
◎�労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働
について留意すべき事項等に関する指針（平成 30年９月７日　厚生労働省
告示第 323号）

（目的）
第一条　この指針は、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

三十六条第一項の協定（以下「時間外・休日労働協定」という。）で定める労働時間の延
長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その
他の必要な事項を定めることにより、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとする
ことを目的とする。
（労使当事者の責務）

第二条　法第三十六条第一項の規定により、使用者は、時間外・休日労働協定をし、これを
行政官庁に届け出ることを要件として、労働時間を延長し、又は休日に労働させることが
できることとされているが、労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられる
べきであり、また、労働時間の延長は原則として同条第三項の限度時間（第五条、第八条
及び第九条において「限度時間」という。）を超えないものとされていることから、時間外・
休日労働協定をする使用者及び当該事業場の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（以下「労使当事者」という。）は、これらに十分留意した上
で時間外・休日労働協定をするように努めなければならない。
（使用者の責務）

第三条　使用者は、時間外・休日労働協定において定めた労働時間を延長して労働させ、及
び休日において労働させることができる時間の範囲内で労働させた場合であっても、労働
契約法（平成十九年法律第百二十八号）第五条の規定に基づく安全配慮義務を負うことに
留意しなければならない。

２　使用者は、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）の認定基準
について」（平成十三年十二月十二日付け基発第一〇六三号厚生労働省労働基準局長通達）
において、一週間当たり四十時間を超えて労働した時間が一箇月においておおむね四十五
時間を超えて長くなるほど、業務と脳血管疾患及び虚血性心疾患（負傷に起因するものを
除く。以下「脳・心臓疾患」という。）の発症との関連性が徐々に強まると評価できるとさ
れていること並びに発症前一箇月間におおむね百時間又は発症前二箇月間から六箇月間ま
でにおいて一箇月当たりおおむね八十時間を超える場合には業務と脳・心臓疾患の発症と
の関連性が強いと評価できるとされていることに留意しなければならない。
（業務区分の細分化）

第四条　労使当事者は、時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日に労働
させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化するこ
とにより当該業務の範囲を明確にしなければならない。
（限度時間を超えて延長時間を定めるに当たっての留意事項）

第五条　労使当事者は、時間外・休日労働協定において限度時間を超えて労働させることが
できる場合を定めるに当たっては、当該事業場における通常予見することのできない業務

3 関係指針・通達等
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量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限
り具体的に定めなければならず、「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」
など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めることは認められないことに留意
しなければならない。

２　労使当事者は、時間外・休日労働協定において次に掲げる時間を定めるに当たっては、
労働時間の延長は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、当
該時間を限度時間にできる限り近づけるように努めなければならない。
一　法第三十六条第五項に規定する一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休

日において労働させることができる時間
二　法第三十六条第五項に規定する一年について労働時間を延長して労働させることがで

きる時間
３　労使当事者は、時間外・休日労働協定において限度時間を超えて労働時間を延長して労

働させることができる時間に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、当該割増賃金の率
を、法第三十六条第一項の規定により延長した労働時間の労働について法第三十七条第一
項の政令で定める率を超える率とするように努めなければならない。
（一箇月に満たない期間において労働する労働者についての延長時間の目安）

第六条　労使当事者は、期間の定めのある労働契約で労働する労働者その他の一箇月に満た
ない期間において労働する労働者について、時間外・休日労働協定に労働時間を延長して
労働させることができる時間を定めるに当たっては、別表の上欄に掲げる期間の区分に応
じ、それぞれ同表の下欄に掲げる目安時間を超えないものとなるように努めなければなら
ない。
（休日の労働を定めるに当たっての留意事項）

第七条　労使当事者は、時間外・休日労働協定において休日の労働を定めるに当たっては労
働させることができる休日の日数をできる限り少なくし、及び休日に労働させる時間をで
きる限り短くするように努めなければならない。
（健康福祉確保措置）

第八条　労使当事者は、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保す
るための措置について、次に掲げるもののうちから協定することが望ましいことに留意し
なければならない。
一　労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
二　法第三十七条第四項に規定する時刻の間において労働させる回数を一箇月について一

定回数以内とすること。
三　終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
四　労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
五　労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
六　年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進

すること。
七　心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
八　労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換

をすること。
九　必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健

指導を受けさせること。
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（適用除外等）
第九条　法第三十六条第十一項に規定する業務に係る時間外・休日労働協定については、第

五条、第六条及び前条の規定は適用しない。
２　前項の時間外・休日労働協定をする労使当事者は、労働時間を延長して労働させること

ができる時間を定めるに当たっては、限度時間を勘案することが望ましいことに留意しな
ければならない。

３　第一項の時間外・休日労働協定をする労使当事者は、一箇月について四十五時間又は一
年について三百六十時間（法第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超え
る期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間
又は一年について三百二十時間）を超えて労働時間を延長して労働させることができるこ
ととする場合においては、当該時間外・休日労働協定において当該時間を超えて労働させ
る労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置を定めるように努めなければなら
ず、当該措置については、前条各号に掲げるもののうちから定めることが望ましいことに
留意しなければならない。

附則
１　この告示は、平成三十一年四月一日から適用する。
２　労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準（平

成十年労働省告示第百五十四号）は、廃止する。
３　法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、第百四十一条第四項又は第百四十二条の規

定の適用を受ける時間外・休日労働協定に対する第九条の規定の適用については、平成
三十六年三月三十一日までの間、同条第一項中「法第三十六条第十一項に規定する業務に
係る時間外・休日労働協定」とあるのは、「法第百三十九条第二項、第百四十条第二項、
第百四十一条第四項及び第百四十二条の規定の適用を受ける時間外・休日労働協定」とし、
同条第三項の規定は適用しない。

別表（第六条関係）

期間 目安時間

一週間 十五時間

二週間 二十七時間

四週間 四十三時間

備�考　期間が次のいずれかに該当する場合は、目安時間は、当該期間の区分に応じ、
それぞれに定める時間（その時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間
に切り上げる。）とする。

　一�　一日を超え一週間未満の日数を単位とする期間十五時間に当該日数を七で除し
て得た数を乗じて得た時間

　二�　一週間を超え二週間未満の日数を単位とする期間二十七時間に当該日数を十四
で除して得た数を乗じて得た時間

　三�　二週間を超え四週間未満の日数を単位とする期間四十三時間に当該日数を
二十八で除して得た数を乗じて得た時間（その時間が二十七時間を下回るときは、
二十七時間）
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◎学校における働き方改革に関する緊急対策
� 平成 29 年 12 月 26 日　

文部科学大臣決定�　　　

　平成 29 年６月、文部科学大臣から「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運
営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」を諮問し、
同年 12 月 22 日に中央教育審議会において「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指
導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（中間
まとめ）」（以下、「学校における働き方改革に関する総合的な方策（中間まとめ）」という。）
がまとめられた。
　「学校における働き方改革に関する総合的な方策（中間まとめ）」においては、

○　学校・教師が担う業務の明確化を通じた役割分担と業務の適正化
○　学校が作成する計画等の見直し
○　学校の組織運営体制の在り方
○　勤務時間に関する意識改革と制度的措置
○　「学校における働き方改革」の実現に向けた環境整備

　という観点において、取り組むべき具体的な方策が示されたところであり、これを踏まえ
て、文部科学省が中心的に実施していく内容を、本緊急対策としてとりまとめ、着実に実施
していく。

１．業務の役割分担・適正化を着実に実行するための方策
（1） 業務の役割分担・適正化を進めるための取組

○�　「学校における働き方改革に関する総合的な方策（中間まとめ）」においては、別紙１
のように代表的な業務の在り方に関して考え方が示されたところである。この考え方
を踏まえ、学校・教師が担うべき業務の範囲が学校現場や地域、保護者等に共有され
るよう、学校や教師・事務職員等の標準職務を明確化し、各教育委員会の学校管理規
則に適切に位置づけられるようモデル案を作成し、提示する。

○�　地域や保護者をはじめとした社会全体の理解を得られるように、「学校における働
き方改革」の趣旨等をわかりやすくまとめた資料を学校に提供する等、社会への普及・
啓発を進める。

○�　全国の教育委員会・学校に対して、業務改善の取組を進めることができるように、
教育委員会・学校における業務改善の優良事例を収集・周知するとともに、教育委員
会事務局職員や各学校の管理職への研修で活用しやすいような工夫等を行う。

○�　民間団体等からの作文・絵画コンクール等への出展依頼や、子供の体験活動など各
種団体からの家庭向けの配布物について、当該団体等に対して、教育委員会等と連携
して学校の負担軽減に向けた協力の周知を実施する。

○�　「教育委員会における学校の業務改善のための取組状況調査」について、引き続き
実施し、今後、業務改善等の実効性を更に担保するために、市町村別の実施状況を公
表していくことも検討する。

○�　文部科学省内に、教職員の正規の勤務時間や人的配置、業務改善の取組等の状況を
踏まえて教職員の業務量を俯瞰（ふかん）し、一元的に管理する組織を整備するとと
もに、学校に関する業務を所管する部署は、新たな業務を付加するような制度改正等

⎝
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を行う際には、当該組織と前広に調整することを基本とする。
○�　各学校が地域・保護者との連携を一層強化するため、文部科学省としてコミュニ

ティ・スクールや地域学校協働活動等を通じた学校教育の質の向上等を進める。

（2） それぞれの業務を適正化するための取組
【登下校に関する対応】

○�　通学路における安全確保を効果的に行うため、地方公共団体等が中心となって、
学校、関係機関、地域の連携を一層強化する体制を構築する取組を進める。

【学校徴収金の徴収・管理】
○�　学校給食費については公会計化することを基本とした上で、地方公共団体がその

徴収・管理を行っている先行事例も踏まえ、文部科学省において公会計化導入に向
けたガイドラインを作成し、各地方公共団体に公会計化をするよう促す。また、そ
れ以外の学校徴収金についても、文部科学省と先進的な地方公共団体とが協力し、
公会計化に向けた好事例を提示する。

【調査・統計等への回答等】
○�　調査・統計について、政府の統計改革推進会議の方針を踏まえ、統計を積極的に

利用した、証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）の推進の必要性が掲げられると同時
に、ニーズの低下した統計調査の廃止、調査事項の重複排除、行政記録情報の活用
による調査事項の縮減、オンライン調査の導入早期化等、報告者負担の軽減に向け
た取組が掲げられていることから、文部科学省が教育委員会や学校等を対象に実施
している調査項目の洗い出しを行い、必要に応じて、重複の排除に向けた整理・統
合を行う。

○�　文部科学省が実施する調査と教育委員会等が実施する調査の重複排除に資する観
点から、文部科学省が実施する調査については、部局間での共有を図るとともに、
可能な限り、前広に教育委員会等に調査実施時期及び調査項目を提示する。あわせ
て、教育委員会による学校への調査・照会について、調査の対象（悉皆（しっかい）
／抽出）・頻度・時期・内容・様式等（選択式、WEB フォーム等）の精査を促す。

【部活動】
○�　運動部活動については、「学校における働き方改革に関する総合的な方策（中間

まとめ）」を踏まえ、本年度末までに、部活動の適切な運営のための体制の整備や
適切な活動時間や休養日についての明確な基準の設定、各種団体主催の大会の在り
方の見直し等を含んだガイドラインを作成し、提示する。また、文化部活動に関し
ても運動部活動と同様にその在り方等について検討する必要があることから、ガイ
ドラインを作成する等必要な取組を行う。

○�　部活動の顧問については、教師の勤務負担の軽減や生徒への適切な部活動指導の
観点から、各校長が、教師の専門性や校務分担の状況に加え、負担の度合いや専門
性の有無を踏まえて、学校の教育方針を共有した上で、学校職員として部活動の実
技指導等を行う部活動指導員や外部人材を積極的に参画させるよう促す。部活動指
導員については、スポーツ庁が作成予定の「運動部活動の在り方に関する総合的な
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ガイドライン（仮称）」を遵守すること、部活動指導員の参画が教師の働き方改革
につながる取組であること等を条件として支援を行う。

○�　少子化等により規模が縮小している学校においては、学校に設置する部活動の数
について、部活動指導にたけた教師の配置状況や部活動指導員の参画状況を考慮し
て適正化するとともに、生徒がスポーツ等を行う機会が失われることのないよう複
数の学校による合同部活動や総合型地域スポーツクラブとの連携等を積極的に進め
るよう促す。

○�　大会・コンクール等の主催者に対して、部活動指導員による引率や、複数の学校
による合同チームや地域スポーツクラブ等の大会参加が可能となるよう、関係規定
の改正等を行うよう要請する。

○�　一部の保護者による部活動への過度の期待等の認識を変えるため、入試における
部活動に対する評価の在り方の見直し等の取組も検討するよう促す。

○�　各種団体主催の大会も相当数存在し、休日に開催されることも多い実情を踏まえ、
各種団体においてその現状の把握と見直しを要請する。

○�　将来的には、地方公共団体や教育委員会において、学校や地域住民と意識共有を
図りつつ、地域で部活動に代わり得る質の高い活動の機会を確保できる十分な体制
を整える取組を進め、環境が整った上で、部活動を学校単位の取組から地域単位の
取組にし、学校以外が担うことも検討する。

【授業準備】
○�　授業で使用する教材等の印刷や物品等の準備のような補助的業務や理科の授業に

おける実験や観察等について、授業中の支援に加え、実験の準備・片付けや教材開
発の支援は、教師との連携の上で、サポートスタッフや理科の観察実験補助員の積
極的な参画を促進する。

○�　小学校中学年での外国語活動の導入や高学年での教科化に向けて、教室用デジタ
ル教材や、教師用指導書、学習指導案例、ワークシートなど授業準備に役立つ資料
を含め、新学習指導要領に対応した教材を開発し、希望する小学校に配布する。

【学習評価や成績処理】
○�　学習評価や成績処理に関する業務のうち、宿題等の提出状況の確認、簡単な漢字・

計算ドリルの丸付けなどの補助的業務は、教師との連携の上で、法令上の守秘義務
が課される地方公務員（非常勤職員等）としての任用等により適切な業務を遂行で
きるサポートスタッフ等の積極的な参画を促す。

○�　新しい学習指導要領の下における学習評価の在り方については、現在中央教育審
議会初等中等教育分科会教育課程部会において専門的な検討を進めており、検討を
通じて、指導要録の参考様式の大幅な簡素化も含め、効果的で教師に過度な負担を
かけることのない学習評価の在り方を示す。

