 年６月１日

から、改正告示は平成 29 年 10 月１日から、それぞれ施行又は適用されるところである。 

 改正省令及び改正告示は、近年、過重労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス対策

等が事業場における重要な課題となるなど、産業保健を取り巻く状況が変化してきているこ

とに対応して、産業医制度の充実を図ること等を目的としたものである。 

 改正の趣旨、内容等は以下のとおりであるので、これらを十分理解の上、関係者への周知

徹底を図るとともに、当該施行等に遺漏なきを期されたい。 

  

記 

  

Ⅰ 改正省令関係 

第１ 改正の趣旨及び概要 

 １ 労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。）関係 

(1) 産業医の定期巡視の頻度（安衛則第 15 条第１項関係） 

 過重労働による健康障害の防止、メンタルヘルス対策等が事業場における重要な課

題となっており、また、嘱託産業医を中心に、より効率的かつ効果的な職務の実施が

求められている中、これらの対策に関して必要な措置を講じるための情報収集におい

て、作業場等の巡視とそれ以外の手段を組み合わせることも有効と考えられ、これら

を踏まえて、毎月１回以上、一定の情報が事業者から産業医に提供される場合におい

ては、産業医の作業場等の巡視の頻度を、少なくとも２月に１回とすることを可能と

したこと。 

  

(2) 健康診断結果に基づく医師等からの意見聴取を行う上で必要となる情報の提供（安

衛則第 51 条の２第３項関係） 

 安衛則に基づく定期健康診断の有所見率が５割を超える状況の中、事業場規模にか

かわらず異常所見者に対する就業上の措置に関する医師又は歯科医師からの意見聴取

については事業者の義務とされており、また、産業医に期待される重要な職務である。 

 しかし、産業医の選任義務のない 50 人未満の小規模事業場を中心に、異常所見者に

対する就業上の措置の実施が低調であり、その充実・徹底が必要である。これを踏ま

え、定期健康診断の異常所見者に対する就業上の措置に関する医師又は歯科医師から

の意見聴取において医師又は歯科医師が意見を述べるに当たっては、定期健康診断に
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おいて把握した情報に加えて、労働者の労働時間、業務内容等の情報を把握すること

も必要な場合があることなどから、事業者は、医師又は歯科医師から意見聴取を行う

上で必要となる当該労働者の業務に関する情報を求められた場合は、速やかに、当該

情報を提供しなければならないものとしたこと。 

  

(3) 産業医に対する長時間労働者に関する情報の提供（安衛則第 52 条の２第３項関係） 

 過重労働による健康障害防止対策をはじめとする産業医の活動の充実の観点から、

事業者は、安衛則第 52 条の２第２項に基づき、休憩時間を除き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を算定したときは、速やかに、その

超えた時間が１月当たり 100 時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた

時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとしたこと。 

  

 ２ 有機溶剤中毒予防規則（昭和 47 年労働省令第 36 号）等関係 

 特殊健康診断の異常所見者に対する就業上の措置に関する医師からの意見聴取におい

て医師が意見を述べるに当たっては、特殊健康診断において把握した情報に加えて、労

働者の労働時間、業務内容等の情報を把握することも必要な場合があることなどから、

以下の８省令について、事業者は、医師から意見聴取を行う上で必要となる当該労働者

の業務に関する情報を求められた場合は、速やかに、当該情報を提供しなければならな

いものとしたこと。 

・ 有機溶剤中毒予防規則 

・ 鉛中毒予防規則（昭和 47 年労働省令第 37 号） 

・ 四アルキル鉛中毒予防規則（昭和 47 年労働省令第 38 号） 

・ 特定化学物質障害予防規則（昭和 47 年労働省令第 39 号） 

・ 高気圧作業安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 40 号） 

・ 電離放射線障害防止規則（昭和 47 年労働省令第 41 号） 

・ 石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労働省令第 21 号） 

・ 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための

業務等に係る電離放射線障害防止規則（平成 23 年厚生労働省令第 152 号） 

  

第２ 細部事項 

 １ 安衛則関係 

(1) 産業医の定期巡視の頻度（安衛則第 15 条第１項関係） 

① 産業医の作業場等の巡視頻度の変更についての事業者の同意は、産業医の意見に

基づいて、衛生委員会又は安全衛生委員会（以下「衛生委員会等」という。）におい

て調査審議を行った結果を踏まえて行うことが必要であること。なお、当該調査審

議は、産業医の作業場等の巡視頻度を変更することとする一定の期間を定めた上で、

当該一定期間ごとに産業医の意見に基づいて行うこと。 

  

② 産業医の作業場等の巡視頻度の変更を行う場合は、安衛則第 15 条第１項第１号

及び第２号の情報とともに、改正省令により新たに規定された「休憩時間を除き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

100 時間を超えた労働者の氏名及びその超えた時間に関する情報」が、事業者から
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産業医へ提供されていることが必要であること。 

  

③ 産業医の作業場等の巡視頻度の変更は、事業者から産業医に対して、①で定めた

一定期間中、毎月１回以上、必要な情報が提供されている場合において可能となる

ものであり、必要な情報が提供されなかった場合は、少なくとも毎月１回、産業医

の作業場等の巡視を行う必要があること。 

 なお、衛生管理者の巡視が週１回以上実施されない場合等、安衛則第 15 条第１項

関係の法令の規定に違反している場合も、同様に、少なくとも毎月１回、産業医の

作業場等の巡視を行う必要があること。 

  

④ 安衛則第 15 条第１項第１号の「衛生管理者が行う巡視の結果」には、巡視を行っ

た衛生管理者の氏名、巡視の日時、巡視した場所、安衛則第 11 条第１項の「設備、

作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき」と判断した場合における有害事

項及び講じた措置の内容、その他労働衛生対策の推進にとって参考となる事項が含

まれること。 

  

⑤ 衛生委員会等における調査審議の結果として産業医に提供すべきものとしては、

例えば、以下の情報が考えられ、事業場の実情に応じて、適切に定める必要がある

こと。 

イ 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 66 条の９に規定する健康への配慮

が必要な労働者の氏名及びその労働時間数（同条の規定に基づく面接指導の実施

又は面接指導に準ずる措置の対象となる者は、安衛則 52 条の８第２項各号に規

定する者としている。） 

ロ 新規に使用される予定の化学物質・設備名及びこれらに係る作業条件・業務内

容 

ハ 労働者の休業状況 

  

⑥ 産業医の作業場等の巡視頻度を変更しない場合においても、事業者は産業医に対

して、安衛則第 15 条第１項第１号及び第２号の情報を提供することが望ましいこ

と。また、事業者から産業医に対して情報が提供された場合であっても、産業医は、

必要に応じて、他の情報の収集・把握等に努め、事業場における課題等に対応すべ

きであること。 

  

(2) 健康診断結果に基づく医師等からの意見聴取を行う上で必要となる情報の提供（安

衛則第 51 条の２第３項関係） 

 「労働者の業務に関する情報」には、労働者の作業環境、労働時間、作業態様、作

業負荷の状況、深夜業等の回数・時間数等があること。 

  

(3) 産業医に対する長時間労働者に関する情報の提供（安衛則第 52 条の２第３項関係） 

 新たに事業者から産業医に提供されることとなる安衛則第 52 条の２第３項に規定

する情報は、安衛則第 52 条の３第４項に基づく産業医による労働者に対する面接指

導の申出の勧奨のほか、健康相談等で活用することを想定したものであること。なお、
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安衛則第 52 条の２第２項に基づき労働時間を算定し、「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 100 時間を超えた労働者」が

いない場合においても、その旨の情報を産業医に対して提供すること。 

  

 ２ 有機溶剤中毒予防規則等関係 

 「労働者の業務に関する情報」には、特殊健康診断の対象となる有害業務以外の業務

を含む、労働者の作業環境、労働時間、作業態様、作業負荷の状況、深夜業等の回数・

時間数等があること。 

  

Ⅱ 改正告示関係（改正の趣旨及び内容） 

 事業場における治療と職業生活との両立支援対策に関する産業医の的確な関与を促進す

るため、産業医の要件に係る研修及び実習における研修科目及び実習科目の「健康管理」

に関する範囲に「治療と職業生活との両立支援」を追加するものであること。 

 なお、本改正告示の内容等とともに産業保健総合支援センター等における治療と職業生

活との両立支援に関する産業医への研修についても、上記関与の促進に資することから、

都道府県労働局においては、その周知に努めること。 

  

Ⅲ その他（治療と職業生活の両立支援に関する産業医の職務） 

 昭和 63 年９月 16 日付け基発第 602 号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令、ボイ

ラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令及び有機溶剤中毒予防規則等の一部を改

正する省令の施行について」において、安衛則第 14 条第１項第６号の労働者の健康管理に

関することには、疾病管理等が含まれるとしているが、「事業場における治療と職業生活の

両立支援のためのガイドライン」（平成 28 年２月 23 日基発第 0223 第５号等）等を踏まえ

た治療と職業生活の両立支援についてもこれに含まれること。 
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◎「過労死等ゼ口」実現に向けた緊急要請書 

  

平成 29 年 2 月 7日 

事業主団体代表者あて 

  

 厚生労働行政の推進につきまして、日頃よりご理解を賜り感謝申し上げます。 

 平成 26 年 11 月に「過労死等防止対策推進法（平成 26 年法律第 100 号」が施行され、2年

が経過しましたが、平成 27 年度の脳・心臓疾患による労災支給決定件数は 251 件（うち死亡

の決定件数は 96 件）、精神障害による労災支給決定件数は 472 件（うち未遂を含む自殺の決

定件数は 93 件）となっています。 

 また、精神障害による 472 件のうち、時間外労働時間数が月 80 時間以上のものが 192 件で

約 4 割を、未遂を含む自殺による 93 件のうち、時間外労働時間数月 100 時間以上が 55 件で

約 6 割をそれぞれ占めています。いまだに過労自殺など悲劇が繰り返されており、過労死等

ゼロの社会の実現には至っておりません。 

 過労死は決してあってはならないことであり、「過労死等防止対策大綱」に掲げられた「過

労死等ゼロ」を目指すために、国をはじめとする関係当事者が一丸となって、長時間労働の

削減をはじめ、メンタルヘルス対策やパワーハラスメン卜の予防・解決など、働き方の見直

しと職場環境の改善に本気で取り組むことが求められています。 

 貴団体におかれては、これまでも「働き方改革」に向けた取組を行っていただいておりま

すが、長時間労働の削減等について、一層の努力をしていただくよう、改めて下記の事項に

ついて要請します。今回の要請の趣旨を十二分にご理解いただき、貴団体から傘下団体・企

業等への周知・啓発に向けたご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

  

記 

  

１ 時間外・休日労働をさせる場合には、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 36 条に基

づく協定（以下「36 協定」という。）を締結する必要があり、36 協定で定めた延長するこ

とができる時間の範囲を超えて働かせてはならないこと。 

 36 協定に則り時間外・休日労働をさせる場合であっても、時間外・休日労働は必要最少

限にとどめられるべきものであり、36 協定の内容については、時間外労働の限度に関する

基準（平成 10 年労働省告示第 154 号）を踏まえ、過重労働を招くことがないよう適正な水

準とすること。既に 36 協定を締結している場合でも、労働実態も踏まえて、その内容を労

使で検証した上で、時間外・休日労働の削減に向けた取組や 36 協定の見直しなどにより適

正化を図ること。 

 また、過重労働を防止するためには、「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」（平成 29 年 1 月 20 日）（※）に基づき、使用者には労働時間

を適切に管理する責務があり、虚偽の労働時間を賃金台帳に記載した場合等には労働基準

法違反となることを十分認識すること。 

 併せて、同ガイドラインを踏まえ、 

① 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として取り扱わなければならない

こと 
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② やむをえず自己申告により労働時間を把握している場合に、労働者からの自己申告に

より把握した時間と、入退場記録等のデータにより分かった事業場内にいた時間との間

に著しい黍離が生じているときは実態調査を行うこと 

等を徹底すること。 

（※）「労働時間の適正な把援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 日策定）については、厚生労働省ホームページを参照のこと。 

URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/ 

roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html 

２ 経営層が労働者の健康確保措置に関与する体制の構築を図ることが重要であることから、

企業・業界団体のトップ自らがリーダーシップを発揮し、担当役員を選任するなど労働者

の心と体の健康確保を組織的に推進するとともに、働きやすくストレスの少ない職場環境

を整備するため、ストレスチェックを含めたメンタルヘルス対策の取組を推進すること。 

 また、パワーハラスメントに該当すると言われる代表的な 6 つの類型（身体的な攻撃、

精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害）に留意し、

トップからのメッセージの発信、実態の把握、研修の実施、相談窓口の設置など、その予

防や解決に向けた取組を持続的に行うこと。 

 企業にとっても生産性向上等、組織の活性化のためには、働く人々が健康であることが

必要不可欠であり、「健康経営」の観点からも上記の取組による「心の健康づくり」を推進

すること。 

 

３ 長時間労働の一因として、顧客や発注者からの要請等取引上の都合や商慣行が存在する

ことから、他の企業との取引を行うに当たっては下記の事項に配慮すること。 

①週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を

図ること 

②発注内容の頻繁な変更を抑制すること 

③発注の平準化、発注内容の明確化等発注方法の改善を図ること 

  

                        厚生労働大臣 
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◎労働基準関係法令違反に係る公表事案のホームページ掲載について 

  

平成 29 年 3 月 30 日基発 0330 第 11 号 

都道府県労働局長あて  厚生労働省労働基準局長 

  

 平成 28 年 12 月 26 日に開催された第４回長時間労働削減推進本部において、「『過労死等

ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つと

して、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省（以下「本省」という。）及び都道

府県労働局（以下「局」という。）のホームページに一定期間掲載することが決定された。 

 ついては、平成 28 年 10 月１日以降に公表した事案から、下記のとおり、全国統一的に取

扱うこととしたので、その実施に遺漏なきを期されたい。 

記 

１ 掲載する事案 

 本省及び局のホームページに掲載する事案は、以下のとおりとする。 

① 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案（以下「送検事案」という。） 

② 平成 29 年１月 20 日付け基発 0120 第１号「違法な長時間労働や過労死等が複数の事

業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び

企業名の公表について」に基づき、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公

表した事案（以下「局長指導事案」という。） 

  

２ 掲載する内容 

 本省及び局のホームページに掲載する内容は、以下のとおりとする。 

① 企業・事業場名称 

② 所在地 

③ 公表日 

④ 違反法条項 

⑤ 事案概要 

⑥ その他参考事項 

  

３ 掲載時期及び掲載期間 

⑴ 局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲

載するものとする。 

⑵ 本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省の

ホームページに掲載するものとする。 

⑶ 掲載期間は、公表日から概ね１年間とし、公表日から１年が経過し最初に到来する月

末にホームページから削除するものとする。 

 ただし、公表日から概ね１年以内であっても、 

① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 

② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 

については、速やかにホームページから削除するものとする。 
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◎働き方改革実行計画（抄） 

  

平成 29 年３月 28 日 

働き方改革実現会議決定 

  

１．働く人の視点に立った働き方改革の意義 

（１）経済社会の現状 

 ４年間のアベノミクス（大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長

戦略）は、大きな成果を生み出した。名目 GDP は 47 兆円増加し、９％成長した。長らく言

葉すら忘れられていたベースアップが４年連続で実現しつつある。有効求人倍率は 25 年

ぶりの高い水準となり、史上初めて 47 全ての都道府県で１倍を超えた。正規雇用も一昨年

増加に転じ、26 か月連続で前年を上回る勢いである。格差を示す指標である相対的貧困率

が足元で減少しており、特に調査開始以来一貫して増加していた子供の相対的貧困率は初

めて減少に転じた。日本経済はデフレ脱却が見えてきており、実質賃金は増加傾向にある。 

 他方、個人消費や設備投資といった民需は、持ち直しつつあるものの、足踏みがみられ

る。我が国の経済成長の隘
あい

路
ろ

の根本には、少子高齢化、生産年齢人口減少すなわち人口問

題という構造的な問題に加え、イノベーションの欠如による生産性向上の低迷、革新的技

術への投資不足がある。日本経済の再生を実現するためには、投資やイノベーションの促

進を通じた付加価値生産性の向上と、労働参加率の向上を図る必要がある。そのためには、

誰もが生きがいを持って、その能力を最大限発揮できる社会を創ることが必要である。一

億総活躍の明るい未来を切り拓くことができれば、少子高齢化に伴う様々な課題も克服可

能となる。家庭環境や事情は、人それぞれ異なる。何かをやりたいと願っても、画一的な

労働制度、保育や介護との両立困難など様々な壁が立ちはだかる。こうした壁を一つひと

つ取り除く。これが、一億総活躍の国創りである。 

  

（２）今後の取組の基本的考え方 

 日本経済再生に向けて、最大のチャレンジは働き方改革である。「働き方」は「暮らし方」

そのものであり、働き方改革は、日本の企業文化、日本人のライフスタイル、日本の働く

ということに対する考え方そのものに手を付けていく改革である。多くの人が、働き方改

革を進めていくことは、人々のワーク・ライフ・バランスにとっても、生産性にとっても

好ましいと認識しながら、これまでトータルな形で本格的改革に着手することができてこ

なかった。その変革には、社会を変えるエネルギーが必要である。 

 安倍内閣は、一人ひとりの意思や能力、そして置かれた個々の事情に応じた、多様で柔

軟な働き方を選択可能とする社会を追求する。働く人の視点に立って、労働制度の抜本改

革を行い、企業文化や風土を変えようとするものである。 

 改革の目指すところは、働く方一人ひとりが、より良い将来の展望を持ち得るようにす

ることである。多様な働き方が可能な中において、自分の未来を自ら創っていくことがで

きる社会を創る。意欲ある方々に多様なチャンスを生み出す。 

 日本の労働制度と働き方には、労働参加、子育てや介護等との両立、転職・再就職、副

業・兼業など様々な課題があることに加え、労働生産性の向上を阻む諸問題がある。「正規」、

「非正規」という２つの働き方の不合理な処遇の差は、正当な処遇がなされていないという

気持ちを「非正規」労働者に起こさせ、頑張ろうという意欲をなくす。これに対し、正規
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と非正規の理由なき格差を埋めていけば、自分の能力を評価されていると納得感が生じる。

納得感は労働者が働くモチベーションを誘引するインセンティブとして重要であり、それ

によって労働生産性が向上していく。また、長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事

と家庭生活との両立を困難にし、少子化の原因や、女性のキャリア形成を阻む原因、男性

の家庭参加を阻む原因になっている。これに対し、長時間労働を是正すれば、ワーク・ラ

イフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり、労働参加率の向上に結

びつく。経営者は、どのように働いてもらうかに関心を高め、単位時間（マンアワー）当

たりの労働生産性向上につながる。さらに、単線型の日本のキャリアパスでは、ライフス

テージに合った仕事の仕方を選択しにくい。これに対し、転職が不利にならない柔軟な労

働市場や企業慣行を確立すれば、労働者が自分に合った働き方を選択して自らキャリアを

設計できるようになり、付加価値の高い産業への転職・再就職を通じて国全体の生産性の

向上にもつながる。 

 働き方改革こそが、労働生産性を改善するための最良の手段である。生産性向上の成果

を働く人に分配することで、賃金の上昇、需要の拡大を通じた成長を図る「成長と分配の

好循環」が構築される。個人の所得拡大、企業の生産性と収益力の向上、国の経済成長が

同時に達成される。すなわち、働き方改革は、社会問題であるとともに、経済問題であり、

日本経済の潜在成長力の底上げにもつながる、第三の矢・構造改革の柱となる改革である。 

 雇用情勢が好転している今こそ、働き方改革を一気に進める大きなチャンスである。政

労使が正に３本の矢となって一体となって取り組んでいくことが必要である。多様かつ柔

軟な働き方が選択可能となるよう、社会の発想や制度を大きく転換しなければならない。

世の中から「非正規」という言葉を一掃していく。そして、長時間労働を自慢するかのよ

うな風潮が蔓延・常識化している現状を変えていく。さらに、単線型の日本のキャリアパ

スを変えていく。 

 人々が人生を豊かに生きていく。中間層が厚みを増し、消費を押し上げ、より多くの方

が心豊かな家庭を持てるようになる。そうなれば、日本の出生率は改善していく。働く人々

の視点に立った働き方改革を、着実に進めていく。 

  

