第４章
過労死等の防止のための対策の実施状況
1

労働行政機関等における対策

（労働施策基本方針）
労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を
推進するため、時間外労働の限度時間の設定、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者と通
常の労働者との間の不合理な待遇の相違等の禁止等を目的として、第 196 回国会において、
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（平成 30 年法律第 71 号。以

４
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下「働き方改革関連法」という。）が成立し、働き方改革関連法第３条の規定により、雇用
対策法（昭和 41 年法律第 132 号）が「労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
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定及び職業生活の充実等に関する法律」（昭和 41 年法律第 132 号。以下「労働施策総合推

過労死等の防止のための対策の実施状況

進法」という。）に改正された。
労働施策総合推進法第 10 条第１項においては、国は、労働者がその有する能力を有効に
発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基
本的な方針を定めなければならないこととされており、同項の規定に基づき、労働政策審議
会労働施策基本方針部会での議論を踏まえ、平成 30 年 12 月 28 日に労働施策基本方針が
閣議決定された。
この基本方針には、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」（平成 30 年７月 24 日
閣議決定。以下「大綱」という。）に定める長時間労働の是正、過労死等の防止、産業医・
産業保健機能の強化、職場のハラスメント対策などを含む労働施策に関する基本的な事項及
びその他重要事項などが盛り込まれている。
国が過労死等の防止のために重点的に取り組まなければならない対策として、過労死等防
止対策推進法第３章に規定されている調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活
動に対する支援について関係行政機関が緊密に連携するとともに、長時間労働の削減、過重
労働による健康障害防止、年次有給休暇の取得促進、メンタルヘルス不調の予防及びハラス
メントの防止について、関係法令等に基づき強力に推進することとしている。
とりわけ、労働基準監督機関（都道府県労働局・労働基準監督署）においては、この基本
方針及び大綱に基づき、長時間労働の削減に向けた取組の徹底、過重労働による健康障害の
防止対策、メンタルヘルス対策・ハラスメント防止対策について、引き続き重点的に取り組
んでいる。
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労働施策基本方針
○ 本方針は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」
（労働施策総合推進法）に基づき策定したものです。（平成30年12月28日閣議決定）
○ 労働者がその能力を有効に発揮することができるようにするため、働き方改革の意義やその趣旨を踏まえた
国の労働施策に関する基本的な事項等について示しています。

基本方針の内容と目指す社会
第１章

労働者が能力を有効
に発揮できるように
することの意義

目指す社会

○ 働き方改革の必要性
○ 働き方改革推進に向けた基本的な考え方
○ 本方針に基づく働き方改革の推進

働き方改革の効果

１ 労働時間の短縮等の労働環境の整備

２ 均衡のとれた待遇の確保、多様な働き方の整備

４ 育児・介護・治療と仕事との両立支援

●働く人のモチベーショ
ンの向上

６ 転職・再就職支援、職業紹介等の充実

●賃金の上昇と需要の
拡大

など

意欲ある人々に多様
なチャンスを生み出
し、企業の生産性・
収益力の向上が図ら
れる社会

過労死等の防止のための対策の実施状況

○ 下請取引に関する対策強化
○ 生産性向上のための支援
○ 職業意識の啓発・労働関係法令等に関する教育

●職務の内容や職務に
必要な能力等の明確化、
公正な評価・処遇等
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５ 人的資本の質の向上、職業能力評価の充実

多様な働き方を可能
とし、自分の未来を
自ら創ることができ
る社会

４

●企業文化・風土の変革

７ 働き方改革の円滑な実施に向けた連携体制整備

第３章
その他の重要事項

●イノベーション等を
通じた生産性の向上
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第２章
労働施策に関する
基本的な事項

３ 多様な人材の活躍促進

●労働参加率の向上

誰もが生きがいを
持って、その能力を
有効に発揮すること
ができる社会

労働施策基本方針の概要
第一章 労働者が能力を有効に発揮できるようにすることの意義
１．働き方改革の必要性
○ 誰もが生きがいを持ってその能力を
最大限発揮することができる社会を創
るためには、働く人の視点に立ち我が
国の労働制度の改革を行い、企業文
化や風土を変え、働く一人一人が、よ
り良い将来の展望を持ち得るようにす
ることが必要。