【学校行事等の準備・運営】
○�　理科の野外観察や社会科の見学や観察といった調査活動など、本来、教科等の学

習に相当する内容の一部が学校行事として行われている状況があることを踏まえ
て、カリキュラム・マネジメントの観点から学校行事と教科等の関連性を見直し、
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従来学校行事とされてきた活動のうち、教科等の指導と位置づけることが適切なも
のについては、積極的に当該教科等の授業時数に含めるよう促す。

○�　各学校における学校行事の精選や内容の見直しの取組を推進するための具体的な
取組例について提示する。

【支援が必要な児童生徒・家庭への対応】
○�　どのような業務を教師に任せ、どのような業務をスクールカウンセラー等の専門

的な人材に任せるか明確にするとともに、スクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカー、特別支援教育の支援ができる専門的な人材、日本語指導ができる
支援員や母語が分かる支援員の方がより効果的な対応ができる業務については、教
師と連携しながら、これらの人材が中心となって担うことができるよう、積極的な
参画を促進する。

○�　保健室登校への対応など養護教諭の負担が増加している状況等を踏まえ、養護教
諭の業務の効率化・負担の軽減についても検討する。

○�　家庭との対応の関係で保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等への対応が求め
られる場合や、児童生徒を取り巻く問題に関して法的側面からのアドバイスが必要
な場合について、学校が組織として対応できるよう、教育委員会において支援体制
を構築するほか、法的相談を受けるスクールロイヤー等の専門家の配置を進める。

※�「学校における働き方改革に関する総合的な方策（中間まとめ）」において取りまとめられ
た、教育委員会等や各学校が取り組むべき方策については、文部科学省として必要な指導・
助言等を行い、教育関係者が一丸となって「学校における働き方改革」を実現するための
後押しを行う。

２．学校が作成する計画等・組織運営に関する見直し
○�　学校単位で作成される計画については、計画の内容や学校の実情に応じて、業務の

適正化の観点や、計画の機能性を高め、カリキュラム・マネジメントの充実を図る観
点から、統合して作成することも推進するよう促す。

○�　各教科等の指導計画の有効な活用を図るためにも、計画の内容や学校の実情に応じ
て複数の教師が協力して作成し共有化するなどの取組を推進するよう促す。

○�　児童生徒ごとに作成される計画については、学校や児童生徒の状況等に応じて複数
の計画を１つにまとめて作成することで、業務の適正化を図り、効果的な指導につな
げられるよう、必要な支援計画のひな型を示し、教育委員会等の検討を促す。

○�　教育委員会において、教育委員会として学校に作成を求めている計画等を網羅的に
把握した上で、スクラップ＆ビルドの視点に立ち、その計画の必要性を含め、整理・
合理化をしていくとともに、教育委員会において計画等のひな形を提示する際には、
過度に複雑なものとせず、ＰＤＣＡサイクルの中で活用されやすいものになるよう促
す。

○�　各学校に対し、新たな課題に対応した計画の作成を求める場合には、まずは既存の
各種計画の見直しの範囲内で対応することを基本とするとともに、教育委員会にも国
を参考とした取組を進めてもらうよう促す。

○�　学校に設置されている様々な委員会等について、類似の内容を扱う委員会等につい
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ては、委員会等の合同設置や構成員の統一など、業務の適正化に向けた運用を行うよ
う促す。

３．勤務時間に関する意識改革と時間外勤務の抑制のための必要な措置
（1） 勤務時間管理の徹底・適正な勤務時間の設定

○�　勤務時間の管理については ,�厚生労働省において「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」（平成 29 年１月 20 日）が示され、「使
用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること」とさ
れており、労働法制上、校長や服務監督権者である教育委員会等に求められている責
務であることを踏まえ、教師の勤務時間管理を徹底する。勤務時間管理に当たっては、
極力、管理職や教師に事務負担がかからないよう、服務監督権者である教育委員会等
は、自己申告方式ではなく、ＩＣＴの活用やタイムカードなどにより勤務時間を客観
的に把握し、集計するシステムを直ちに構築するよう促す。

○�　登下校時刻の設定や、部活動、学校の諸会議等については、教職員が適正な時間に
休憩時間を確保できるようにすることを含め、教職員の勤務時間を考慮した時間設定
を行うよう徹底する。

○�　部活動や放課後から夜間などにおける見回り等、「超勤４項目」以外の業務につい
ては、校長は、時間外勤務を命ずることはできないことを踏まえ、早朝や夜間等、通
常の勤務時間以外の時間帯にこうした業務を行う場合、服務監督権者は、正規の勤務
時間の割り振りを適正に行うなどの措置を講ずるよう徹底する。

○�　保護者や外部からの問合せ等に備えた対応を理由に時間外勤務をすることのないよ
う、緊急時の連絡に支障がないよう教育委員会事務局等への連絡方法を確保した上で、
留守番電話の設置やメールによる連絡対応等の体制整備に向けた方策を講ずることを
促す。

○�　部活動については、適切な活動時間や休養日の設定を行うためのガイドラインを示
す。

○�　長期休業期間において年次有給休暇を確保できるように一定期間の学校閉庁日の設
定を行うことを促す。

○�　適正な勤務時間の設定に係る取組について、各学校においては学校運営協議会の場
等を活用しながら、保護者や地域の理解を得られるよう、文部科学省や各教育委員会
等も、全国レベル・地域レベルのＰＴＡ連合会等の協力も得るため、必要な要請を行
う。

（2） 教職員全体の働き方に関する意識改革
○�　学校における業務改善を図っていくためには、校長をはじめとした管理職のマネジ

メント能力は必要不可欠であり、教職員の組織管理や時間管理、健康安全管理等をは
じめとしたマネジメント能力を養成するための研修を実施するとともに、都道府県教
育委員会等の研修でも、上記観点を盛り込むよう促す。また、管理職登用の際にもそ
のような能力を教育委員会等は適正に評価するよう促す。

○�　管理職だけでなく、学校の教職員全体に対しても勤務時間を意識した働き方を浸透
させるために、各教育委員会等において、働き方に関する必要な研修が実施されるよ
う促す。
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○�　校長が学校の重点目標や経営方針に教職員の働き方に関する視点を盛り込み、管理
職がその目標・方針に沿って学校経営を行う意識を持つとともに、教職員一人一人が
業務改善の意識をもって進めるために、人事評価が積極的に活用されるよう促す。

○�　学校運営の組織的・継続的な改善を図りつつ、各学校が保護者や地域住民等に対し、
適切に説明責任を果たし、その理解と協力を得るためにも、学校評価において重点的
な評価項目の一つとして、業務改善や教職員の働き方に関する項目を明確に位置付け、
自己評価はもとより、学校関係者評価についても積極的に実施していくとともに、学
校の実情等を踏まえ、第三者評価についても積極的に検討していくよう促す。

○�　教育委員会等は、学校評価と連動した業務改善の点検・評価の取組を推進するとと
もに、教育委員会が策定する業務改善方針・計画や、実施する業務改善の取組につい
て、毎年度実施する教育委員会の自己点検・評価の中で取り上げるよう促す。

（3） 時間外勤務の抑制のための措置
　政府全体の「働き方改革実行計画」において、時間外労働の限度について原則月 45
時間、年 360 時間と示されている。それを参考にしつつ、教師が、長時間勤務により
健康を害さないためにも、勤務時間に関する数値で示した上限の目安を含むガイドライ
ンを検討し、提示する。

※�「学校における働き方改革に関する総合的な方策（中間まとめ）」において、更に検
討すべきとされた課題については、引き続き検討を行う。

４．「学校における働き方改革」の実現に向けた環境整備
　「学校における働き方改革」を実現するためには、これまで掲げた方策の実施に必要な
環境整備が必要不可欠である。そのため、文部科学省として、平成 30 年度予算案におい
て必要な予算を別紙２（略）のとおりまとめている。
　今後も、「学校における働き方改革」を進めるに当たり、業務や予算の効率化を進めつつ、
必要な予算の確保に努めていく。

５．進捗状況の把握等
　本緊急対策に掲げる取組については、「教育委員会における学校の業務改善のための取
組状況調査」をはじめとした既存の調査等を活用しつつ、文部科学省として、進捗状況を
把握し、必要な取組を進める。
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学校における働き方改革に関する総合的な方策について（中間まとめ）
【平成 29 年 12 月 22 日�中央教育審議会】（抄）

＜基本的には学校以外（地方公共団体、教育委員会、保護者、地域ボランティア等）が担う
べき業務＞
　①登下校に関する対応、②放課後から夜間などにおける見回り、児童生徒が補導された時
の対応、③学校徴収金の徴収・管理、④地域ボランティアとの連絡調整については、基本的
には「学校以外が担うべき業務」であり、その業務の内容に応じて、地方公共団体や教育委
員会、保護者、地域学校協働活動推進員や地域ボランティア等が担うべきものと考える。

＜学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務＞
　⑤調査・統計等への回答等、⑥児童生徒の休み時間における対応、⑦校内清掃については
学校の業務である。⑧部活動については、学校の判断により実施しない場合もあり得るが、
実施する場合には学校の業務として行うこととなる。これらの業務は、学校の業務として行
う場合であっても、必ずしも教師が担わなければならない業務ではない。地域や学校の実情
を踏まえ、⑤調査・統計等については事務職員等、⑥児童生徒の休み時間における対応や⑦
校内清掃については地域ボランティア等、⑧部活動については部活動指導員をはじめとした
外部人材、というように教師以外の者が担うことも積極的に検討すべきである。

＜教師の業務だが、負担軽減が可能な業務＞
　⑨給食時の対応、⑩授業準備、⑪学習評価や成績処理、⑫学校行事の準備・運営、⑬進路
指導、⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応については、基本的には学校・教師の業務で
ある。⑩授業準備や⑪学習評価や成績処理における補助的な業務についてはサポートスタッ
フ等が担い、⑫学校行事の準備・運営のうち、児童生徒の指導に直接的に関わらない業務に
ついては、事務職員や民間委託等の外部人材等が担うことで、当該業務の本質的な業務につ
いて教師が集中できるようになる。また、⑨給食時の対応については学級担任と栄養教諭等
との連携による工夫等が考えられるほか、⑬進路指導については事務職員や民間企業経験者
などの外部人材等、⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応はスクールカウンセラーやスクー
ルソーシャルワーカーなどの専門スタッフが、当該業務の一部について担う方が児童生徒に
効果的な対応ができる場合もある。

別紙２　（略）

別紙１
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� 平成 30 年２月９日 29 文科初第 1437 号��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
� 都道府県教育委員会教育長・各指定都市教育委員会教育長あて　　文部科学事務次官　

　文部科学省では、平成 29 年６月 22 日に、新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・
運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について中央教育審
議会に諮問を行い、同年 12 月 22 日、中央教育審議会において「新しい時代の教育に向け
た持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な
方策について（中間まとめ）」（以下、「中間まとめ」という。）が取りまとめられました。こ
れを踏まえ、文部科学省として、同月 26 日に「学校における働き方改革に関する緊急対策」
（以下、「緊急対策」という。）を別添の通り取りまとめましたので、お知らせします。文部
科学省としては、緊急対策において、業務の役割分担・適正化を着実に実行するための方策
や、学校が作成する計画等や組織運営に関する見直し、勤務時間に関する意識改革と時間外
勤務の抑制のための必要な措置を講ずることとしているほか、これらの方策の実施に必要な
環境整備を行うこととしており、今後も、「学校における働き方改革」を進めるに当たり、
関係者への情報提供や必要な予算の確保に努めるなどの取組を進めてまいります。
　各都道府県教育委員会及び各指定都市教育委員会におかれては、学校におけるこれまでの
働き方を見直し、限られた時間の中で、教師の専門性を生かしつつ、授業やその準備に集中
できる時間、教師自らの専門性を高めるための研修の時間や、児童生徒と向き合うための時
間を十分確保し、教師が日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性を高
め、児童生徒に対して効果的な教育活動を行うことができるよう、下記の点に留意しながら、
高等学校や特別支援学校等の学校種の違いにも配慮しつつ、必要な取組の徹底をお願いしま
す。その際、学校種による業務の性質の違いについても十分に考慮されるようお願いします。
　学校における業務改善については、「教育委員会における学校の業務改善のための取組状
況調査の結果（速報値）及び学校現場における業務改善に係る取組の徹底について（通知）」
（平成 29 年６月 22 日付け 29 文科初第 509 号）等により、取組の徹底をお願いしている
ところですが、今般、中間まとめにおいて学校・教師が担う業務の明確化を通じた役割分担
と業務の適正化、学校が作成する計画等の見直し等の観点から、取り組むべき具体的な方策
が示されたところであり、今後の対応に当たっては、本通知に基づき、適切に対応されるよ
うお願いします。
　また、勤務時間管理については、上記通知等により、厚生労働省において平成 29 年１月
20 日に定められた「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、「厚生労働省のガイドライン」という。）に基づき適切に対応されるよう周
知しているところですが、今後とも、本通知及び厚生労働省のガイドラインに基づき、適切
に対応されるようお願いします。
　このほか、学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る今後の対応に当たっては、中
間まとめ及び緊急対策を参考とされるようお願いします。
　文部科学省としても、各教育委員会における学校の業務改善のための取組状況について定
期的にフォローアップしてまいります。
　各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市（指定都市を除く。以下同

⎝
�⎛

⎠
�⎞

◎�学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務
改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について（通知）
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じ。）町村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対して、
本件について周知を図るとともに、十分な指導・助言に努めていただくようお願いします。
　また、各都道府県教育委員会におかれては、本件について域内の市町村教育委員会が設置
する学校に対して周知が図られるよう配慮をお願いします。

記

　教育委員会において取り組むべき方策としては、以下の事項が挙げられる。各教育委員会
においては、これらの取組について、学校や地域、教職員や児童生徒の実情に応じて、順次
適切に取組を進めること。

１．学校における業務改善について
（１�）業務の役割分担・適正化を着実に実行するために教育委員会が取り組むべき方策

について
　①業務改善方針・計画の策定及びフォローアップ
　②事務職員の校務運営への参画の推進
　③専門スタッフとの役割分担の明確化及び支援
　④学校が教育活動に専念するための支援体制の構築
　⑤業務の管理・調整を図る体制の構築
　⑥関係機関との連携・協力体制の構築
　⑦学校・家庭・地域の連携の促進
　⑧統合型校務支援システム等の ICT の活用推進
　⑨研修の適正化
　⑩各種研究事業等の適正化
　⑪教育委員会事務局の体制整備
　⑫授業時数の設定等における配慮
　⑬各学校における業務改善の取組の促進
（２�）中間まとめにおいて示された業務の在り方に関する考え方を踏まえて教育委員会