（３）本プランの実行 

 （コンセンサスに基づくスピードと実行） 

 働き方改革実現会議は、総理が自ら議長となり、労働界と産業界のトップと有識者が集

まって、これまでよりレベルを上げて議論する場として設置された。同一労働同一賃金の

実現に向けて、有識者の検討報告を経てガイドライン案を提示し、これを基に法改正の在

り方について議論を行った。長時間労働の是正については、上限規制等についての労使合

意を経て、政労使による提案がなされるに至った。さらに全体で９つの分野について、具

体的な方向性を示すための議論が行われた。本実行計画はその成果である。働く方の実態

を最もよく知っている労働側と使用者側、さらには他の有識者も含め合意形成をしたもの

である。 

 労働界、産業界等はこれを尊重し、労働政策審議会において本実行計画を前提にスピー

ド感を持って審議を行い、政府は関係法律案等を早期に国会に提出することが求められる。 

 スピードと実行が重要である。なかでも罰則付きの時間外労働の上限規制は、これまで

長年、労働政策審議会で議論されてきたものの、結論を得ることができなかった、労働基

準法 70 年の歴史の中で歴史的な大改革である。今般、労働界と産業界が合意できたことは
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画期的なことであり、いまこそ政労使が、必ずやり遂げるという強い意志を持って法制化

に取り組んでいかなければならない。 

  

 （ロードマップに基づく長期的かつ継続的な取組） 

 働き方改革の実現に向けては、前述の基本的考え方に基づき、改革のモメンタムを絶や

すことなく、長期的かつ継続的に実行していくことが必要である。働き方改革の基本的な

考え方と進め方を示し、その改革実現の道筋を確実にするため、法制面も含め、その所期

の目的達成のための政策手段について検討する。また、最も重要な課題をロードマップに

おいて示し、重点的に推進する。 

 さらに、労使など各主体が、経済社会の担い手として新たな行動に踏み出すことが不可

欠である。特に、国民一人ひとりの経済活動・社会生活に強い影響力がある企業には、積

極的な取組が期待される。 

  

 （フォローアップと施策の見直し） 

 また、本実行計画で決定したロードマップの進捗状況については、継続的に実施状況を

調査し、施策の見直しを図る。このため、本実行計画決定を機に、働き方改革実現会議を

改組して同一の構成員からなる働き方改革フォローアップ会合を設置し、フォローアップ

を行うこととする。 

  

２．同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善 

（１）同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備 

 （基本的考え方） 

 我が国の非正規雇用労働者は、現在、全雇用者の４割を占めている。不本意ながら非正

規の職に就いている方の割合はここ数年低下しているが、特に女性では結婚、子育てなど

もあって、30 代半ば以降自ら非正規雇用を選択している方が多い。非正規雇用で働く方の

待遇を改善し、女性や若者などの多様な働き方の選択を広げていく必要がある。これは、

デフレで傷んだ中間層を再興し、ますます希少となってくる人材を社会全体で育て、１人

ひとりに自己実現の道を切り開くことにもなる。非正規雇用の割合が高いシングルマザー

や単身女性の貧困問題の解決のためにも重要である。 

 同一労働同一賃金の導入は、仕事ぶりや能力が適正に評価され、意欲をもって働けるよ

う、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と非

正規雇用労働者（有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不合理な待

遇差の解消を目指すものである。賃金等の処遇は労使によって決定されることが基本であ

るが、我が国においては正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間には欧州と比較して大き

な処遇差がある。同一労働同一賃金の考え方が広く普及しているといわれる欧州の実態も

参考としながら、我が国の労働市場全体の構造に応じた政策とすることが重要である。 

 我が国の場合、基本給をはじめ、賃金制度の決まり方が様々な要素が組み合わされてい

る場合も多いため、同一労働同一賃金の実現に向けて、まずは、各企業において、職務や

能力等の明確化とその職務や能力等と賃金等の待遇との関係を含めた処遇体系全体を労使

の話し合いによって、それぞれ確認し、非正規雇用労働者を含む労使で共有することが肝

要である。 

 同一労働同一賃金の実現に向けては、各企業が非正規雇用労働者を含む労使の話し合い
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によって、職務や能力等の内容の明確化とそれに基づく公正な評価を推進し、それに則っ

た賃金制度など処遇体系全体を可能な限り速やかに構築していくことが望まれる。その際、

ベンチャーや中小企業については、職務内容が複層的又は流動的であることも勘案し、労

使の話し合いにより処遇体系に工夫をしていくことが望ましい。 

 職務や能力等の明確化と公正な評価については、法制度のみでなく、年功ではなく能力

で評価する人事システムを導入する企業への支援や、様々な仕事に求められる知識・能力・

技術といった職業情報の提供、技能検定やジョブカード等による職業能力評価制度の整備

などの関連施策と連携して推進を図っていく。 

 このような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解消の取組を通

じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を

自由に選択できるようにし、我が国から「非正規」という言葉を一掃することを目指す。 

  

 （同一労働同一賃金のガイドライン） 

 何が不合理な待遇差なのか、具体的に定めることが重要である。 

 政府が示した同一労働同一賃金のガイドライン案（別添１（添付省略））は、正規か非正

規かという雇用形態に関わらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向

けて策定したものである。その対象は、基本給、昇給、ボーナス、各種手当といった賃金

にとどまらず、教育訓練や福利厚生もカバーしている。原則となる考え方を示すとともに、

中小企業の方にもわかりやすいよう、典型的な事例として整理できるものについては、問

題とならない例、問題となる例として、事例も多く取り入れている。ガイドライン案に記

載していない待遇を含め、不合理な待遇差の是正を求める労働者が裁判で争えるよう、そ

の根拠となる法律を整備する。 

  

（図１：同一労働同一賃金のガイドライン案の構造） 

 

 

 今後、本ガイドライン案を基に、法改正の立案作業を進める。ガイドライン案について

は、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定し、改正法の

施行日に施行することとする。 

 また、本ガイドライン案は、同一の企業・団体における、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を是正することを目的としているため、正規雇用労働者と非

正規雇用労働者の間に実際に待遇差が存在する場合に参照されることを目的としている。

このため、そもそも客観的にみて待遇差が存在しない場合については、本ガイドライン案
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は対象としていない。 

 ガイドライン案の概要は、以下のとおりである。 

  

① 基本給の均等・均衡待遇の確保 

 基本給が、職務に応じて支払うもの、職業能力に応じて支払うもの、勤続に応じて支払

うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照

らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を求める。すなわ

ち、均衡だけでなく、均等にも踏み込んだものとしている。 

 昇給についても、勤続による職業能力の向上に応じて行おうとする場合には、同様の職

業能力の向上には同一の、違いがあれば違いに応じた昇給を求める。 

  

② 各種手当の均等・均衡待遇の確保 

 ボーナス（賞与）について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合、同

一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を求める。 

 役職手当についても、役職の内容、責任の範囲・程度に対して支給しようとする場合、

同一の役職・責任には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を求める。 

 そのほか、業務の危険度等に応じて支給される特殊作業手当、交代制勤務などに応じて

支給される特殊勤務手当、所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給さ

れる時間外労働手当の割増率、深夜・休日労働を行った場合に支給される深夜・休日労働

手当の割増率、通勤手当・出張旅費、勤務時間内に食事時間が挟まれている際の食事手当、

同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で働くことに対する補償として

支給する地域手当等については、同一の支給を求める。 

 なお、基本給や各種手当といった賃金に差がある場合において、その要因として賃金の

決定基準・ルールの違いがあるときは、「無期雇用フルタイム労働者と有期雇用労働者又は

パートタイム労働者は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが異なる」

という主観的・抽象的説明に終始しがちであるが、これでは足りず、職務内容、職務内容・

配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理なものであっ

てはならない。 

  

③ 福利厚生や教育訓練の均等・均衡待遇の確保 

 食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合

の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・

付与を求める。 

 病気休職については、無期雇用パートタイム労働者には無期雇用フルタイム労働者と同

一の、有期雇用労働者にも労働契約の残存期間については同一の付与を求める。 

 法定外年休・休暇については、勤続期間に応じて認めている場合には、同一の勤続期間

であれば同一の付与を求め、特に有期労働契約を更新している場合には、当初の契約期間

から通算した期間を勤続期間として算定することを要することとする。 

 教育訓練については、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施しようとす

る場合、同一の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた実施を行わなければ

ならない。 
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④ 派遣労働者の取扱 

 派遣元事業者は派遣労働者に対し、派遣先の労働者と職務内容、職務内容・配置の変更

範囲、その他の事情が同一であれば同一の、違いがあれば違いに応じた賃金の支給、福利

厚生、教育訓練の実施が求められる。 

  

 （法改正の方向性） 

 職務内容、職務の成果・能力・経験等に対する正規雇用労働者とパートタイム労働者・

有期雇用労働者・派遣労働者を通じた公正な評価・待遇決定の推進や、そうした公正な待

遇の決定が、労働者の能力の有効な発揮等を通じ、経済及び社会の発展に寄与するもので

ある等の大きな理念を明らかにした上で、ガイドライン案の実効性を担保するため、裁判

（司法判断）で救済を受けることができるよう、その根拠を整備する法改正を行う。 

 具体的には、パートタイム労働法 1
、労働契約法

2
、及び労働者派遣法

3
の改正を図るこ

ととし、その改正事項の概要は、以下のとおりとする。 

  

① 労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備 

 現行制度では、均等待遇の規定は、有期雇用労働者については規制がない。 

また、派遣労働者については、均等待遇だけでなく、均衡待遇についても規制がない。 

 この状況を改めるため、有期雇用労働者について、均等待遇を求める法改正を行う。ま

た、派遣労働者について、均等待遇及び均衡待遇を求める法改正を行う。さらに、パート

タイム労働者も含めて、均衡待遇の規定について、明確化を図る。 

  

② 労働者に対する待遇に関する説明の義務化 

 裁判上の立証責任を労使のどちらが負うかという議論もあるが、訴訟においては、訴え

る側・訴えられる側がそれぞれの主張を立証していくことになることは当然である。不合

理な待遇差の是正を求める労働者が、最終的には、実際に裁判で争えるような実効性ある

法制度となっているか否かが重要である。企業側しか持っていない情報のために、労働者

が訴訟を起こせないといったことがないようにしなければならない。この点は、訴訟に至

らずとも、労使の話合いの際に労働者が不利になることのないようにするためにも重要で

ある。 

 現行制度では、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者のいずれに対しても、

比較対象となる正規雇用労働者との待遇差に関する説明義務が事業者に課されていない。

また、有期契約労働者については、待遇に関する説明義務自体も事業者に課されていない。 

 今般の法改正においては、事業者は、有期雇用労働者についても、雇入れ時に、労働者

に適用される待遇の内容等の本人に対する説明義務を課する。また、雇入れ後に、事業者

は、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者の求めに応じ、比較対象となる労

働者との待遇差の理由等についての説明義務を課する。 

  

③ 行政による裁判外紛争解決手続の整備 

 不合理な待遇差の是正を求める労働者にとって、最終的に裁判で争えることを保障する

 
1
 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年６月 18 日法律第 76 号） 

2
 労働契約法（平成 19 年 12 月５日法律第 128 号） 

3
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年７月５日法律第 88 号） 
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法制度を整備するが、実際に裁判に訴えるとすると経済的負担を伴う。 

 このため、裁判外紛争解決手段（行政 ADR）を整備し、均等・均衡待遇を求める当事者が

身近に、無料で利用できるようにする。 

  

④ 派遣労働者に関する法整備 

 派遣元事業者は、派遣先労働者の賃金水準等の情報が無ければ、派遣労働者の派遣先労

働者との均等・均衡待遇の確保義務を履行できない。このため、派遣先事業者に対し、派

遣先労働者の賃金等の待遇に関する情報を派遣元事業者に提供する義務などの規定を整備

する。 

 一方、派遣労働者については、同一労働同一賃金の適用により、派遣先が変わるごとに

賃金水準が変わることで不安定となり、派遣元事業者による段階的・体系的な教育訓練等

のキャリアアップ支援と不整合な事態を招くこともありうる。このため、ドイツでは、労

働協約を締結することで同一労働同一賃金の適用を除外している。しかしながら単に労使

の合意のみに委ねると、同一労働同一賃金の実効性を担保できない恐れがある。このため、

派遣労働者として十分に保護が図られている場合として以下の３要件を満たす労使協定を

締結した場合については、派遣先労働者との均等・均衡待遇を求めないこととする。この

場合でも、単に要件を満たす労使協定を締結することだけでは足りず、３要件を満たす形

で協定が実際に履行されていることが求められる。 

＜１＞同種業務の一般の労働者の賃金水準と同等以上であること。 

＜２＞派遣労働者のキャリア形成を前提に能力を適切に評価して賃金に反映させてい

くこと。 

＜３＞賃金以外の待遇について派遣元事業者に雇われている正規雇用労働者の待遇と

比較して不合理でないこと。 

  

（２）法改正の施行に当たって 

 （法施行までの準備期間の確保） 

 中小企業を含め、本制度改正は企業活動に与える影響が大きいものとなるため、施行に

当たっては、周知を徹底するとともに、十分な法施行までの準備期間を確保する。 

  

 （説明会の開催や相談窓口の整備などの支援） 

 同一労働同一賃金の法改正の施行に当たっては、説明会の開催や情報提供・相談窓口の

整備等を図り、中小企業等の実情も踏まえ労使双方に丁寧に対応することを求める。 

 また、不本意非正規労働者の正社員化や賃金引上げを支援するとともに、賃金だけでな

く諸手当を含めた待遇制度の正規・非正規共通化などに取り組む企業への支援の仕組みを

創設する。 

  

３．賃金引上げと労働生産性向上 

（１）企業への賃上げの働きかけや取引条件の改善 

 アベノミクスの三本の矢の政策によって、デフレではないという状況を作り出す中で、

企業収益は過去最高となっている。過去最高の企業収益を継続的に賃上げに確実につなげ、

近年低下傾向にある労働分配率を上昇させ、経済の好循環をさらに確実にすることにより

総雇用者所得を増加させていく。 
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 このため、最低賃金については、年率３％程度を目途として、名目 GDP 成長率にも配慮

しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が 1000 円になることを目指す。このよ

うな最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等のための支援

や取引条件の改善を図る。 

 また、中小・小規模事業者の取引条件を改善するため、50 年ぶりに、下請代金の支払い

について通達を見直した。これまで下請事業者の資金繰りを苦しめてきた手形払いの慣行

を断ち切り、現金払いを原則とする。近年の下請けいじめの実態を踏まえ、下請法の運用

基準を 13 年ぶりに抜本改定した。今後、厳格に運用し、下請け取引の条件改善を進める。

産業界には、これを踏まえた自主行動計画に基づく取組の着実な実施を求めていく。この

フォローアップのため、全国に配置する下請けＧメン（取引調査員）による年間 2,000 件

以上のヒアリング調査などにより、改善状況を把握し、課題が確認されれば、自主行動計

画の見直し要請など、必要な対応を検討し、実施する。 

  

（２）生産性向上支援など賃上げしやすい環境の整備 

 賃上げに積極的な企業等を後押しするため、税制、予算措置など賃上げの環境整備に取

り組む。具体的には、賃上げに積極的な事業者を、税額控除の拡充により後押しする。ま

た、生産性向上に資する人事評価制度や賃金制度を整備し、生産性向上と賃上げを実現し

た企業への助成制度を創設する。 

 さらに、生産性向上に取り組む企業等への支援を充実させるため、雇用保険法を改正し

て雇用安定事業と能力開発事業の理念に生産性向上に資することを追加するとともに、雇

用関係助成金に生産性要件を設定し、金融機関との連携強化を図るなどの改革を行う。 

  

４．罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正 

 （基本的考え方） 

 我が国は欧州諸国と比較して労働時間が長く、この 20 年間フルタイム労働者の労働時

間はほぼ横ばいである。仕事と子育てや介護を無理なく両立させるためには、長時間労働

を是正しなければならない。働く方の健康の確保を図ることを大前提に、それに加え、マ

ンアワー当たりの生産性を上げつつ、ワーク・ライフ・バランスを改善し、女性や高齢者

が働きやすい社会に変えていく。 

 長時間労働の是正については、いわゆる３６協定でも超えることができない、罰則付き

の時間外労働の限度を具体的に定める法改正が不可欠である。 

 他方、労働基準法は、最低限守らなければならないルールを決めるものであり、企業に

対し、それ以上の長時間労働を抑制する努力が求められることは言うまでもない。長時間

労働は、構造的な問題であり、企業文化や取引慣行を見直すことも必要である。「自分の若

いころは、安月給で無定量・無際限に働いたものだ。」と考える方も多数いるかもしれない

が、かつての「モーレツ社員」という考え方自体が否定される日本にしていく。労使が先

頭に立って、働き方の根本にある長時間労働の文化を変えることが強く期待される。 

  

 （法改正の方向性） 

 現行の時間外労働の規制では、いわゆる３６協定で定める時間外労働の限度を厚生労働

大臣の限度基準告示 4
で定めている。ここでは、３６協定で締結できる時間外労働の上限

を、原則、月 45 時間以内、かつ年 360 時間以内と定めているが、罰則等による強制力がな
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い上、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して特別条項を設けることで、

上限無く時間外労働が可能となっている。 

 今回の法改正は、まさに、現行の限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を

持たせるとともに、従来、上限無く時間外労働が可能となっていた臨時的な特別の事情が

ある場合として労使が合意した場合であっても、上回ることのできない上限を設定するも

のである。 

 すなわち、現行の告示を厳しくして、かつ、法律により強制力を持たせたものであり、

厳しいものとなっている。 

 労働基準法 5
の改正の方向性は、日本労働組合総連合会、日本経済団体連合会の両団体

が時間外労働の上限規制等に関して別添２のとおり労使合意したことを踏まえて、以下の

とおりとする。 

  

 （時間外労働の上限規制） 

 週 40 時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則として、月 45 時間、かつ、

年 360 時間とし、違反には以下の特例の場合を除いて罰則を課す。特例として、臨時的な

特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回るこ

とができない時間外労働時間を年 720 時間（＝月平均 60 時間）とする。かつ、年 720 時間

以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない

上限を設ける。 

 この上限について、①２か月、３か月、４か月、５か月、６か月の平均で、いずれにお

いても、休日労働を含んで、80 時間以内を満たさなければならないとする。②単月では、

休日労働を含んで 100 時間未満を満たさなければならないとする。③加えて、時間外労働

の限度の原則は、月 45 時間、かつ、年 360 時間であることに鑑み、これを上回る特例の適

用は、年半分を上回らないよう、年 6回を上限とする。 

 他方、労使が上限値までの協定締結を回避する努力が求められる点で合意したことに鑑

み、さらに可能な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労働基準法に指針を定める

規定を設けることとし、行政官庁は、当該指針に関し、使用者及び労働組合等に対し、必

要な助言・指導を行えるようにする。 

  

 （パワーハラスメント対策、メンタルヘルス対策） 

 労働者が健康に働くための職場環境の整備に必要なことは、労働時間管理の厳格化だけ

ではない。上司や同僚との良好な人間関係づくりを併せて推進する。このため、職場のパ

ワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う。

併せて、過労死等防止対策推進法 6
に基づく大綱においてメンタルヘルス対策等の新たな

目標を掲げることを検討するなど、政府目標を見直す。 

  

 （勤務間インターバル制度） 

 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
7
を改正し、事業者は、前日の終業時刻と

 
4
 労働基準法第 36 条第１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 

5
 労働基準法（昭和 22 年４月７日法律第 49 号） 

6
 過労死等防止対策推進法（平成 26 年６月 27 日法律第 100 号） 

7
 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成４年７月２日法律第 90 号） 
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翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を課し、

制度の普及促進に向けて、政府は労使関係者を含む有識者検討会を立ち上げる。また、政

府は、同制度を導入する中小企業への助成金の活用や好事例の周知を通じて、取り組みを

推進する。 

  

 （法施行までの準備期間の確保） 

 中小企業を含め、急激な変化による弊害を避けるため、十分な法施行までの準備時間を

確保する。 

  

（見直し） 

 政府は、法律の施行後５年を経過した後適当な時期において、改正後の労働基準法等の

実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直

しを行うものとする。 

 

