３

関係規則・指針・通達等

◎労働施策基本方針（平成 30 年 12 月 28 日閣議決定）
はじめに
我が国においては、景気は緩やかに回復し、経済の好循環が着実に進展するとともに、
雇用情勢も着実に改善をしている。平成 29 年の全国の有効求人倍率は 1.50 倍と約 44 年
ぶりの高い水準となり、完全失業率は 2.8％と約 24 年ぶりの低い水準となっている。各
都道府県の有効求人倍率をみても、全ての都道府県において１倍を超え、雇用情勢の改善
が全国的に進んでいる。
また、我が国の総人口は、平成 20 年の 1 億 2,800 万人をピークに減少傾向にあるが、
女性の活躍推進や高齢者の雇用促進等に関する各種施策の推進により、女性や高齢者を中
心に就業率は上昇しており、平成 24 年から平成 29 年にかけては、景気の回復ともあい
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まって就業者数は約 250 万人増加している。
このように雇用情勢が着実に改善し労働参加が進展する一方で、就業者数の増加を上回
る旺盛な求人ニーズにより、企業の人手不足感は強まっている。特に、中小企業・小規模
事業者（以下「中小企業等」という。）においては、中核人材の確保ができない場合もあり、
我が国の雇用を広く支える中小企業等において大きな問題となっている。
あい

長期的にみると、我が国の経済成長の隘路の根本には、少子高齢化・生産年齢人口の減
少といった構造的な問題や生産性向上の低迷等の問題が存在する。また、AI 等の技術革
新は、仕事を取り巻く環境や働き方に大きな変化をもたらし得るものである。
こうした課題を克服し経済成長を実現するためには、誰もが生きがいを持ってその有す
る能力を最大限に発揮できる社会を創り、イノベーションの促進等を通じた生産性の向上
と、労働参加率の向上を図ることが必要である。そのため、平成 29 年３月 28 日の働き
方改革実現会議において、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の総合的な推進に向けて、「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。以下「実行計画」という。）を決定し、長時間労働を
はじめとする我が国の雇用慣行における諸問題に対して、改革実現の道筋を示したところ
である。
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（昭和 41 年法律第 132 号。以下「労働施策
総合推進法」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いる。
本方針は、同項の規定に基づき、働き方改革の意義やその趣旨を踏まえた国の施策に関
する基本的な事項等について示すものである。
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第１章
１

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
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である。
働き方改革の推進は、多様な働き方を可能とすることにより、自分の未来を自ら創っ
ていくことができる社会を実現し、意欲ある人々に多様なチャンスを生み出すもので
あり、同時に企業の生産性や収益力の向上が図られるものである。人々が豊かに生き
ていく社会の実現のためには、働き方改革を着実に推進することが求められる。

２

働き方改革の推進に向けた基本的な考え方
我が国の労働制度と働き方においては、長時間労働や、非正規雇用労働者の待遇等
に関する問題に加え、女性や高齢者等の労働参加に関する課題や、育児や介護等と仕
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事の両立に関する課題、中高年齢者等の転職・再就職に関する課題、中小企業等にお
ける人材確保等に関する課題など様々な課題が存在する。
働き方改革は、こうした問題や課題を解決することにより、労働参加率の向上に加
え、労働者のモチベーションを高めるとともに、生産性の向上にもつながるものであ
る。また、働き方改革によって生まれる生産性向上の成果を働く人に分配することに
より、賃金の上昇と需要の拡大を通じた成長と分配の好循環を実現し、国民一人一人
の生活の向上を目指すものである。
労働施策総合推進法は、国が、労働施策を総合的に講ずることにより、経済社会情
勢の変化の中で、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに
労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができ
るようにすることにより、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上を実現し、
経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的としている。
また、労働施策総合推進法の基本的理念として、職業生活の全期間を通じた、労働
者の職業の安定への配慮に加え、労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験
その他の職務遂行上必要な事項の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評価方
法により能力等を公正に評価され、当該評価に基づく処遇を受けることその他の適切
な処遇を確保するための措置が効果的に実施されることにより、その職業の安定が図
られるように配慮されるものとすることを、新たに掲げたところである。
このような労働施策総合推進法の目的及び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の地方公共団体とも
連携を図りつつ、働き方改革の実現に向けて労働施策を総合的に推進する。
こうした働き方改革に向けた労働施策の推進や各企業における働き方改革の実施に
おいては、労使の十分なコミュニケーションをその基盤とするとともに、働く人の視
点に立つことが重要である。
なお、公務員についても、働き方改革の実現に向けた取組の推進に努める。
３

労働施策基本方針に基づく働き方改革の推進
働き方改革の実現に向けて、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する。
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本方針に基づく施策の推進に当たっては、労働政策審議会に置く各分科会の意見を
踏まえ、必要な KPI の設定を行い、PDCA サイクルを回すことにより、各施策の実効
性を確保しつつ、実施するものである。
働き方改革の意義等を示すものとしての本方針の性格に照らし、経済及び雇用情勢
に加え、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、本方針を見直すものとする。
第２章
１