が特に留意して取り組むべき個別業務の役割分担及び適正化について
【基本的には学校以外が担うべき業務】
　①登下校に関する対応
　②放課後から夜間などにおける見回り、児童生徒が補導されたときの対応
　③学校徴収金の徴収・管理
　④地域ボランティアとの連絡調整
【学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務】
　⑤調査・統計等への回答等
　⑥児童生徒の休み時間における対応
　⑦校内清掃
　⑧部活動
【教師の業務だが、負担軽減が可能な業務】
　⑨給食時の対応
　⑩授業準備
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　⑪学習評価や成績処理
　⑫学校行事等の準備・運営
　⑬進路指導
　⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応
（３）�学校が作成する計画等及び学校の組織運営に関する見直しについて
２．勤務時間管理の徹底及び適正な勤務時間の設定について
３．教職員全体の働き方に関する意識改革について

１．学校における業務改善について
　中間まとめにおいて、これまで学校・教師が担ってきた業務の中には、半ば慣習的に行
われてきたが一定の教育的効果が指摘される業務もある一方、限られた時間の中で、教師
一人一人の授業準備や自己研鑽

さん

等の時間を確保するとともに、意欲と高い専門性をもって、
今まで以上に一人一人の児童生徒に丁寧に関わりながら、質の高い授業や個に応じた学習
指導を実現するためには、学校が担うべき業務、教師が担うべき業務を改めて整理した上
で、教師の専門性を踏まえ、各学校や地域の実情に応じて、役割分担・適正化を図ってい
くことが必要であるとされたことに留意し、以下の方策に取り組むこと。

（１�）業務の役割分担・適正化を着実に実行するために教育委員会が取り組むべき方策につ
いて

①業務改善方針・計画の策定及びフォローアップ
　所管の学校の業務改善に関して、時間外勤務の短縮に向けた業務改善方針・計画を策
定すること。その際、調査・依頼事項を含め、教育委員会が課している業務の内容を精
査した上で業務量の削減に関する数値目標（ＫＰＩ）を決めるなど明確な業務改善目標
を定め、業務改善の取組を促進し、フォローアップすることで、業務改善の PDCA サ
イクルを構築すること。また、各学校でデータ・資料の取扱いや様式をはじめとした業
務実施に当たる統一的な方針を示すこと。

②事務職員の校務運営への参画の推進
　学校におけるマネジメント機能を十分に発揮できるようにするため、事務職員がより
主体的・積極的に、業務改善をはじめとする校務運営に参画するとともに、採用から研
修等を通じて、事務職員の資質・能力、意欲の向上のための取組を進めること。また、
勤務の実情を踏まえつつ、事務職員に過度に業務が集中することにならないよう、法制
化された共同学校事務室の活用や、庶務事務システムの導入等により、事務処理の効率
化等を図りつつ、教師の事務負担の軽減や事務職員の学校運営への支援・参画の拡大等
を積極的に進めること。

③専門スタッフとの役割分担の明確化及び支援
　「チームとしての学校」として、事務職員や専門的な知見をもち、児童生徒により効
果的な指導・助言が行えるスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、部活
指導員等の専門スタッフとの役割分担を明確にし、専門スタッフが学校に対して理解を
深め、必要な資質・能力を備えることができるような研修等を実施するとともに、人員
が確保できるよう学校に対して必要な支援を行うよう努めること。

④学校が教育活動に専念するための支援体制の構築
　これまで学校が担ってきた業務について、域内で統一的に実施できるものについては、
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できる限り地方公共団体や教育委員会が担っていくとともに、各学校が組織的・継続的
に業務改善に取り組めるよう、児童生徒を取り巻く問題について法的アドバイスを受け
ることや、学校と保護者・地域住民の間でのトラブル等の課題に直面した際の解決に向
けた学校に対する支援を教育委員会が積極的に進めるなど、学校が教育活動に専念する
ことができるような支援体制を構築するよう努めること。

⑤業務の管理・調整を図る体制の構築
　文部科学省の取組を参考に、給与負担者である教育委員会において、正規の勤務時間
や人的配置等を踏まえ、教職員の業務量について俯瞰（ふかん）し、学校に対して新た
な業務を付加する場合には積極的に調整を図る体制を構築すること。

⑥関係機関との連携・協力体制の構築
　各学校が関係機関や地域・保護者との連携を一層強化するために必要な支援や体制を
構築すべきであり、特に、学校が直面してきた課題に関係があると思われる福祉部局・
警察等関係機関との連携を促進するために教育委員会が主導して連携・協力体制を構築
すること。

⑦学校・家庭・地域の連携の促進
　地域・保護者との連携については各学校における取組を踏まえつつ、教育委員会とし
ても、所管する学校への学校運営協議会の設置が努力義務化されていることを踏まえ、
コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度を導入した学校をいう。）の導入に取り
組むとともに、法制化された地域学校協働活動推進員の委嘱等により、地域学校協働活
動を推進すること。また、地域や保護者に教育委員会の考えを直接示す機会を設けるな
ど、学校の取組が理解されるような取組を積極的に行うこと。

⑧統合型校務支援システム等の ICT の活用推進
　統合型校務支援システムの導入により、指導要録への記載など学習評価をはじめとし
た業務の電子化による効率化などを図るとともに、ICT を活用し、教材の共有化を積極
的に進めること。その際、都道府県と域内の市町村との連携により、都道府県単位での
統合型校務支援システムの共同調達・運用に向けた取組を進めること。

⑨研修の適正化
　教師の研修については、教師の資質能力の向上を図る上で大変重要であるが、都道府
県と市町村の教育委員会間等で重複した内容の研修の整理・精選を行うとともに、研修
報告書等についても、過度な負担とならないよう研修内容に応じて簡素化を図ること。
また、実施時期の調整など工夫をすることにより、教職員がまとまった休暇を取りやす
い環境にも配慮すること。

⑩各種研究事業等の適正化
　教育委員会の学校指定による先導的な研究や、各種研究会により事実上割り当てられ
たようなものなどの学校における研究事業については、研究テーマの精選や、報告書の
形式を含めた成果発表の在り方など、教師の負担面にも配慮すること。

⑪教育委員会事務局の体制整備
　教育委員会においても、所属職員の業務の適正化が図られるよう、体制整備の実現に
期するべく、組織内でも業務の精選等を積極的に実施するとともに、総合教育会議等を
通じて、首長や首長部局等と共通理解を深めること。

⑫授業時数の設定等における配慮
　警報発令や感染症による休校や学級閉鎖等も想定した必要な授業時数の確保や、指導
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内容の確実な定着を図る観点から、標準を上回る適切な指導時間を設定することは想定
されるが、標準授業時数を大きく上回った授業時数を計画している場合には、指導体制
の整備状況を踏まえて精査し、教師の時間外勤務の増加につながらないよう、各学校に
おける教育課程の編成・実施に当たっては、教師の「働き方改革」に十分配慮すること。

⑬各学校における業務改善の取組の促進
　各学校に対して以下の点を踏まえた業務改善の取組を促し、必要な支援を行うこと。
・業務を洗い出し、可視化し、見直していくこと。
・�各学校においては、校長をはじめとした管理職は学校の重点目標や経営方針を明確化

し、その目標達成のために真に必要な業務に注力できるようにすること。
・�管理職は教職員の組織管理や時間管理、健康安全管理をはじめとしたマネジメントを

着実に行うこと。
・�教職員一人一人が、自らの業務一つ一つについて、より効果的に行うことができない

か、適正化の観点から見直すこと。
・�学校の重点目標や経営方針において、教職員の働き方に関する視点も盛り込み、学校

全体で取り組むこと。
・�教職員間で業務の在り方、見直しについて話し合う機会を設け、その話合いも参考に

しながら、管理職は校内の業務の在り方の適正化を図ることができるような学校現場
の雰囲気づくりに取り組むこと。

・�地域・保護者や福祉部局・警察等関係機関との情報共有を緊密に行いつつ、適切な役
割分担を図るよう努めること。

・�保護者や地域住民との学校経営方針の共有を図るとともに、地域・保護者との連携に
ついては、保護者や地域住民が一定の権限と責任を持って学校運営に参画する仕組み
である学校運営協議会制度の活用や、地域学校協働活動を推進すること。

（２�）中間まとめにおいて示された業務の在り方に関する考え方を踏まえて教育委員会が特
に留意して取り組むべき個別業務の役割分担及び適正化について
　中間まとめにおいて、これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関す
る考え方が示されたところである。それを踏まえ、下記の点に留意しつつ、下記個別業
務の役割分担及び適正化を図ること。
�　下記個別業務の他、各学校や地域の置かれた状況、各学校の教育目標・教育課程に応
じて発生する業務については、服務監督権者である教育委員会において、下記個別業務
についての整理を踏まえた上で、教師が専門性を発揮できる業務であるか否か、児童生
徒の生命・安全に関わる業務であるか否かといった観点から、その受皿の整備・確保を
進めつつ、中心となる担い手を学校・教師以外の者に積極的に移行していくという視点
に立って検討を行うこと。

【基本的には学校以外が担うべき業務】

①登下校に関する対応
　通学路における安全確保を効果的に行うために、各地方公共団体等が中心となって、
学校・関係機関・地域の連携を一層強化する体制を構築すること。
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②放課後から夜間などにおける見回り、児童生徒が補導されたときの対応
　学校・警察等関係機関・地域の連携を一層強化する体制を構築すること。

③学校徴収金の徴収・管理
　学校徴収金は、銀行振り込み・口座引き落としによる徴収を基本とし、その徴収・管
理を学校ではなく、教育委員会事務局や首長部局が担っていくこと。仮に、学校が担わ
ざるを得ない場合であっても、地域や学校の実情に応じて事務職員等に業務移譲しなが
ら、教師の業務としないようにすること。

④地域ボランティアとの連絡調整
　地域ボランティアとの連絡調整を行う地域学校協働活動推進員等と学校の連絡調整の
際の学校側の窓口としては、主幹教諭や事務職員を地域連携担当と校務分掌上位置付け
て、その役割を積極的に担うことが考えられる。これを推進するため、地域連携担当教
職員について、学校における地域連携の窓口として、校務分掌上位置付けるよう促進し、
学校管理規則や標準職務例に規定すること。

【学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務】

⑤調査・統計等への回答等
　教育委員会による学校への調査・照会について、調査の対象（悉皆（しっかい）／抽
出）・頻度・時期・内容・様式等（選択式、WEB フォーム等）の精査や、調査項目の工
夫による複数の調査の一元化を行うこと。また、首長部局において学校を対象とした調
査を行う場合についても、調査項目の重複排除等、報告者負担の軽減に向けた不断の見
直しを行うよう配慮を働きかけること。このような精査をした上で、必要な調査・統計
等への回答は、例えば、教育課程の編成・実施や生徒指導など教師の専門性に深く関わ
るもの以外の調査については、事務職員等が中心となって回答するなど、可能な限り、
教師や教頭・副校長等の負担を軽減するとともに、調査結果が調査対象校に共有される
よう取組を進めること。
　研究指定校やモデル事業については、教育課題の変化を踏まえて、その必要性につい
て精査・精選するとともに、申請のために必要となる計画書等の書類の簡素化等を図る
とともに、各教育委員会で実施している研究事業についても、研究テーマの精選や、報
告書の形式を含めた成果発表の在り方など、教師の負担面にも配慮した事業となるよう、
見直しを行うこと。
　作文・絵画コンクール等への出展依頼や、子供の体験活動を始め民間団体等からの家
庭向けの配布依頼について、当該団体等に対して、教育委員会経由での連絡や学校によ
らない子供たちへの周知方法の検討などの協力を要請すること。また、民間団体等から
の依頼について、教育委員会から学校に連絡する際は、例えば、教育委員会が後援名義
を出しているもの、所管団体が主催しているもの、学校教育の一環として教育課程との
関連が図られるものであるなど、真に効果的で必要なものに精選すること。

⑥児童生徒の休み時間における対応
　全ての教師が毎日、児童生徒の休み時間の対応をするのではなく、例えば、地域人材
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等の参画・協力も得ながら、責任体制の明確化・十分な情報共有を図った上で、輪番等
によってその負担を軽減する等の取組を行うこと。

⑦校内清掃
　各学校において合理的に回数や範囲等を設定し、地域人材等の参画・協力を得たり、
民間委託等を検討したりするほか、清掃指導については、輪番等によって教師の負担を
軽減する等の取組を行うこと。

⑧部活動
　各学校において、教師の負担の度合いや専門性の有無を踏まえ、学校の教育方針を共
有した上で、学校職員として部活動の実技指導等を行う部活動指導員をはじめとした外
部人材の積極的な参画を進めること。
　少子化等により規模が縮小している学校においては、学校に設置する部活動の数につ
いて、生徒や教師の数、部活動指導員の参画状況を考慮して適正化するとともに、生徒
がスポーツ・文化活動等を行う機会が失われることのないよう複数の学校による合同部
活動や民間団体も含めた地域のクラブ等との連携等を積極的に進めること。
　教師の勤務負担軽減や教科指導等とのバランスという観点だけでなく、部活動により
生徒が学校以外の様々な活動について参加しづらいなどの課題や生徒のバランスの取れ
た健全な成長の確保の観点からも、部活動の適切な活動時間や休養日について明確に基
準を設定すること。
　一部の保護者による部活動への過度の期待が見られることも踏まえ、入試における部
活動に対する評価の在り方の見直し等に取り組むこと。
　部活動に過度に注力してしまう教師も存在するところであり、教師の側の意識改革を
行うために、採用や人事配置等の段階において、教師における部活動の指導力を過度に
評価しないよう留意すること。

【教師の業務だが、負担軽減が可能な業務】

⑨給食時の対応
　栄養教諭等の配置状況も踏まえながら、学級担任と栄養教諭等との連携により、食物
アレルギーを有する児童生徒に対する毎日の給食時の各学級での対応も含めてより効果
的な指導を行うこと。
　ランチルームなどで複数学年が一斉に給食をとったり、地域人材等の参画・協力を得
たりすることにより、教師一人一人の負担を軽減するために運営上の工夫を図ること。
　アレルギー対応については、学校においては、文部科学省が平成 27 年３月に策定し
た「学校給食における食物アレルギー対応指針」に示すとおり、安全性の確保のため、
施設設備や人員等を鑑み、過度で複雑な対応は行わないこと。