 （現行の適用除外等の取扱） 

 現行制度で適用除外となっているものの取り扱いについては、働く人の視点に立って働

き方改革を進める方向性を共有したうえで、実態を踏まえて対応の在り方を検討する必要

がある。 

 自動車の運転業務については、現行制度では限度基準告示の適用除外とされている。そ

の特殊性を踏まえ、拘束時間の上限を定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための

基準」で自動車運送事業者への監督を行っているが、限度基準告示の適用対象となってい

る他業種と比べて長時間労働が認められている。これに対し、今回は、罰則付きの時間外

労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の５年後に、年 960 時間（＝月平

均 80 時間）以内の規制を適用することとし、かつ、将来的には一般則の適用を目指す旨の

規定を設けることとする。５年後の施行に向けて、荷主を含めた関係者で構成する協議会

で労働時間の短縮策を検討するなど、長時間労働を是正するための環境整備を強力に推進

する。 

 建設事業については、限度基準告示の適用除外とされている。これに対し、今回は、罰

則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の５年後に、罰則

付き上限規制の一般則を適用する（ただし、復旧・復興の場合については、単月で 100 時

間未満、２か月ないし６か月の平均で 80 時間以内の条件は適用しない）。併せて、将来的

には一般則の適用を目指す旨の規定を設けることとする。５年後の施行に向けて、発注者

の理解と協力も得ながら、労働時間の段階的な短縮に向けた取組を強力に推進する。 

 医師については、時間外労働規制の対象とするが、医師法に基づく応召義務等の特殊性

を踏まえた対応が必要である。具体的には、改正法の施行期日の５年後を目途に規制を適

用することとし、医療界の参加の下で検討の場を設け、質の高い新たな医療と医療現場の

新たな働き方の実現を目指し、２年後を目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策

等について検討し、結論を得る。 

 新技術、新商品等の研究開発の業務については、現行制度では適用除外とされている。

これについては、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の

研究開発の業務の特殊性が存在する。このため、医師による面接指導、代替休暇の付与な

ど実効性のある健康確保措置を課すことを前提に、現行制度で対象となっている範囲を超
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えた職種に拡大することのないよう、その対象を明確化した上で適用除外とする。 

  

 （事前に予測できない災害その他事項の取扱） 

 突発的な事故への対応を含め、事前に予測できない災害その他避けることのできない事

由については、労働基準法第 33 条による労働時間の延長の対象となっており、この措置は

継続する。措置の内容については、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応や大

規模なリコールへの対応なども含まれていることを解釈上、明確化する。 

  

 （取引条件改善など業種ごとの取組の推進） 

 取引関係の弱い中小企業等は、発注企業からの短納期要請や、顧客からの要求などに応

えようとして長時間労働になりがちである。商慣習の見直しや取引条件の適正化を、一層

強力に推進する。 

 自動車運送事業については、関係省庁横断的な検討の場を設け、IT の活用等による生産

性の向上、多様な人材の確保・育成等の長時間労働を是正するための環境を整備するため

の関連制度の見直しや支援措置を行うこととし、行動計画を策定・実施する。特にトラッ

ク運送事業においては、事業者、荷主、関係団体等が参画して実施中の実証事業を踏まえ

てガイドラインを策定するとともに、関係省庁と連携して、①下請取引の改善等取引条件

を適正化する措置、②複数のドライバーが輸送行程を分担することで短時間勤務を可能に

する等生産性向上に向けた措置や③荷待ち時間の削減等に対する荷主の協力を確保するた

めに必要な措置、支援策を実施する。 

 建設業については、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休２日の推進等の休日

確保など、民間も含めた発注者の理解と協力が不可欠であることから、発注者を含めた関

係者で構成する協議会を設置するとともに、制度的な対応を含め、時間外労働規制の適用

に向けた必要な環境整備を進め、あわせて業界等の取組に対し支援措置を実施する。また、

技術者・技能労働者の確保・育成やその活躍を図るため制度的な対応を含めた取組を行う

とともに、施工時期の平準化、全面的な ICT の活用、書類の簡素化、中小建設企業への支

援等により生産性の向上を進める。 

 IT 産業については、平均時間外労働時間を１日１時間以内にするといった業界団体等に

よる数値目標を政府がフォローアップし、長時間労働是正の取組を促す。 

  

 （企業本社への監督指導等の強化） 

 過重労働撲滅のための特別チーム（かとく）による重大案件の捜査などを進めるととも

に、企業トップの責任と自覚を問うため、違法な長時間労働等が複数事業場で認められた

企業などには、従来の事業場単位だけではなく、企業本社への立ち入り調査や、企業幹部

に対するパワハラ対策を含めた指導を行い、全社的な改善を求める。また、企業名公表制

度について、複数事業場で月 80 時間超の時間外労働違反がある場合などに拡大して強化

する。 

  

 （意欲と能力ある労働者の自己実現の支援） 

 創造性の高い仕事で自律的に働く個人が、意欲と能力を最大限に発揮し、自己実現をす

ることを支援する労働法制が必要である。現在国会に提出中の労働基準法改正法案に盛り

込まれている改正事項は、長時間労働を是正し、働く方の健康を確保しつつ、その意欲や
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能力を発揮できる新しい労働制度の選択を可能とするものである。 

 具体的には、中小企業における月 60 時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直しや

年次有給休暇の確実な取得などの長時間労働抑制策とともに、高度プロフェッショナル制

度の創設や企画業務型裁量労働制の見直しなどの多様で柔軟な働き方の実現に関する法改

正である。この法改正について、国会での早期成立を図る。 

  

５．柔軟な働き方がしやすい環境整備 

 テレワークは、時間や空間の制約にとらわれることなく働くことができるため、子育て、

介護と仕事の両立の手段となり、多様な人材の能力発揮が可能となる。副業や兼業は、新

たな技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、そして第２の人生の準備として

有効である。我が国の場合、テレワークの利用者、副業・兼業を認めている企業は、いま

だ極めて少なく、その普及を図っていくことは重要である。 

 他方、これらの普及が長時間労働を招いては本末転倒である。労働時間管理をどうして

いくかも整理する必要がある。ガイドラインの制定など実効性のある政策手段を講じて、

普及を加速させていく。 

  

（１）雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援 

 事業者と雇用契約を結んだ労働者が自宅等で働くテレワークを「雇用型テレワーク」と

いう。近年、モバイル機器が普及し、自宅で働く形態だけでなく、サテライトオフィス勤

務やモバイル勤務といった新たな形態のテレワークが増加している。このような実態に合

わせ、これまでは自宅での勤務に限定されていた雇用型テレワークのガイドラインを改定

し、併せて、長時間労働を招かないよう、労働時間管理の仕方も整理する。 

 具体的には、在宅勤務形態だけでなく、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を、雇

用型テレワーク普及に向けた活用方法として追加する。 

 テレワークの導入に当たっては、労働時間の管理を適切に行うことが必要であるが、育

児や介護などで仕事を中抜けする場合の労働時間の取扱や、半日だけテレワークする際の

移動時間の取扱方法が明らかにされていない。このため、企業がテレワークの導入に躊躇

することがないよう、フレックスタイム制や通常の労働時間制度における中抜け時間や移

動時間の取扱や、事業場外みなし労働時間制度を活用できる条件などを具体的に整理する

など、その活用方法について、働く実態に合わせて明確化する。 

 また、長時間労働を防止するため、深夜労働の制限や深夜・休日のメール送付の抑制等

の対策例を推奨する。 

 あわせて、Wi-fi やクラウド環境、スマートフォンやタブレットの普及など近年の ICT

利用環境の進展や、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務の実態を踏まえ、テレワーク

導入時に必要なセキュリティ面の対応に関するガイドラインについても改定する。 

 さらに、国家戦略特区により、テレワーク導入企業に対するワンストップの相談支援を

実施する。育児中の者、障害者を対象にしたモデル事業等を実施するとともに、よりテレ

ワークを活用しやすくなるよう、労働時間管理及び健康管理の在り方を含めた推進方策に

ついて広く検討する。加えて、国民運動としてテレワークを推進する方策を関係府省が連

携して検討し、実施する。 
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（２）非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援 

 事業者と雇用契約を結ばずに仕事を請け負い、自宅等で働くテレワークを「非雇用型テ

レワーク」という。インターネットを通じた仕事の仲介事業であるクラウドソーシングが

急速に拡大し、雇用契約によらない働き方による仕事の機会が増加している。こうした非

雇用型テレワークの働き手は、仕事内容の一方的な変更やそれに伴う過重労働、不当に低

い報酬やその支払い遅延、提案形式で仮納品した著作物の無断転用など、発注者や仲介事

業者との間で様々なトラブルに直面している。 

 非雇用型テレワークを始めとする雇用類似の働き方が拡大している現状に鑑み、その実

態を把握し、政府は有識者会議を設置し法的保護の必要性を中長期的課題として検討する。 

 また、仲介事業者を想定せず、働き手と発注者の相対契約を前提としている現行の非雇

用型テレワークの発注者向けガイドラインを改定し、仲介事業者が一旦受注して働き手に

再発注する際にも当該ガイドラインを守るべきことを示すとともに、契約文書のない軽易

な取引や著作物の仮納品が急増しているなどクラウドソーシングの普及に伴うトラブルの

実態を踏まえ、仲介手数料や著作権の取扱の明示など、仲介事業者に求められるルールを

明確化し、その周知徹底及び遵守を図る。 

 加えて、働き手へのセーフティネットの整備や教育訓練等の支援策について、官民連携

した方策を検討し実施する。 

  

（３）副業・兼業の推進に向けたガイドラインや改定版モデル就業規則の策定 副業・兼業を

希望する方は、近年増加している一方で、これを認める企業は少ない。労働者の健康確保に

留意しつつ、原則副業・兼業を認める方向で、副業・兼業の普及促進を図る。 

 副業・兼業のメリットを示すと同時に、これまでの裁判例や学説の議論を参考に、就業

規則等において本業への労務提供や事業運営、会社の信用・評価に支障が生じる場合等以

外は合理的な理由なく副業・兼業を制限できないことをルールとして明確化するとともに、

長時間労働を招かないよう、労働者が自ら確認するためのツールの雛形や、企業が副業・

兼業者の労働時間や健康をどのように管理すべきかを盛り込んだガイドラインを策定し、

副業・兼業を認める方向でモデル就業規則を改定する。 

 また、副業・兼業を通じた創業・新事業の創出や中小企業の人手不足対応について、多

様な先進事例の周知啓発を行う。 

 さらに、複数の事業所で働く方の保護等の観点や副業・兼業を普及促進させる観点から、

雇用保険及び社会保険の公平な制度の在り方、労働時間管理及び健康管理の在り方、労災

保険給付の在り方について、検討を進める。 

  

６．女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備 

（１）女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援などの充実 

 我が国では正社員だった女性が育児で一旦離職すると、復職や再就職を目指す際に、過

去の経験、職業能力を活かせない職業に就かざるを得ないことが、労働生産性の向上の点

でも問題を生じさせている。大学等における職務遂行能力向上に資するリカレント教育を

受け、その後再就職支援を受けることで、一人ひとりのライフステージに合った仕事を選

択しやすくする。 

 このため、雇用保険法 8 を改正し、職場で求められるスキルに直結する専門教育講座の

受講費用に対する教育訓練給付を拡充する。給付率は、最大で６割だったものを７割にす
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る。上限額は、年間 48 万円だったものを 56 万円に引き上げる。給付を受けられる期間は、

子育てによる離職後４年までだったものを 10 年までに延長する。これまで離職後１か月

以内に必要とされていた受給期間の延長手続きをしなければならない制度を、直ちに廃止

する。 

 多様なスキルを習得・評価する機会を増やし、きめ細かく再就職を支援するため、子供

を保育園に預けながら受けられる教育訓練を拡大するとともに、土日・夜間、e-ラーニン

グ、短時間でも受講できる大学等の女性リカレント教育講座を開拓し、全国に展開する。

この際、企業と連携したインターンシップや、育児と両立しやすい求人情報がマザーズハ

ローワークから大学に届く仕組みにより、大学の再就職支援機能を強化する。 

 また、民間企業における１人当たりの教育訓練費が減少傾向にある一方で、人工知能（AI）

などによる第４次産業革命が働く人に求められるスキルを急速に変化させているため、技

術革新と産業界のニーズに合った能力開発を進める。高度な IT 分野を中心に、今後需要増

加が見込まれるスキルに関する専門教育講座を開拓・見える化し、その受講を支援する。

また、IT や保育・介護など人材需要の高い分野の長期の離職者訓練コースを新設、拡充す

る。 

 さらに、学校教育段階から実践的な職業能力を有する人材を育成するため、幼児期から

高等教育に至るまでの体系的なキャリア教育を推進するとともに、実践的な職業教育を行

う専門職大学を創設する。 

 こうした企業、個人、政府による人材投資を抜本強化、集中支援を行う。 

  

（２）多様な女性活躍の推進 

 我が国には、ポテンシャルを秘めている女性が数多くおり、一人ひとりの女性が自らの

希望に応じて活躍できる社会づくりを加速することが重要である。 

 安倍内閣では、「女性が輝く社会」をつくることを最重要課題の１つとして位置づけ、昨

年４月から施行された女性活躍推進法 9
の制定などの取組を進めてきた。女性の就業者数

はこの４年間で約 150 万人増加するとともに、出産を経ても継続して就業する方の割合に

ついても近年上昇するなど、女性の活躍の機運が急速に上昇している。しかしながら、就

業を希望しつつも家庭との両立が困難で働けない方や、就業調整を意識して働いている方

などのため、今後、更に女性の活躍を推進することが必要不可欠である。 

 このため、女性の活躍に関する企業の情報の見える化を進め、一層の女性活躍に向けた

企業の取組を促進する。具体的には、労働時間や男性の育児休業の取得状況、女性の管理

職比率など、女性が活躍するために必要な個別の企業の情報が確実に公表されるよう、2018

年度までに女性活躍推進法の情報公表制度の強化策などについての必要な制度改正を検討

する。 

 また、働きたい人が就業調整を意識せずに働くことができる環境をつくる。配偶者控除

等については、配偶者の収入制限を 103 万円から 150 万円に引き上げる。なお、若い世代

や子育て世帯に光を当てていく中で、個人所得課税の改革について、その税制全体におけ

る位置づけや負担構造のあるべき姿について検討し、丁寧に進めていく。 

 就業調整を意識しなくて済む仕組みの構築は、税制だけで達成できるものではない。短

 
8
 雇用保険法（昭和 49 年 12 月 28 日法律第 116 号） 

9
 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年９月４日法律第 64 号） 
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時間労働者の被用者保険の適用拡大の円滑な実施を図るとともに、更なる適用拡大につい

て必要な検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

 企業の配偶者手当に配偶者の収入制限があることも、就業調整の大きな要因の一つであ

る。労使の真摯な話し合いの下、前向きな取組が行われるよう、働きかけていく。国家公

務員の配偶者に係る扶養手当の見直しについて、着実に実施する。 

 さらに、正社員だった女性が育児で一旦離職した後の復職を可能とするため、復職制度

をもつ企業の情報公開を推進する。具体的には、復職制度の有無について、ハローワーク

の求人票に項目を新設し、女性活躍推進法の情報公表の項目に盛り込むことを検討する。

また、復職に積極的な企業を支援する助成金を創設する。 

 加えて、女性活躍推進法に基づく女性が働きやすい企業（えるぼし）、次世代育成支援対

策推進法 10
に基づく子育てしやすい企業（くるみん）、若者雇用促進法

11
に基づく若者が働

きやすい企業（ユースエール）といった認定制度や、従業員のキャリア形成に関する企業

の表彰制度などを活用し、働き方改革の好事例の横展開を図る。 

  

（３）就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備 

 就職氷河期に学校を卒業して、正社員になれず非正規のまま就業又は無業を続けている

方が 40 万人以上いる。こうした就職氷河期世代の視点に立って、格差の固定化が進まぬよ

うに、また働き手の確保の観点からも、対応が必要である。35 歳を超えて離転職を繰り返

すフリーター等の正社員化に向けて、同一労働同一賃金制度の施行を通じて均等・均衡な

教育機会の提供を図るとともに、個々の対象者の職務経歴、職業能力等に応じた集中的な

支援を行う。 

 また、高校中退者等の高卒資格取得に向けた学習相談・支援を行う。さらに、若者雇用

促進法に基づく指針を改定し、希望する地域等で働ける勤務制度の導入など多様な選考・

採用機会を促進するとともに、職業安定法 12
を改正し、一定の労働関係法令違反を繰り返

す企業の求人票をハローワークや職 

業紹介事業者が受理しないことを可能とする。 

  

７．病気の治療と仕事の両立 

（１）会社の意識改革と受入れ体制の整備 

 病気を治療しながら仕事をしている方は、労働人口の３人に１人と多数を占める。病気

を理由に仕事を辞めざるを得ない方々や、仕事を続けていても職場の理解が乏しいなど治

療と仕事の両立が困難な状況に直面している方々も多い。 

 この問題の解決のためには、まず、会社の意識改革と受入れ体制の整備が必要である。

このため、経営トップ、管理職等の意識改革や両立を可能とする社内制度の整備を促すこ

とに加え、がん・難病・脳血管疾患・肝炎等の疾患別に、治療方法や倦怠感・慢性の痛み・

しびれといった症状の特徴など、両立支援にあたっての留意事項などを示した、会社向け

の疾患別サポートマニュアルを新たに作成し、会社の人事労務担当者に対する研修の実施

等によりその普及を図る。さらに、治療と仕事の両立等の観点から傷病手当金の支給要件

等について検討し、必要な措置を講ずる。 

 
10
 次世代育成支援対策推進法（平成 15 年７月 16 日法律第 120 号） 

11
 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年５月 25 日法律第 98 号） 

12
 職業安定法（昭和 22 年 11 月 30 日法律第 141 号） 
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 加えて、企業トップ自らがリーダーシップを発揮し、働く人の心身の健康の保持増進を

経営課題として明確に位置づけ、病気の治療と仕事の両立支援を含め積極的に取り組むこ

とを強力に推進する。 

  

（２）トライアングル型支援などの推進 

 自分の仕事に期待してくれる人々がいることは、職場に自分の存在意義を確認できる、

いわば居場所があると感じさせ、病と闘う励みにもなる。他方、自分のキャリアを失うこ

とを恐れて周囲に言えない方もおり、誰にも伝えていない中での治療は肉体的にも精神的

にも厳しいものがある。また、倦怠感やうつ症状など本人以外には理解しにくい副作用も

あり、やる気がないと思われがちで、そう思われたくないために必要以上に頑張り、体を

壊してその職場を離れるという悲しい選択をする方もいる。このため、病気の治療と仕事

の両立を社会的にサポートする仕組みを整え、病を患った方々が、生きがいを感じながら

働ける社会を目指す。 

 具体的には、治療と仕事の両立に向けて、主治医、会社・産業医と、患者に寄り添う両

立支援コーディネーターのトライアングル型のサポート体制を構築する。（図２） 

 とりわけ、両立支援コーディネーターは、主治医と会社の連携の中核となり、患者に寄

り添いながら継続的に相談支援を行いつつ、個々の患者ごとの治療・仕事の両立に向けた

プランの作成支援などを担う。両立支援コーディネーターには、医療や心理学、労働関係

法令や労務管理に関する知識を身に付け、患者、主治医、会社などのコミュニケーション

のハブとして機能することが期待され、こうした人材を効果的に育成・配置し、全国の病

院や職場で両立支援が可能となることを目指す。 

  

（図２：病気の治療と両立に向けたトライアングル型支援のイメージ） 

 

  

 加えて、今や子供 100 万人のうち 4.7％が体外受精によって出生されており、不妊治療

と仕事との両立についても、問題を抱えている。不妊治療への支援については、医療面だ

けでなく就労・両立支援にまで拡大して実施する。 

（３）労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化 

 治療と仕事の両立支援に当たっての産業医の役割の重要性に鑑み、治療と仕事の両立支
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援に係る産業医の能力向上や相談支援機能の強化など産業医・産業保健機能の強化を図る。 

 また、過重な長時間労働やメンタル不調などにより過労死等のリスクが高い状況にある

労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等が確実に実施されるように

し、企業における労働者の健康管理を強化する。 

 加えて、産業医の独立性や中立性を高めるなど産業医の在り方を見直し、産業医等が医

学専門的な立場から働く方一人ひとりの健康確保のためにより一層効果的な活動を行いや

すい環境を整備する。 

 これにより、働く人々が健康の不安なく、働くモチベーションを高め、最大限に能力を

向上・発揮することを促進する。 

  