２．働き方改革の 推進に向けた基本的な考え方
○ 労働施策総合推進法の目的（※）や基本的理念を踏
まえ、本方針に労働施策に関する基本的事項等を定
めることにより、都道府県や市町村等と連携を図りつつ、
労働施策を総合的に推進。
（※）国は、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定や
労働生産性の向上を促進すること等により、労働者
の職業の安定や経済・社会の発展等に資すること。

第二章 労働施策に関する基本的な事項
１ 労働時間の短縮等の労働環境の整備
 時間外労働の上限規制、年次有給休暇の時季指定、産
業医・産業保健機能の強化等に関する周知徹底・履行
確保
 年次有給休暇の円滑な取得に向けた環境整備

（１）
長時間労働の 
是正



（２）
過労死等の
防止

勤務間インターバル制度の普及促進
労働基準監督官がよるべき行動規範の策定
監督指導等に対する苦情の多様な形での受付
監察官制度の活用による適正な権限行使の徹底

 過労死等の防止に向けた労働行政機関等における対策
 調査研究、啓発、相談体制の整備
 民間団体の活動に対する支援

 中小企業等がワンストップで相談できる体制の整備
 人材確保や生産性向上に向けた取組の支援
（３）
 働き方改革推進支援センターを中心とした丁寧な相談・
中小企業等に
支援
対する支援・  中小企業退職金共済制度の加入促進、勤労者財産形
監督指導
成促進制度の利用促進
 労働関係法令の周知、監督指導における中小企業等の
事情に配慮した対応

（４）
業種等の特性に
応じた
対策等の推進

３．本方針に基づく 働き方改革の推進
○ 本方針において示した基本的な考え方や中
長期的な方向性に基づき、労働施策を総合的
かつ継続的に推進。
○ 経済及び雇用情勢に加え、働き方改革実行
計画のフォローアップの状況や本方針に定め
る諸施策の実施状況に応じて、変更の必要性
があると判断した場合は、本方針を見直す。

 自動車運送業・建設業におけるガイドライン等を
活用した長時間労働是正の環境整備
 医師における長時間労働是正に向けた検討
 鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業に対する人材
確保、省力化等に関する支援

 年率３％程度を目途とした全国加重平均1,000円
（５）
を目指した最低賃金引上げ
最低賃金・賃金引
上げと生産性向上  中小企業等の生産性向上等の支援
（６）
産業医・産業保健
機能の強化

 長時間労働者に対する面接指導や健康相談等
の企業における労働者の健康管理の強化
 産業保健機能の強化

（７）
 労働災害防止計画の推進、迅速かつ公正な労
安全で健康に働け
働者災害補償保険制度の実施
る労働環境の整備

 パワーハラスメント対策の周知啓発や強化に向
（８）
けた検討
職場の
 セクシュアルハラスメント等に係る事業主の措置
ハラスメント対策
義務の履行確保や実効性確保のための検討
及び多様性を受け
 職場における性的指向・性自認に関する正しい
入れる環境整備
理解の促進
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２ 雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の
均衡のとれた待遇の確保、多様な就業形態の普及
及び雇用・就業形態の改善
（１）
雇用形態又は
就業形態にかかわらない
公正な待遇の確保など
非正規雇用労働者の
待遇改善

（２）
正規雇用を希望する
非正規雇用労働者に対する
正社員転換等の支援

 我が国が目指す同一労働同一賃金
を実現するため、改正法の周知徹底
や業界別導入マニュアルの普及
 非正規雇用労働者のキャリアアップ
の支援

３ 多様な人材の活躍促進

（１）
女性の活躍
推進

 転職支援、能力開発支援等

 女性活躍推進法に基づく行動計画策定等の企業の
取組の促進、女性活躍情報の見える化の徹底及び
必要な見直しの検討
 子育て中の女性等への就職支援

（２）
若者の活躍
促進

 企業内における正社員転換の支援
 無期転換ルールへの円滑な対応に
向けた支援

 男女雇用機会均等法の履行確保や実効性確保の
ための検討

 学校と連携した職場への円滑な移行・定着の支援
 正社員就職を希望するフリーター等の支援
 若年無業者等の職業的自立の支援
 継続雇用年齢等の引上げに向けた環境整備

（３）
高齢者の活躍
促進

 生涯現役支援窓口の拡充等による再就職支援
 地域の様々な機関の連携・シルバー人材センター
による支援による多様な就労機会の提供

 高齢者の身体特性に応じた職場環境の整備
 雇用型テレワークの普及促進

４
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・相談窓口の設置・運営や助成金等
による導入支援

（４）
障害者等の
活躍促進

・適正な労務管理のためのガイドライ
ンの周知
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（３）
柔軟な働き方がしやすい
環境の整備