⑩授業準備
　授業で使用する教材等の印刷や物品等の準備のような補助的業務や理科の授業におけ
る実験や観察等について、授業中の支援に加え、実験の準備・片付けや教材開発の支援
は、教師との連携の上で、サポートスタッフや理科の観察実験補助員の積極的な参画を
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図ること。
　作業を効率的に行うための ICT 設備やＯＡ機器の導入・更新や ICT を活用した教材
や指導案の共有化とともに、都道府県教育委員会の教育センター等における教材や指導
案の共有化に取り組むこと。

⑪学習評価や成績処理
　学習評価や成績処理に関する業務のうち、定期テストやレポート課題といった評価資
料の作成・収集や通知表・調査書・指導要録の作成等の教師が行うべき業務との分担を
明確にした上で、宿題等の提出状況の確認、簡単な漢字・計算ドリルの丸付けなどの補
助的業務は、教師との連携の下で、法令上の守秘義務が課される地方公務員（非常勤職
員等）としての任用等により適切な業務を遂行できるサポートスタッフ等の積極的な参
画を図ること。
　教育委員会において、学習評価や成績処理に係る事務作業の負担軽減のため、ICT を
活用する環境の整備を図ること。

⑫学校行事等の準備・運営
　学校行事に関する業務のうち、学校行事に必要な物品の準備、講演会の講師や職場体
験活動受入れ企業との日程調整、修学旅行の運営等は、教師との連携の上で、事務職員
の参画や民間委託等による外部人材等の参画を図ること。
　学校行事の精選や内容の見直し、準備の簡素化を進めるとともに、地域や学校等の実
情に応じて、地域が主催する行事と学校行事を合同開催するなど効果的・効率的な実施
を検討すること。加えて、理科の野外観察や社会科の見学や観察といった調査活動など、
本来、教科等の学習に相当する内容の一部が学校行事として行われている状況があるこ
とを踏まえて、カリキュラム・マネジメントの観点から学校行事と教科等の関連性を見
直し、従来学校行事とされてきた活動のうち、教科等の指導と位置づけることが適切な
ものについては、積極的に当該教科等の授業時数に含めることも検討すること。
　周年行事等、教育活動としての要素よりも地域の記念行事としての要素が大きい行事
の準備は、簡素化した上で、教育委員会や保護者・PTA、地域等が中心となって行うこ
とを積極的に検討すること。

⑬進路指導
　高等学校における進路指導に関わる事務のうち、企業等の就職先の情報収集等につい
て、事務職員あるいは民間企業経験者などの外部人材等の参画・協力を進めること。
　進路指導に付随する業務である検定試験や模擬試験の実施における監督等について
は、可能な限り民間委託等を進めていくこと。
　教師が進路指導を担う際には、進学や就職の際に作成する書類について、校務支援シ
ステムの導入や様式の簡素化、都道府県や市町村における様式の統一化のほか、学校に
おける集中処理期間の設定等、作業をより効果的に進めること。

⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応
　支援が必要な児童生徒・家庭への対応については、教師について児童生徒の特性に応
じた研修の機会を確保するとともに、教師と異なる高度な専門性も必要となることから、
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教師との連携の上で、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、特別支援
教育の支援ができる専門的な人材、日本語指導ができる支援員や母語が分かる支援員等
の専門的な人材等の積極的な参画を図ること。
　また、家庭との対応の関係で保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等への対応が求
められる場合や、児童生徒を取り巻く問題に関して法的側面からのアドバイスが必要な
場合については、教師が一人で抱え込むのではなく、学校が組織として対応できるよう、
教育委員会において支援体制を構築するほか、法的相談を受けるスクールロイヤー等の
専門家の配置を進めること。

（３）学校が作成する計画等及び学校の組織運営に関する見直しについて
①�　学校単位で作成される計画については、業務の適正化の観点や、計画の機能性を高め、

カリキュラム・マネジメントの充実を図る観点から、計画の統合も含め、計画の内容や
学校の実情に応じて真に効果的な計画を作成することを推進すること。

②�　各教科等の指導計画や、支援が必要な児童生徒のための個別の指導計画・教育支援計
画等の有効な活用を図るためにも、計画の内容や学校の実情に応じて複数の教師が協力
して作成し共有化するなどの取組を推進すること。

③�　教育委員会において、教育委員会として学校に作成を求めている計画等を網羅的に把
握した上で、「スクラップ＆ビルド」の視点に立ち、その計画の必要性を含め、整理・
合理化をしていくとともに、教育委員会において計画等のひな形を提示する際には、過
度に複雑なものとせず、PDCA サイクルの中で活用されやすいものになるよう取り組む
こと。

④�　各学校に対し、新たな課題に対応した計画の作成を求める場合には、まずは既存の各
種計画の見直しの範囲内で対応することを基本とすること。

⑤�　学校に設置されている様々な委員会等について、類似の内容を扱う委員会等について
は、委員会等の合同設置や構成員の統一など、業務の適正化に向けた運用を行うよう徹
底すること。

２．勤務時間管理の徹底及び適正な勤務時間の設定について
①�　勤務時間管理については、厚生労働省のガイドラインにおいて、「使用者は、労働者

の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること」とされており、勤務時
間管理は労働法制上、校長や服務監督権者である教育委員会に求められている責務であ
ることを踏まえ、本通知及び厚生労働省のガイドラインに基づき、教師の勤務時間管理
を徹底すること。勤務時間管理に当たっては、極力、管理職や教師に事務負担がかから
ないよう、服務監督権者である教育委員会は、自己申告方式ではなく、ICT の活用やタ
イムカードなどにより勤務時間を客観的に把握し、集計するシステムを直ちに構築する
よう努めること。

②�　登下校時刻の設定や、部活動、学校の諸会議等については、教職員が適正な時間に休
憩時間を確保できるようにすることを含め、教職員の勤務時間を考慮した時間設定を行
うこと。

③�　部活動や放課後から夜間などにおける見回り等、「超勤４項目」以外の業務については、
校長は、時間外勤務を命ずることはできないことを踏まえ、早朝や夜間等、通常の勤務
時間以外の時間帯にこうした業務を命ずる場合、服務監督権者は、正規の勤務時間の割
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り振りを適正に行うなどの措置を講ずるよう徹底すること。
④�　保護者や外部からの問合せ等に備えた対応を理由に時間外勤務をすることのないよ

う、緊急時の連絡に支障がないよう教育委員会事務局等への連絡方法を確保した上で、
留守番電話の設置やメールによる連絡対応等の体制整備に向けた方策を講ずること。

⑤�　長期休業期間において年次有給休暇を確保できるように一定期間の学校閉庁日の設定
を行うこと。

⑥�　適正な勤務時間の設定に係る取組について、各学校においては学校運営協議会の場等
を活用しながら、保護者や地域の理解を得られるよう、各教育委員会も、PTA 等の協
力も得るため、必要な要請を行うこと。

３．教職員全体の働き方に関する意識改革について
①�　学校における業務改善を図っていくためには、校長をはじめとした管理職のマネジメ

ント能力は必要不可欠であり、都道府県教育委員会等の研修でも、教職員の組織管理や
時間管理、健康安全管理等をはじめとしたマネジメント能力を養成する観点を盛り込む
こと。また、管理職登用の際にそのようなマネジメント能力を適正に評価すること。

②�　管理職だけでなく、学校の教職員全体に対しても勤務時間を意識した働き方を浸透さ
せるために、各教育委員会において、働き方に関する必要な研修を実施すること。

③�　校長が学校の重点目標や経営方針に教職員の働き方に関する視点を盛り込み、管理職
がその目標・方針に沿って学校経営を行う意識を持つとともに、教職員一人一人が業務
改善の意識をもって進めるため、各教職員が実施した担当業務の適正化の取組を積極的
に評価するなど、人事評価の活用を推進すること。

④�　学校運営の組織的・継続的な改善を図りつつ、各学校が保護者や地域住民等に対し、
適切に説明責任を果たし、その理解と協力を得るためにも、学校評価において重点的な
評価項目の一つとして、業務改善や教職員の働き方に関する項目を明確に位置付け、自
己評価はもとより、学校関係者評価についても積極的に実施していくこと。また、学校
の実情等を踏まえ、第三者評価についても積極的に検討していくこと。

⑤�　教育委員会は、学校評価と連動した業務改善の点検・評価の取組を推進するとともに、
教育委員会が策定する業務改善方針・計画や、実施する業務改善の取組について、毎年
度実施する教育委員会の自己点検・評価の中で取り上げること。

【別添資料】�学校における働き方改革に関する緊急対策（平成 29 年 12 月 26 日　文部科
学大臣決定）　（略）
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◎第 13次労働災害防止計画（抄）

平成 30 年２月 28 日　
厚生労働省  　　　　　

はじめに　〈略〉

１　計画のねらい
（１）　〈略〉

（２）計画期間
　2018 年度から 2022 年度までの５か年を計画期間とする。

（３）計画の目標
　　 　国、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被災者も出さないという基本

理念の実現に向け、以下の目標を計画期間中に達成することを目指す。
①　死亡災害については、一たび発生すれば取り返しがつかない災害であることを踏ま

え、死亡者数を 2017 年と比較して、2022 年までに 15％以上減少させる。
②　死傷災害（休業４日以上の労働災害をいう。以下同じ。）については、死傷者数の

増加が著しい業種、事故の型に着目した対策を講じることにより、死傷者数を 2017
年と比較して、2022 年までに５％以上減少させる。

③　重点とする業種の目標は以下のとおりとする。
・　建設業、製造業及び林業については、死亡者数を 2017 年と比較して、2022 年

までに 15％以上減少させる。
・　陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設及び飲食店については、死傷者数を

2017 年と比較して、2022 年までに死傷年千人率で５％以上減少させる。
④　上記以外の目標については、以下のとおりとする。

・　仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先
がある労働者の割合を 90％以上（71.2％：2016 年）とする。

・　メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を 80％以上（56.6％：2016
年）とする。

・　ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を 60％
以上（37.1％：2016 年）とする。

・　化学品の分類及び表示に関する世界調和システム（以下「GHS」という。）によ
る分類の結果、危険性又は有害性等を有するとされる全ての化学物質について、ラ
ベル表示と安全データシート（以下「SDS」という。）の交付を行っている化学物
質譲渡・提供者の割合を 80％以上（ラベル表示 60.0％、SDS 交付 51.6％：2016 年）
とする。

・　第三次産業及び陸上貨物運送事業の腰痛による死傷者数を 2017 年と比較して、
2022 年までに死傷年千人率で５％以上減少させる。

・　職場での熱中症による死亡者数を 2013 年から 2017 年までの５年間と比較して、
2018 年から 2022 年までの５年間で５％以上減少させる。

⎝
�⎛

⎠
�⎞
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（４）　〈略〉

２　安全衛生を取り巻く現状と施策の方向性
（１）・（２）　〈略〉

（３）労働者の健康確保を巡る動向と対策の方向性
　現在の仕事や職業生活に関する強い不安、悩み又はストレスを感じる労働者は、依然
として全労働者の半数を超えている。
　また、過重労働等によって労働者の尊い命や健康が損なわれ、深刻な社会問題となっ
ている。過労死等（業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因
とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺によ
る死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。以下同じ。）
で労災認定された件数は、ここ数年は 700 件台で推移しており、そのうち死亡又は自
殺（未遂を含む。）の件数は 200 件前後となっている（表８）。また、過去５年間に過
労死等で労災認定された事案を年齢階級別に見ると、「脳・心臓疾患」は 50 歳代、40
歳代の順で多く、「精神障害」は 30 歳代、40 歳代、29 歳以下の順で多くなっている（表
９）。

《表８》脳・心臓疾患及び精神障害に係る労災認定件数の推移

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

脳・心臓疾患
労災認定件数 338 306 277 251 260

うち死亡件数 123 133 121   96 107

精神障害
労災認定件数 475 436 497 472 498

うち自殺件数   93   63   99   93   84

労災認定件数合計 813 742 774 723 758

うち死亡・自殺合計 216 196 220 189 191

※自殺は未遂を含む。
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　このような中で、過労死等防止対策推進法が 2014 年に成立し、国や地方公共団体は
その対策を推進するために、啓発、相談体制の整備、民間団体活動に対する支援等を行
うとともに、国は、過労死等に関する調査研究を実施し、過労死等防止対策推進協議会
を設置することとされている。
　過労死等を未然に防止するためには、長時間労働対策に加えて、メンタルヘルス対策
の推進が重要である。2015 年 12 月には、メンタルヘルス不調を未然に防止すること
を主な目的としたストレスチェック制度が創設され、労働者のメンタルヘルス対策は新
たな一歩を踏み出している。
　ストレスチェック制度においては、労働者一人一人のストレスを把握して自身の気づ
きを促すとともに、その結果を集団ごとに分析して職場環境の改善に活用することが重
要である。集団分析結果を活用した職場環境改善は努力義務であるが、その実施率は全
事業所の約 37％（2016 年）にとどまっている。
　また、高ストレスやメンタルヘルス不調等の労働者が、産業医等による健康相談等を
安心して受けられることが重要であるが、全労働者の約３割が職場において仕事上の不
安、悩み又はストレスについて、相談できる相手がいないと感じている現状にある。
　こうした状況を踏まえると、ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境改
善の取組や、労働者が安心してメンタルヘルス等の相談を受けられる環境整備を促進す
るとともに、過労死等の実態把握や調査研究による実態解明を進めつつ、得られた知見
に基づき対策を推進していくことが必要である。

（４）・（５）　〈略〉

３　〈略〉

４　重点事項ごとの具体的取組
（１）〈略〉

《表９》脳・心臓疾患、精神障害の年齢階級別の事案数
（平成 22 年１月～平成 27 年３月までに労災認定された事案）

（出典）「平成 29 年版過労死等防止対策白書」第３章第１-３図・第１-17 図より
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（２）過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進
　ア　労働者の健康確保対策の強化
　（ア）企業における健康確保措置の推進