８．子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労 

（１）子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進 

 「待機児童解消加速化プラン」に基づき、これまで、2013 年度から 2015 年度までの３

年間で合計約 31.4 万人分の受け入れ枠拡大を実現し、2017 年度末までの目標を 40 万から

50 万人に上積みした。潜在的な保育ニーズも幅広く把握し、2017 年度末までには、企業主

導型保育事業約５万人分とあわせて、当初目標を上回る 53 万人分の整備を進める。 

 2018 年度以降についても、本年４月以降の各自治体における今後の改善状況等も踏まえ、

新たなプランを策定する。 

 また、受け皿の拡大にあわせて、保育士資格の新規取得者の確保を図るほか、処遇改善

や就業継続支援、離職者の再就職支援といった総合的な人材確保対策を講じる必要がある。 

 保育士の処遇改善については、技能・経験に応じたキャリアアップの仕組みを構築し、

処遇改善に取り組む。2017 年度予算では、全ての保育士に２％の処遇改善を実施する。こ

れにより、政権交代後、合計で 10％の改善が実現する。加えて、保育士の方々には、概ね

３年以上で月５千円、７年以上で月４万円の加算を行う。 

 また、保育園等において、病児保育、延長保育や一時預かり、障害児支援などの多様な

保育を提供できるよう、今後さらに、これらの受け皿の拡大やニーズに応じた柔軟な利用

を進めていく。保育サービス以外にも、育児や家事の負担を軽減し、仕事と両立しやすい

社会を実現するための方策も検討する。 

 また、子供を産んでも仕事を続けられるための支援を強化していく観点から、子育てを

理由に仕事を辞めずに済むよう、保育園が見つからない場合などは、育休給付の支給期間

を最大２歳まで延長する。 

 あわせて、「小１の壁」打破に向けて、放課後児童クラブの受け皿整備とともに、処遇改

善等を進める。 

 介護についても、介護支援の充実を図り、介護をしながら仕事を続けることができる「介

護離職ゼロ」に向け、現役世代の安心を確保することが重要であり、総合的に取組を進め

て行く。介護の受け皿については、2020 年代初頭までに、50 万人分以上の整備を確実に推

進する。また、介護人材を確保するため、2017 年度予算において、介護職員について、経

験などに応じて昇給する仕組みを創り、月額平均 1 万円相当の処遇改善を行う。これによ

り、自公政権のもと、合計で月４万７千円の改善が実現する。 

  

 （男性の育児・介護等への参加促進） 

 女性の就業が進む中で、依然として育児・介護の負担が女性に偏っている現状や男性が
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希望しても実際には育児休業の取得等が進まない実態を踏まえ、男性の育児参加を徹底的

に促進するためあらゆる政策を動員する。 

 このため、育児休業の取得時期・期間や取得しづらい職場の雰囲気の改善など、ニーズ

を踏まえた育児休業制度の在り方について、総合的な見直しの検討に直ちに着手し、実行

していく。 

 また、制度があっても実際には育児休業等を取得しづらい雰囲気を変えるため、育児休

業の対象者に対して事業主が個別に取得を勧奨する仕組みや、育児目的休暇の仕組みを育

児・介護休業法
13
に導入する。併せて、部下や同僚の育児・介護等に配慮・理解のある上

司（イクボス）を増やすため、ロール・モデル集の作成やイクボス宣言を広める。 

 さらに、次世代育成支援対策推進法に基づく子育てしやすい企業の認定制度（くるみん

認定）について、男性の育児休業取得に関する認定基準を直ちに引き上げる。また、2017

年度に同法（一般事業主行動計画）により個別企業における男性の育休取得状況を見える

化することを検討し、同法の改正後５年に当たる 2020 年度までに、更なる男性育休取得促

進方策を検討する。 

  

（２）障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進 

 障害者等に対する就労支援を推進するにあたっては、時間、空間の制約を乗り越えて、

障害者の意欲や能力に応じた仕事を提供するなど、障害者等が希望や能力、適性を十分に

活かし、障害の特性等に応じて活躍できることが普通の社会、障害者と共に働くことが当

たり前の社会を目指していく必要がある。 

 近年、障害者の雇用環境は改善してきているが、依然として雇用義務のある企業の約３

割が障害者雇用ゼロとなっているほか、経営トップを含む社内理解や作業内容の改善等に

も課題が残されている。また、就労に向けた関係行政機関等の更なる連携も求められてい

る状況にある。 

 このため、2018 年４月より法定雇用率を引き上げるとともに、障害者雇用ゼロ企業が障

害者の受入れを進めるため、実習での受入れ支援や、障害者雇用に関するノウハウを付与

する研修の受講を進めるほか、障害者雇用に知見のある企業 OB 等の紹介・派遣を行う。 

 また、発達障害やその可能性のある方も含め、障害の特性に応じて一貫した修学・就労

支援を行えるよう、教育委員会・大学、福祉・保健・医療・労働等関係行政機関と企業が

連携する体制を構築する。 

 さらに、障害者の在宅就業等を促進するため、在宅就業障害者に仕事を発注した企業に

特例調整金等を支給する制度の活用促進を図るとともに、ICT の活用を進め、仲介事業の

モデル構築や、優良な仲介事業の見える化を支援する。 

 加えて、障害者の職業生活の改善を図るための最新技術を活用した補装具の普及を図る

とともに、農業に取り組む障害者就労施設に対する６次産業化支援など、農福連携による

障害者の就労支援について、全都道府県での実施を目指す。 

 今後、多様な障害特性に対応した障害者雇用の促進、職場定着支援を進めるため、有識

者による会議の場を設置し、障害者雇用に係る制度の在り方について幅広く検討を行う。 

  

  

 
13
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年５月 15 日法律第 76 号） 
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９．雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援 

 単線型の日本のキャリアパスを変え、再チャレンジが可能な社会としていくためには、

転職・再就職など新卒以外の多様な採用機会の拡大が課題である。転職が不利にならない

柔軟な労働市場や企業慣行を確立できれば、労働者にとっては自分に合った働き方を選択

してキャリアを自ら設計できるようになり、企業にとっては急速に変化するビジネス環境

の中で必要な人材を速やかに確保できるようになる。雇用吸収力や付加価値の高い産業へ

の転職・再就職を支援することは、国全体の労働参加率や生産性の向上につながる。その

ため、官民一体となって、転職・再就職者の採用機会を広げる方策に取り組んでいく。 

  

（１）転職者の受入れ企業支援や転職者採用の拡大のための指針策定 

 中高年の転職・再就職については、一度でも採用経験がある企業は、積極的になる傾向

がある。受入れ企業に対する支援や就職支援体制の強化など、総合的に環境整備を図る。

成長企業が転職者を受け入れて行う能力開発や賃金アップに対する助成を拡大する。また、

年功ではなく能力で評価をする人事システムを導入する企業への助成を創設する。さらに、

産業雇用安定センターについて、中小企業団体等と連携し、マッチング機能を強化する。 

 年齢にかかわりない多様な選考・採用機会の拡大に向けて、転職者の受け入れ促進のた

めの指針を策定し、経済界に要請する。また、転職・再就職向けのインターンシップのガ

イドブックを作成し、企業と大学の実践的な連携プログラムを支援する。 

  

（２）転職・再就職の拡大に向けた職業能力・職場情報の見える化 

 AI 等の成長分野も含めた様々な仕事の内容、求められる知識・能力・技術、平均年収と

いった職業情報のあり方について、関係省庁や民間が連携して調査・検討を行い、資格情

報等も含めて総合的に提供するサイト（日本版 O-NET）を創設する。あわせて、これまでそ

れぞれ縦割りとなっていた女性活躍推進法に基づく女性が働きやすい企業の職場情報と、

若者雇用促進法に基づく若者が働きやすい企業の職場情報を、ワンストップで閲覧できる

サイトを創設する。 

 また、技能検定を雇用吸収力の高い産業分野における職種に拡大するととともに、若者

の受検料を減免する。 

  

10．誰にでもチャンスのある教育環境の整備 

 子供たちの誰もが、家庭の経済事情に関わらず、未来に希望を持ち、それぞれの夢に向

かって頑張ることができる社会を創る。そのためには、公教育の質の向上とともに、誰も

が希望すれば、高校にも、専修学校、大学にも進学できる環境を整えなければならない。

我が国は高等教育の漸進的な無償化を規定した国際人権規約を批准しており、財源を確保

しつつ、確実に子供たちの進学を後押しできるような高等教育の経済的負担軽減策を推進

する。また、義務教育段階から学力保障のための教育環境の充実を進める。 

 返還不要、給付型の奨学金制度を、新しく創設する。本年から、児童養護施設や里親の

下で育った子供たちなど、経済的に特に厳しい学生を対象に、先行的にスタートする。来

年以降、１学年２万人規模で、月２万円から４万円の奨学金を給付する。 

 無利子の奨学金については、本年春から、低所得世帯の子供に係る成績基準を実質的に

撤廃するとともに残存適格者を解消し、必要とする全ての子供たちが無利子奨学金を受給

できるようにする。 
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 貸与型の奨学金の返還についても、卒業後の所得に応じて返還月額を変える制度を導入す

ることで、大幅に負担を軽減する。また、既に返還を開始している方についても減額返還制

度を拡充することにより、負担軽減を図る。 

 幼児教育についても、2017 年度予算において、所得の低い世帯では、第３子以降に加え、

第２子も無償とするなど、無償化の範囲をさらに拡大する。引き続き、財源を確保しながら

幼児教育無償化を段階的に推進するとともに、国公私立を通じた義務教育段階の就学支援、

高校生等奨学給付金、大学等の授業料減免の充実等による教育費の負担軽減を図る。 

  

11．高齢者の就業促進 

 高齢者の就業促進のポイントは、年齢に関わりなく公正な職務能力評価により働き続け

られる「エイジレス社会」の実現であり、これが、若者のやる気、そして企業全体の活力

の増進にもつながる。 

 高齢者の７割近くが、65 歳を超えても働きたいと願っているが、実際に働いている人は

２割にとどまっている。労働力人口が減少している中で我が国の成長力を確保していくた

めにも、意欲ある高齢者がエイジレスに働くための多様な就業機会を提供していく必要が

ある。 

 65 歳以降の継続雇用延長や 65 歳までの定年延長を行う企業への支援を充実し、将来的

に継続雇用年齢等の引上げを進めていくための環境整備を行っていく。2020 年度までを集

中取組期間と位置づけ、助成措置を強化するとともに、新たに策定した継続雇用延長や定

年延長の手法を紹介するマニュアルや好事例集を通じて、企業への働きかけ、相談・援助

を行っていく。集中取組期間の終了時点で、継続雇用年齢等の引上げに係る制度の在り方

を再検討する。 

 高齢者就労促進のもう一つの中核は、多様な技術・経験を有するシニア層が、一つの企

業に留まらず、幅広く社会に貢献できる仕組みである。年齢に関わりなくエイジレスに働

けるよう、高齢期に限らず、希望する方のキャリアチェンジを促進する。 

 ハローワークにおいて高齢者が就業可能な短時間等の求人を開拓するとともに、年齢に

関わりなく職務に基づく公正な評価により働ける企業を求人票で見える化する。また、ハ

ローワークと経済団体等の地域の関係者が連携し、Ｕ・Ｉ・Ｊターンして地方で働くため

の全国マッチングネットワークを創設する。 

 また、高齢者になってからではなく、それ以前からスキル・ノウハウの蓄積・棚卸しや、

転職・再就職、副業・兼業などを推進していく。 

 さらに、高齢者による起業時の雇用助成措置を強化するとともに、地域の様々な機関が

連携して高齢者の就業機会を創る取組の中で、起業の促進を図る。また、健康づくりやフ

レイル対策を進めつつ、シルバー人材センターやボランティアなど、高齢者のニーズに応

じた多様な就労機会を提供する。 

  

12．外国人材の受入れ 

 グローバル競争においては、高度 IT 人材のように、高度な技術、知識等を持った外国人

材のより積極的な受入れを図り、イノベーションの創出等を通じて我が国経済全体の生産

性を向上させることが重要である。 

 日本で就労する外国人材は、評価システムが不透明であることや、求められる日本語の

水準が高いこと等を不満に感じており、我が国経済社会の活性化に資する専門的・技術的



 

 305
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

資
料
編 

 

  

  

  

 

分野の外国人材を更に積極的に受け入れていくためには、外国人材にとっても魅力ある就

労環境等を整備していく必要がある。 

 このため、企業における職務等の明確化と公正な評価・処遇の推進など、高度外国人材

を更に積極的に受け入れるための就労環境の整備を図っていくことが重要である。また、

企業がイノベーションに結びつく高度外国人材を海外からも積極的に確保できるよう、政

府としてマッチング支援等を進める。さらに、高度外国人材が英語等でも活躍できる就労

環境の整備とともに、外国人の生活面での環境の整備も進める。 

 加えて、優秀な人材の獲得競争が世界でますます激化していく中で、高度な外国人材を

我が国に惹き付け、長期にわたり活躍してもらうため、高度外国人材の永住許可申請に要

する在留期間を現行の５年から世界最速級の１年とする日本版高度外国人材グリーンカー

ドを創設する。また、高度人材ポイント制度をより活用しやすくするため、トップ大学卒

業生への加算措置を可及的速やかに施行する。 

 他方、専門的・技術的分野とは評価されない分野の外国人材の受入れについては、ニー

ズの把握や経済的効果の検証だけでなく、日本人の雇用への影響、産業構造への影響、教

育、社会保障等の社会的コスト、治安など幅広い観点から、国民的コンセンサスを踏まえ

つつ検討すべき問題である。 

 経済・社会基盤の持続可能性を確保していくため、真に必要な分野に着目しつつ、外国

人材受け入れの在り方について、総合的かつ具体的な検討を進める。このため、移民政策

と誤解されないような仕組みや国民的なコンセンサス形成の在り方などを含めた必要な事

項の調査・検討を政府横断的に進めていく。 

  

13．10 年先の未来を見据えたロードマップ 

 働き方改革の実現に向けて、具体的にどのような施策をいつ実行するのかを、それぞれ

の項目ごとに具体的に期限を区切って定め、評価を行って見直しつつ、施策を進めていく

ことが重要である。 

  

 （時間軸と指標を持った対応策の提示） 

 合計で 19 項目からなる対応策について、項目ごとに、①働く人の視点に立った課題、②

今後の対応の方向性、③具体的な施策を記載する。ロードマップの年次は、一億総活躍の

横断的課題であることにかんがみ、平成 29 年度（2017 年度）から平成 38 年度（2026 年

度）の 10 年間とし、各年度において施策をどのように展開していくかを可能な限り指標を

掲げつつ示した。 

  

 （他の政府計画との連携） 

 本ロードマップを効果的に実施していくため、ニッポン一億総活躍プランその他の政府

計画と連携して取り組んでいく。 
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（別添２） 

時間外労働の上限規制等に関する労使合意 

2017 年３月 13 日 

  

 日本経済団体連合会と日本労働組合総連合会は、働き方改革を強力に推し進め、長時間労

働に依存した企業文化や職場風土の抜本的な見直しを図ることで、過労死・過労自殺ゼロの

実現と、女性や若者、高齢者など多様な人材が活躍できる社会の構築に不退転の決意で取り

組む。 

 両団体は、罰則付きの時間外労働の上限規制導入という、労働基準法 70 年の歴史の中で特

筆すべき大改革に合意した。その際、労働組合に属さない労働者の保護や中小・零細企業の

対応可能性なども考慮した。 

 政府には、働き方改革実現会議が近く取りまとめる実行計画に、下記の合意内容を盛り込

むことを要望する。 

 なお、労働基準法は、労働者が人たるに値する生活を充たすうえでの最低基準を定めたも

のであり、労使はその向上を図るよう努めるべきとされている。特別の事情により「特別条

項」を適用する場合でも、上限時間水準までの協定を安易に締結するのではなく、月 45 時

間、年 360 時間の原則的上限に近づける努力が重要である。 

 個別企業労使には、このことをしっかり確認し合いながら、自社の事情に即した時間外労

働の削減に不断の努力を求めたい。 

記 

１．上限規制 

 時間外労働の上限規制は、月 45 時間、年 360 時間とする。ただし、一時的な業務量の増加

がやむを得ない特定の場合の上限については、 

①年間の時間外労働は月平均 60 時間（年 720 時間）以内とする 

②休日労働を含んで、２ヵ月ないし６ヵ月平均は 80 時間（＊）以内とする 

③休日労働を含んで、単月は 100 時間を基準値とする 

④月 45 時間を超える時間外労働は年半分を超えないこととする 

 以上を労働基準法に明記する。これらの上限規制は、罰則付きで実効性を担保する。 

 さらに、現行省令で定める 36 協定の必須記載事項として、月 45 時間を超えて時間外労働

した者に対する健康・福祉確保措置内容を追加するとともに、特別条項付 36 協定を締結する

際の様式等を定める指針に時間外労働の削減に向けた労使の自主的な努力規定を盛り込む。 

  

(＊)２ヵ月ないし６ヵ月平均 80 時間以内とは、２ヵ月、３ヵ月、４ヵ月、５ヵ月、６ヵ月の

いずれにおいても月平均 80 時間を超えないことを意味する。 

  

２．勤務間インターバル制度 

 終業から始業までに一定時間の休息時間を設ける、勤務間インターバル制度を労働時間等

設定改善法及び同指針に盛り込む。また、制度の普及促進に向けて、労使関係者を含む有識

者検討会を立ち上げる。 

  

３．過労死等を防止するための対策 

 過労死等防止対策推進法に基づく大綱を見直す際、メンタルヘルス対策等の新たな政府目
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標を掲げることを検討する。職場のパワーハラスメント防止に向けて、労使関係者を交えた

場で対策の検討を行う。 

  

４．労働政策審議会における検討 

 上限規制に関する詳細については、労働政策審議会で検討する。 

  

５．検討規定 

 法律施行５年経過時において、法律の施行状況や過労死等労災認定の状況、長時間労働の

削減状況、企業活動への影響（特に中小・零細企業）などに基づき、労働時間法制のあり方

全般について検討を行うこととし、その旨を労働基準法附則に記載する。 

以 上 

一般社団法人日本経済団体連合会 

会長 榊原  定征 

日本労働組合総連合会 

会長 神津 里季生 
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◎時間外労働の上限規制等について（報告） 

  

平成 29 年６月５日 

労働政策審議会建議 

  

 時間外労働の上限規制等については、｢働き方改革実行計画｣（平成 29 年３月 28 日働き方

改革実現会議決定）を踏まえ、労働政策審議会労働条件分科会において、同年４月７日以降

５回にわたり検討を行い、精力的に議論を深めてきたところである。 

  

 人口減少社会を迎えた我が国において、経済の再生、「成長と分配の好循環」を実現するた

めには、投資やイノベーションの促進を通じた付加価値生産性の向上と併せ、労働参加率の

向上を図る必要があり、そのためには、誰もが生きがいを持って、その能力を最大限発揮で

きる一億総活躍社会を実現することが必要である。 

 ところが、我が国の労働時間の状況をみると、この 20 年間で、一般労働者の年間総実労働

時間が 2000 時間を上回る水準で推移し、雇用者のうち週労働時間 60 時間以上の者の割合は

低下傾向にあるものの 7.7％と平成 32 年時点の政労使目標である５％を上回っており、特に

30 歳代男性では 14.7％となっている。また、平成 27 年度の脳・心臓疾患による労災支給決

定件数は 251 件（うち死亡の決定件数は 96 件）、精神障害による労災支給決定件数は 472 件

（うち未遂を含む自殺の決定件数は 93 件）となっている。 

 長時間労働は、健康の確保だけでなく、仕事と家庭生活との両立を困難にし、少子化の原

因や、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因になっている。「過労死等

ゼロ」を実現するとともに、マンアワー当たりの生産性を上げつつ、ワーク・ライフ・バラ

ンスを改善し、女性や高齢者が働きやすい社会に変えていくため、長時間労働の是正は喫緊

の課題である。 

  