労働施策に関する基本的な事項
労働時間の短縮等の労働環境の整備

（1）長時間労働の是正
我が国においては、年間総実労働時間数は減少傾向にあるが、いわゆる正社員等に
ついては、依然として長時間労働の実態がみられる。長時間労働を是正し、労働者が
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
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促進することが重要であるため、次の施策を実施する。
まず、長時間労働を是正し、労働者の健康確保やワーク・ライフ・バランスの実現
を図るため、働き方改革関連法第１条による改正後の労働基準法（昭和 22 年法律第
49 号）に新たに設けられた時間外労働の上限規制及び年次有給休暇の時季指定の仕
組みや、働き方改革関連法第４条による改正後の労働安全衛生法（昭和 47 年法律第
57 号）に新たに設けられた労働時間の状況把握及び産業医・産業保健機能の強化の
ための仕組み等について、労働基準法及び労働安全衛生法の趣旨の周知徹底及び履行
確保に努めるとともに、時間外労働について可能な限り労働時間の延長を短くするよ
う、必要な助言及び指導を行う。また、年次有給休暇を円滑に取得できるよう、その
環境整備に向けた取組を行う。さらに、勤務間インターバル制度の普及促進に向けた
取組を推進する。
具体的には、都道府県労働局から企業・団体への働きかけを行う等、全国的に長時
間労働対策の推進及び年次有給休暇の取得促進に取り組むほか、労働基準監督機関に
おいては、長時間労働の事業場への監督指導の徹底等の対応を行う。
また、労働基準監督制度の適正かつ公正な運用を確保することにより、監督指導に
対する企業の納得性を高め、労働基準法等関係法令の遵守に向けた企業の主体的な取
組を効果的に促すこととし、そのための具体的な取組として、監督指導の実施に際し、
全ての労働基準監督官がよるべき基本的な行動規範を定めるとともに、重大な違法案
件について指導結果を公表する場合の手続をより一層明確化する。なお、重ねて改善
を促しても是正されないもの、違法な長時間労働により過労死等を生じさせたもの、
違法な長時間労働により重大な結果を生じさせたものなど重大・悪質な場合は、書類
送検を行うなど厳正に対処する。
労働基準監督官が行う監督指導など労働基準監督署の運営に関する苦情について、
メールや郵便など多様な形で受け付けることができるようにするほか、監察官制度を
活用し、問題があった場合には厳正に指導等を行うなどにより、監督指導の適正な実
施及び公正かつ斉一的な権限行使を徹底する。
（2）過労死等の防止
過労死等の防止に向けて、過労死等防止対策推進法（平成 26 年法律第 100 号）
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に基づき策定した「過労死等の防止のための対策に関する大綱」（平成 30 年７月 24
日閣議決定）において、新たに勤務間インターバル制度の周知や導入、仕事上のスト
レス等について相談先がある労働者の割合、ストレスチェック結果の集団分析結果を
活用した事業場の割合に係る数値目標を追加しており、当該大綱に基づき、長時間労
働の削減に向けた取組等の労働行政機関等における対策、過労死等事案の分析等の調
査研究、国民に向けた周知啓発、労働条件や健康管理等に関する相談体制の整備、過
労死等防止対策推進シンポジウムの開催や過労死等防止のための活動内容の周知等民
間団体の活動に対する支援等を行う。
（3）中小企業等に対する支援・監督指導
人手不足感の強い中小企業等においては、働き方改革による魅力ある職場づくりが
重要であることを踏まえ、中小企業等における働き方改革に向けた取組を推進する。
長時間労働の是正に向けた取組を行うに当たり、特に、中小企業等においては、大
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企業に比べて、労務管理の体制が十分でないことに加え、人材の確保や発注者等との
取引関係などに困難な課題を抱えている場合が多いことから、時間外労働又は労働時
間の短縮に向けて、これらの課題解決に取り組む中小企業等に対して助成金の活用等
により丁寧に支援するなど必要な配慮を行う。
具体的には、関係省庁が連携して、取引環境改善等のための施策に加え、労務管理
改善等の働き方改革に取り組む中小企業等がワンストップで相談できる体制の充実、
人材確保や生産性向上に向けた取組の支援、課題を抱える業種等の特性に応じた対策
等を講ずる。
また、周知に当たっては、都道府県労働局や労働基準監督署のほか、働き方改革推
進支援センターが中心となり、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等と連携し
て、好事例や支援策を中小企業等に提示するなど丁寧な相談・支援を行う。
さらに、中小企業等の従業員の福祉の増進及び中小企業等の振興等のため、中小企
業退職金共済制度の加入促進及び安定的運営に取り組むとともに、中小企業等の従業
員をはじめとした勤労者の計画的な財産形成を促進するため、勤労者財産形成促進制
度の利用促進に取り組む。
加えて、中小企業等において、労働関係法令の内容を十分に理解していないこと等
に起因する違反が見られることに鑑み、時間外労働の上限規制等の働き方改革関連法
による改正事項を含め、労働関係法令の一層の周知を図り、その趣旨・内容の理解の
促進に努める。とりわけ、時間外・休日労働の協定について、労働者の過半数で組織
する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との協定を行うことも可能で
あることを労働者の過半数を代表する者の適正な選出手続、協定の適切な締結・届出
の手続と併せて周知するなど、中小企業等の事情に配慮して対応する。また、中小企
業等は労働者の過半数を代表する者と十分なコミュニケーションを図ることが望まし
い。さらに、労働安全衛生法の改正により全ての労働者が労働時間の状況把握の対象
となる中で、客観的方法による労働時間の状況把握に努める中小企業等への支援をは
じめ、その実情に応じた対応について助言するなど、中小企業等の事情に配慮して対
応する。
監督指導に当たっては、中小企業等における労働時間の動向、人材の確保の状況、
取引の実態その他の事情に配慮し中小企業等の立場に立った対応を行い、労働基準法、
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労働安全衛生法等の労働基準関係法令に係る違反が認められた場合においても、当該
中小企業等の事情を踏まえ、使用者に対し自主的な改善を促していく。
（4）業種等の特性に応じた対策等の推進
長時間労働の傾向にある次の業種等については、改革に向けた対策等を推進する。
自動車運送事業については、トラック運送における取引環境・労働時間改善協議会に
おいて荷主、トラック運送事業者等の参加の下、長時間労働の抑制等に向けた議論を
進めるとともに、「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」（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）に基
づき、環境整備等集中的な取組を推進する。
建設業については、建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議等における議論
を進めるとともに、「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」（平