・ 　過重労働・メンタルヘルス対策等の労働者の心身の健康確保対策がこれまでになく
強く求められている。そのため、法定の健康診断やその結果を踏まえた就業上の措置
のみならず、労働者の健康管理に関して、経営トップの取組方針の設定・表明等、企
業の積極的な取組を推進する。また、労働者は、自らも健康の保持増進に努める。

　（イ）産業医・産業保健機能の強化
・ 　事業場において、過重な長時間労働やメンタルヘルス不調等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、医師による面接指導や産業医・産業保
健スタッフによる健康相談等が確実に実施されるようにし、労働者の健康管理を推進
する。

・ 　「産業医制度の在り方に関する検討会報告書」（平成 28 年 12 月 26 日産業医制度
の在り方に関する検討会とりまとめ）で示された内容等も踏まえ、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労働者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。

・　さらに、
①　産業医の質・量の確保、地域偏在等の問題の改善
②　産業医の選任義務がない小規模事業場における産業保健機能強化のための支援
③ 　産業医や看護職等の産業保健スタッフから構成されるチームによる産業保健活動

の推進
④　産業医科大学による産業保健分野の人材育成の推進
のために必要な方策について検討し、対策を講じる。

・ 　衛生委員会等の活動の活性化を図るため、産業医に衛生委員会等の参加を促すなど
の取組を進めるとともに、必要に応じて、衛生委員会等の審議事項等について見直し
を検討する。

　イ　過重労働による健康障害防止対策の推進
・ 　時間外労働の上限規制により過重労働の防止を図るとともに、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ため、長時間労働者
に対する健康確保措置として、医師による面接指導の対象者の見直しや労働時間の客
観的な把握等の労働者の健康管理を強化する。

　ウ　職場におけるメンタルヘルス対策等の推進
　（ア）メンタルヘルス不調の予防

・ 　ストレスチェック制度について、高ストレスで、かつ医師による面接指導が必要と
された者を適切に医師の面接指導につなげるなど、メンタルヘルス不調を未然に防止
するための取組を推進するとともに、ストレスチェックの集団分析結果を活用した職
場環境改善について、好事例の収集・情報提供等の支援を行い、その取組を推進する
ことで、事業場における総合的なメンタルヘルス対策の取組を推進する。

・ 　産業保健総合支援センターによる支援等により、小規模事業場におけるストレス
チェック制度の普及を含めたメンタルヘルス対策の取組を推進する。

・ 　事業場におけるメンタルヘルス対策について、労働者の心の健康の保持増進のため
の指針（平成 18 年健康保持増進のための指針公示第３号）に基づく取組を引き続き
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推進するとともに、特に、事業場外資源を含めた相談窓口の設置を推進することによ
り、労働者が安心してメンタルヘルス等の相談を受けられる環境を整備する。

　（イ）パワーハラスメント対策の推進
・ 　労働者が健康で意欲を持って働けるようにするためには、労働時間の管理やメンタ

ルヘルス対策だけでなく、職場のパワーハラスメントを防止する必要があることから、
働き方改革実行計画を受けて開催された有識者と労使関係者からなる検討会の結果を
踏まえて、パワーハラスメント対策を推進する。

　エ　雇用形態の違いにかかわらない安全衛生の推進
・ 　雇用形態の違いにかかわらず、安全衛生教育や健康診断、安全衛生委員会への参画

等について適正に実施されるようにする。
　オ　副業・兼業、テレワークへの対応

・ 　副業・兼業を行う労働者の健康確保のため、事業者が法令に基づく健康診断等の措
置が必要な場合は適切に実施するよう周知していく。

　 　また、これらの労働者の健康管理が、一体的かつ継続的に管理されるような方策を
検討する。

・ 　テレワークについては、労働者の健康確保措置のために必要な労働時間の管理を適
切に行うとともに、事業者が法令に基づく安全衛生教育、健康診断等を適切に実施す
るよう周知していく。

　カ　過労死等の実態解明と防止対策に関する研究の実施
・ 　独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所の過労死等調査研究セン

ターにおける過労死等の労災保険給付請求事案に係るデータの収集や調査分析等を継
続するとともに、引き続き疫学的な研究等を通じて過重労働と過労死等の相関等に関
する客観的なデータの把握と分析を行い、その結果を踏まえ対策を検討する。

（３）～（８）　　〈略〉
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◎医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組

平成 30 年２月 27 日　　　　　 　
医師の働き方改革に関する検討会　

　医師の働き方改革に関する検討会においては、医師の時間外労働規制の施行を待たずとも、
勤務医を雇用する個々の医療機関が自らの状況を踏まえ、できることから自主的な取組を進
めることが重要と考え、以下のとおり、医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組をとりま
とめた。このうち、１～３については、現行の労働法制により当然求められる事項も含んで
おり、改めて、全医療機関において着実に実施されるべきである。
　これらの取組は、一人ひとりの医師の健康やワーク・ライフ・バランスの確保と、医療の
質・安全の向上のためにこれまでとは異なる新しい働き方を生み出していくこと、若手医師
のキャリア形成を応援できる勤務環境を整えていくための第一歩である。そのため、医療機
関において経営や組織運営全般に責任を持つ立場や、個々の医療現場の責任者・指導者の立
場にある医師が主体的に取り組めるよう支援していくことが重要である。
　したがって、医療機関の自主的な取組を基本としつつ、厚生労働省による好事例の積極的
な発信、各種補助金による医療機関への財政的支援、都道府県に設置されている医療勤務環
境改善支援センターの労務管理アドバイザーの訪問などによる積極的な相談支援、各病院団
体等による支援がなされることが重要であり、そのような取組を強く求めるとともに、実施
状況を今後の議論の参考としたい。
　また、医師の負担軽減や勤務環境の改善に資する診療報酬での対応を図ることは重要であ
る。
　さらに、医師の勤務負担の軽減、労働時間の短縮に向けては、患者やその家族である国民
の理解が欠かせない一方、医療を必要とする人が受診しづらい、受診を控えざるをえないと
いった無理を強いる事態を招かないよう、適切な周知と理解がなされることが不可欠である。
国民の理解を適切に求めていく周知の具体的な枠組みについて、厚生労働省において早急に
検討されるよう求める。

１　医師の労働時間管理の適正化に向けた取組

　労働時間短縮に向けた取組を行う上では実態を把握することが重要であることから、まず
は医師の在院時間について、客観的な把握を行う。IC カード、タイムカード等が導入され
ていない場合でも、出退勤時間の記録を上司が確認する等、在院時間を的確に把握する。

２　36 協定等の自己点検

　36 協定の定めなく、また、36 協定に定める時間数を超えて時間外労働をさせていないか
を確認する。また、医師を含む自機関の医療従事者とともに、36 協定で定める時間外労働
時間数について自己点検を行い、業務の必要性を踏まえ、長時間労働とならないよう、必要
に応じて見直しを行う。自己点検に当たっては、診療科ごとの実態の違いを考慮した複数の
定めとする対応も検討する。あわせて、就業規則等の労働関係法令上作成が求められる書類
についても各医療機関で内容を確認した上で、自己点検後の 36 協定等を適用対象である医
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師に対してきちんと周知する。

３　既存の産業保健の仕組みの活用

　労働安全衛生法に定める衛生委員会や産業医等、既存の産業保健の仕組みが設置されてい
ても十分に活用されていない実態を踏まえ、活用を図ることとし、長時間勤務となっている
医師、診療科等ごとに対応方策について個別に議論する。その上で、労働時間短縮の具体的
な対策として４・６に掲げる事項等について検討する。

４　タスク・シフティング（業務の移管）の推進

　各医療機関においては、医師の業務負担軽減のため、他職種へのタスク・シフティング（業
務の移管）を推進する。
○　初療時の予診
○　検査手順の説明や入院の説明
○　薬の説明や服薬の指導
○　静脈採血
○　静脈注射
○　静脈ラインの確保
○　尿道カテーテルの留置（患者の性別を問わない）
○　診断書等の代行入力
○　患者の移動
等については、平成 19 年通知（※）等の趣旨を踏まえ、医療安全に留意しつつ、原則医師以
外の職種により分担して実施することで、医師の負担を軽減する。さらに、各医療機関にお
いて労働時間が長い医師について、その業務の内容を再検討し、上記３の仕組みも活用しつ
つ、関係職種で可能な限り業務分担が図れるよう検討を行う。
　また、特定行為研修を修了した看護師を有効に活用し、タスク・シフティングを進めてい
る医療機関があるという実態を踏まえ、特定行為研修の受講を推進するとともに、生産性の
向上と患者のニーズに対応するため、特定行為研修を修了した看護師が適切に役割を発揮で
きるよう業務分担等を具体的に検討することが望ましい。
　特に大学病院においては、今回緊急に実施した調査結果において他の病院団体よりもタス
ク・シフティングが進んでいなかった現状を踏まえ、上記取組を一層推進する。
　（※）�「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」（平成 19 年 12 月 28 日医政

発第 1228001 号厚生労働省医政局長通知）

５　女性医師等に対する支援

　医師が出産・育児、介護等のライフイベントで臨床に従事することやキャリア形成の継続
性が阻害されないよう、各医療機関において、短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進する
などきめ細やかな対策を進める。
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６　医療機関の状況に応じた医師の労働時間短縮に向けた取組

　１～５については、勤務医を雇用するすべての医療機関において取り組むことを基本とす
るが、これ以外に、各医療機関の置かれた状況に応じた医師の労働時間短縮に向けた取組と
して、
○　勤務時間外に緊急でない患者の病状説明等の対応を行わないこと
○　当直明けの勤務負担の緩和（連続勤務時間数を考慮した退勤時刻の設定）
○　勤務間インターバルや完全休日の設定
○　複数主治医制の導入　
など各医療機関・診療科の特性を踏まえた取組を積極的に検討し、導入するよう努める。
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◎自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画
～「運び方改革」と安全・安心・安定（3A）の職業運転者の実現～

� 平成 30 年５月 30 日　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
� 自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議決定　

　関係省庁の連携の下、自動車運送事業の運転者の長時間労働の是正に向けた環境整備を計
画的かつ強力に推進するため、下記のとおり、「自動車運送事業の働き方改革の実現に向け
た政府行動計画」（以下「政府行動計画」という。）を策定する。

記

Ⅰ．政府行動計画の策定の背景と経緯
１．運転者不足の深刻化
　営業用トラックは、我が国の貨物輸送の約６割（トンベース）を占め、国内物流の要とし
ての役割を担っている。また、バス、タクシーは、国内旅客輸送の約２割（輸送人員ベース）
を占め、通勤・通学・通院などの日常生活や国内外の観光客の移動を支える公共交通機関と
して重要な役割を担っている。
　このトラック・バス・タクシー輸送の担い手である運転者は、全職業平均に比べ、年間労
働時間が約１～２割長いにも関わらず、年間賃金は逆に１～３割低い状況にある。これに加
え、深夜・早朝・休日の労働や、不規則な勤務体系、大量の荷物の手作業での積み卸しなど
の存在も相まって、往時に比べ、職業としての運転者の魅力が低くなっていると考えられる。

　このような状況を背景に、近年、運転者については、求職者数を求人数が大きく上回る状
況が続いており、「自動車運転の職業」の有効求人倍率は、リーマン・ショック（2008 年）
以降、上昇基調にある。2017 年度（平成 29 年度）の「自動車の運転の職業」の有効求人
倍率（年間）は 2.81 倍（全「職業計」は 1.38 倍）、繁忙期である同年 12 月は 3.09 倍（全
「職業計」は 1.52 倍）にも達するなど、全国的に運転者不足が深刻となっている。

　将来的に見ても、現在の運転者の大部分を占める中高年層の男性が、今後、定年などによ
り大量に退職していくことが見込まれることから、現状のままで推移した場合、運転者不足
がより一層深刻化していくことが懸念される。そして、運転者不足がさらに深刻化した場合、
物流の停滞（「物流危機」）や、生活交通路線の廃止・減便、団体観光客の受入の減少等観光
客輸送への支障など、我が国の産業活動や国民生活に好ましくない影響が生じる恐れがある。

２．運転者不足への対応の方向性
　このような事態を回避し、我が国の産業活動や国民生活に必要な貨物輸送や旅客輸送を安
定的に確保していくためには、輸送の効率化を進めるとともに、輸送需要を充足するために
必要となる運転者を確保・育成していくことが必要不可欠である。

　一方で、輸送の効率化を進めていくためには、個々の自動車運送事業者の努力のみでは限
界があり、例えば、トラック運転者の労働生産性を低下させている非効率な長い荷待ち時間
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の短縮や大量の荷物の手荷役の削減、宅配便の再配達の削減等を実現するためには、荷主等
の関係者の理解と協力が必要不可欠である。また、新たな技術や輸送方法の導入に当たって
は、技術的な検証や環境の整備が必要な場合もある。

　さらに、必要なトラック・バス・タクシー運転者を確保・育成していくためには、労働生
産性の向上、多様な人材の確保・育成、取引環境の適正化等の取組を通じ、運転者の労働条
件や労働環境を改善し、女性、若者・高齢者等の多様な人材を惹き付ける、誰にとっても働
きやすい魅力的な職業へと変えていくことが必要である。

　このような考え方から、関係省庁において、近年、様々な取組が進められているが、民間
においても、様々な動きが見られるようになっている。例えば、運転者不足を背景に、物流
が「競争領域」ではなく「協調領域」とみなされるようになり、販売では競合する企業同士
であっても、物流に関しては協調し、共同物流を行う動きが拡大している。また、トラック
事業者においては、中継輸送やダブル連結トラック、スワップボディコンテナ車両の導入等
による「運び方改革」に向けた取組が始まってきている。そして、目指すべき方向性として、
いわゆる３Ｋ労働から脱却し、３Ａ（安全・安心・安定）の職業運転者の実現が提唱される
ようになっている。

３．働き方改革実行計画の策定
　このような中、働き方改革の実現を目的とする実行計画の策定等に係る審議に資するため、
有識者、関係大臣等から構成される働き方改革実現会議（議長：安倍晋三内閣総理大臣）が
設置され、2016 年（平成 28 年）９月 27 日に第１回会議が開催された。

　働き方改革実現会議においては、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
是正が主な検討テーマとなり、2017 年（平成 29 年）２月 14 日に開催された第７回会議
において、いわゆる限度基準告示の適用が除外されている業務（適用除外業務）以外につい
て、罰則付き時間外労働の上限規制を導入する方向性が事務局案として示されるとともに、
自動車の運転業務を含む適用除外業務の取扱いについては、「実態を踏まえ、対応のあり方
を検討する」こととされた。