 このような考え方に基づき、当分科会において検討を行った結果は、下記のとおりである。 

 この報告を受けて、厚生労働省において、スピード感を持って、時間外労働の上限規制等

に関する労働基準法等の改正をはじめ所要の措置を講ずることが適当である。併せて、すべ

ての労働者が、健康とワーク・ライフ・バランスを確保しながら働き続けられるよう、国、

地方公共団体、使用者、労働組合等のすべての関係者には、取引条件の改善、企業文化の見

直しや労働時間の適正な把握を含め、引き続き不断の努力が求められる。 

 なお、働き方改革の実現に向けては、改革の基本的な考え方と進め方を示し、そのモメン

タムを絶やすことなく、長期的かつ継続的に取組を進めていくことが必要である。このため、

「働き方改革実行計画」を踏まえ、改革全般にわたり、法制面も含め、その目的達成のための

政策手段について、引き続き検討を行っていくことが求められる。 

  

記 

  

１ 時間外労働の上限規制 

 時間外労働の上限規制については、以下の法制度の整備を行うことが適当である。 
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 (１）上限規制の基本的枠組み 

 現行の時間外限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせるととも

に、従来、上限無く時間外労働が可能となっていた臨時的な特別の事情がある場合とし

て労使が合意した場合であっても、上回ることのできない上限を設定することが適当

である。 

・ 時間外労働の上限規制は、現行の時間外限度基準告示のとおり、労働基準法に規定

する法定労働時間を超える時間に対して適用されるものとし、上限は原則として月

45 時間、かつ、年 360 時間とすることが適当である。かつ、この上限に対する違反

には、以下の特例の場合を除いて罰則を課すことが適当である。また、一年単位の変

形労働時間制（３か月を超える期間を対象期間として定める場合に限る。以下同じ。）

にあっては、あらかじめ業務の繁閑を見込んで労働時間を配分することにより、突発

的なものを除き恒常的な時間外労働はないことを前提とした制度の趣旨に鑑み、上限

は原則として月 42 時間、かつ、年 320 時間とすることが適当である。 

・ 上記を原則としつつ、特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が

合意して労使協定を結ぶ場合においても上回ることができない時間外労働時間を年

720 時間と規定することが適当である。 

 かつ、年 720 時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低

限、上回ることのできない上限として、 

① 休日労働を含み、２か月ないし６か月平均で 80 時間以内 

② 休日労働を含み、単月で 100 時間未満 

③ 原則である月 45 時間（一年単位の変形労働時間制の場合は 42 時間）の時間外労

働を上回る回数は、年６回まで 

とすることが適当である。なお、原則である月 45 時間の上限には休日労働を含まな

いことから、①及び②については、特例を活用しない月においても適用されるものと

することが適当である。 

・ 現行の 36 協定は、省令により「１日」及び「１日を超える一定の期間」について

の延長時間が必要的記載事項とされ、「１日を超える一定の期間」は時間外限度基準

告示で「１日を超え３か月以内の期間及び１年間」としなければならないと定められ

ている。今回、月 45 時間（一年単位の変形労働時間制の場合は 42 時間）、かつ、年

360 時間（一年単位の変形労働時間制の場合は 320 時間）の原則的上限を法定する趣

旨を踏まえ、「１日を超える一定の期間」は「１か月及び１年間」に限ることとし、

その旨省令に規定することが適当である。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。 

  

 (２）現行の適用除外等の取扱い 

 現行の時間外限度基準告示では、①自動車の運転の業務、②工作物の建設等の事業、

③新技術、新商品等の研究開発の業務、④季節的要因等により事業活動若しくは業務量

の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされ

る業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの、が適用除外とされている。これ

らの事業・業務については、健康確保に十分配慮しながら、働く人の視点に立って働き

方改革を進める方向性を共有したうえで、実態を踏まえて、以下のとおりの取扱いとす

ることが適当である。  
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① 自動車の運転業務 

・ 自動車の運転業務については、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正

法の一般則の施行期日の５年後に、年 960 時間以内の規制を適用することとし、か

つ、将来的には一般則の適用を目指す旨の規定を設けることが適当である。また、５

年後の施行に向けて、荷主を含めた関係者で構成する協議会で労働時間の短縮策を検

討するなど、長時間労働を是正するための環境整備を強力に推進することが適当であ

る。 

・ この場合でも、時間外労働の上限は原則として月 45 時間、かつ、年 360 時間であ

ることに鑑み、これに近づける努力が重要である。 

  

② 建設事業 

・ 建設事業については、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般

則の施行期日の５年後に、罰則付き上限規制の一般則を適用することが適当である。

ただし、復旧・復興の場合については、単月で 100 時間未満、２か月ないし６か月の

平均で 80 時間以内の条件は適用しないが、併せて、将来的には一般則の適用を目指

す旨の規定を設けることが適当である。また、５年後の施行に向けて、発注者を含め

た関係者で構成する協議会を設置するなど、必要な環境整備を進めるとともに、労働

時間の段階的な短縮に向けた取組を強力に推進することが適当である。 

・ この場合でも、時間外労働の上限は原則として月 45 時間、かつ、年 360 時間であ

ることに鑑み、これに近づける努力が重要である。 

  

③ 新技術、新商品等の研究開発の業務 

・ 新技術、新商品等の研究開発の業務については、専門的、科学的な知識、技術を有

する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務の特殊性が存在する。このため、

現行制度で対象となっている範囲を超えた職種に拡大することのないよう、その対象

を明確化した上で適用除外とすることが適当である。 

・ 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。こ

の面接指導の確実な履行を確保する観点から、上記の義務違反に対しては罰則を課す

ことが適当である。 

 また、上記の面接指導の結果を踏まえた健康を保持するために必要な事後措置の実

施を労働安全衛生法上義務づけるとともに、当該事後措置の内容に代替休暇の付与を

位置づけることが適当である。 

  

④ 厚生労働省労働基準局長が指定する業務 

・ 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又

は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準

局長が指定するものについては、原則として罰則付き上限規制の一般則を適用するこ

とが適当であるが、業務の特殊性から直ちに適用することが難しいものについては、

その猶予について更に検討することが適当である。 
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⑤ 医師 

・ 医師については、時間外労働規制の対象とするが、医師法第 19 条第１項に基づく

応召義務等の特殊性を踏まえた対応が必要である。具体的には、改正法の施行期日の

５年後を目途に規制を適用することとし、医療界の参加の下で検討の場を設け、質の

高い新たな医療と医療現場の新たな働き方の実現を目指し、２年後を目途に規制の具

体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得ることが適当である。 

  

 (３）労働基準法に基づく新たな指針 

・ 可能な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労働基準法に指針を定める規定

を設け、当該指針の内容を周知徹底するとともに、行政官庁は、当該指針に関し、使

用者及び労働組合等に対し、必要な助言・指導を行えるようにすることが適当である。 

・ 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。 

・ 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。 

  

２ 勤務間インターバル 

 勤務間インターバルについては、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保し、ワーク・

ライフ・バランスを保ちながら働き続けることを可能にする制度であり、その普及促進を

図る必要がある。 

 このため、労働時間等設定改善法第２条（事業主等の責務）を改正し、事業主は、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の確保に努めなければならない旨の努

力義務を課すとともに、その周知徹底を図ることが適当である。その上で、平成 27 年２月

13 日の当分科会報告にあるように、同法に基づく指針に、労働者の健康確保の観点から、

新たに「終業時刻及び始業時刻」の項目を設け、「前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に

一定時間の休息時間を確保すること（勤務間インターバル）は、労働者の健康確保に資す

るものであることから、労使で導入に向けた具体的な方策を検討すること」等を追加する

ことが適当である。 

  

３ 長時間労働に対する健康確保措置 

 過重な労働により脳・心臓疾患等の発症のリスクが高い状況にある労働者を見逃さない
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ため、労働者の健康管理を強化することが適当である。 

  

 (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。 

  

 (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。 

  

４ その他 

 (１）法施行までの準備期間の確保 

・ 中小企業を含め、急激な変化による弊害を避けるため、十分な法施行までの準備時

間を確保することが必要である。また、施行に向けて、できるだけ早期に制度の細則

を確定させ、その周知徹底を図ることが必要である。その上で、施行期日については、

事業運営や労務管理が年度単位で行われることが一般的であることを考慮し、年度の

初日からとすることが適当であり、この点を踏まえ、具体的な期日を検討すべきであ

る。 

  

 (２）上限規制の履行確保の徹底 

 罰則付きの時間外労働の上限規制を導入するに当たっては、その実効性を一層確保

する観点から、履行確保のための以下の事項についても、併せて措置することが適当で

ある。 

  

① 過半数代表者 

・ 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。 

・ 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。 

・ 労働基準関係法令が十分周知されていないことに伴う法令違反が依然として多数

みられることから、時間外・休日労働には 36 協定の締結及び届出が必要であること
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や、協定の締結当事者である過半数代表者は法令等に基づき適正に選出される必要が

あること等について、一層の周知徹底に取り組むことが適当である。また、使用者は、

36 協定等を労働者に周知させなければならないとしている法の規定を踏まえ対応す

るよう、徹底を図ることが適当である。 

  

② 労働基準監督機関の体制整備 

・ 時間外労働の上限規制の導入の前提として、36 協定の締結及び届出を行うことな

く時間外・休日労働を行わせている使用者に対する監督指導の徹底が強く求められ

る。このため、企業単位での監督指導の強化、地方運輸機関等の関係機関との連携強

化等を図りつつ、労働基準監督官の定員確保など労働基準監督機関の体制整備に努め

ることが適当である。 

  

③ 電子申請の促進 

・ 36 協定の届出をはじめとする行政手続の簡素化・効率化を進めるためにも、電子

申請利用率を向上させる必要がある。このため、電子申請を行う場合にはすべからく

事業主の電子署名を必要としている現行の取組のうち、社会保険労務士の電子署名に

よる代理申請に際しては、事業主の電子署名については委任状の添付等により省略で

きることについて、省令の改正を行う方向で検討を継続することが適当である。 

  

以 上 
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◎働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について

（報告） 

  

平成 29 年６月６日 

労働政策審議会建議 

  

 平成 29 年３月 28 日に安倍内閣総理大臣を議長とする働き方改革実現会議において、働き

方改革実行計画が決定された。本計画においては、 

「７．（３）労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化 

 治療と仕事の両立支援に当たっての産業医の役割の重要性に鑑み、治療と仕事の両立支援

に係る産業医の能力向上や相談支援機能の強化など産業医・産業保健機能の強化を図る。 

 また、過重な長時間労働やメンタル不調などにより過労死等のリスクが高い状況にある労

働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等が確実に実施されるようにし、

企業における労働者の健康管理を強化する。 

 加えて、産業医の独立性や中立性を高めるなど産業医の在り方を見直し、産業医等が医学

専門的な立場から働く方一人ひとりの健康確保のためにより一層効果的な活動を行いやすい

環境を整備する。 

 これにより、働く人々が健康の不安なく、働くモチベーションを高め、最大限に能力を向

上・発揮することを促進する。」 

とされている。 

  

 この背景には、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）が制定され

た昭和 47 年当時と比べ、産業構造や経営環境が大きく変わり、産業医・産業保健機能に求め

られる役割や事業者が取り組むべき労働者の健康確保の在り方も変化してきていることがあ

る。具体的には、工場等における職業性の疾病の防止対策に加え、事務的業務に従事する方

を含めた過労死等防止対策、メンタルヘルス対策、治療と仕事の両立支援対策などが新たな

課題となってきている。これらの課題に対しては、多様で柔軟な働き方、労働者個人と企業

との多様な関係性を認め、労働者個人の価値観や選択を最大限に尊重しながら、労働者一人

ひとりを支える仕組みづくりが求められている。 

  

 産業医制度は、事業場において、労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管

理、作業の管理、健康管理、健康教育等及び衛生教育に関すること等を行う者として、必要

な能力を有する医師を選任し、これらの事項を行わせる制度である。この産業医を中心とし

た産業保健機能についての検討に当たっては、上述の労働者の健康確保の在り方の変化や課

題、労働者一人ひとりの健康確保のための制度の在り方、個人レベルのみならず職場や企業

という組織レベルでの健康確保の制度の在り方、過労死等事案を繰り返さない制度の在り方

などの視点を踏まえて議論を行った。 

  

 また、議論の参考とするため、産業医として実務を行う者等の専門家、産業医科大学、日

本医師会等の関係者からの意見を聴取した。 

  

 当分科会において検討した結果は下記のとおりであり、今後の産業医・産業保健機能の強
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化に向けた対策として、下記の事項を踏まえて、速やかに法的整備を含めた所要の措置を講

じることが適当である。 

  

記 

  

１ 事業者における労働者の健康確保対策の強化 

 過重な長時間労働やメンタル不調などにより過労死等のリスクが高い状況にある労働者を

見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等が確実に実施されるようにし、企業に

おける労働者の健康管理を強化することが求められている。 

 事業者における労働者の健康確保等は、産業医が異常等の所見のあった労働者に対し、産

業医学の専門的立場から事業者に意見を述べ、事業者は当該意見を勘案しつつ、労働者の実

情を十分に考慮して、就業上の措置を講じるといった、事業者、産業医の連携による取組が

必要であり、十分なコミュニケーションのもとで進められることが重要である。また、事業

者における労働者の健康確保の強化を図るためには、産業医は自らの専門性の向上を図ると

ともに、事業者は産業医の意見を組織として受け止め、より適切な対応を行うことができる

仕組みの整備が必要である。 

 また、面接指導や健康診断の結果など、労働者の健康情報が適正に取り扱われ、労働者が

安心して産業医等による健康相談等を受けられるようにするために、健康情報の事業場内で

の取扱ルールの明確化、適正化の推進が必要である。さらに、労働者が直接産業医等に相談

できるための環境整備やその仕組みの労働者への周知が必要である。 

（対策の方向性） 

ア 長時間労働者等への就業上の措置に対して産業医がより適確に関与するための方策 

（ア）長時間労働者等への就業上の措置※に対し、産業医がより適確に関与するために、就業

上の措置の内容を産業医が適切に把握することが必要である。産業医の選任が義務づけ

られている事業場については、事業者が異常等の所見のあった労働者に対して、産業医等

からの意見を勘案して就業上の措置を行った場合はその内容を、行わなかった場合は行

わなかった旨とその理由を産業医に情報提供しなければならないこととすることが適当

である。 

※就業上の措置とは、法第 66 条の５第１項（健康診断後の就業上の措置）、第 66 条の８第５

項（長時間労働者の面接指導後の就業上の措置）、第 66 条の 10 第６項（心理的な負担の程

度を把握するための検査を行った者の面接指導後の就業上の措置）に規定される事業者に

よる措置をいう。以下同じ。 

（イ）産業医は、労働者の健康を確保するために必要があると認められるときに、労働者の健

康管理等について必要な勧告を行うことができるとされているが、その実効性を確保す

るためには、その勧告の内容が当該事業場の実情等を十分に考慮したものである必要が

ある。また、産業医の勧告がその趣旨も含めて事業者に十分に理解され、かつ、企業内で

適切に共有され、労働者の健康管理のために有効に機能するようにしていくことが重要

である。 

 このため、産業医が勧告を行う場合にあっては、事前にその内容を示し、事業者から意

見を求めることとするとともに、産業医から勧告を受けた事業者は、その内容を衛生委員

会に報告することとし、もって、産業医の勧告が実質的に尊重されるようしていくことが

適当である。   
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イ 健康情報の事業場内での取扱ルールの明確化、適正化の推進 

（ア）事業者は、医師等による面接指導や健康診断の結果などから必要な健康情報を取得し、

労働者の健康と安全を確保することが求められている。こうした健康情報については、労

働者にとって機微な情報も含まれていることから、労働者が雇用管理において労働者の

不利益な取扱いにつながる不安なく安心して産業医等による健康相談等を受けられるよ

うにするとともに、事業者が必要な情報を取得して労働者の健康確保措置を十全に行え

るようにするため、適切な取扱いが必要である。事業者は、そのために必要な措置を講じ

るとともに、雇用管理に必要な健康情報の範囲は、労働者の業務内容等によって異なるこ

とから、その具体的な取扱いについて衛生委員会等を活用して労使の関与のもと検討し、

定めることとすることが適当である。 

（イ）国は、事業場において労働者の健康状況に関する情報の適正な取扱いが図られるよう、

必要な事項を定める指針を公表することが適当である。この際、事業者が医療保険者と連

携し、労働者の健康の保持増進を進めることに寄与するものとすることが適当である。 

  

ウ 労働者が産業医・産業保健スタッフに直接健康相談ができる環境整備等 

（ア）事業者は、過重な長時間労働やメンタルヘルス不調などにより過労死等のリスクが高い

状況にある労働者を見逃さないために、労働者が産業医・産業保健スタッフに直接健康相

談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる体制の整備に努めること

とすることが適当である。 

（イ）事業者は、産業医等への健康相談の利用方法、産業医の役割、事業場における健康情報

の取扱方法について、各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること、若しくは

書面を労働者に交付すること、又は磁気テープ、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を設置すること

により、労働者に周知することが適当である。 

  

２ 産業医がより一層効果的な活動を行いやすい環境の整備 

 産業医の独立性や中立性を高めるなど産業医の在り方を見直し、産業医等が医学専門的な

立場から働く方一人ひとりの健康確保のためにより一層効果的な活動を行いやすい環境を整

備することが求められている。 

 このため、産業医が企業内で産業医学の専門的立場から、独立性をもって職務を行いやす

い仕組みや、より効果的に活動するために必要な情報が提供される仕組みが必要である。さ

らに、産業医が衛生委員会に積極的に提案できることその他産業医の権限の明確化が必要で

ある。 

（対策の方向性） 

ア 産業医の独立性、中立性を強化するための方策 

（ア）産業医が、産業医学の専門的立場から、独立性をもって職務を行うことができるよう、

産業医は、産業医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならないこ

とを法令に明示することとすることが適当である。 

（イ）産業医は、産業医学に関する知識・能力の維持向上に努めなければならないこととする

ことが適当である。 

（ウ）産業医の身分の安定性を担保し、職務の遂行の独立性・中立性を高める観点から、産業

医が離任した場合には、事業者はその旨及びその理由を衛生委員会に報告することとす
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ることが適当である。 

（エ）国は、産業医の養成体制の強化、継続的な資質向上のための取組及び事業者と産業医が

協力して産業保健活動を効果的に進めることについて必要な支援を図ることが適当であ

る。 

  

イ 産業医がより効果的に活動するために必要な情報が提供される仕組みの整備 

 事業者は、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供することが

適当である。この必要な情報には、「休憩時間を除き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

に係る超えた時間に関する情報」や「労働者の健康管理のために必要となる労働者の業務に

関する情報」等が含まれる。 

  

ウ 産業医が衛生委員会に積極的に提案できることその他産業医の権限の明確化 

（ア）衛生委員会において、その委員である産業医が労働者の健康管理の観点から必要な調査

審議を求めることができることとすることが適当である。また、調査審議の発議のみなら

ず、衛生委員会の活発な議論を進めるため、産業医は衛生委員会に出席して専門的立場か

ら必要な発言等を積極的に行うことが求められる。 

（イ）産業医のより一層効果的な活動を行いやすい環境の整備の観点から、現場の労働者等か

らの情報収集、事業者や作業主任者等に対する意見、危機的緊急事態での現場で作業する

労働者等への指示など、当該事業場の実情に応じて必要となる産業医の権限についてよ

り具体化・明確化することが適当である。 

  

３ その他 

 １，２に記載した措置の履行確保のため、産業医の勧告及び衛生委員会から事業者に対す

る意見並びにこれらを踏まえた事業者の措置の内容について事業者が記録し、保存すること

とすることが適当である。 

 １のア（ア）（事業者から産業医への就業上の措置に関する情報の提供）、１のウ（労働者

が産業医・産業保健スタッフに直接相談ができる環境整備等）及び２のイ（事業者から産業

医への労働者の健康管理等に必要な情報の提供）の産業医についての措置は、法第 13 条の２

に基づいて 50 人未満の事業場において選任される医師等についての措置として、事業者の

努力義務とすることが適当である。 

 国は、１，２に記載した措置に関し、中小企業においても円滑に進められるよう、産業保

健総合支援センターやその地域窓口の機能の強化、周知による利用促進などの必要な支援を

行うことが適当である。 

 また、この報告における産業医・産業保健機能の強化に向けた方策については、必要な省

令や指針の内容の検討に要する期間、それを踏まえた中小企業も含めた各企業の準備期間も

考慮して、その実施の時期を定めることが必要である。 

 加えて、国においては、産業医が果たすべき労働者の健康確保等に係る重要な役割に鑑み、

現場の実態を踏まえつつ、産業医・産業保健機能の着実な強化に向けて、不断の見直しを進

めるべきである。その際、「産業医制度の在り方に関する検討会」（平成 28 年 12 月報告書と

りまとめ）において今後課題とされた事項に留意して、対応することが必要である。 
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◎安全衛生優良企業公表制度の運営について 