成 29 年８月 28 日建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議決定）に基づき、
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関係省庁が連携して施策を講じ、長時間労働是正に向けた環境整備を推進する。
医師については、医療界参加の下で時間外労働の上限規制の在り方や労働時間の短
縮策等について検討し、その結論を踏まえ必要な対策を講じる。
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業については、人材確保、省力化等に関する
支援を実施する。
（5）最低賃金・賃金引上げと生産性向上
経済の好循環の拡大に向けて、生産性の向上を図るとともに、力強く継続的な賃金
上昇及び所得の拡大に確実につなげる必要がある。
このため、最低賃金については、実行計画等において、「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 1,000
円になることを目指す」とされていることを踏まえ、最低賃金法（昭和 34 年法律第
137 号）の原則及び目安制度に基づき、時々の事情を総合的に勘案し、最低賃金審
議会での審議を通じて決定していく。
賃金の引上げに向けて、中小企業等をはじめ生産性向上等のための支援や支援策の
活用促進、取引条件の改善を図る。
（6）産業医・産業保健機能の強化
過重な長時間労働やメンタルヘルス不調などにより健康リスクが高い状況にある労
働者を見逃さないため、労働安全衛生法に基づく、産業医等による長時間労働者に対
す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
管理の強化を図る。
また、労働者数 50 人未満の小規模事業場における産業保健機能の強化、産業医等
の産業保健スタッフの質・量の確保や、それらの者により構成されるチームによる産
業保健活動の推進等について検討を行い、必要な支援の充実を図る。
（7）安全で健康に働ける労働環境の整備
死亡災害の撲滅及び労働災害の着実な減少を通じ、労働者が安心して健康に働くこ
とができる職場の実現を図るため、労働安全衛生法第６条に基づく「労働災害防止計
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画」
（平成 30 年３月 19 日公表）に定められた事項を関係事業主団体等との密接な連
携を図りつつ推進する。
また、発生した労働災害については、徹底した原因究明及び効果的な再発防止に努
めるとともに、被災労働者及びその遺族等に対して労働者災害補償保険制度により迅
速かつ公正な保護を図る。
（8）職場のハラスメント対策及び多様性を受け入れる環境整備
職場におけるハラスメントは、労働者の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させ
る、あってはならないものである。
そのため、企業等におけるパワーハラスメント対策の周知啓発及び自主的な取組の
支援を進めるとともに、職場のパワーハラスメント防止対策が実効性のあるものとな
るよう、その強化に向けた検討を進める。
加えて、全ての企業等において、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等に関す
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るハラスメントについては、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号。以下「男女雇用機会均等法」という。
）等
に基づき、こうした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、相談窓口の設置等の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
生じた企業等に対しては、適切な事後の対応、再発防止、被害者のプライバシー保護
及び相談等による不利益取扱いの防止のための取組が行われるよう指導する。あわせ
て、その防止対策の実効性を確保するための検討を進める。
また、多様性を受け入れる職場環境の整備を進めるため、職場における性的指向・
性自認に関する正しい理解を促進する。
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
同一の事業主における、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理
な待遇差を解消することにより、我が国が目指す同一労働同一賃金を実現し、どのよ
うな雇用形態又は就業形態を選択しても納得が得られる待遇を受けられ、多様な働き
方を自由に選択できるようにするため、働き方改革関連法第７条による改正後の短時
間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第 76
号）及び働き方改革関連法第５条による改正後の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 年法律第 88 号）の周知を徹底する
とともに、説明会の開催や相談窓口の整備、業界別導入マニュアルの普及等を図り、
中小企業等の実情を踏まえ、労使双方に丁寧に対応する。また、職務の内容や職務に
必要な能力等の内容の明確化、これらに即した公正な評価等を推進する。
あわせて、有期雇用労働者、短時間労働者又は派遣労働者として働き続けることを
希望する者に関しては、能力開発を進め、希望に応じキャリアアップを図ることがで
きるよう支援を行うとともに、待遇改善を図っていく。
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（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
正規雇用を希望しながらそれがかなわない非正規雇用労働者に関しては、企業内に
おける正社員転換の支援、転職支援、能力開発支援等を行う。また、労働契約法（平
成 19 年法律第 128 号）第 18 条の規定に基づく無期転換ルールへの対応が円滑に行
われるよう周知徹底や相談支援等、必要な支援を行う。
（3）柔軟な働き方がしやすい環境の整備
いわゆる雇用型テレワークは、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、
その普及を図ることが必要である。このため、相談窓口の設置・運営や助成金等によ
る導入支援を行っていくとともに、その普及に当たっては、適正な労務管理下におい
て、長時間労働を招かないよう、情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入
及び実施のためのガイドラインの周知啓発を図っていく。
また、自営型テレワークは就業環境の整備が重要であることから、自営型テレワー
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クの適正な実施のためのガイドラインの周知啓発を図っていく。
副業・兼業については、副業・兼業の促進に関するガイドライン及び改定版モデル
就業規則の周知を行い、副業・兼業の普及促進を図るとともに、働き方の変化等を踏
まえた実効性のある労働時間管理や労働者災害補償保険制度の在り方等について、労
働者の健康確保等にも配慮しつつ、検討を進める。
また、雇用類似の働き方に関する保護等の在り方について、法的保護の必要性を含
めて中長期的に検討する。
加えて、裁量労働制や高度プロフェッショナル制度について、制度の内容の理解促
進や監督指導による履行確保に努める。
３