　この自動車の運転業務については、従来より限度基準告示の適用が除外され、他の業務と
は異なる取扱いがなされてきたが、「業界の担い手を確保するためにも、長年の慣行を破り、
猶予期間を設けた上で、かつ、実態に即した形で時間外労働規制を適用する方向」で検討が
行われ、同年３月 28 日に開催された第 10 回会議において決定された「働き方改革実行計画」
において、自動車の運転業務について、「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」こととされた。

　また、年 960 時間以内の規制の施行に向けて、「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」こととされ、「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」こととされた。
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４．関係省庁連絡会議の設置
　「働き方改革実行計画」において関係省庁横断的な検討の場を設けることとされたことを
踏まえ、2017 年（平成 29 年）６月 29 日、「自動車運送事業の働き方改革に関する関係省
庁連絡会議」（議長：野上浩太郎内閣官房副長官）及び同幹事会（以下「関係省庁連絡会議」
という。）が設置され、政府としての行動計画を策定・実施することとなった。

　同年８月 28 日には第２回関係省庁連絡会議を開催し、事業者団体や労働組合から寄せら
れた要望などを参考に、当面取り組む施策を中心に 63 の施策が盛り込まれた「トラック・
バス・タクシーの働き方改革『直ちに取り組む施策』～長時間労働にブレーキ、生産性向上
にアクセル～」を取りまとめ、公表した。

　その後、関係省庁においてさらに検討が進められ、2018 年（平成 30 年）２月 20 日に
開催された第３回関係省庁連絡会議において行動計画の策定方針を決定し、同年５月 30 日
に開催した第４回関係省庁連絡会議で「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行
動計画」を決定した。

Ⅱ．政府行動計画の内容
１．計画期間
　計画の策定の日から自動車の運転業務に対する罰則付きの時間外労働の上限規制の適用開
始までの間を計画期間とする。
　なお、計画期間の終了後の対応については、計画のフォローアップ結果を踏まえ、検討する。

（参考）
　第 196 回国会（常会）に提出されている「働き方改革を推進するための関係法律の整備
に関する法律案」（以下「法案」という。）においては、自動車の運転業務に対する罰則付き
の時間外労働の上限規制の適用を 2024 年４月１日から開始することとされている。

２．政府行動計画の数値目標
　自動車の運転業務の長時間労働の是正に向け、以下のとおり数値目標を設定する。

（目標１）
　2023 年度末までのできるだけ早い時期に、全ての事業者が「自動車運転者の労働時間等
の改善のための基準」（改善基準告示）に規定する一箇月の拘束時間の限度及び休日労働の
限度に関する基準を遵守している状態を実現する。

（目標２）
　自動車の運転業務に対する罰則付きの時間外労働の上限規制（年 960 時間以内の規制）
の適用開始年度（法案：2024 年度）末までのできるだけ早い時期に、全ての事業者の全て
の運転者の時間外労働が年 960 時間以内となっている状態を実現する。
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３．取り組む施策の概要
（１）基本的な考え方

　自動車運送事業における働き方改革を推進するため、別添（略）の工程表に基づき、
自動車運送事業者が長時間労働の是正に取り組みやすい環境の整備を図るとともに、自
動車運送事業者による取組を促すため、長時間労働の是正に向けたインセンティブや抑
止力を強化する。

（２）長時間労働是正の環境整備
①労働生産性の向上

　運転者の長時間労働を是正するための環境整備にあたっては、労働時間の短縮と、
輸送能力や運転者賃金の確保との両立を図るため、労働時間当たりの生産性の向上に
取り組む必要がある。
　このため、荷待ち、荷役、走行、宅配便の再配達などに要する時間の短縮を図ると
ともに、車両の大型化の促進などに取り組み、輸送効率を向上させる必要がある。
　また、運転者の賃金の原資となる運賃・料金収入の増加を図る観点から、増加する
訪日外国人旅行者の需要を積極的に取り込むとともに、タクシーの配車アプリを活用
した新サービス導入など潜在需要の喚起に取り組んでいく。
　さらに、情報通信技術（ICT）を活用した運行管理の効率化などにより、運転以外
の業務も効率化していく。

②多様な人材の確保・育成
　運転者不足が深刻化する中で、輸送能力を確保しつつ、長時間労働の是正を進める
ためには、必要な人数の運転者をしっかりと確保・育成することが必要である。
　このため、現状はわずか２％程度に過ぎない女性運転者の増加を図るとともに、若
い世代の運転者への就業を促し、あるいは、高齢になっても引き続き働き続けられる
環境を整える必要がある。
　具体的には、これらの人材が運転者となることを妨げている手荷役や泊まり勤務な
どの労働環境を改善し、働きやすい環境を整備するとともに、職業訓練・マッチング
支援や第二種免許制度の在り方についての検討等に取り組んでいく。

③取引環境の適正化
　自動車の運転業務については、荷主や配送先の都合により荷待ち時間や手荷役が発
生するなど、取引慣行等から自動車運送事業者の努力だけでは改善が困難な問題が存
在しており、運転者の長時間労働を是正するためには、取引環境の適正化が必要である。
　このため、荷主や元請事業者等の協力の確保や、運転者の待遇の改善の原資となる
運賃・料金の適正収受のための施策を講じていく。
　具体的には、荷主等の関係者の協力を得つつ、女性や高齢者を含む多様な人材が現
場労働者として活躍できる労働環境の実現に取り組む「ホワイト物流」実現国民運動

（仮称）を展開するとともに、荷待ち時間が特に長い輸送分野等における改善の取組、
運賃と運賃以外の役務の対価である料金とを別建てで収受できる環境を整備するため
に改正した標準運送約款の改正趣旨の浸透の促進等に取り組む。
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（３）長時間労働是正のためのインセンティブ・抑止力の強化
　運転者の長時間労働の是正のためには、上述のような環境整備を進めるだけでは不十
分であり、自動車運送事業者自らが、具体的に改善に取り組んでいくことが必要である。
　このような観点から、トラック・バス・タクシーの各事業者団体に対し、政府として
「働き方改革の実現に向けたアクションプラン」の策定・実施を要請し、2018 年（平
成 30 年）３月に各団体のアクションプランが公表されたところであるが、政府として
も、アクションプランに基づく各団体の取組の実現に向け、必要な支援を行っていく。
また、長時間労働の是正等の働き方改革を重視した「ホワイト経営」を普及させるため、
ホワイト経営に取り組む事業者の認証制度を創設するともに、処分量定の引き上げ後の
新たな行政処分基準に基づく行政処分の適確な実施等に取り組む。

４．政府行動計画の実効性の確保
　政府行動計画の実効性を確保し、自動車の運転業務への一般則の適用に向けた環境をでき
るだけ早く整えるため、以下のように、政府行動計画のフォローアップ及び改定を行う。

（１）フォローアップ
　政府行動計画に盛り込んだ施策については、毎年、関係省庁連絡会議において、前年
度の取組状況のフォローアップを実施する。
　この際には、施策の効果の発現状況を把握するため、主に以下の指標を継続的にモニ
タリングしていくこととする。

　　【モニタリングを行う指標（主なもの）】
①労働時間に関する指標

（ⅰ）平均労働時間（年間）�
（ⅱ）年 960 時間超の時間外労働の発生率
（ⅲ）一箇月の拘束時間の限度の違反率
（ⅳ）休日労働の限度の違反率
（ⅴ）脳・心臓疾患の労災認定件数

　　②賃金に関する指標
（ⅰ）賃金（年間）
（ⅱ）賃金（労働時間当たり）�

　　③運転者の需給に関する指標
（ⅰ）有効求人数
（ⅱ）有効求職数
（ⅲ）有効求人倍率
（ⅳ）運転免許の新規取得者数（準中型 ･ 中型 ･ 大型 ･ 普通二種 ･ 大型二種）

　　④運転者の構成に関する指標
（ⅰ）女性運転者の割合
（ⅱ）29 歳以下・39 歳以下の運転者の割合
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（２）政府行動計画の改定
　フォローアップの結果や関係者からの要望などを踏まえ、必要に応じ、政府行動計画
の改定を行う。
　関係省庁は、新たな施策の追加を含め、自動車運転者の長時間労働を是正するための
環境整備の取組を継続的に充実・強化していくこととし、その結果を政府行動計画に反
映させることとする。

 おわりに
　自動車運送事業の働き方改革の実現と運転者不足の解消は、我が国の産業活動や国民生活
を支える貨物や旅客の運送サービスの安定的・持続的な提供を可能とするためにも、取組が
急がれるべき重要な政策課題である。
　一方、これらの課題は、個々の自動車運送事業者や事業者団体、政府の取組だけでは解決
することが難しく、広く荷主企業や国民、自治体などを含む様々な関係者の理解と協力が必
要不可欠である。
　このため、例えば、貨物を出荷し、あるいは受け取る荷主企業に対しては、将来的に自社
に必要な物流網を維持しつつ、同時に社会的な責任を果たす観点からも、経営者から現場の
担当者までの様々な段階で、例えば、以下のような視点から改めて確認・点検を行って頂く
よう、要請していく。

（確認・点検の視点の例）
・�「長い荷待ち時間」、「大量の荷物の手作業での積み卸し」など、自社の業務運営が運転者

に過度の負担を与えてしまっていないか。
・�時期毎や時間帯毎の出荷量の偏りを平準化したり、入出荷を毎日から隔日に集約化するな

どして、必要となるトラックの稼働台数を節減できないか。
・�運送事業者からの具体的な改善提案に対し、協議に応じているか。

　また、国民や企業に対しては、宅配便の再配達の削減や引越し時期の分散について協力を
要請していく。

　このような社会全体の取組を通じて、我が国の自動車運送の現場を、女性や高齢の運転者
の方にも活躍して頂きやすい、よりホワイトな労働環境に変えていき、我が国にとって必要
な運送サービスを安定的に確保していく必要がある。
　以上のような方針の下、関係省庁においては、関係者の理解を深めるための広報に努める
とともに、関係者に対し、必要な協力を要請し、具体的な変化につながるよう、継続的に働
きかけを行っていくこととする。
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� 平成 29 年 8 月 28 日（平成 30 年７月 2 日改定）　　　　　
� 建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議　申合せ　

１．ガイドラインの趣旨等
（１）背景

　建設業については、現行の労働基準法上、いわゆる 36 協定で定める時間外労働の限度
に関する基準（限度基準告示）の適用対象外とされているが、第 196 回通常国会で成立
した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（以下「働き方改革関
連法」という。）による改正後の労働基準法において、労使協定を結ぶ場合でも上回るこ
とのできない時間外労働の上限について法律に定めたうえで、違反について罰則を科すこ
ととされ、建設業に関しても、平成 31 年４月の法施行から５年間という一定の猶予期間
を置いたうえで、罰則付き上限規制の一般則を適用することとされている。
　当該規制の適用に当たっては、個々の建設業者や建設業界全体において、時間外労働に
係る割増賃金の支払い徹底などの適切な労務管理も含め、建設業の担い手ひとり一人の長
時間労働の是正や週休２日の確保などの働き方改革に向けた取組が不可欠であることは言
うまでもない。そのために、当然としてまずは施工の効率化や品質・安全性の向上、重層
下請構造の改善など、生産性向上に向けたより一層の自助努力が強く求められる。そのう
えで、こうした内なる努力と併せて、建設業の担い手ひとり一人の週休２日の確保のため
の適正な工期の設定などについて、発注者や国民を広く意識し、その理解を得ていくため
の外なる努力・取組が必要である。
　建設業の働き方改革に向けては、民間も含めた発注者の理解と協力が必要であることか
ら、建設業への時間外労働の上限規制の適用までの間においても、関係者一丸となった取
組を強力に推進するため、平成 29 年６月には「建設業の働き方改革に関する関係省庁連
絡会議」を設置し、８月には「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」
を策定したところである。さらに、同ガイドラインの浸透及び不断の改善に向け、「建設
業の働き方改革に関する協議会」（主要な民間発注者団体、建設業団体及び労働組合が参画）
の設置と併せて、業種別の連絡会議（鉄道、住宅・不動産、電力及びガス）を設置し、業
種ごとの特殊事情や契約状況等を踏まえた対応方策の検討を重ねているところである。

（２）趣旨
　本ガイドラインは、これらの会議における議論も踏まえ、建設業への時間外労働に係る
上限規制の適用に向けた取組の一つとして、公共・民間含め全ての建設工事において働き
方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的として策定するもの
である。
　国の発注工事においては、本ガイドラインに沿った工事の実施を徹底し、地方公共団体
及び独立行政法人等に対しても、本ガイドラインの遵守のための取組を強化するよう要請
する。
　また、民間工事の請負契約は、発注の特性や市場の環境等を踏まえ受発注者間の協議・
交渉により締結されるものであることに留意しつつ、民間発注者団体に対しても、本ガイ
ドラインに沿った工事の実施がなされるよう、内容を周知し、理解と協力を求める。

⎝
�⎛

⎠
�⎞

◎建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン
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　さらに、建設業界においても、本ガイドラインに沿って、下請契約も含め適正な工期設
定を行うことを通じて、時間外労働に係る割増賃金の支払い徹底などの適切な労務管理と
も相まって、建設業の担い手ひとり一人の時間外労働の段階的な削減や週休２日の確保に
向けた計画の策定、業界を挙げた運動など、働き方改革への具体的かつ実効的な取組へと
確実に結びつけていくこと、また、発注者や国民の理解を得るための生産性向上に業界を
挙げて取り組むことを求める。
　建設業は、インフラや建築物の整備の担い手として我が国経済・社会の根幹を支える基
幹産業であると同時に、災害時には社会の安全・安心の確保を担う、我が国の国土保全上
必要不可欠な地域の守り手である。本ガイドラインに沿って、建設業の生産性向上等も踏
まえて適正な工期の設定に向けた取組が推進されることは、長時間労働の是正や週休２日
の推進など建設業への時間外労働の上限規制の適用に向けた環境整備につながることは勿
論、それのみならず、建設業の働き方改革を通じ、魅力的な産業として将来にわたって建
設業の担い手を確保していくことにより、最終的には我が国国民の利益にもつながるもの
である。