 自営型テレワークの就業環境の整備
のためのガイドラインの周知

過労死等の防止のための対策の実施状況

 副業・兼業の普及促進及び制度的課
題の検討

（５）
外国人材の
受入環境の
整備

（２）
治療と仕事の
両立支援

 労働関係法令の遵守、適正な労働条件の確保をは
じめとした外国人労働者の雇用管理の改善
 高度外国人材の積極的な活用

（６）
様々な事情・
困難を抱える人
の活躍支援

 ひとり親家庭の親、生活保護受給者、刑務所出所
者、ホームレス等の就労支援

６ 転職・再就職支援、職業紹介等に関する施策の充実

４ 育児・介護又は治療と仕事の両立支援
（１）
育児や介護と仕事の
両立支援

 一定の専門性・技能を有する外国人材の円滑な受
入れに向けた仕組みの構築

 外国人留学生の就職支援等

 雇用類似の働き方に関する保護等の
在り方についての中長期的な検討
 裁量労働制及び高度プロフェッショナ
ル制度について、制度内容の理解促
進や監督指導による履行確保

 障害者差別の禁止及び合理的配慮の提供を含め
た、一人ひとりの状況に応じた就労環境の整備

 育児・介護休業法に基づく措置の確実な履行
確保及び周知
 男性による育児休業等の取得や中小企業に
おける取組の促進
 企業における雇用環境改善の促進等に加え、
保健医療施策や福祉施策等との連携を含め
た総合的かつ横断的な対策の実施
 がん診療連携拠点病院等と連携した就職支援

（１）
成長分野等への
労働移動の支援

（２）
職場情報・職業情報
の見える化

５ 人的資本の質の向上と職業能力評価の充実
 リカレント教育の充実
（１）
リカレント教育等による
人材育成の推進

 企業内の人材育成の支援、キャリアコンサル
ティングの普及
 労働者の主体的なキャリア形成支援

（３）
求人・求職情報の
効果的な提供及び
地域の雇用機会の
確保

 転職指針を活用した中途採用拡大の機運の
醸成、助成金を活用した企業の支援
 産業雇用安定センターによる出向・移籍の
支援

 企業の職場情報をワンストップで閲覧できる
サイトによる見える化の促進
 職業情報提供サイトの構築

 インターネットサービスの充実による求人・
求職情報の効果的な提供
 地域の実情に応じた雇用対策の推進
 被災地域における支援

 公的職業訓練の適切な実施
（２）
職業能力評価の充実

 技能検定をはじめとした職業能力評価のもの
さしの整備
 ジョブ・カードの活用促進

７ 働き方改革の円滑な実施に向けた取組
 地方公共団体、中小企業者団体、労働者団体等を構成員とする協
議会その他の連携体制の整備

第三章 労働者が能力を有効に発揮できるようにすることに関するその他の重要事項
１ 商慣行の見直しや取引環境の改善など
下請取引対策の強化

 著しく短い期限の設定及び発注内容の頻繁な変更を行わない等、事業者の取引上必要な配
慮の商慣行への浸透
 下請法等違反が疑われる事案の公正取引委員会・中小企業庁への通報制度の強化

 生産性向上に向けた中小企業等の設備投資等に対する支援
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２ 労働条件の改善に向けた生産性の向上支援

 働き方改革推進支援センターにおける商工会・商工会議所・中小企業団体中央会等の経営
支援機関と連携した丁寧な相談・支援の実施

３ 学校段階における職業意識の啓発、
労働関係法令等に関する教育の推進

 職場見学やセミナー、インターンシップ等の職業意識啓発等の取組の推進
 労働関係法令や社会保障制度に関する教育の推進

（労働基準監督署の体制整備）
労働基準監督機関においては、働き方改革関連法により改正された労働基準法等関係法令
の内容を含め、労働時間に関する法制度の周知と法令遵守のための指導に万全を期していく
必要がある。平成 30（2018）年４月１日から、全ての労働基準監督署において、「労働時
間改善指導・援助チーム」を編成し、長時間労働の是正及び過重労働による健康障害の防止
を重点とした監督指導を行うとともに、「労働時間相談・支援コーナー」を設置し、働き方
改革推進支援センターとも連携しつつ、法令に関する知識や労務管理体制が必ずしも十分で
ないと考えられる中小規模の事業場に対して、法制度の周知を中心としたきめ細やかな支援
を行っている。