多様な人材の活躍促進

（1）女性の活躍推進
職場における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るため、男女雇用機会均等法の
履行確保やその実効性を一層確保するための検討を進める。
さらに、一人一人の女性が自らの希望に応じてその能力を最大限に発揮できる社会
への変革を促進・加速するため、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 年法律第 64 号）に基づく行動計画の策定等の企業の取組の促進や女性活躍情
報の見える化を促進するとともに、必要な見直しの検討を進める。また、長時間労働
の是正やワーク・ライフ・バランスの実現に加えて、子育て中の女性等に対するマザー
ズハローワーク事業の拡充等を通じた丁寧な就職支援や職業訓練の実施、育児休業や
介護休業等の取得促進、男性による育児等の促進、平成 29 年６月２日に公表した「子
育て安心プラン」に基づく保育所等の保育の受皿の整備、平成 30 年９月 14 日に公
表した「新・放課後子ども総合プラン」に基づく放課後児童クラブの整備等に取り組
んでいく。
（2）若者の活躍促進
若者が、その意欲及び能力に応じて適切に仕事や企業を選択し、その有する能力を
有効に発揮するため、学校との緊密な連携の下、新卒応援ハローワーク等において職
場への円滑な移行や定着を促すとともに、フリーター等から正社員就職を希望する者
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に対して、わかものハローワーク等において特に綿密な支援を行う。あわせて、地域
若者サポートステーションの支援等を通じ、職業生活を円滑に営む上で困難を有する
若年無業者等の職業的自立を促進する。これら若者の就職支援等に当たり、都道府県
や市町村等の地方公共団体が実施する支援施策とも連携しながら、総合的かつ体系的
な対策を推進する。
（3）高齢者の活躍促進
働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、多様な雇用・就業機会
の確保を図る。
このため、継続雇用延長や定年延長を行う企業への助成金の支給、65 歳超雇用推
進プランナー等による提案型相談支援等の支援を充実し、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。
また、公共職業安定所の生涯現役支援窓口の拡充等により高齢者の再就職を促進す
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るとともに、都道府県や市町村をはじめとする地域の様々な機関が連携して地域にお
ける高齢者の就業機会を創る取組や、シルバー人材センターによる就業支援の強化等
を通じて、高齢者の多様な就業機会を提供する。
さらに、高年齢の労働者が増加したことに伴って、健康診断の有所見率の上昇や腰
痛の増加等の傾向が見られることを踏まえ、高年齢の労働者の安全と健康を確保する
ため、高年齢の労働者の身体特性に応じた職場環境の整備等を推進する。
（4）障害者等の活躍促進
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すること
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。
このため、地域における就労支援機関による、障害者に対する就労支援や企業に対
する相談支援等を通じて、雇用率の上昇や雇用者数の増加といった雇用の量的な拡大
を図る。
また、精神障害者や発達障害者、難病患者等、個別性の高い障害特性を有する就労
希望者が増加する中において、長く安定的に働き続けられる等の雇用の質の向上を図
るため、事業者による雇用の分野における障害者差別の禁止及び合理的配慮の提供の
着実な実施を含め、一人一人の状況に応じた就労環境の整備等を図る。
あわせて、中小企業等による障害者雇用の促進や職場への定着に向けた支援を一層
推進する。
（5）外国人材の受入環境の整備
中小企業等をはじめとした人手不足が深刻化していることから、働き方改革などに
よる生産性向上や国内人材の確保を引き続き強力に推進するとともに、真に必要な分
野に着目し、従来の専門的・技術的分野における外国人材に加え、一定の専門性・技
能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する。
外国人材の保護や円滑な受入れに向け、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して
事業主が適切に対処するための指針（平成 19 年厚生労働省告示第 276 号）の周知
やこれに基づく適正な雇用管理のための相談・指導体制の整備を図りつつ、外国人と
共生できるような社会の実現に向けて、労働関係法令の遵守、適正な労働条件の確保
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をはじめ、外国人労働者の雇用管理の改善等に取り組む。
雇用管理改善の取組に関する好事例集の周知等による就労環境の整備等を通じた企
業の高度外国人材の活用を積極的に推進するとともに、外国人留学生の卒業後の日本
国内での就職・定着について、関係機関、大学及び企業が連携しつつ効果的な支援を
行う。また、定住者など我が国における活動制限のない外国人の安定した雇用を確保
するため、日本語能力の改善を図る研修や職業訓練等を実施する。
（6）様々な事情・困難を抱える人の活躍支援
母子世帯の母で働いている者の約半数がパート・アルバイト等の不安定な就労形態
にある中で、早期に安定的な雇用への移行を促進するため、マザーズハローワーク等
において、ひとり親を含む子育て女性等に対する丁寧な就職支援を実施するとともに、
職業訓練や助成金の活用等により、ひとり親家庭の親の就労機会の確保に努める。
生活保護受給世帯数の高止まりや生活困窮者支援のニーズの高まり等に対応するた
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め、公共職業安定所と都道府県や市町村など地方公共団体が一体となった就労支援や
職場への定着を推進することにより、就職を目指す人たちを支援し、就労による自立
を促進していく。
また、刑務所出所者等やホームレス等で就職を希望する者に対する就労支援や職場
への定着支援を実施する。
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
労働者が、将来のキャリアの見通しを持ちつつ、育児や介護と両立しながら働き続
けることができるようにするとともに、仮に離職した場合であっても、希望に応じて
再就職できるような取組を進める。
具体的には、有期雇用労働者を含む全ての労働者が、育児や介護を行いながら継続
して就業し、活躍できるようにするため、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年法律第 76 号）に基づく措置の確実な履行
確保及び周知を図る。また、男性による育児休業等の取得や、大企業に比べて育児休
業や介護休業等が取得しづらいとされる中小企業等における取組を促進する助成金の
活用等により、育児・介護と仕事を両立しやすい職場環境の整備を進める。
（2）治療と仕事の両立支援
がん、難病、脳血管疾患、肝炎等の疾病・負傷等の治療により、就業の継続等に支
障がある労働者について、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る。
このため、通常の働いている時間でも医療機関を受診しやすい環境の整備など企業に
おける雇用環境改善の促進等の労働施策に加え、医療機関における支援体制の整備等
の保健医療施策や福祉施策等との連携を含め、総合的かつ横断的な対策を実施する。
また、長期にわたる治療等を受けながら就職を希望する者に対して、公共職業安定
所は、がん診療連携拠点病院等と連携した就職支援の充実を図る。
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５

人的資本の質の向上と職業能力評価の充実

（1）リカレント教育等による人材育成の推進
長期的な人的資本の形成を促進し、労働者の処遇の改善、企業の生産性向上、ひい
ては日本経済社会全体の発展にもつながる好循環を生み出すことが重要である。この
ため、人生 100 年時代における職業人生の長期化や AI 等の新技術等による働き方を
取り巻く環境変化に対応するため、誰もがいくつになってもリカレント教育を受けら
れる環境の整備を関係省庁が連携しつつ推進する。
こうした環境の整備に向けて、企業内の人材育成について、中小企業等が取り組む
訓練への支援やキャリアコンサルティングの普及を図るとともに、労働者の主体的な
キャリア形成を支援するため、意欲ある個人に対する経済的支援を行っていく。また、
産業界・大学等と連携した教育訓練プログラム開発等の取組等を推進していく。
これらの企業や個人への支援により、労働者が生涯を通じて職業能力を開発・向上
することのできる環境を整備するとともに、雇用のセーフティネットとしての公的職
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業訓練の適切な実施等を通じて、多元的で効果的な職業能力の開発を促進する。
（2）職業能力評価の充実
職業能力の見える化は、多様な働き方の推進や円滑な労働移動の支援等が課題にな
る中、企業内外で通用する職業能力のものさしを整備する観点から重要性が増すとと
もに、労働者の能力開発に取り組む動機付けや、企業の人事配置・処遇などの観点か
らも重要である。
このため、技能検定をはじめとした能力評価のものさしの整備や、個人の職業能力
の見える化に役立つジョブ・カードの活用等を促進し、主体的なキャリア形成支援や
最適なマッチングにつなげていく。
６