  

平成 27 年３月 20 日基発 0320 第２号 

平成 29 年６月 23 日改正基発 0623 第１号 

都道府県労働局長あて  厚生労働省労働基準局長 

 

 安全衛生優良企業を都道府県労働局において認定し、その企業名を公表する「安全衛生優

良企業公表制度」については、平成 27 年６月１日から運営を開始している。 

 今般、制度の趣旨、目的に鑑み、長時間労働が常態化している企業は認定しないこととす

る認定基準の見直し等を行い、平成 29 年７月１日以降受け付ける認定申請については、下記

によることとするので、その運用に遺漏なきを期されたい。 

 なお、平成 29 年７月１日前に受け付けた認定申請については、従前の認定基準等に基づき

認定等を行うこととし、既に認定通知書を発行したものについても、再審査等を行う必要は

ないこと。 

  

記 

  

１ 安全衛生優良企業公表制度の趣旨、目的 

 労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維

持･改善している企業（本制度において「安全衛生優良企業」という。）が、より社会的に

評価され、認知されるようにすることで、企業における労働者の安全や健康を確保するた

めの自主的な取組を促進することを目的として、国が安全衛生優良企業を認定及び公表す

るものであること。 

 

２ 安全衛生優良企業公表制度の概要 

（１）安全衛生優良企業の認定の単位 

 本制度の認定の単位は企業単位とし、具体的には、労働安全衛生法第２条第３号の

「事業者」と同様であり、法人企業であれば、当該法人であること。 

（２）認定の基準及び認定を行う者 

 本制度による安全衛生優良企業の認定は、申請企業が別紙１の安全衛生優良企業認

定基準（以下「認定基準」という。）を満たしていることを条件として、当該企業の本

社所在地を管轄する都道府県労働局（以下「本社管轄局」という。）の局長が行う。 

（３）認定手続の流れ 

ア 申請企業は、後記３の（１）に規定する申請書類により、本社管轄局の局長あてに

申請を行う。申請書類の受付は、本社管轄局の労働基準部健康安全主務課（健康課と

安全課に分かれている局にあっては健康課）において行う。なお、申請企業には、申

請を行う前に、認定基準に定められた各項目を満たすか否かについて予め自己診断を

実施しておくことが求められること。 

イ 本社管轄局による審査を経て、申請企業が認定基準を満たすことが確認された場

合には、本社管轄局の局長が申請企業を安全衛生優良企業として認定を行う。 

ウ イにより認定を受けた申請企業は、「安全衛生優良企業」の呼称及び下記（５）の

安全衛生優良企業認定マークを使用することができること。 
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（４）認定の有効期間 

 認定の有効期間は、３年間とする。 

（５）安全衛生優良企業認定マーク 

 安全衛生優良企業の認定を受けた企業（以下「認定企業」という。）は、別紙２の安

全衛生優良企業認定マーク使用規程に基づき、安全衛生優良企業認定マークを次に例

示されるような用途など幅広く使用できるものとすること。 

・商品又は役務 

・商品、役務又は企業の広告  

・商品又は役務の取引に用いる書類又は通信 

・企業の営業所、事務所その他事業場における掲示 

・インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報 

・労働者の募集の用に供する広告又は文書 

  

３ 認定手続について 

（１）認定申請に必要な書類 

 以下の書類一式（以下「申請書類」という。）について、正本１通の提出を求めるこ

と。 

ア 安全衛生優良企業認定申請書（様式第１号） 

イ 認定基準を満たすことが確認できる書類 

（２）認定申請の審査 

ア 上記（１）の申請書類を健康安全主務課において受理した後、申請企業が認定基準

を満たすものであるか否かについて申請書類により確認する。その際、申請書類では、

認定基準を満たしているか否かの判断が難しい場合には、必要な範囲で追加資料の提

出依頼、ヒアリング又は実地調査等を行うこと。 

イ 複数の都道府県に事業場を有する企業からの申請に関し、本社管轄局以外の労働

局が管轄する事業場の状況について確認する必要がある場合には、当該事業場を管轄

する労働局と連携して審査を行うこと。 

ウ 後記５により認定が取り消された企業については、取消しの日から２年間が経過

しない時点で申請があった場合、認定基準別添第１の３の②の項目を満たしていない

こととなり、その他の各項目を満たしていたとしても不認定となること。 

エ 申請書類の受理後、原則として 30 日間の範囲内で認定又は不認定の決定を行うこ

と。 

（３）審査結果の通知 

ア 認定の場合 

（ア）上記（２）の審査の結果、申請企業が認定基準を満たすことが確認された場合

には、本社管轄局において当該申請企業に対し、認定の日から３年を有効期間と

して、「安全衛生優良企業認定通知書」（様式第２号。以下「認定通知書」という。）

を交付すること。なお、認定通知書には、様式第１号別添２に労働局が審査した

結果を記入したものを添付すること。 

（イ）認定後に申請時の内容に変更があった場合、認定企業は、安全衛生優良企業認

定申請時誓約書（様式第１号別添１。以下「誓約書」という。）の記の２、３の規

定に基づき、当該内容の変更について、安全衛生優良企業認定申請内容変更報告
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（様式第３号）を本社管轄局の局長に提出しなければならないこととしており、本

社管轄局においては上記（２）に準じて審査を行うこと。 

（ウ）認定企業から「安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シート」（様式第１

号別添３）の提出がなされ、その同意が得られている範囲において、他の企業の

取組の参考となる好事例を厚生労働省のホームページにおいて公表することとし

ているので、認定を行った場合には、認定企業から提出された当該シートの写し

を本省安全衛生部計画課計画班まで送付すること。 

イ 不認定の場合 

 審査の結果、認定基準を満たさない場合には、本社管轄局において当該申請企業に

対し、「安全衛生優良企業不認定通知書」（様式第４号。以下「不認定通知書」という。）

により、その理由を付記して交付すること。なお、不認定通知書には、様式第１号別

添２に労働局が審査した結果を記入したものを添付すること。 

ウ 本省への報告 

 上記ア又はイにより、申請企業に対して審査結果の通知を行った場合には、その結

果を本省安全衛生部計画課計画班に報告を行うこと。 

  

４ 認定通知書の返納 

 誓約書の記の２又は３に基づき、「安全衛生優良企業認定通知書返納届」（様式第５号）

により認定企業から認定通知書が自主的に返納された場合には、その旨を本省安全衛生部

計画課計画班に報告すること。なお、後記５による認定の取消しを受けた場合には、前記

３の（２）のウのとおり、再度、認定申請をすることについて一定の制約が生じるが、こ

こでの自主的な返納の場合には、このような制約はないので、認定基準を満たしているこ

とが確認できた場合には、再度、認定申請を行うことができることに留意すること。 

  

５ 認定の取消し 

 本社管轄局において、認定企業が次のアからウまでのいずれかの取消基準（以下「安全

衛生優良企業認定取消基準」という。）に該当する事案を把握した場合には、事実関係を調

査した上で、取消基準に該当することが確認された当該企業に対し、「安全衛生優良企業認

定取消通知書」（様式第６号）を交付することにより認定を取り消すこと。 

 従前の認定基準に基づき認定を受けた認定企業については、なお従前の安全衛生優良企

業認定取消基準によること。 

ア 認定基準の必要項目に掲げる事項の要件を満たしていないことが確認された場合 

イ 認定基準の評価項目の評価点合計が認定基準を満たさず、その改善が見込まれない場

合 

ウ 不正の手段により認定を受けたことが確認された場合 

  

６ 本制度の周知等について 

 本制度の周知については、各種説明会等の機会を捉えて、申請を行う主体である企業又

は関係団体に対し積極的に行うこと。また、安全衛生優良企業が社会的に認知されること

も主眼に、求職者ともなり得る学生を有する大学等教育機関等にも併せて積極的に行うこ

と。さらに、本制度の認定企業が様々な優遇措置を受けられることが望まれることから、

例えば、発注者会議等を利用して地方自治体や民間等に対して、調達等における安全衛生
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優良企業の優遇の要請等を行うこと。 

  

７ その他の留意事項 

 認定企業において本制度の信頼性を失う行為として、誓約書にあるとおり、虚偽又は誓

約に反する事案については、その内容を公表することもあるので、当該事案については本

省安全衛生部計画課計画班に報告し、その対応について協議すること。 
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別紙１ 

安全衛生優良企業認定基準 

  

 次の１及び２を満たす場合に、安全衛生優良企業と認定する。 

  

１ 別添中の第１、第２の必要項目 

 全ての項目を満たす必要があること。 

 

２ 別添中の第３の評価項目 

(1) 項目別基準 

 各分野別の評価項目の合計については、下表のとおりそれぞれの総計の６割以上を満

たすこと。 

(2) 総合点基準 

 全評価項目の総合点については、下表のとおり総計の８割以上を満たすこと。 

  

 取組評価点 実績評価点 合計 

１ 安全衛生活動を推進する

ための取組状況 
５点 - ５点（項目別基準：設けない）

２－１ 健康管理の取組状況 10 点 ２点 12 点（項目別基準：８点） 

２－２ メンタルヘルス対策

への取組状況 
10 点 - 10 点（項目別基準：6点） 

２－３ 過重労働防止対策の

取組状況 
10 点 ３点 13 点（項目別基準：８点） 

２－４ 受動喫煙防止対策の

実施状況 
- ２点 ２点（項目別基準：設けない）

３ 安全でリスクの少ない職

場環境の整備の取組状況

（製造業等※） 

10 点 ３点 13 点（項目別基準：８点） 

合計 
製造業等※ 45 点 10 点 55 点（総合点基準：44 点）

製造業等以外※ 35 点 7 点 42 点（総合点基準：34 点）

  

（注） 製造業等とは「労働安全衛生施行令第２条第１号および同条第２号に掲げる業種（林

業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、

熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商

品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整

備業及び機械修理業）」を示す。 
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別添 

  

第１ 企業の状況として満たしていることが必要な項目（必要項目） 

１ 労働安全衛生法等の違反の状況  ※状況を確認するもの 

項 目 

① 過去３年以内に労働基準関係法令の違反で送検されていないこと 

② 過去３年以内に労働関係法令に重大な違反が認められたことにより、行政機関から

企業名の公表又は認定の取消しをされていないこと 

③ 労働安全衛生法第 98 条に基づき、労働基準監督署長等から機械・設備の使用停止命

令、作業の停止命令を受けたものがある場合には、現在、その改善措置を講じている

こと、又は命令が解除されていること 

④ 現在、労働安全衛生法令の重大な違反についての是正指導を受けたものについて、

改善がなされていない事実がないこと 

⑤ 過去３年以内に長時間労働等に関する重大な労働基準関係法令の同一条項に複数

回違反したことがないこと 

⑥ 過去３年以内に違法な長時間労働を繰り返し行う企業の経営トップに対する都道

府県労働局長による是正指導の実施に基づき企業名が公表されていないこと 

⑦ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定められた労働保険料を直近２年度に

ついて滞納の事実がないこと 

  

２ 労働災害発生等状況（派遣労働者を含む） ※状況を確認するもの 

項 目 

① 過去３年以内に法令違反による死亡災害又は障害等級７級以上に相当する重篤な

労働災害を２件以上発生させていないこと 

② 過去３年間の全ての年において、企業の同一業種の事業場（厚生労働省の公表する

労働災害動向調査において度数率が公表されている業種の事業場に限る）ごとに休業

１日以上の労働災害の発生率が、同業種の平均発生率（度数率）を下回っていること

※特定元方事業者の事業場においては、一の仕事の現場、構内で発生した労働災害全

体（下請も含む）で換算すること 

③ （有機溶剤業務等特殊健康診断の対象業務がある場合）過去３年間の全ての年にお

いて、特殊健康診断の有所見率が全国平均を下回っていること 

※「特殊健康診断」とは、有機溶剤、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛、電離放射線、

高気圧業務があること 

④ （有機溶剤業務等作業環境測定の必要な業務がある場合）過去３年間、作業環境測

定を単位作業場所ごとに実施していること。また、その結果、第３管理区分と評価さ

れた単位作業場所がないこと、又は、あった場合には、当該単位作業場所の翌回の測
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定において第３管理区分以外に改善されていること 

※「作業環境測定」とは、有機溶剤、特定化学物質、鉛、粉じんの測定があること 

⑤ 直近事業年度において、企業内の労働者の労働時間の状況が次を満たすこと 

・雇用する労働者（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第２条に規定する

短時間労働者を除く。）の１人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計

時間数が、各月ごとに全て 45 時間未満であること 

・雇用する労働者であって、平均した１月当たりの時間外労働時間が 60 時間以上で

あるものがいないこと 

  

３ その他優良企業として満たしていることが必要な状況 ※状況を確認するもの 

項 目 

① 過去３年間の企業活動において、「安全衛生に関する優良企業」としてふさわしくな

い問題を生じさせていないこと 

※この項目は、社会的に影響がある同種の悪質又は不適切な事案を生じさせたとし

て、国から公表等されたことがないかを確認する 

② 過去２年間に「安全衛生優良企業認定取消基準」に該当することが確認され、認定

が取り消されたことがないこと 

 ※認定を受けたことのある企業が対象 

③ 過去３年間に安全衛生優良企業認定マーク、呼称等の不正使用がないこと 

 ※認定を受けたことのある企業が対象 

  

第２ 企業の取組として満たしていることが必要な項目（必要項目） 

１ 安全衛生の実施体制の取組 ※取組を確認するもの 

項 目 

① 各事業場（10 人以上の事業場）に従業員の健康や安全を担当する組織があるか、又

は担当者を置いているか、また、企業本社には、全社的な健康や安全を担当する組織

又は担当者を置いていること 

② ①の従業員の健康や安全を担当する組織又は担当者は、労働災害の発生状況や各種

の安全衛生に関する計画の実施状況を継続的に把握し、問題点があった場合には、事

業場内（企業内）で情報を共有した上で、必要な対策を検討するようになっているこ

と 

③ 各事業場に健康や安全に関する責任者を任命していること 

  

２ 安全衛生全般の取組 ※取組を確認するもの 

項 目 

① 企業のトップが従業員の健康や安全の確保を重視する方針を明文化していること 
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② ①の明文化した従業員の健康や安全の確保を重視する方針を従業員に周知、共有し

ていること 

③ 全社的な従業員の健康や安全の取組についての計画策定や見直しの際に従業員（従

業員の過半数で組織する労働組合があるとき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ときにおいては、労働者の過半数を代表する者）の意見

を反映させていること 

④ 企業のトップ（幹部）に次の項目について報告していること 

 ア 企業全体の労働災害の発生状況（労働災害が発生している場合） 

イ 発生した労働災害の再発防止対策（労働災害が発生している場合） 

 ウ 各種安全衛生に関する計画の進捗状況 

 エ 企業全体の労働時間の状況※企業全体の職場ごとの時間外労働の状況といっ

た統計的なものなど 

 オ 企業全体の従業員の健康状況※企業全体の健康診断結果に基づく有所見の状

況といった統計的なものなど 

⑤ 次の項目について、従業員が容易に状況を知ることができるようになっていること

 ア 企業内の労働災害の発生状況（労働災害が発生している場合） 

 イ 発生した労働災害の再発防止対策（労働災害が発生している場合） 

 ウ 各種安全衛生に関する計画の内容及び進捗状況 

また、次の事項については、従業員ごとに、情報を通知していること 

 エ 従業員ごとの労働時間の状況※適正に把握された労働時間 

 オ 従業員ごとの健康診断の結果 

⑥ 安全衛生教育に関する実施計画を策定し、実施していること（労働安全衛生法に定

める雇入れ時教育や特別教育も含む） 

⑦ 厚生労働省のあんぜんプロジェクトに参加するなど、自社の安全衛生の取組の見え

る化（外部に公開）を行っていること 

  

第３ 企業の積極的な取組を評価する項目（評価項目） 

１ 安全衛生活動を推進するための取組状況 ※取組を評価するもの (５点) 

項 目 評価点 

① 主要な事業場ごとに安全衛生に関して従業員が主体となって行う取組

を支援しているか 

1.5 点 

② 従業員の健康や安全に関する計画策定や見直しにあたり、本社及び全て

の事業場において、広く従業員の意見を求め、その意見を反映できる仕組

みを設けているか 

1.5 点 
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※第２の２の③の必要項目と異なり、代表者の意見のみならず、さらに広

く意見を聴取している取組 

③ 各事業場の安全衛生組織・担当者の活動が効果的に機能できるよう、継

続的に本社からの支援が実施されているか 

１点 

④ 国、地方自治体又は労働災害防止団体による安全衛生に関する優良とさ

れる表彰（過去３年以内のものに限る）や認証（有効期間内のものに限る）

を取得しているか 

※企業の複数の事業場で認証等を取得している場合は１点とする 

各 0.5 点

上限１点

  

２ 健康で働きやすい職場環境の整備 

２－１ 健康管理の取組状況 

２－１－１ 健康管理の取組 ※取組を評価するもの (10 点) 

項 目 評価点 

① 企業全体としての従業員の健康の保持・増進に関する計画（年間スケジ

ュール表を含む）を策定し、着実に実施しているか 

２点 

② ①の健康の保持・増進に関する計画を従業員と共有しているか ２点 

③ 計画の進捗や企業全体の健康の保持・増進に係る状況の分析を継続的に

実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者への共有、分析結果

に基づく次期計画への反映が実施されているか 

１点 

④ 健康測定の結果を踏まえた健康教育や健康相談などの健康保持増進措

置を全社的に行っているか 

１点 

⑤ 従業員の健康保持増進の取組に関して、医療保険者（健保組合など）が

行う保健事業との連携が図られているか 

１点 

⑥ 従業員への保健指導の実施等の医療保険者が行う保健事業について、従

業員が参加しやすいよう協力を行っているか 

１点 

⑦ 疾病を有する従業員が、治療しながら仕事を続けられるように社内の仕

組みを構築し、対象従業員への支援を行っているか 

２点 

  

２－１－２ 健康管理の状況 ※実績を評価するもの (２点) 

項 目 評価点 

① 過去３年間の各年で定期健康診断の有所見率が前年より改善している

か 

２点 

  

２－２ メンタルヘルス対策の取組状況 ※取組を評価するもの (10 点) 

項 目 評価点 
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① 企業全体としてのメンタルヘルス対策を推進するための計画を策定

し、実施しているか 

２点 

② メンタルヘルス対策を推進するための計画を従業員と共有しているか ２点 

③ 計画の進捗や企業全体のメンタルヘルス対策に係る状況の分析を継続

的に実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者への共有、分

析結果に基づく次期計画への反映が実施されているか 

１点 

④ 従業員に対しストレスチェックを実施し、その結果に基づき自社の傾

向の把握や職場改善を行っているか 

１点 

⑤ 従業員が利用可能なメンタルヘルスの相談窓口を設け、従業員に周知

するなどの活用の促進を図っているか（又は利用可能な外部の相談窓口

を従業員に案内しているか） 

１点 

⑥ 管理者も含む従業員に対し、メンタルヘルスに関する情報提供、教育

研修を行っているか 

１点 

⑦ メンタルヘルス不調者に関する対応について、社内での対応方針を定

めて運用しているか 

１点 

⑧ メンタルヘルス不調により休職した従業員に対する職場復帰を支援す

るためのルールを策定しているか 

１点 

  

２－３ 過重労働防止対策の取組状況 

２－３－１ 過重労働防止対策の取組 ※取組を評価するもの  (10 点) 