４

第
章
過労死等の防止のための対策の実施状況
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1.1

長時間労働の削減に向けた取組の徹底

「日本再興戦略」改訂 2014（平成 26 年６月 24 日閣議決定）において、「働き過ぎ防止
のための取組強化」が盛り込まれ、また、同じ平成 26（2014）年には過労死等防止対策推
進法が成立した。こうした中、同年に厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本
部」を設置し、長時間労働削減に向けた取組の強化を図るとともに、長時間にわたる時間外
労働が恒常的に行われ、過重労働による健康障害の発生が懸念される事業場に対する重点的
な指導等の取組を進めている。

（1）長時間労働が行われている事業場に対する監督指導等

４
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平成 28（2016）年４月からは、長時間労働が行われている事業場への監督指導の対象を、
従来の１か月当たり 100 時間を超える時間外労働を行っている労働者を把握した場合から、
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１か月当たり 80 時間を超える時間外労働を行っている労働者を把握した場合に拡大し、ま

過労死等の防止のための対策の実施状況

た、過労死等を発生させた事業場に対しても、監督指導を行い当該疾病の原因の究明、再発
防止対策の徹底を指導している。
平成 30（2018）年度における本取組を取りまとめたところ、29,097 事業場に対して監
督指導を実施し、40.4％に当たる 11,766 事業場に対して、違法な時間外労働について、是
正・改善に向けた指導を行ったところである。
また、平成 30 年 11 月の過重労働解消キャンペーンの取組の１つとして、過労死等を発
生させた全国の 8,494 事業場に対して、重点監督を実施し、33％に当たる 2,802 事業場に
対して、違法な長時間労働について是正・改善に向けた指導を行った。
加えて、Web サイト上の求人情報、書き込み等の情報を監視し、長時間にわたる過重な
労働等の労働条件に問題があると考えられる事業場の情報を収集し、労働基準監督署による
監督指導等に活用しており、平成 30 年度は 465 件の監督指導を実施した。
さらに、長時間労働の背景として、親事業者の下請代金支払遅延等防止法・独占禁止法違
反が疑われる場合に、中小企業庁や公正取引委員会に通報する制度を積極的に活用するなど、
関係行政機関と連携した取組を進めている。

（2）長時間労働等に係る企業本社に対する指導
従来、長時間労働に関する労働基準監督署による監督指導は、基本的に企業の工場や支社
などの事業場単位で行われていたが、平成 29（2017）年１月から、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ついては、企業本社に対し、全社的な改善を図る指導を行っ
ている。

（3）ガイドラインによる労働時間の適正な把握の徹底
労働時間の把握の一つの方法として、労働者が自己の労働時間を自主的に申告することに
より把握する「自己申告制」があるが、この「自己申告制」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
発生している。こうしたことを防止するため、「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」を平成 29（2017）年１月 20 日に策定し、労働基準監
督署を通じ、企業に対して遵守のための指導を行うとともに、リーフレットを Web サイト
に掲載する等により周知を行っている。
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中でも、労働時間の把握については、原則として、使用者が自ら現認すること、又はタイ
ムカード、IC カード等の客観的な記録を基礎として労働者の始業・終業時刻を確認するこ
とにより、適正に記録することとされているガイドラインを踏まえた指導を行っている。

（4）是正指導段階での企業名公表制度の運用
平成 27（2015）年５月より違法な長時間労働が複数の事業場で行われた企業について、
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する等の
観点から、都道府県労働局長が企業の経営トップに対し指導し、その企業名を公表している。

（5）36 協定に関する法令の周知指導

４

第

労働者に対して時間外又は休日に労働させる場合は、労使協定（以下「36 協定」という。）
を締結し、事前に労働基準監督署に届け出なければならないが、違法な長時間労働を解消し

章

ていくためには、必要な 36 協定を締結しなかったり届出を行わない事業場をなくしていく
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必要がある。このため、36 協定に関する法令の周知と遵守の指導を行っている。
また、36 協定については、労働基準監督署に届出があった際の助言、指導を強化するこ
と等により、事業主に対し、労働者に 36 協定の内容を周知させることを徹底するとともに、
月 45 時間を超える時間外労働や休日労働が可能である場合であっても、36 協定における
特別延長時間や実際の時間外・休日労働時間の縮減について「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）等を踏まえた指導を行っている。