転職・再就職支援、職業紹介等に関する施策の充実   

（1）成長分野等への労働移動の支援
労働者の職業キャリアが長期化し、働き方のニーズが多様化するとともに、急速な
技術革新や産業・事業構造の変化によって、企業・労働者双方において中途採用及び
転職・再就職のニーズが高まっている。
労働者がキャリアを自ら設計できる、転職が不利にならない柔軟な労働市場を確立
するため、年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針（平成 30
年厚生労働省告示第 159 号）を活用し、中途採用の拡大に向けた経済界の機運を醸
成していく。
また、中途採用拡大を行う企業に対する助成を通じて転職・再就職者の受入れ企業
を支援するとともに、公益財団法人産業雇用安定センターで実施するキャリアアップ
やキャリアチェンジを希望する労働者を対象とした出向・移籍支援を通じて、労働者
一人一人のニーズに応じたマッチングを推進する。
加えて、求職者・求人企業に関する情報の充実、労働者・求職者に対するキャリア
コンサルティング、職業訓練の実施による技能のミスマッチの解消及び助成金の適切
な活用等により、離職を余儀なくされる労働者等の円滑な労働移動を支援する。
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（2）職場情報・職業情報の見える化
人材育成や長時間労働の是正等の働き方改革に積極的な企業ほど労働市場で選ば
れ、それが企業の自主的な取組を更に促進するという好循環を生み出すことが重要で
ある。
そのため、雇用管理の状況等が優良な企業の認定・表彰に関する状況（ユースエー
ル、えるぼし、くるみん等）や時間外労働の状況等の企業の職場情報を求職者等がワ
ンストップで閲覧できるサイト等を通じて、職場情報の見える化を促進する。
また、転職希望者等が持つ職業スキルや経験等を活かした就職活動や企業の採用活
動が行えるよう職業情報の見える化を進めるため、職業情報提供サイトを構築し、広
く求人企業・求職者等に職業情報を提供することにより、効果的なマッチングを図る。
（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
公共職業安定所をはじめ、民間人材ビジネス、学校、都道府県や市町村など地方公
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共団体等の関係機関が、それぞれの分野において得意とする手法によりそれぞれの役
割を果たすとともに、必要に応じて機関同士が連携することで人手不足等の問題に対
応し、公正かつ効率的な外部労働市場全体としてのマッチング機能を最大化すること
が重要である。
こうした中で、公共職業安定所においては、ハローワークインターネットサービス
を充実させ、求人・求職情報の効果的な提供を図ること等により、外部労働市場全体
としてのマッチング機能を高めるとともに、中小企業等の人材確保を積極的に推進す
る。あわせて、均等な就職の機会の確保を図るため、公正な採用選考に関する周知啓
発に取り組む。
また、地方の人口減少を克服し、将来にわたって成長力を確保するため、「まち・
ひと・しごと創生総合戦略（2017 改訂版）」（平成 29 年 12 月 22 日閣議決定）を踏
まえ、地域に魅力ある良質な雇用機会を創出する取組が引き続き重要である。地域ご
とに産業構造、人口構成等が異なっていることも踏まえ、地方公共団体その他の地域
の関係者が創意工夫や発想を活かして実施する雇用創出の取組や大都市から地方への
就職を後押しする取組を支援するなど、地方公共団体等との連携による地域の実情に
応じた雇用対策を推進し、地域の産業政策と雇用政策との調和を図る。
さらに、災害が発生した場合には、被災地域の雇用を守るための取組や、やむを得
ず離職された方々の再就職支援を実施する。
７

働き方改革の円滑な実施に向けた取組
地域の実情に即した働き方改革を進めるため、労働施策総合推進法第 10 条の３の
規定に基づき、地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その他の事業主団体、
労働者団体その他の関係者を構成員とする協議会を設置し、連携体制の整備を図る。
その際には、いわゆる地方版政労使会議など、各地域で積み上げてきた行政と労使の
連携の枠組を活用し、特に、中小企業等において、働き方改革が円滑に進められるよ
う取り組んでいく。
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第３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
特に、中小企業等においては、発注者からの著しく短い期限の設定や発注内容の頻
繁な変更に応えようとして長時間労働になる傾向にあることから、商慣行の見直しや
取引条件の適正化を進めることが重要である。
そのため、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成４年法律第 90 号）
に基づき、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よう配慮し、
事業者の取引上必要な配慮が商慣行に浸透するよう、関係省庁が連携して必要な取組
を推進する。加えて、国等が行う契約においても「平成 30 年度中小企業者に関する
国等の契約の基本方針」（平成 30 年９月７日閣議決定）に基づき、物件等の発注に
当たっては、早期の発注等の取組により平準化を図り、適正な納期・工期を設定する
よう配慮する。
また、労働基準関係法令違反の背景に、極端な短納期発注等に起因する下請代金支
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払遅延等防止法（昭和 31 年法律第 120 号）等違反が疑われる事案について、厚生
労働省から公正取引委員会や中小企業庁に通報する制度の強化を図る。
２

労働条件の改善に向けた生産性の向上支援
労働条件の改善を実現するためには、生産性の向上が重要である。しかし、中小企
業等は、大企業と比べ、資本が脆弱で効率化に向けた設備投資が困難である場合が多
いことから、賃金引上げや経営力の向上につながるような、生産性向上に資する設備
投資等に対する支援を行う。
また、働き方改革推進支援センターにおいて、商工会、商工会議所、中小企業団体
中央会等と連携して、好事例や支援策を提示するなど、丁寧な相談・支援に努める。

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
AI 等の技術革新や働き方の変化も踏まえつつ、若者に働く意義や労働市場の実態
の理解を促す等の教育は、適性・能力に応じた就職の実現の基盤であり、各個人・経
済活動全体の生産性向上にも資する重要な意義を有するものである。
このため、学校から職場への移行を円滑にするため、文部科学行政と厚生労働行政
の連携強化を図り、学校段階において職場見学やセミナー、インターンシップ等によ
る職業意識啓発等の取組を積極的に推進する。また、多様な就業形態が増加する中で、
労働関係法令や各種ルールについて知ることは、労働関係の紛争や不利益な取扱いの
未然の防止に役立つとともに、働き方を選択する上で重要であるため、高校生などの
若年者に対して、労働関係法令や社会保障制度に関する教育を推進する。
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基 発 第 0317008 号