項 目 評価点 

① 過重労働防止対策として、企業全体の労働の負荷を軽減するための計画

（具体的な取組の方針など明文化されたものを含む）を策定し、実施して

いるか 

２点 

② 過重労働防止対策の計画を従業員と共有しているか ２点 

③ 計画の進捗や企業全体の過重労働防止対策に係る状況の分析を継続的

に実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者への共有、分析結

果に基づく次期計画への反映が実施されているか 

１点 

④ 従業員の労働時間をタイムカード等により適正に把握した上で、所定労

働時間を超えて労働させた時間について、該当する従業員の管理者にその

情報を提供し、社内基準に抵触する場合には、改善の取組を促しているか 

１点 

⑤ １ヶ月あたりの時間外・休日労働が 80 時間を超える従業員に対し、医

師による面接指導を従業員が受けやすいよう取組・工夫を実施しているか 

２点 

⑥ 全社的な年次有給休暇の取得促進のための具体的なルールを設け、実施

しているか 

２点 

  

２－３－２ 過重労働防止対策の状況  ※実績を評価するもの (３点) 
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項 目 評価点 

① 過去３年間の全ての年において年次有給休暇の取得率が 70％以上であ

るか 

1.5 点 

② 過去３年間の全ての年において１週間当たり 40 時間を超えて労働させ

た時間（いわゆる残業時間）が２ヶ月以上連続して月 80 時間を超えた従

業員がいない状況であるか 

1.5 点 

  

２－４ 受動喫煙防止対策の取組状況 ※実績を評価するもの (２点) 

項 目 評価点 

① 企業の全ての屋内の職場において、受動喫煙防止対策（全面禁煙又は空

間分煙（※））を実施しているか 

（※）換気設備を有する喫煙室以外の屋内の職場を禁煙としていること 

2 点 

  

３ 安全でリスクの少ない職場環境の整備 

３－１ 安全でリスクの少ない職場環境の整備の取組（リスクアセスメントの実施状況等） 

※取組を評価するもの (10 点)  

（製造業、建設業、運輸業など危険有害業務のある業種に限る）（注） 

項 目 評価点 

① 安全活動のための計画（全社的又は事業場ごと）を策定し、着実に実施

しているか 

1.5 点 

② 安全活動のための計画を従業員と共有しているか 1.5 点 

③ 4S（整理、整頓、清掃、清潔）活動を継続的に実施するための具体的な

方法を定め、実施体制を整えており、着実に実施されているか 

0.5 点 

④ ヒヤリ・ハット活動を継続的に実施するための具体的な方法を定め、実

施体制を整えており、着実に実施されているか 

0.5 点 

⑤ 危険予知（KY）活動を継続的に実施できる体制が整っており、実施して

いるか 

0.5 点 

⑥ 過去の労働災害の事例の分析を継続的に実施できる体制が整っており、

当該分析結果の関係者への共有、分析結果に基づく再発防止対策が実施さ

れているか 

１点 

⑦ リスクアセスメントの実施のための社内ルール（実施時期、実施体制、

実施責任者、実施手順、実施後の対応方法等）を定めているか 

0.5 点 

⑧ 社内ルールに基づいてリスクアセスメントが実施され、その結果が適切

に記録されているか 

0.5 点 

⑨ リスクアセスメントの実施結果に基づき、必要な改善措置を講じる手順 0.5 点 
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が定められているか 

⑩ リスクアセスメントの実施結果、講じた改善措置については、関係する

従業員に情報提供しているか 

0.5 点 

⑪ 安全活動（③から⑩までの活動を含む）の実施において、現場の従業員

や労働組合など広く従業員の意見を求め、その意見を反映できる仕組みを

設けているか 

１点 

⑫ 構内下請事業場がある事業場（建設業であれば現場の関係下請事業者）

においては、上記③から⑩の事項について、関係請負人と一体的に取り組

み、指導支援を行っているか 

１点 

⑬ 事業場で想定される労働災害、事故時の緊急時対応が手順化され、関係

者への教育訓練がなされているか 

0.5 点 

  

３－２ 安全でリスクの少ない職場環境の整備の状況 ※実績を評価するもの (3 点) 

（製造業、建設業、運輸業など危険有害業務のある業種に限る）（注） 

項 目 評価点 

① 過去３年間の全ての年において企業の製造業等の業種の事業場の休業

１日以上の労働災害の発生率が、同一業種の平均発生率（度数率）に比べ

1/2 未満であるか 

２点 

② 過去３年以内に、死亡災害又は障害等級７級以上に相当する労働災害、

労働安全衛生規則第 96 条に規定する事故（爆発事故、移動式クレーンの

転倒事故など）、電離放射線障害防止規則第 42 条（放射性物質が多量に漏

れる等の事故）に規定する事故を発生させていないか 

１点 

  

（注） 製造業等とは「労働安全衛生施行令第２条第１号および同条第２号に掲げる業種（林

業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、

熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品

小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業

及び機械修理業）」を示す。 
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別紙２ 

 

安全衛生優良企業認定マーク使用規程 

 

 安全衛生優良企業認定マークは、安全衛生優良企業認定を受けた企業（以下「認定企業」

という。）が使用することができるものです。マーク使用に当たっては、以下の留意事項を守

り、適切な使用をお願いします。 

  

１ 安全衛生優良企業認定マークを使用できるものについて 

  

 認定企業は、次に掲げるもののほか、犯罪行為など社会通念上、不適正と考えられる用

途を除き、自由に安全衛生優良企業認定マークを使用することができます。 

  

①商品又は役務（※） 

②商品、役務又は企業の広告 

③商品又は役務の取引に用いる書類又は通信 

④企業の営業所、事務所その他事業場における掲示 

⑤インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報 

⑥労働者の募集の用に供する広告又は文書 

  

※ 役務への表示については、具体的には銀行による金融サービス、不動産業による不

動産取引の仲介、運輸業による物品の運搬、旅行会社によるツアーの実施等、サービ

ス提供に当たって着用することとされている制服に表示したり、これらのサービス提

供に当たって使用する車両等に表示することが想定されます。 

  

２ 安全衛生優良企業認定マークの「認定を受けた期間」の付記の方法について 

  

 安全衛生優良企業認定マークには、認定を受けた期間の西暦年月を付記することとなり

ます。 

 また、平成 29 年７月１日前の安全衛生優良企業認定基準による認定を受けた場合には、

安全衛生優良企業認定マークには、認定を受けた期間の西暦年度数を付記することとなり

ます。 

 認定企業の本社所在地を管轄する労働局にて、認定を受けた期間を付記したマークのデ

ータを付与しますので、そのまま表示してください。 

  

３ 安全衛生優良企業認定マークの色彩・サイズ等について 

  

 安全衛生優良企業認定マークの色彩は、次の＜カラー表示＞に示される緑色となります。

ただし、緑色とすることが不適当な場合にあっては、白黒表示も可能です。これ以外の色

を使用することはできません。 
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 安全衛生優良企業認定マークは、拡大・縮小して使用することができます。ただし、マ

ークを変形することはできません。また、マーク自体のデザインを変更したり、縁取り、

背景を加える・陰影をつける等の変更を加えることにより、識別性を損なう表示をするこ

とはできません。 

  

 

  

  



  

  

  

  

 

 

  

 

資
料
編 

  

  

  
 

  

 342 

 

様式第１号 

安全衛生優良企業認定申請書 

  

申請企業の代表者の氏名 
  

（法人番号）（ＵＲＬ） 

申請企業の住所 
（電話） 

  

企業の主な業種 

□ 製造業 □ 陸上貨物取扱業 □ 商業 □ 接客娯楽業 

□ 鉱業 □ 港湾運送業 □ 通信業 □ 清掃・と畜業 

□ 建設業 □ 農林業 □ 教育・研究業 □ 官公署 

□ 運輸交通業 □ 畜産・水産業 □ 保健衛生業 

□ その他の事業 

認定された場合に厚生労

働省のホームページへの

企業名の掲載希望の有無

及び掲載する企業名 

  

  有   無 

  

企業名（掲載を希望する場合のみ記載）： 

申請企業は労働安全衛生

施行令第２条第１号およ

び同条第２号に掲げる業

種※の事業場を含むか 

  

  有   無 

  

※労働安全衛生施行令第２条第１号および同条第２号に掲げる

業種とは、林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物

の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信

業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商

品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、

ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 

申請企業の担当者 

連絡先 

氏名： 

部署： 

メールアドレス： 

住所： 

電話： 

FAX： 

  

   年  月  日 

（申請者） 印 

企業名及び代表者氏名 

      労働局長   殿 

 

備考 

１ 「企業の主な業種」は、企業の主な業務内容から選んでください。 

２ 様式第１号別添１～４を添付してください。ただし、様式第１号別添２については、安
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全衛生優良企業公表制度の専門サイトで自己診断を行った際の結果のページを印刷したも

のでも構いません。 

３ 別添チェックシートでチェック（○）した項目について、当該項目を満たしていること

を確認できる書類を添付してください。 
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様式第１号別添１ 

  

安全衛生優良企業認定申請時誓約書 

  

 本申請に関して、認定基準第１及び第２のすべての項目（必要項目）を満たしており、申

請内容について虚偽がないことを誓約します。また、安全衛生優良企業公表制度の信頼を維

持するため、下記に定めるルールに従います。 

 さらに、この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、認定が取消されるこ

と、その旨が公表されることとなっても異議は申し立てません。また、取消等により、当方

が不利益を被ることとなっても異議は一切申し立てません。 

  

記 

  

１ 安全衛生優良企業認定マークは、安全衛生優良企業認定マーク使用規程に従って使用す

ること。 

  

２ 認定基準第１及び第２の項目（必要項目）を満たさない状況に至った場合は、様式第３

号により速やかに申請先に報告することとし、様式第５号により認定通知書を返納するこ

と。 

  

３ 認定基準への適合性については、定期的に企業内の状況を適切に把握すること。その結

果、認定基準第３（評価項目）について、本申請内容に変更があった場合は、様式第３号

により速やかに申請先に報告することとし、加えて、その変更内容から認定基準を満たさ

なくなった場合は、様式第５号により速やかに認定通知書を返納すること。その他、所轄

の都道府県労働局より指示があった場合は、その指示に従うこと。 

  

４ 認定通知書を返納した場合、又は認定が取り消された場合に、安全衛生優良企業として

の名称の使用、認定マークの使用を速やかに取りやめること。 

  

５ 申請時の企業の名称や所在地、申請企業に属する事業場（支店、営業所等）のリストや

安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シートに記載された実施事項に変更があった

場合も速やかに様式第３号により申請先に報告すること。 

  

  

  

  

平成  年  月  日 

  

（申請者） 

企業名及び代表者氏名              印 
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様式第１号別添２ 

※本様式に代えて、「安全衛生優良企業公表制度」の専用サイトの自己診断を行った際の結果

のページを印刷したものを使用してもよい。 

  

（チェックリスト） 

第１ 企業の状況として満たしていることが必要な項目（必要項目） 

１ 労働安全衛生法等の違反の状況  ※状況を確認するもの 

項 目 ○×

① 過去３年以内に労働基準関係法令の違反で送検されていないこと  

② 過去３年以内に労働関係法令に重大な違反が認められたことにより、行政機

関から企業名の公表又は認定の取消しをされていないこと 

 

③ 労働安全衛生法第 98 条に基づき、労働基準監督署長等から機械・設備の使

用停止命令、作業の停止命令を受けたものがある場合には、現在、その改善措

置を講じていること、又は命令が解除されていること 

 

④ 現在、労働安全衛生法令の重大な違反についての是正指導を受けたものにつ

いて、改善がなされていない事実がないこと 

 

⑤ 過去３年以内に長時間労働等に関する重大な労働基準関係法令の同一条項

に複数回違反したことがないこと 

 

⑥ 過去３年以内に違法な長時間労働を繰り返し行う企業の経営トップに対す

る都道府県労働局長による是正指導の実施に基づき企業名が公表されていな

いこと 

 

⑦ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定められた労働保険料を直近２

年度について滞納の事実がないこと 

 

  

２ 労働災害発生等状況（派遣労働者を含む） ※状況を確認するもの 

項 目 ○×

① 過去３年以内に法令違反による死亡災害又は障害等級７級以上に相当する

重篤な労働災害を２件以上発生させていないこと 

 

② 過去３年間の全ての年において、企業の同一業種の事業場（厚生労働省の公

表する労働災害動向調査において度数率が公表されている業種の事業場に限

る）ごとに休業１日以上の労働災害の発生率が、同業種の平均発生率（度数率）

を下回っていること 

※特定元方事業者の事業場においては、一の仕事の現場、構内で発生した労働

災害全体（下請も含む）で換算すること 

 

③ （有機溶剤業務等特殊健康診断の対象業務がある場合）過去３年間の全ての

年において、特殊健康診断の有所見率が全国平均を下回っていること 
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※「特殊健康診断」とは、有機溶剤、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛、電離

放射線、高気圧業務があること 

④ （有機溶剤業務等作業環境測定の必要な業務がある場合）過去３年間、作業

環境測定を単位作業場所ごとに実施していること。また、その結果、第３管理

区分と評価された単位作業場所がないこと、又は、あった場合には、当該単位

作業場所の翌回の測定において第３管理区分以外に改善されていること 

※「作業環境測定」とは、有機溶剤、特定化学物質、鉛、粉じんの測定がある

こと 

 

⑤ 直近事業年度において、企業内の労働者の労働時間の状況が次を満たすこと 

・雇用する労働者（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第２条に規

定する短時間労働者を除く。）の１人当たりの各月ごとの時間外労働及び休

日労働を合計時間数が、各月ごとに全て 45 時間未満であること 

・雇用する労働者であって、平均した１月当たりの時間外労働時間が 60 時間

以上であるものがいないこと 

 

  

３ その他優良企業として満たしていることが必要な状況 ※状況を確認するもの 

項 目 ○×

① 過去３年間の企業活動において、「安全衛生に関する優良企業」としてふさ

わしくない問題を生じさせていないこと 

※この項目は、社会的に影響がある同種の悪質又は不適切な事案を生じさせた

として、国から公表等されたことがないかを確認する 

 

② 過去２年間に「安全衛生優良企業認定取消基準」に該当することが確認され、

認定が取り消されたことがないこと 

※認定を受けたことのある企業が対象 

 

③ 過去３年間に安全衛生優良企業認定マーク、呼称等の不正使用がないこと 

※認定を受けたことのある企業が対象 

 

  

第２ 企業の取組として満たしていることが必要な項目（必要項目） 

１ 安全衛生の実施体制の取組 ※取組を確認するもの 

項 目 ○×

① 各事業場（10 人以上の事業場）に従業員の健康や安全を担当する組織があ

るか、又は担当者を置いているか、また、企業本社には、全社的な健康や安全

を担当する組織又は担当者を置いていること 

 

② ①の従業員の健康や安全を担当する組織又は担当者は、労働災害の発生状況

や各種の安全衛生に関する計画の実施状況を継続的に把握し、問題点があった

場合には、事業場内（企業内）で情報を共有した上で、必要な対策を検討する

ようになっていること 
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③ 各事業場に健康や安全に関する責任者を任命していること  

  

２ 安全衛生全般の取組 ※取組を確認するもの 

項 目 ○×

① 企業のトップが従業員の健康や安全の確保を重視する方針を明文化してい

ること 

 

② ①の明文化した従業員の健康や安全の確保を重視する方針を従業員に周知、

共有していること 

 

③ 全社的な従業員の健康や安全の取組についての計画策定や見直しの際に従

業員（従業員の過半数で組織する労働組合があるとき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ときにおいては、労働者の過半

数を代表する者）の意見を反映させていること 

 

④ 企業のトップ（幹部）に次の項目について報告していること  

 ア 企業全体の労働災害の発生状況（労働災害が発生している場合）  

 イ 発生した労働災害の再発防止対策（労働災害が発生している場合）  

 ウ 各種安全衛生に関する計画の進捗状況  

 エ 企業全体の労働時間の状況 

※企業全体の職場ごとの時間外労働の状況といった統計的なものなど 

 

 オ 企業全体の従業員の健康状況 

※企業全体の健康診断結果に基づく有所見の状況といった統計的なもの

など 

 

⑤ 次の項目について、従業員が容易に状況を知ることができるようになってい

ること 

 

 ア 企業内の労働災害の発生状況（労働災害が発生している場合）  

 イ 発生した労働災害の再発防止対策（労働災害が発生している場合）  

 ウ 各種安全衛生に関する計画の内容及び進捗状況  

また、次の事項については、従業員ごとに、情報を通知していること  

 エ 従業員ごとの労働時間の状況 

※適正に把握された労働時間 

 

 オ 従業員ごとの健康診断の結果  

⑥ 安全衛生教育に関する実施計画を策定し、実施していること（労働安全衛生

法に定める雇入れ時教育や特別教育も含む） 

 

⑦ 厚生労働省のあんぜんプロジェクトに参加するなど、自社の安全衛生の取組

の見える化（外部に公開）を行っていること 
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第３ 企業の積極的な取組を評価する項目（評価項目） 

１ 安全衛生活動を推進するための取組状況 ※取組を評価するもの (５点) 

項 目 ○× 評価点 

① 主要な事業場ごとに安全衛生に関して従業員が主体となって行

う取組を支援しているか 

 1.5 点 

② 従業員の健康や安全に関する計画策定や見直しにあたり、本社

及び全ての事業場において、広く従業員の意見を求め、その意見を

反映できる仕組みを設けているか 

※第２の２の③の必要項目と異なり、代表者の意見のみならず、さ

らに広く意見を聴取している取組 

 1.5 点 

③ 各事業場の安全衛生組織・担当者の活動が効果的に機能できる

よう、継続的に本社からの支援が実施されているか 

 １点 

④ 国、地方自治体又は労働災害防止団体による安全衛生に関する

優良とされる表彰（過去３年以内のものに限る）や認証（有効期間

内のものに限る）を取得しているか 

※企業の複数の事業場で認証等を取得している場合は１点とする

 各 0.5 点

上限１点

  

２ 健康で働きやすい職場環境の整備 

２－１ 健康管理の取組状況 

２－１－１ 健康管理の取組 ※取組を評価するもの (10 点) 

項 目 ○× 評価点 

① 企業全体としての従業員の健康の保持・増進に関する計画（年間

スケジュール表を含む）を策定し、着実に実施しているか 

 ２点 

② ①の健康の保持・増進に関する計画を従業員と共有しているか  ２点 

③ 計画の進捗や企業全体の健康の保持・増進に係る状況の分析を

継続的に実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者へ

の共有、分析結果に基づく次期計画への反映が実施されているか

 １点 

④ 健康測定の結果を踏まえた健康教育や健康相談などの健康保持

増進措置を全社的に行っているか 

 １点 

⑤ 従業員の健康保持増進の取組に関して、医療保険者（健保組合な

ど）が行う保健事業との連携が図られているか 

 １点 

⑥ 従業員への保健指導の実施等の医療保険者が行う保健事業につ

いて、従業員が参加しやすいよう協力を行っているか 

 １点 

⑦ 疾病を有する従業員が、治療しながら仕事を続けられるように

社内の仕組みを構築し、対象従業員への支援を行っているか 

 ２点 
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２－１－２ 健康管理の状況 ※実績を評価するもの (２点) 

項 目 ○× 評価点 

① 過去３年間の各年で定期健康診断の有所見率が前年より改善し

ているか 

 ２点 

  

２－２ メンタルヘルス対策の取組状況 ※取組を評価するもの (10 点) 

項 目 ○× 評価点 

① 企業全体としてのメンタルヘルス対策を推進するための計画を

策定し、実施しているか 

 ２点 

② メンタルヘルス対策を推進するための計画を従業員と共有して

いるか 

 ２点 

③ 計画の進捗や企業全体のメンタルヘルス対策に係る状況の分析

を継続的に実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者

への共有、分析結果に基づく次期計画への反映が実施されている

か 

 １点 

④ 従業員に対しストレスチェックを実施し、その結果に基づき自

社の傾向の把握や職場改善を行っているか 

 １点 

⑤ 従業員が利用可能なメンタルヘルスの相談窓口を設け、従業員

に周知するなどの活用の促進を図っているか（又は利用可能な外

部の相談窓口を従業員に案内しているか） 

 １点 

⑥ 管理者も含む従業員に対し、メンタルヘルスに関する情報提供、

教育研修を行っているか 

 １点 

⑦ メンタルヘルス不調者に関する対応について、社内での対応方

針を定めて運用しているか 

 １点 

⑧ メンタルヘルス不調により休職した従業員に対する職場復帰を

支援するためのルールを策定しているか 

 １点 

  