コラム１ 長時間労働を行っている事業場の是正事例
厚生労働省では、労働基準監督署を通じ、長時間労働が行われている事業場への監督
指導を重点対策として取り組んでいます。ここでは、長時間労働を行っている事業場に
対する監督指導の事例を二つ紹介します。

事例１（業種：金属製品製造業）
労働基準監督署の指導内容
36協定で定める特別延長時間を超えて、労働者16名について、違法な時間外労働（最長：
月166時間）を行わせた事業場に対し、指導を実施

会社が実施した改善策
①業務の見直し・効率化
自動溶接ロボットを新たに導入
②業務の平準化
時間外労働が多い部署（４部署）について他部署から応援を実施
③適正な人員確保
パート労働者、契約社員の採用
④時間外・休日労働の禁止
平日の時間外労働を20時以降禁止し、早出・日曜日の出勤は原則禁止した
⑤労働者への働きかけ
20時までにＰＣに帰宅を促すメッセージを表示し、20時に終鈴を流すとともに管理職による
巡回を実施
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事例２（業種：小売業）
労働基準監督署の指導内容
36協定で定める特別延長時間を超えて、労働者６名について、違法な時間外労働（最長：
月143時間）を行わせた事業場に対し、指導を実施

会社が実施した改善策
①受発注業務の時間短縮
新たに受発注業務の処理システムを導入し、業務処理時間の短縮を図る
（１人当たり、１か月平均で約15時間の短縮）
②人員の増強
繁忙期の業務量の大幅な増加により、上記①の対策を講じても対応が困難と予測される
場合は、前もって労働者の雇い入れ又は派遣労働者の受入を行う

４
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③労働者の意識向上
日頃から業務改善に取り組むとともに、労働者に対して、時間外労働削減、健康の保持増
進、36協定の遵守に関する意識向上を図る
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④時間外労働の禁止
時間管理を徹底し、特別延長時間を超えて労働をさせない
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1.2

過重労働による健康障害の防止対策

長時間働くことにより労働者が健康を損なうことがないよう、疲労の蓄積をもたらす過重
労働を是正するとともに、事業者が労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重
要である。このため、都道府県労働局や労働基準監督署が行っている監督指導や個別指導、
集団指導において、
「過重労働による健康障害防止のための総合対策」
（平成 18 年３月 17 日
基発第 0317008 号・平成 31 年４月１日改正）に基づき、事業者に対して「過重労働による
健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」について周知や指導の徹底を図っている。
また、裁量労働制対象労働者や管理監督者についても、事業者に健康確保の責務があるこ
とから、事業者に対し、労働安全衛生法令に基づき、医師による面接指導等必要な措置を講

４
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じなければならないこと等について指導を行っている。
前記 1.1（1）に記載した平成 30（2018）年度に監督指導を行った 29,097 事業場のうち
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12.1％に当たる 3,510 事業場で、健康診断を行っていない等、過重労働による健康障害防
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止措置が未実施であることを確認したため、是正・改善に向けた指導を行った。さらに、監
督指導実施事業場のうち、70.5％に当たる 20,526 事業場に対して、長時間労働を行った労
働者への医師による面接指導等の実施など過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指
導した。

1.3

メンタルヘルス対策

平成 29（2017）年度より、精神障害によ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し、特に、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、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している。
また、おおむね３年程度の期間に、精神障害による労災支給決定が２件以上行われた場合
には、その企業の本社に対して、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
により、全社的なメンタルヘルス対策の取組について指導を実施している。特に、過労自殺
（未遂を含む。）に係るものが含まれる場合には、企業の本社を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
ついて指導している。

1.4

ハラスメント防止対策

過労死等に結びつきかねない職場におけるハラスメントの防止については、メンタルヘル
ス対策に係る企業本社に対する特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周知指導を実施している。
また、事業所において、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等に関するハラスメント
があってはならないという方針の明確化及びその周知、相談窓口の設置等、男女雇用機会均
等法及び育児・介護休業法において義務付けられている措置が講じられるよう、また、これ
らのハラスメント事案が生じた事業所に対しては、適切な事後の対応及び再発防止のための
取組が行われるよう指導を実施している。

155

さらに、職場におけるハラスメント防止対策の強化を図るため、パワーハラスメント防止
のための事業主の措置義務の新設や、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等を内
容とする「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」を
平成 31（2019）年３月８日に第 198 回国会に提出した。同法案は、令和元（2019）年５
月 29 日可決成立、同年６月５日に公布された。
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