⎝

⎝

◎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
改正

基 発 第 0307006 号
平 成 20 年 ３ 月 ７ 日

改正

基 発 0216 第 ３ 号
平 成 23 年 ２ 月 16 日

改正

基

発 0401 第 72 号

平 成 28 年 ４ 月 １ 日
改正

基

発 0401 第 41 号
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１

平 成 31 年 ４ 月 １ 日

⎛

⎛

雇 均 発 0401 第 36 号

目的
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さら
には、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働くこと
により労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見
を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を
排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、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、厚生労働省においては、平成 14 年２月から「過重労働による健康障害防止
のための総合対策」（以下「旧総合対策」という。）及び旧総合対策の廃止に伴い新たに策
定した平成 18 年３月 17 日付け基発第 0317008 号「過重労働による健康障害防止のた
めの総合対策について」（以下「総合対策」という。）に基づき所要の対策を推進してきた
ところであるが、働き方の多様化が進む一方で、長時間労働に伴う健康障害の増加など労
働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しており、これに的確に対処するため、平成
27 年 12 月から労働者のメンタルヘルス不調の一次予防を目的とした「ストレスチェッ
ク制度」が導入されている。
また、社会問題となっている過労死等を防止するため、議員立法として制定された過労
死等防止対策推進法（平成 26 年法律第 100 号）が、平成 26 年 11 月１日から施行され、
同法に基づく「過労死等の防止のための対策に関する大綱」（平成 30 年７月 24 日閣議決
定）においては、労働行政機関等における対策、調査研究、啓発、相談体制の整備及び民
間団体の活動に対する支援の５つの対策を重点的に実施していくことが示されている。
さらに、長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的と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（平成 30 年法律第 71 号）により、労働基準法（昭和
22 年法律第 49 号）、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）、労働時間等の設定の改
善に関する特別措置法（平成４年法律第 90 号）等が改正され、罰則付きの時間外労働の
上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間インターバル制度
の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き平成 31 年４月１日から施行された
ところである。
本総合対策は、上記の労働基準法（以下「労基法」という。）、労働安全衛生法（以下「安
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衛法」という。）等の改正の趣旨を踏まえ、旧総合対策に基づく措置との整合性及び一貫
性を考慮しつつ、事業者が講ずべき措置（別添「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」をいう。以下同じ。）を定めるとともに、当該措置が適切に講じ
られるよう国が行う周知徹底、指導等の所要の措置をとりまとめたものであり、これらに
より過重労働による健康障害を防止することを目的とするものである。
２

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等の周知徹底
都道府県労働局及び労働基準監督署は、集団指導、監督指導及び個別指導等のあらゆる
機会を通じて、リーフレット等を活用した周知を図るとともに、キャンペーン月間の設定
等により、事業者が講ずべき措置の内容について、事業者に広く周知を図ることとする。
なお、この周知に当たっては、関係事業者団体等、産業保健総合支援センター及び働き
方改革推進支援センター等も活用することとする。
過重労働による健康障害防止のための窓口指導等

資料編

３

（1）36 協定における時間外・休日労働に係る適正化指導の徹底
ア

労基法第 36 条に基づく協定（以下「36 協定」という。）の届出に際しては、労働
基準監督署の窓口において次のとおり指導を徹底する。

（ア）労基法第 36 条第３項に規定する限度時間を超える 36 協定については、限度時
間を遵守するよう指導を行う。特に、限度時間を超えて時間外・休日労働をさせる
ことができ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するようリーフレット等を活用し指導
する。
なお、中小事業主（労基法第 139 条から第 142 条までに規定する事業又は業務
を除く。
）については、労基法第 36 条の規定の適用が、平成 32 年４月１日となっ
ていることから、引き続き、
「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時
間の延長の限度等に関する基準」
（平成 10 年労働省告示第 154 号。以下「限度基準」
という。）に規定する限度時間を超える 36 協定については、限度時間を遵守する
よう指導を行う。特に、限度基準第３条ただし書又は第４条に定める「特別の事情」
を定めた 36 協定については、この「特別の事情」が臨時的なものに限られるもの
とするよう指導する。
（イ）過重労働による健康障害を防止する観点から、36 協定について、限度時間を超
えて時間外・休日労働を行わせることができる時間を定めるに当たり、当該時間を
限度時間にできる限り近づけるよう、及び休日労働の日数をできる限り少なくし、
かつ休日労働の時間をできる限り短くするようにリーフレット等を活用し指導する。
（ウ）１月当たり 45 時間を超える時間外労働を行わせることが可能である 36 協定で
あっても、実際の時間外労働については１月当たり 45 時間以下とするようリーフ
レット等を活用し指導する。
（エ）休日労働を行うことが可能な 36 協定であっても、実際の休日労働をできる限り
最小限のものとするようリーフレット等を活用し指導する。
イ

限度時間を超える 36 協定について、労働者代表からも事情を聴取した結果、労使
当事者間の検討が十分尽くされていないと認められた場合などには、協定締結当事者
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である労働者側に対しても必要な指導を行う。
（2）裁量労働制に係る周知指導
裁量労働制に係る届出がなされた際には、労働基準監督署の窓口において、リーフレッ
ト等を活用して、事業者が講ずべき措置の内容を周知指導する。
（3）労働時間等の設定の改善に向けた自主的取組の促進に係る措置
自主点検等から、特に時間外労働が長い等、改善が必要とされる事業場に対しては、
働き方・休み方改善コンサルタント等を活用し、長時間労働の是正、年次有給休暇の取
得促進とともに、勤務間インターバル制度の趣旨を説明し導入を促す。
４