２－３ 過重労働防止対策の取組状況 

２－３－１ 過重労働防止対策の取組 ※取組を評価するもの (10 点) 

項 目 ○× 評価点 

① 過重労働防止対策として、企業全体の労働の負荷を軽減するた

めの計画（具体的な取組の方針など明文化されたものを含む）を策

定し、実施しているか 

 ２点 

② 過重労働防止対策の計画を従業員と共有しているか  ２点 

③ 計画の進捗や企業全体の過重労働防止対策に係る状況の分析を  １点 
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継続的に実施できる体制が整っており、当該分析結果の関係者へ

の共有、分析結果に基づく次期計画への反映が実施されているか

④ 従業員の労働時間をタイムカード等により適正に把握した上

で、所定労働時間を超えて労働させた時間について、該当する従業

員の管理者にその情報を提供し、社内基準に抵触する場合には、改

善の取組を促しているか 

 １点 

⑤ １ヶ月あたりの時間外・休日労働が 80 時間を超える従業員に対

し、医師による面接指導を従業員が受けやすいよう取組・工夫を実

施しているか 

 ２点 

⑥ 全社的な年次有給休暇の取得促進のための具体的なルールを設

け、実施しているか 

 ２点 

  

２－３－２ 過重労働防止対策の状況  ※実績を評価するもの (３点) 

項 目 ○× 評価点 

① 過去３年間の全ての年において年次有給休暇の取得率が 70％

以上であるか 

 1.5 点 

② 過去３年間の全ての年において１週間当たり 40 時間を超えて

労働させた時間（いわゆる残業時間）が２ヶ月以上連続して月 80

時間を超えた従業員がいない状況であるか 

 1.5 点 

  

２－４ 受動喫煙防止対策の取組状況 ※実績を評価するもの (２点) 

項 目 ○× 評価点 

① 企業の全ての屋内の職場において、受動喫煙防止対策（全面禁

煙又は空間分煙（※））を実施しているか 

（※）換気設備を有する喫煙室以外の屋内の職場を禁煙としてい

ること 

 ２点 

  

３ 安全でリスクの少ない職場環境の整備 

３－１ 安全でリスクの少ない職場環境の整備の取組（リスクアセスメントの実施状況等） 

※取組を評価するもの (10 点) 

（製造業、建設業、運輸業など危険有害業務のある業種に限る）（注） 

項 目 ○× 評価点 

① 安全活動のための計画（全社的又は事業場ごと）を策定し、着実

に実施しているか 

 1.5 点 

② 安全活動のための計画を従業員と共有しているか  1.5 点 

③ 4S（整理、整頓、清掃、清潔）活動を継続的に実施するための具

体的な方法を定め、実施体制を整えており、着実に実施されている

 0.5 点 



 

 351
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

資
料
編 

 

  

  

  

 

か 

④ ヒヤリ・ハット活動を継続的に実施するための具体的な方法を

定め、実施体制を整えており、着実に実施されているか 

 0.5 点 

⑤ 危険予知（KY）活動を継続的に実施できる体制が整っており、実

施しているか 

 0.5 点 

⑥ 過去の労働災害の事例の分析を継続的に実施できる体制が整っ

ており、当該分析結果の関係者への共有、分析結果に基づく再発防

止対策が実施されているか 

 １点 

⑦ リスクアセスメントの実施のための社内ルール（実施時期、実施

体制、実施責任者、実施手順、実施後の対応方法等）を定めている

か 

 0.5 点 

⑧ 社内ルールに基づいてリスクアセスメントが実施され、その結

果が適切に記録されているか 

 0.5 点 

⑨ リスクアセスメントの実施結果に基づき、必要な改善措置を講

じる手順が定められているか 

 0.5 点 

⑩ リスクアセスメントの実施結果、講じた改善措置については、関

係する従業員に情報提供しているか 

 0.5 点 

⑪ 安全活動（③から⑩までの活動を含む）の実施において、現場の

従業員や労働組合など広く従業員の意見を求め、その意見を反映

できる仕組みを設けているか 

 １点 

⑫ 構内下請事業場がある事業場（建設業であれば現場の関係下請

事業者）においては、上記③から⑩の事項について、関係請負人と

一体的に取り組み、指導支援を行っているか 

 １点 

⑬ 事業場で想定される労働災害、事故時の緊急時対応が手順化さ

れ、関係者への教育訓練がなされているか 

 0.5 点 

  

３－２ 安全でリスクの少ない職場環境の整備の状況 ※実績を評価するもの (3 点)  

（製造業、建設業、運輸業など危険有害業務のある業種に限る）（注） 

項 目 ○× 評価点 

① 過去３年間の全ての年において企業の製造業等の業種の事業場

の休業１日以上の労働災害の発生率が、同一業種の平均発生率（度

数率）に比べ１／２未満であるか 

 ２点 

② 過去３年以内に、死亡災害又は障害等級７級以上に相当する労

働災害、労働安全衛生規則第 96 条に規定する事故（爆発事故、移

動式クレーンの転倒事故など）、電離放射線障害防止規則第 42 条

（放射性物質が多量に漏れる等の事故）に規定する事故を発生させ

 １点 
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ていないか 

  

（注） 製造業等とは「労働安全衛生施行令第２条第１号および同条第２号に掲げる業種（林

業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱

供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売

業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機

械修理業）」を示す。 
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様式第１号別添３ 

  

安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シート 

  

貴企業において重点的に取り組んでいる安全衛生についての事例を記載して下さい。 

提出に当たっては、次のいずれかに○をつけて下さい 

（ ）企業名、取組事例いずれも厚生労働省（及びその委託を受けた）ホームページに掲載さ

れることがあることに同意する 

（ ）取組事例のみ厚生労働省（及びその委託を受けた）ホームページに掲載されることがあ

ることに同意する 

（ ）企業名、取組事例いずれも厚生労働省（及びその委託を受けた）ホームページの掲載に

同意しない 

  

企業名  

  

安全衛生取組事例  
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様式第１号別添４ 

  

申請企業の事業場（支店、営業所等）のリスト 

  

事業場名 所在地 事業場の主な業務（業種） 

（例）○○株式会社

○○支店 

（例）東京都千代田区霞が関１－１－１ （例）介護機器の販売（商業）
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様式第２号 

番 号 

平成  年  月  日 

  

  

  

               殿 

  

  

都道府県労働局長 印 

  

安全衛生優良企業認定通知書について 

  

 平成  年  月  日付けで申請のあった件について、安全衛生優良企業認定基準に適

合することが確認され、安全衛生優良企業に認定しましたので別添のとおり通知します。 

 本認定の有効期間は、平成  年  月  日（本通知書の発出日から起算して３年）ま

でです。 
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様式第３号 

  

安全衛生優良企業認定申請内容変更報告 

  

企業の代表者の氏名 
 

 

企業の住所 
（電話） 

 

申請時からの変更内容 

 

 

 

 

 

申請企業の担当者 

連絡先 

氏名： 

部署： 

メールアドレス： 

住所： 

電話： 

FAX： 

備考 
 

 

  

   年  月  日 

  

  

（申請者）   印 

企業名及び代表者氏名 

  

      労働局長 殿 

  

備考 

１ 企業の名称が変更になった旨の報告の場合は、備考欄に厚生労働省のホームページへの

企業名の掲載希望の有無及び掲載する企業名を記載してください。 
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様式第４号 

  

安全衛生優良企業不認定通知書 

  

番 号 

平成  年  月  日 

  

  

  

               殿 

  

  

都道府県労働局長 印 

  

  

 平成  年  月  日付けで申請のあった件について、下記の理由により不認定と決定

しましたので通知します。 

  

  

記 

 

  理 由 

（記載例１）審査の結果、貴社の申請において基準を満たすとしていた認定基準項目の第１

の○について、その要件を満たしていないことが確認され、安全衛生優良認定基準に達

しないと判断されるため 

（記載例２）審査の結果、貴社の申請において基準を満たすとしていた認定基準項目の第２

の○について、その要件を満たしていることが確認できず、安全衛生優良認定基準に達

しないと判断されるため 
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様式第５号 

安全衛生優良企業認定通知書返納届 

  

 別添のとおり安全衛生優良企業認定通知書を返納いたします。 

  

企業の代表者の氏名 
 

 

企業の住所 
（電話） 

 

  

   年  月  日 

  

  

（申請者）    印 

企業名及び代表者氏名 

  

      労働局長 殿 

  

備考 

１ 本返納届の別添に安全衛生優良企業認定通知書を添付すること。 
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様式第６号 

  

安全衛生優良企業認定取消通知書 

  

番 号 

平成  年  月  日 

  

  

  

               殿 

  

  

都道府県労働局長 印 

  

  

 平成  年  月  日付けで認定決定した安全衛生優良企業認定について、下記の理由

により認定を取り消しますので、通知します。 

 平成  年  月  日までに認定通知書を返納してください。 

  

記 

  

  理由 
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◎中学校、高等学校等への講師派遣支援事業に係る周知依頼について（厚生労

働省「過労死等防止対策等労働条件に関する啓発事業」） 

  

平成 29 年２月 20 日事務連絡 

各都道府県教育委員会指導事務主管課 

各指定都市教育委員会指導事務主管課 

各都道府県私立学校事務主管課 

附属中学校・高等学校（中等教育学校を含む） 

 を置く各国立大学法人附属学校事務担当課 

構造改革特別区域法第 12 条第 1項の認定を受けた 

 地方公共団体学校教育事務担当課       あて 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

児童生徒課 

  

 このたび、厚生労働省労働基準局総務課長から、別添のとおり、労働問題や労働条件に関

する啓発授業に係る講師の派遣について、周知の協力依頼がありました。 

 これは、中学校や高等学校等が希望する場合には、厚生労働省の経費により、労働問題に

関する有識者等を講師として学校に派遣するものです。労働問題や労働条件の改善等につい

ての理解を深めるに当たって、学校外の専門家の協力を得ることは指導の効果を高める観点

から有意義と考えられるところです。 

 ついては、このことについて、域内の市町村教育委員会、所管の中・高等学校等に周知い

ただき、授業に御活用くださいますようお願いします。 

  

  

  

  

  

  

【本件問合せ先】 

  文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程総括係 

  電話０３－５２５３－４１１１（内線２０７３） 

【講師派遣等に関する問合せ先】 

  厚生労働省労働基準局総務課過労死等防止対策推進室 

  電話０３－５２５３－１１１１（内線５５８３、５５２６） 
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別 添 

 

事 務 連 絡 

平成 29 年２月 17 日 

  

文部科学省初等中等教育局教育課程課長 殿 

            児童生徒課長 殿 

  

厚生労働省労働基準局総務課長 

  

  

「過労死等防止対策等労働条件に関する啓発事業（中学、高等

学校等への講師派遣支援事業）」に係る周知依頼について 

  

 貴職におかれましては、日頃より労働基準行政の推進について格別の御理解と御協力を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

 近年、我が国においては、過労死等が多発し大きな社会問題となっており、過労死等防止

は喫緊の課題となっております。 

 さて、「過労死等防止対策推進法」（平成 26 年法律第 100 号）第９条においては、「国は、

教育活動、広報活動等を通じて、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促

し、これに対する国民の関心と理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。」と規定さ

れ、また、同法に基づき作成した「過労死等の防止のための対策に関する大綱」（平成 27 年

７月 24 日閣議決定）においても、啓発の基本的考え方の中で、教育活動を通じた啓発を挙

げ、「過労死等の防止のためには、若い頃からの労働条件をはじめ、労働関係法令に関する理

解を深めることも重要である。このため、民間団体とも連携しつつ、学校教育を通じて啓発

を行っていくことが必要である。」と規定されております。 

 このため、平成 28 年度から、中学校、高等学校等の生徒等に対して、過労死等の労働問題

や労働条件の改善等について理解が深まるよう、労働問題に精通した弁護士等の有識者及び

過労死の遺族を講師として学校に派遣する「過労死等防止対策等労働条件に関する啓発事業

（中学、高等学校等への講師派遣支援事業）」（以下「講師派遣事業」という。）を、国の委託

事業として実施しており、平成 29 年度以降も講師派遣事業を実施することとしております。 

 講師の派遣については、講師派遣事業の一環として行うものであり、講師の旅費、謝金等

の経費は当省で負担いたします。 

 貴職におかれては、このことについて、別紙を御活用するなどにより、各教育委員会等に

周知いただくことについて、御理解と御協力をお願いします。 

 また、中学校や高等学校等から講師派遣事業へのお問い合わせがある場合には、下記の専

用のホームページに記載している連絡先まで御連絡くださるようお願いいたします。 

  

記 

  

 過労死等防止対策等労働条件に関する啓発事業（中学、高等学校等への講師派遣支援事業）

の専用ホームページ  
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（１）ＵＲＬを直接入力する場合 

＜ＵＲＬ＞http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000151995.html 

  

（２）厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）から探す場合 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 過労死等防

止対策 > 過労死等防止対策等労働条件に関する啓発事業についてはこちら 

  

  

  

  

（照会先） 

 厚生労働省労働基準局総務課 

 過労死等防止対策推進室 担当 大川戸・米谷 

  電話 03-5253-1111（内線 5583、5526） 
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◎労働法に関する教育等のための教員用冊子について 

  

平成 29 年４月 24 日事務連絡 

各都道府県教育委員会高校教育主管課 

各指定都市教育委員会高校教育主管課 

各都道府県私立学校事務担当課 

附属高等学校（中等教育学校後期課程を含む) 

を置く各国立大学法人附属学校事務担当課 

構造改革特別区域法第 12 条第 1項の認定を受けた 

各地方公共団体株式会社立学校事務担当課    あて 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

児童生徒課 

  

 平素より、労働法などの雇用と労働に関する教育の充実に御協力を頂き、感謝申し上げます。 

 学校教育における雇用と労働に関する教育については、学習指導要領に基づき、公民科等

を中心に指導が行われているところですが、このたび、別添事務連絡のとおり、文部科学省

の協力の下、厚生労働省において作成した高等学校等における労働法や制度（ワークルール）

の指導のためのモデル授業案（生徒用のワークシート案等を含む）や留意点等を記載した教

員用の資料「『はたらく』へのトビラ～ワークルール２０のモデル授業案～」を全国の高等学

校等に配布したとの連絡がありました。 

 各位におかれては、例えば、雇用と労働を巡る問題の理解を深めたり、キャリア教育の一

環として生徒の職業意識を高める指導をする際の参考とするなど、標記資料の御活用に御配

慮頂くようお願いします。 

 また、このことについて、各都道府県教育委員会高校教育主管課におかれては、域内の高等

学校等を設置する市町村教育委員会及び所管の高等学校等に対して、各指定都市教育委員会高

校教育主管課におかれては、所管の高等学校に対して、各都道府県私立学校事務担当課及び構

造改革特別特区法第１２条第１項の認定を受けた各地方公共団体株式会社立学校事務担当課

におかれては、所轄の高等学校等及び学校法人等に対して、各国立大学法人附属学校事務担当

課におかれては、その管下の高等学校等に対して、御周知いただくようお願いします。 

 なお、当該教材の内容に係る問合せについては、下記のとおり厚生労働省労働条件政策課

労働条件確保改善対策室へお問い合わせください。 

  

記 

  

労働法教育等のための教員用冊子に係る問合せ先 

 厚生労働省労働基準局労働条件政策課労働条件確保改善対策室 

 電話 ０３－５２５３－１１１１（内線５５４５） 

  

【本件担当】 

文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程総括係 

電話０３－５２５３－４１１１（内線２０７３） 
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写 

  

政発 0420 第１号 

平成 29 年４月 20 日 

  

文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課長 殿 

文部科学省初等中等教育局教育課程課長 殿 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 殿 

文部科学省高等教育局学生・留学生課長 殿 

  

  

厚生労働省労働基準局労働条件政策課長 

  

  

労働法教育等のための教員用冊子の活用推奨に係る協力依頼について 

  

  

 平素より、労働基準行政の推進に御協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

 厚生労働省では、高等学校の段階においても生徒に労働法や制度（ワークルール）に関す

る理解を深めてもらうことが重要と考え、平成 28 年度厚生労働省事業として、貴省の御協力

もいただき、高等学校等における労働法や制度の指導のためのモデル授業案（生徒用のワー

クシート案等を含む）や留意点等を記載した教員用の資料「『はたらく』へのトビラ～ワーク

ルール 20 のモデル授業案～」を作成いたしました。 

 これにつきましては、その冊子を各高等学校等へ送付するとともに（その際、別紙の各学

校長宛の事務連絡を添付）、その電子媒体を厚生労働省の「『確かめよう労働条件』ポータル

サイト」に掲載し、そちらも自由に御利用いただくことにしております。 

 貴職におかれましては、この取組に御理解いただきますととともに、各高等学校等での活

用が進むよう、各教育委員会への周知について御協力を賜りたく、よろしくお願いいたしま

す。 

 なお、厚生労働省では、平成 29 年度事業として、高等学校等における本資料も活用した労

働法等のワークルールの指導の参考となる教員等のためのセミナーを、全国 10 箇所程度の

会場で開催することとなっておりますので、申し添えます。 

  

○本件連絡先： 

厚生労働省労働基準局労働条件政策課労働条件確保改善対策室 

TEL：厚生労働省代表０３－５２５３－１１１１（内線５５４５） 
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事 務 連 絡 

平成 29 年３月 31 日 

  

各高等学校長 殿 

各中等教育学校長 殿 

各高等専門学校長 殿 

各高等専修学校長 殿 

  

厚生労働省労働基準局労働条件政策課 

労働条件確保改善対策室長 

  

労働法教育等のための教員用冊子の活用について（依頼） 

  

 平素より、労働基準行政に御協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

 さて、厚生労働省では、高等学校の段階においても生徒に労働法や制度（ワークルール）

に関する理解を深めてもらうことが重要と考え、平成 29 年度事業として、文部科学省とも

連携し、各高等学校等における労働法や制度の指導に有用な、実践の参考となる 20 のモデル

授業案（生徒用のワークシート案等を含む）や留意点等を記載した教員用の資料「『はたらく』

へのトビラ～ワークルール 20 のモデル授業案～」を作成しました。 

 本資料の特長の詳細は「第１章 本資料の特長と使い方」に記載しておりますが、主なポ

イントは以下の通りです。 

 ぜひとも各学校において、様々な場面で活用していただきたいと思います。 

  

（本資料のポイント） 

・公民科のみならず、地理歴史科や、家庭科、総合的な学習の時間、特別活動など、様々

な教科等での活用を想定 

・実践に必要な労働法や制度の専門知識を教員が身に付けられるモデル授業案を提案 

・モデル授業案は試行授業を踏まえた実践的な内容を掲載 

・労働基準法の主要な内容のみならず、労働相談、会社選択、ハラスメント、採用面接、

障害者雇用、男女雇用機会均等やワークライフバランス、過労死など、幅広いテーマの

モデル授業案を提案 

・アルバイトをしている生徒が多い学校、卒業後就職をする生徒が多い学校、卒業後進学

をする生徒が多い学校など、多様な学校での活用を想定し、簡単なクイズから探究的な

学習まで、多種多様な手法を用いたモデル授業案を提案 

・労働法の専門家をはじめとする外部人材と協働した授業を行う場合のスムーズなやり方

や留意点等を解説 

・労働法や制度を高校生等の若者に教える必要性について、根拠となるデータを添えて解

説 

  

 なお、今回送付する資料は、各学校で複数の教員が担当することを想定し８冊ずつお送り

していますが、学校の規模等により、それ以上の部数が必要な場合は下の連絡先にご相談く

ださい。 
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 ただし、本資料の内容については、全て厚生労働省の「『確かめよう労働条件』ポータルサ

イト」に掲載されていますので、そちらもご覧いただき、適宜ご活用ください。 

 厚生労働省では、平成 29 年度事業として、本冊子で提案しているモデル授業案等の活用

や、社会保険労務士等の労働法の専門家等との協働も含めた、効果的な労働法や制度の授業

の方法等について、教員や専門家が共に学び合うためのセミナーを、夏以降に全国 10 会場で

開催することとなっておりますので、そちらもぜひご活用ください（詳細は追って情報提供

する予定）。 

  

○本件連絡先：厚生労働省労働基準局労働条件政策課労働条件確保改善対策室 

       TEL：厚生労働省代表０３－５２５３－１１１１（内線５５４５） 
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