【参考】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）抜粋

（現行の適用除外等の取扱）
　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。

（取引条件改善など業種ごとの取組の推進）
　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。

　（注）本ガイドラインにおける用語の定義は、以下のとおり。
　　「受注者」…発注者から直接工事を請け負った請負人をいう。
　　「発注者」…建設工事の最初の注文者（いわゆる「施主」）をいう。
　　「元請」……下請契約における注文者をいう。
　　「下請」……下請契約における請負人をいう。
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２．時間外労働の上限規制の適用に向けた基本的な考え方
（１）請負契約の締結に係る基本原則

　建設工事の請負契約については、建設業法（第 18 条、第 19 条等）において、受発注
者が対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行し
なければならないことや、工事内容や請負代金の額、工期等について書面に記載すること、
不当に低い請負代金の禁止などのルールが定められている。また、労働安全衛生法（第３
条）においても、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛
生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない
こととされている。
　受発注者は、これら法令の規定を遵守し、双方対等な立場に立って、十分な協議や質問
回答の機会、調整期間を設け、契約内容について理解したうえで工事請負契約を締結する
のが基本原則である。

（２）受注者の役割
　受注者は、時間外労働の上限規制の適用に向けて、３（３）に記載する ICT の活用によ
る施工の効率化など、より一層の生産性向上に向けての取組を推進することが不可欠であ
る。
　また、受注者は、下請も含め建設工事に従事する者が時間外労働の上限規制に抵触する
ような長時間労働を行うことを前提とした不当に短い工期となることのないよう、適正な
工期での請負契約を締結する役割を担う。なお、当然のことながら、適正な工期の下、設
計図書等に基づいて工事目的物を完成させ、契約で定めた期日までに発注者に引き渡す役
割を担う。
　民間工事においては、発注者が設計図書等において仕様や施工条件等を示し、受注者が
施工に必要と考える工期を発注者に提示したうえで、請負契約が締結される場合も多いこ
とを踏まえ、受注者は、請負契約の締結の際、本ガイドラインに沿って適正な工期を設定
し、当該工期の考え方等を発注者に対して適切に説明するものとする。
　また、下請契約を締結する場合の受注者は、適正な工期により一次下請契約を締結する
のは勿論のこと、受発注者間の工期設定がそれ以降の下請契約に係る工期設定の前提とな
ることを十分に認識し、適正な工期での請負契約の締結や適切な工期変更、下請契約に係
る工期の適正化に関する取組等を行うものとする。

（３）発注者の役割
　発注者は、長時間労働の是正や週休２日の確保など建設業への時間外労働の上限規制の
適用に向けた環境整備に配慮して、適正な工期での請負契約を締結する役割を担う。また、
当初の設計図書の施工条件等が不明確であると、工事の手戻り等により、後工程における
長時間労働につながりかねないことから、発注者は、設計図書等において施工条件等をで
きるだけ明確にすることが求められる。
　公共工事においては、通常、入札公告等において当初の工期が定められることから、発
注者には、本ガイドラインに沿って適正な工期を設定する役割が求められる。また、長時
間労働の是正等の観点からも、公共工事入札契約適正化法や公共工事品質確保法に定める
発注者の責務等を遵守する必要がある。
　民間工事においては、発注者は必要に応じ、受注者に対し、工期に関する適切な情報提
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供を求めるとともに、その説明等を踏まえ、本ガイドラインに沿って適正な工期での請負
契約を締結することが求められる。なお、公募等により、発注者において当初の工期を定
める場合は、公共工事の発注者と同様に、本ガイドラインに沿って適正な工期を設定する
よう、理解と協力が求められる。

（４）施工上のリスクに関する情報共有と役割分担の明確化
　受発注者は、「民間建設工事の適正な品質を確保するための指針」（平成 28 年７月国土
交通省策定）を踏まえ、工期の変更が必要となった場合における協議を円滑に実施する観
点から、工事の実施に先立って、工期への影響を含め具体的にどのような施工上のリスク
が存在するか等に関して情報共有や意思疎通を図り、不明な点や各々の役割分担について
できる限り明確化しておくことが望ましい。

３．時間外労働の上限規制の適用に向けた取組
（１）適正な工期設定・施工時期等の平準化

○　工期の設定に当たっては、現場技術者や下請の社員、技能労働者などを含め建設工
事に従事する全ての者が時間外労働の上限規制に抵触するような長時間労働を行うこ
とのないよう、当該工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工
条件等のほか、建設工事に従事する者の週休２日の確保等、下記の条件を適切に考慮
するものとする。
・　建設工事に従事する者の休日（週休２日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇）

【参考】（一社）日本建設業連合会における取組（例）

　○�　時間外労働の段階的な削減や週休２日の確保を実現するためには、発注
者や国民の理解を得るための自助努力が不可欠であることから、工期の延
伸をできる限り抑制するための生産性向上に向けた指針として、2020 年
までの５年間を対象期間とする「生産性向上推進要綱」を策定し、フォロー
アップの実施、優良事例集の作成などを通じて各企業の取組を積極的に支
援している。

　○�　「時間外労働の適正化に向けた自主規制の試行」（平成 29 年９月）として、
改正法施行後３年目までは年間 960 時間以内、４・５年目は年間 840 時
間以内を目指すなど、猶予期間後の上限規制（年間 720 時間）の適用に先
んじて時間外労働を段階的に削減するとしている。

　○�　「週休二日実現行動計画」（平成 29 年 12 月）を策定し、原則として全て
の工事現場を対象として、平成 31 年度末までに４週６閉所以上、平成 33
年度末までに４週８閉所の実現を目指すとともに、「統一土曜閉所運動」と
して、平成 30 年度は毎月第２土曜日、平成 31 年度からは毎月第２・４土
曜日の現場閉所を促すこととしている。
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【参考】（一社）全国建設業協会における取組（例）

　○�　働き方改革行動憲章を具体的に推進するため『休日�月１＋（ツキイチプ
ラス）』運動を実施し、会員各企業において、平成 30 年度以降、建設業へ
の長時間労働の罰則規定の適用を待つことなく４週８休を確保することを
最終目標に掲げている。平成 29 年度に休日が確保された実績に対し、現
場休工や業務のやり繰りにより従業員へ休日を付与し、毎月プラス１日の
休日確保を目標とする。なお、最終目標とする４週８休が確保された各企
業においては、自ら「４週８休実現企業」として宣言することとしている。
ただし、災害復旧・除雪等の緊急現場を除く。

【参考】休日確保に向けた民間発注者の取組（例）

　�　一部の民間工事においては、建設工事に従事する者の休日の確保に向け、
発注者として、４週８休を想定した必要日数の算定をはじめ、月１三連休の
実施、受注者の自由提案に基づく工期の設定などの取組を実施。

・　建設業者が施工に先立って行う、労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所
の設置、BIM/CIM の活用等の「準備期間」

【参�考】国土交通省発注の土木工事においては、主たる工種区分ごとに 30～
90 日間を最低限必要な「準備期間」とし、工事規模や地域の状況に応じて
期間を設定。

・　施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等の「後片付け期間」

【参�考】国土交通省発注の土木工事においては、20 日間を最低限必要な「後片
付け期間」とし、工事規模や地域の状況に応じて期間を設定。

・　降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数

【参�考】国土交通省発注の土木工事においては、施工に必要な実日数に雨休率
を乗じた日数を「降雨日」として設定。なお、雨休率については、地域ご
との数値のほか、0.7 を用いることも可。

・　用地買収や建築確認、道路管理者との調整等、工事の着手前の段階で発注者が対
応すべき事項がある場合には、その手続きに要する期間

・　過去の同種類似工事において当初の見込みよりも長い工期を要した実績が多いと
認められる場合における当該工期の実績

○　適正な工期設定等を検討するに当たっては、工事の特性や気候条件の差異等にも留
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意しつつ、土木工事は国土交通省の「工期設定支援システム」、建築工事は「公共建築
工事における工期設定の基本的考え方」（国、都道府県及び政令市の営繕担当課長会議
策定）及び（一社）日本建設業連合会の「建築工事適正工期算定プログラム」を適宜
参考とする。

　　併せて、民間工事の受発注者は、業種に応じた工事特性等を理解のうえ協議し、適
正な工期の設定に努めるものとする。

　【参考】適正な工期設定等に向けて考慮すべき業種ごとの重要事項（例）

　　〈住宅・不動産〉

　　　○　新築工事
　　　　・　施主が定める販売時期や供用開始時期
　　　　　【新築住宅】竣工前における一般向けの先行販売
　　　　　【建替住宅】居住者の引越し希望時期（仮住まいの発生）
　　　　　【賃貸物件】新年度前の２月竣工希望が多数

　　　○　改修工事
　　　　・　既存の居住者、テナントの営業活動への影響

　　　○　再開発事業
　　　　・　保留床（※）の処分時期
　　　　　　（※�）市街地再開発事業で新設した施設や建物のうち、地権者が取得

する権利のある床以外の部分
　　　　・　既存店舗の仮移転等に伴う補償期間

　　〈鉄道〉

　　　○　新線建設や連続立体交差事業等の工事
　　　　・　新線の開業時期、都市計画事業の認可期間

　　　○　線路や駅等の改良工事
　　　　・　列車の運行時間帯の回避
　　　　　　【線路に近接した工事】列車間合での短時間施工
　　　　　　【軌道や電気等の工事】�深夜早朝（最終列車後）での線路閉鎖（※）・

き電停止を伴う施工
　　　　　　　　　　　　　　　　　（※�）工事等に伴う列車進入防止のための手

続
　　　　・　列車の遅延等に伴う作業中止 / 中断
　　　　・　長大列車間合の設定に伴う鉄道営業への影響（列車の削減等）
　　　　・　線路閉鎖区間における軌道や電気等の複数工種の工事の輻輳
　　　　・　酷暑期における軌道作業の一部制限
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　　　　・　駅構内工事における旅客への安全配慮

　　　○　線路や構造物等の保守工事
　　　　・　異常時対応や緊急工事を含めた通年対応（現場閉所の困難性）
　　　　・�　日々の施工箇所の変動に伴う制約（保守間合の変動、立入や資機材

搬入箇所の変動、資機材仮置の困難性等）
　　　　・　日々の施工終了後での安全確認と即供用の必要性
　　　　・　酷暑期における軌道作業の一部制限（再掲）

　　〈電力〉

　　　○　新設工事
　　　　　【発電施設】　・　施設の運転開始時期（最終的な施設の据付時期）
　　　　　【送電施設】　・　新規需要家等の電力供給／系統連系の希望時期
　　　　　　　　　　　・　鉄塔／電線での特殊作業員の確保人数

　　　○　改修工事
　　　　　【発電施設】　・　夏／冬の電力高需要期間での施工回避
　　　　　　　　　　　・　発電停止が必要な場合の停止可能な期間
　　　　　【送電施設】　・　需要家等への送電停止が必要な場合の停止可能期間
　　　　　　　　　　　・　鉄塔／電線での特殊作業員の確保人数

　　〈ガス〉

　　　○　新設工事
　　　　　【ガス製造施設】　・　施設の運転開始時期（最終的な施設の据付時期）
　　　　　　　　　　　　　・�　冬のガス高需要期間での施工回避（製造所等の

稼動施設との接続部等）
　　　　　【ガス供給施設】　・　新規需要家のガス供給開始の希望時期
　　　　　　　　　　　　　・�　上下水、電力、通信など、他企業との管路の地

下埋設時期や工程の調整
　　　○　改修工事
　　　　　【ガス製造施設】　・　冬のガス高需要期間での施工回避
　　　　　【ガス供給施設】　・�　道路掘削等が必要な場合の道路占用が可能な期

間

　　〈積雪寒冷地〉

　　　○�　冬期における施工の困難性及び、それに伴う夏期への工事の集中・輻
輳（特に北海道等への配慮）

○　なお、労働基準法における法定労働時間は、１日につき８時間、１週間につき 40
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時間であること、また改正法施行の５年後に適用される時間外労働の上限規制は、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、上回ることの出
来ない上限であることに留意する必要がある。また、時間外労働の上限規制の対象と
なる労働時間の把握に関しては、工事現場における直接作業や現場監督に要する時間
のみならず、書類の作成に係る時間等も含まれるほか、厚生労働省が策定した「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」を踏まえた
対応が求められることにも留意する必要がある。さらに、働き方改革関連法の成立に
伴い、月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50％以上）について、中小
企業への猶予措置が平成 35 年４月１日に廃止されることにも留意する必要がある。

【参考】働き方改革実行計画　抜粋

（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。

○　上記を踏まえて週休２日の確保等を考慮した工期設定を行った場合には、受発注者
が協力しながら建設工事に従事する者の週休２日の確保等を図ることを目指す「週休
２日工事」として取り組む旨を、公共工事の契約図書に明記する等により、週休２日
工事の導入に取り組み、その件数の拡大を図るとともに、当該工期設定に伴い必要と
なる労務費や共通仮設費、現場管理費などを請負代金に適切に反映するものとする。

　　また、民間工事においても、建設工事に従事する者の週休２日の導入等が進むよう、
受注者からの説明等を踏まえ、適正な請負代金による請負契約の締結に努めるものと
する。

【参�考】国土交通省発注の土木工事及び営繕工事においては、週休２日工事の考
え方として、平成 30 年４月１日以降に入札手続を開始するものを対象に、「工
事における週休２日の取得に要する費用の計上について（試行）」（平成 30
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年３月 20 日付け国地契第 69 号・国官技第 301 号）に基づき、現場閉所の
状況に応じて所定の経費に補正係数を乗じることとしている。

　１�　週休２日工事は、発注者と受注者の双方において工程調整を行い、週休２
日を達成することを目的として工事を実施するものとする。

　２�　各用語の定義は、次の各号のとおりとする。
　　一�　週休２日　対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認め

られる状態
　　二�　対象期間　工事着手日から完成通知日までの期間（年末年始休暇６日間

及び夏期休暇３日間を除く）。なお、工場製作のみを実施している期間、工
事全体を一時中止している期間のほか、発注者が事前に対象外としている
内容に該当する期間（受注者の責によらずに現場作業等を余儀なくされる
期間など）は含まない。

　　三�　４週８休以上の現場閉所　現場閉所日数（１日を通して現場閉所された
日の合計）が、工期内の中で 28.5％（８/28 日）以上の水準に達する状態

　３　発注方式は、次のいずれかによる方式を基本とする。
　　一　発注者指定方式　発注者が、週休２日の取組を指定する方式
　　二�　受注者希望方式　受注者が、工事着手前に、発注者に対して週休２日に