過重労働による健康障害防止のための監督指導等
時間外・休日労働時間（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いう。以下同じ。）が１月当たり 45 時間を超えているおそれ
がある事業場又は労基法第 41 条の２第１項の規定により労働する労働者（以下「高度プ
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ロフェッショナル制度適用者」という。）に対しては、次のとおり指導する。
（1）産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び活動状況並びに衛生委員会等の設置及
び活動状況を確認し、必要な指導を行う。
（2）健康診断、健康診断結果についての医師からの意見聴取、健康診断実施後の措置、保
健指導等の実施状況について確認し、必要な指導を行う。
（3）安衛法第 66 条の８の３に基づき、裁量労働制の適用者や管理監督者を含む全ての労
働者（ただし、高度プロフェッショナル制度適用者を除く。）の労働時間の状況の把握（別
添の５の（2）のアに掲げる措置をいう。）の状況について確認するとともに、時間外・
休日労働時間が１月当たり 80 時間を超えた労働者の当該超えた時間に関する情報に係
る産業医への提供及び当該労働者本人への通知（別添の５の（2）のイに掲げる措置をい
う。）の状況についても確認の上、安衛法第 66 条の８第１項、第 66 条の８の２第１項
又は第 66 条の９の規定等に基づく長時間労働者に対する面接指導等（医師による面接
指導及び面接指導に準ずる措置をいう。以下同じ。
）及びその実施後の措置等（別添の
５の（2）のウに掲げる措置をいう。）を講じるよう指導を行う。
（4）
（3）の面接指導等が円滑に実施されるよう、手続等の整備（別添の５の
（2）のエに掲げ
る措置をいう。）の状況について確認し、必要な指導を行う。
（5）労基法第 41 条の２第１項第３号に基づく健康管理時間を把握する措置を確認し、安
衛法第 66 条の８の４第１項又は第 66 条の９の規定等に基づく高度プロフェッショナ
ル制度適用者への面接指導及びその実施後の措置等（別添の５の（3）のウに掲げる措置
をいう。）が講じられていない場合は必要な指導を行う。
（6）
（5）の面接指導が円滑に実施されるよう、手続等の整備（別添の５の（3）のエに掲げる
措置をいう。）の状況について確認し、必要な指導を行う。
（7）労基法第 41 条の２第１項第４号に基づく休日確保措置、同項５号に基づく選択的措
置及び同項第６号に基づく健康・福祉確保措置の状況を確認し、当該措置が講じられて
いない場合は必要な指導を行う。
（8）事業者が（3）又は（5）の面接指導等（別添の５の（2）のウの（ア）の a 又は b、（イ）の b
又は c 並びに５の（3）のウの（ア）の b に掲げる措置に限る。）に係る指導に従わない場
合には、安衛法第 66 条第４項に基づき、当該面接指導等の対象となる労働者に関する
作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断及び面接指導の結果等
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を踏まえた労働衛生指導医の意見を聴き、臨時の健康診断の実施を指示するとともに、
厳正な指導を行う。
（9） 事業場が常時 50 人未満の労働者を使用するものである場合であって、近隣に専門
的知識を有する医師がいない等の理由により、事業者自ら医師を選任し、面接指導を実
施することが困難なときには、産業保健総合支援センターの地域窓口（以下「地域産業
保健センター」という。）の活用が可能であることを教示する。
（10）心理的な負担の程度を把握するための検査、高ストレス者に対する医師による面接
指導及び事後措置（医師からの意見聴取及び意見を勘案した就業上の措置）（以上をま
とめて「ストレスチェック制度」という。）を実施していない事情を把握した場合は、
実施するよう指導する。その際には、事業場の実態やニーズを踏まえて、ストレスチェッ
ク制度を含めたメンタルヘルス対策の全般的な取組方法について「労働者の心の健康の
保持増進のための指針」（平成 27 年健康保持増進のための指針公示第６号）に基づき、
対策の実施を助言・指導すること。
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なお、ストレスチェック制度が努力義務とされている常時 50 人未満の労働者を使用
する事業場に対しては、独立行政法人労働者健康安全機構が行うストレスチェック制度
に関する助成金や、地域産業保健センターの医師による面接指導の活用が可能であるこ
とを教示する。
（11）上記のほか、長時間労働の抑制を図るため、限度時間を超えて時間外労働が行われ
ているなどの場合には、必要な指導を行う。
５

過重労働による業務上の疾病が発生した場合の再発防止対策を徹底するための指導等

（1）過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場に対する再発防止対策の徹底の指導
過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場については、当該疾病の原因の究明
及び再発防止の措置を行うよう指導する。
（2）司法処分を含めた厳正な対処
過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場であって労働基準関係法令違反が認
められるものについては、司法処分を含めて厳正に対処する。
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（別添）
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
１

趣旨
長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、

脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働くことにより労
働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、当該医学的知見を踏まえる
と、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していく
とともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、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、厚生労働省においては、平成 14 年２月から「過重労働による健康障害防止の
ための総合対策」（以下「旧総合対策」という。）及び旧総合対策の廃止に伴い平成 18 年３
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月 17 日付け基発第 0317008 号「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」
により新たに策定された「過重労働による健康障害防止のための総合対策（以下「総合対策」
という。）」に基づき所要の対策を推進してきたところであるが、働き方の多様化が進む一方
で、長時間労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化して
おり、これに的確に対処するため、長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働
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（平成 30 年法律第 71 号）により、
労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号。以下「労基法」という。）、労働安全衛生法（昭和 47
年法律第 57 号。以下「安衛法」という。）、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平
成４年法律第 90 号。以下「労働時間等設定改善法」という。）等が改正され、罰則付きの
時間外労働の上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間イン
ターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き、平成 31 年４月１日か
ら施行されたところである。
本措置は、このような背景を踏まえ、過重労働による労働者の健康障害を防止することを
目的として、以下のとおり、事業者が講ずべき措置を定めたものである。
２

時間外・休日労働時間等の削減

（1）時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであり、また、時間外・休日労働時間（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
いう。以下同じ。）が１月当たり 45 時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患
の発症との関連性が強まるとの医学的知見が得られている。このようなことを踏まえ、
事業者は、労基法第 36 条に基づく協定（以下「36 協定」という。）の締結に当たっては、
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とともにその内容
が「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働につい
て留意すべき事項等に関する指針」（平成 30 年厚生労働省告示第 323 号）（中小事業
主については、「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等
に関する基準」（平成 10 年労働省告示第 154 号））に適合したものとなるようにする
ものとする。
また、限度時間を超えて時間外・休日労働をさせることができ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」
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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（中小事
業主については、限度基準第３条ただし書又は第４条に定める「特別の事情」を定めた
36 協定について、この「特別の事情」が臨時的なものに限られる）ことに留意すると
ともに、限度時間を超え時間外・休日労働させることができる時間を限度時間にできる
限り近づけるように協定するよう努めなければならないものとする。
さらに、１月当たり 45 時間を超えて時間外労働を行わせることが可能である場合で
あっても、事業者は、実際の時間外労働を１月当たり 45 時間以下とするよう努めるも
のとする。
加えて、事業者は、休日労働についても削減に努めるものとする。
（2）事業者は、「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」に基づき、労働時間の適正な把握を行うものとする。
（3）事業者は、労基法第 41 条の２第１項の規定により労働する労働者（以下「高度プロ
フェッショナル制度適用者」という。）を除き、裁量労働制の適用者や労基法第 41 条
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各号に掲げる労働者（以下「管理監督者等」という。）を含む全ての労働者について、
安衛法第 66 条の８の３の規定により労働時間の状況を把握し、同法第 66 条の８第１
項又は第 66 条の８の２第１項に基づく医師による面接指導を実施するなど健康確保の
ための責務があることなどに十分留意し、当該労働者に対し、過重労働とならないよう
十分な注意喚起を行うなどの措置を講ずるよう努めるものとする。
（4）事業者は、高度プロフェッショナル制度適用者に対して、労基法第 41 条の２第１項
第３号に基づく健康管理時間の把握、同項第４号に基づく休日確保措置（以下「休日確
保措置」という。）、同項第５号に基づく選択的措置（以下「選択的措置」という。）及
び同項第６号に基づく健康・福祉確保措置（以下「健康・福祉確保措置」という。）を
実施するものとする。
３