取り組む旨を協議した上で取り組む方式
　４�　受注者は、発注者が別途定める現場閉所の状況が分かる書類を、発注者に

提出するものとする。
　５�　発注者は、発注者指定方式にあっては、当初の予定価格において、次に掲

げる経費に、それぞれの補正係数を乗じた補正を行う（営繕工事では、労務
費は次の補正係数による補正を行い、共通仮設費及び現場管理費は工期に応
じて算出する）ものとし、施工後に現場閉所の達成状況を確認し、４週８休
に満たない場合は、請負代金額のうち当該補正分を減額して契約変更を行う
ものとする。

　　・労　務　費　1.05　　　　　・機械経費（賃料）　1.04
　　・共通仮設費　1.04　　　　　・現 場 管 理 費　1.05
　６�　発注者は、受注者希望方式にあっては、現場の閉所状況に応じ、あらかじ

め契約図書に示された次に掲げる経費に、それぞれ補正係数を乗じて契約変
更を行う（営繕工事では、労務費は次の補正係数による補正を行い、共通仮
設費及び現場管理費は工期に応じて算出する）ものとする。ただし、工事着
手前に週休２日に係る協議が整わなかったものは、補正の対象としない。

　　一　４週８休以上（週休２日）
　　　・労　務　費　1.05　　　　・機械経費（賃料）　1.04
　　　・共通仮設費　1.04　　　　・現 場 管 理 費　1.05
　　二　４週７休以上８休未満（現場閉所率 25％（７/28 日）以上 28.5％未満）
　　　・労　務　費　1.03　　　　・機械経費（賃料）　1.03
　　　・共通仮設費　1.03　　　　・現 場 管 理 費　1.04
　　三　４週６休以上７休未満（現場閉所率 21.4％（６/28 日）以上 25％未満）
　　　・労　務　費　1.01　　　　・機械経費（賃料）　1.01
　　　・共通仮設費　1.01　　　　・現 場 管 理 費　1.02

資
料
編

350



　７�　上記の考え方について、地域の実情等により対応が困難な場合等には、こ
れによらないことができる。

　８�　発注者は、受注者の現場閉所の状況に応じ、本工事の工事成績における評
価の対象とする。

○　なお、上記の取組は、いたずらに工期を延ばすことを是とするものではなく、建設
業において不可欠な取組である生産性向上や、シフト制等による施工体制の効率化と
も相まって、適正な工期設定を行うことを目的とするものである。

　　また一方で、一定の制約条件により工期が設定される場合には、それに見合った体
制を組む必要が生ずる場合があることを踏まえ、請負代金に適切に反映することが必
要である。

○　受注者は、その工期によっては建設工事の適正な施工が通常見込まれない請負契約
の締結（「工期のダンピング」）を行わないものとする。

　　また、下請契約においても、週休２日の確保等を考慮した適正な工期を設定する。
特に、分離発注される工事や後工程の内装工事、設備工事、舗装工事等の適正な施工
期間を考慮して、全体の工期のしわ寄せがないよう配慮するものとする。

○　受注者は、工事着手前に工程表を作成したうえで、施工期間中にわたって随時又は
工程の節目ごとに工事の進捗状況を発注者と共有することとし、工事内容に疑義が生
じた場合には、受発注者双方ともに速やかな回答に努めるなど、工事の円滑な施工を
図るものとする。

【参考】受発注者の認識共有に向けた民間発注者の取組（例）

　〈契約前〉　必要な工期等に関し、受注者に対する説明の要求
　〈契約時〉　適正な工期等に関し、受発注者双方で協議の上、確認合意
　〈着工前〉　埋設物に関する現場確認など、受発注者合同での事前調査の実施
　〈着工後〉　作業日報や週間 / 月間会議等を通じ、定期かつ早期の情報共有

○　また、設計図書と実際の現場の状態が一致しない場合や、天災その他の事由により
作業不能日数が想定外に増加した場合など、予定された工期で工事を完了することが
困難と認められるときには、受発注者双方協議のうえで、適切に工期の変更を行うも
のとする。下請契約の場合においても同様とする。

【参�考】建設工事の請負契約において、発注者又は元請の責めに帰すべき事由に
よる工期の変更等に伴うコスト増加分を受注者又は下請に一方的に負担させ
ることは、建設業法違反（第 19 条の３：不当に低い請負代金の禁止）に該
当するおそれがあり、公共工事の発注者にあっては国土交通大臣又は都道府
県知事による勧告の、民間工事の発注者又は元請にあっては国土交通大臣又
は都道府県知事による公正取引委員会への措置請求の対象となる可能性があ
る。

○　施工時期等の平準化は、人材・資機材の効率的な活用などを通じて、適正な工期の
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確保や、担い手の処遇改善などの働き方改革に資するものである。公共工事の発注に
おいては、年度末に工事完成時期が集中し、年度当初に稼働している工事が少なくな
る傾向があることから、発注者は、工事の特性等も踏まえ、下記の取組を講じること
などを通じて、施工時期等の平準化を推進するものとする。
・　労働者・資機材の確保等のための工事着手までの余裕期間の設定
・　適正な工期を確保するための債務負担行為の積極的な活用や入札契約方式の選択
・　発注者の連携による地域単位での発注見通しの統合・公表

【参考】施工時期等の平準化に向けた民間発注者の取組（例）

　・　施工会社の能力等を踏まえ、大規模工事における工期の輻輳を回避した
　　年間発注計画の策定、施工時期等の平準化に配慮した年間計画の策定
　・　公共工事の閑散期（年度当初の春期）における発注の推進
　・　複数年度契約での発注

○　また、民間工事においても、行政機関から補助金等の交付を受けて発注されるもの
については、公共工事に準じて適正な工期を確保する観点から、当該行政機関は迅速
な交付決定等に努めるとともに、やむを得ない事由により年度内に支出が終わらない
ことが見込まれる場合には、繰越制度の適切な活用等を図ることとし、年度内完成に
固執するが故に建設工事に従事する者の長時間労働を生じさせることがないよう努め
るものとする。

　　さらに、大規模な工事についての可能な範囲での見通しの公表や、工事時期の集中
の回避などにより、民間工事の受発注者が互いに協力して施工時期等の平準化に資す
る取組を推進するよう努めるものとする。

【参考】発注見通しに係る民間発注者の取組（例）

　�　一部の民間発注者においては、高所作業等を要する特殊作業員の需給逼迫に
伴い、建設業の魅力発信と併せて、10 年後の将来を見据えた中長期かつ具体的
な発注工事量の見通しを学生等に示し、業務の安定性を訴えるなど、建設業者
の新規採用活動に積極的な協力を行い、将来の担い手確保に貢献。

（２）必要経費へのしわ寄せ防止の徹底（法定福利費や安全衛生経費など）
○　適正な工期設定に伴い、労務費（社会保険の保険料の本人負担分を含む賃金）は勿

論のこと、社会保険の法定福利費（社会保険の保険料の事業主負担分）、安全衛生経費
（労働災害防止対策に要する経費）、建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額など
の必要経費にしわ寄せが生じないよう、法定福利費等を見積書や請負代金内訳書に明
示すること等により、適正な請負代金による請負契約を締結するものとする。下請契
約においても、これらの必要経費を含んだ適正な請負代金による下請契約を締結する
ものとする。
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【参�考】本来支払われるべき社会保険の法定福利費や安全衛生経費などを支払わず、
受注者又は下請に一方的に負担させることは、建設業法（第 19 条の３：不
当に低い請負代金の禁止）違反に該当するおそれがある。

○　また、公共工事においては、予定価格の設定に当たり最新の設計労務単価の活用を
徹底するとともに、下請も含めた施工体制における社会保険等加入業者への限定を図
るものとする。

　　民間工事においては、発注の特性や市場の環境等を踏まえ受発注者間の協議により
請負契約が締結されるものであるところ、受注者は、公共工事設計労務単価の動きや
生産性向上の努力等を勘案した適切な積算・見積りを発注者に提示するなど、必要な
経費等を発注者に適切に説明するとともに、発注者は、受注者からの説明を踏まえ、
将来にわたって建設業の担い手を確保することの重要性等も理解しつつ、適正な請負
代金による請負契約の締結に努めるものとする。

【参�考】国土交通省発注工事においては、工事請負契約書において、全ての下請
も含めた施工体制の中に社会保険等未加入業者が含まれる場合には、受注者
は、一定の要件の下に、違約罰として、発注者（国土交通省）の指定する期
間内に一定額を支払わなければならない旨を明記。

○　なお、発注者から受注者への請負代金の支払いについては、元請・下請間の支払に
実質的な影響を与えかねないことから、「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガ
イドライン」（平成 23 年８月国土交通省策定）を踏まえ、発注者は、少なくとも引渡
し終了後できるだけ速やかに適正な支払いを行うとともに、請負代金を手形で支払う
場合にも、長期手形（例：手形期間が 120 日超）を交付することがないようにするこ
とが望ましい。

（３）生産性向上
○　建設業への時間外労働の上限規制の適用に向けて、長時間労働の是正や週休２日の

確保等による働き方改革とともに、より一層の生産性向上が必要不可欠である。この
ため、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新に至る各段階における受発
注者の連携等を通じて、下記の取組等により、建設生産プロセス全体における生産性
向上を推進する。
・　ドローンによる３次元測量や ICT 建機の活用等、ICT 活用工事の推進
・　３次元モデルにより、設計から施工、維持管理に至るまでの建設ライフサイクル

全体で情報を蓄積し活用する BIM/CIM の積極的な活用
・　設計等プロジェクトの初期段階において、受発注者間で施工等に関する検討を集

中的に行い、生産性向上の取組を強化することができるよう、フロントローディン
グ（ECI 方式の活用等）の積極的な活用

・　業務の効率化に向けた工事関係書類の削減・簡素化、情報共有システムを活用し
た書類授受の省力化

・　プレキャスト製品など効率化が図られる工法の活用や汎用性の高い工法の導入
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・　「公共工事における新技術活用システム」（NETIS）による有用な新技術の活用促
進

・　施工時期等の平準化

【参�考】国土交通省では、全ての建設生産プロセスで ICT や３次元データ等の
活用等を進める「i-Construction」により、これまでより少ない人数、少な
い工事日数で同じ工事量の実施の実現を図り、2025 年までに建設現場の
生産性２割向上を目指している。

○　受注者は、時間外労働の上限規制の適用に向け、まずは自らの生産性向上に向けた
一層の取組の推進が不可欠であるとの認識の下、発注者の理解も得ながら、下記の取
組等を積極的に推進することにより、建設工事の現場における生産性向上を推進する。
・　工事現場における ICT の活用等による、施工の効率化や品質・安全性の向上
・　技能労働者の多能工化や技能水準の向上
・　建設キャリアアップシステムの活用
・　プレキャスト製品やハーフプレキャスト等の活用
・　重層下請構造の改善

○　発注者は、工事の手戻りを防止し、後工程における長時間労働の発生を防ぐため、
地質調査によるデータ等に基づき適切な設計図書を作成し、施工条件等を明確にする
ことが求められる。また、建設業者による生産性向上に向けた取組や提案――例えば、
建設生産プロセス全体の最適化を図る観点から、プレキャスト製品や効率化が図られ
る工法、汎用性の高い工法の導入を設計段階から検討するなど――について、工事の
成績評定等において積極的な評価を図るものとする。

（４）下請契約における取組
○　下請契約においても、建設工事に従事する者が時間外労働の上限規制に抵触するよ

うな長時間労働を行うことのないよう、週休２日の確保等を考慮して、適正な工期を
設定するものとする。

　　下請は、工事着手前に工程表を作成したうえで、工事の進捗状況を元請と共有する
など、工事の円滑な施工を図るものとする。

　　また、予定された工期で工事を完了することが困難と認められる場合には、元請・
下請双方協議のうえで、適切に工期の変更を行うものとする。

○　適正な工期の設定に伴い、労務費、社会保険の法定福利費や安全衛生経費などの必
要経費にしわ寄せが生じないよう、法定福利費等を見積書や請負代金内訳書に明示す
ること等により、適正な請負代金による請負契約を締結するものとする。

　　併せて、公共工事の下請契約においては、最新の設計労務単価の活用を徹底するこ
ととし、民間工事の下請契約においても、下請は、公共工事設計労務単価の動きや生
産性向上の努力等を勘案した適切な積算・見積りを元請に提示するとともに、元請は、
適切な労務費が現場の技能労働者に確実に行き渡ることができるよう、適正な請負代
金による請負契約の締結に努めるものとする。

○　また、下請契約に係る代金の支払いについては、建設業法（第 24 条の３、第 24 条
の５）等に基づき、速やかに支払いを行うとともに、支払手段については、「下請代金
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の支払手段について」（平成 28 年 12 月 14 日 20161207 中第１号・公取企第 140 号）
を踏まえ、できる限り現金払いによるものとし、手形等による支払いを行う場合は、
割引料等について下請の負担とすることのないようにする。

○　なお、建設業における週休２日の確保等に当たっては、日給制の技能労働者等の処
遇水準の確保に十分留意し、労務費その他の必要経費に係る見直し等の効果が確実に
行き渡るよう、適切な賃金水準の確保等を図る。

○　個人として建設工事を請け負う、いわゆる一人親方についても、上記の取組と同様に、
長時間労働の是正や週休２日の確保等を図る。

（５）適正な工期設定等に向けた発注者支援の活用
○　特に公共発注者において、技術者の不足等の理由により、適正な工期設定等の発注

関係事務を自ら適切に行うことが困難な場合には、工事の特性等を踏まえ、発注者支
援を適切に行うことのできる外部機関（コンストラクション・マネジメントなどの建
設コンサルタント業務を行う企業等）の支援を活用するなどにより、適正な工期設定
等を行うことができる体制を整えることが望ましい。

○　なお、外部支援を活用する場合においても、本来発注者が実施すべき判断や事業全
体のマネジメントについては、適切に実施するものとする。

４．その他
　　本ガイドラインは、今後発注される建設工事を対象とするものとする。
　�　関係省庁は、本ガイドラインを踏まえ、民間発注者団体に対し、適正な工期設定等に関

する普及啓発等に努めるものとする。
　�　関係省庁は、国及び地方公共団体等の公共発注者、民間発注者並びに建設業者の発注の

実態や、長時間労働の是正に向けた取組も含め、本ガイドラインの取組状況についてフォ
ローアップを行い、それらも踏まえて必要と認められるときは、適宜、本ガイドラインの
内容の見直し等の措置を講ずるものとする。
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