年次有給休暇の取得促進
事業者は、労基法第 39 条第７項に基づき、年５日間の年次有給休暇について時季を指
定し確実に取得させるとともに、年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり、同条第６
項に基づく年次有給休暇の計画的付与制度の活用等により年次有給休暇の取得促進を図る
ものとする。

４

労働時間等の設定の改善
労働時間等設定改善法第４条第１項に基づく、労働時間等設定改善指針（平成 20 年厚
生労働省告示第 108 号。以下「改善指針」という。）においては、事業主及びその団体が
労働時間等の設定の改善（労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、
終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項について労働者の健康と生活に
配慮するとともに多様な働き方に対応したものへと改善することをいう。）について適切
に対処するために必要な事項を定めている。今般の働き方改革関連を推進するための関係
法律の整備に関する法律の施行に伴い、改善指針が改正されたところであり、事業者は、
過重労働による健康障害を防止する観点から、労働時間等設定改善法及び改善指針に留意
しつつ、必要な措置を講じるよう努めるものとする。
特に、労働時間等設定改善法において努力義務として規定された勤務間インターバル制
度は、労働者の生活時間や睡眠時間を確保するためのものであり、過重労働による健康障
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害の防止にも資することから、事業者はその導入に努めるものとする。
５

労働者の健康管理に係る措置の徹底

（1）健康管理体制の整備、健康診断の実施等
ア

健康管理体制の整備

（ア）事業者は、安衛法に基づき、産業医、衛生管理者、衛生推進者等を選任し、その
者に事業場における健康管理に関する職務等を適切に行わせる等健康管理に関する
体制を整備するものとする。
なお、常時使用する労働者が 50 人未満の事業場の場合には、産業保健総合支援
センターの地域窓口（以下「地域産業保健センター」という。）の活用を図るもの
とする。
（イ）事業者は、安衛法第 13 条の規定等に基づき、産業医に対し、以下の情報を提供
するものとする。なお、労働者数が 50 人未満の事業場であって、同法第 13 条の
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２の規定に基づき、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有す
る医師又は保健師（以下「医師等」という。）を選任した事業者は、以下の情報を
医師等に提供するよう努めるものとする。
a 既に講じた健康診断実施後の措置、長時間労働者若しくは高度プロフェッショ
ナル制度適用者に対する面接指導実施後の措置若しくは労働者の心理的な負担
の程度を把握するための検査の結果に基づく面接指導実施後の措置又は講じよ
うとする措置の内容に関する情報（これらの措置を講じない場合にあっては、
その旨及びその理由）
b

時間外・休日労働時間が１月当たり 80 時間を超えた労働者の氏名及び当該労
働者に係る当該超えた時間に関する情報又は健康管理時間（労基法第 41 条の
２第１項第３号の規定等に基づき、事業場内にいた時間と事業場外において労
働した時間との合計の時間をいう。以下同じ。）が、１週間当たり 40 時間を超
えた場合におけるその超えた時間について、１月当たり 80 時間を超えた高度
プロフェッショナル制度適用者の氏名及び当該適用者に係る当該超えた時間に
関する情報

c a 及び b に掲げるもののほか、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・時間数などの労働者の業務に関する情報のうち、
産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認める情報
（ウ）事業者は、安衛法第 13 条の規定等に基づき、労働者の健康管理等について産業
医から勧告を受けたときは、当該勧告を受けた後遅滞なく、当該勧告の内容及び当
該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容を、措置を講じない場
合にあってはその旨及びその理由を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。）に報告しなければならないものとする。
（エ）事業者は、安衛法第 13 条の３の規定等に基づき、産業医等が労働者からの健康
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備を次のとおり実施するものと
する。
a 事業者は、産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方
法（健康相談の日時・場所等を含む。）及び産業医による労働者の心身の状態に
関する情報の取扱いの方法について労働者に周知するものとする。
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b

医師等を選任した事業者は、医師等の業務の具体的な内容、医師等による健康
相談の申出の方法（健康相談の日時・場所等を含む。）及び医師等による労働
者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法について労働者に周知するよう努
めるものとする。

（オ）衛生委員会等における調査審議
事業者は、安衛法第 18 条の規定等に基づき、衛生委員会等を毎月１回以上開催
するものとする。
また、衛生委員会等において、以下に掲げる長時間労働者等に対する面接指導及
び労働者のメンタルヘルス対策に関する事項等について、調査審議するものとする。
なお、常時使用する労働者が 50 人未満の事業者においては、関係労働者の意見
を聴くための機会を設ける等労働者の意見が反映されるよう努めるものとする。
＜長時間労働者等に対する面接指導等（医師による面接指導及び面接指導に準ずる
措置をいう。以下同じ。）に係る事項＞
a
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（高度プロフェッショナル制度適用者以外について）
裁量労働制の適用者や管理監督者等を含む全ての労働者の労働時間の状況の
把握に関すること
b

面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること

c

面接指導等の申出が適切に行われるための環境整備に関すること

d

面接指導等の申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが
行われることがないようにするための対策に関すること

e

面接指導等を実施する場合における「事業場で定める必要な措置の実施に関
する基準」の策定に関すること

f

事業場における長時間労働による健康障害防止対策の労働者への周知に関す
ること

（高度プロフェッショナル制度適用者について（ただし、労基法第 41 条の２第
１項に規定する委員会（以下「労使委員会」という。）において、調査審議が
行われている場合はこの限りでないものとする。））
g

健康管理時間の把握に関すること

h

面接指導の実施方法及び実施体制に関すること

i

面接指導の申出が適切に行われるための環境整備に関すること

j

面接指導の申出を行ったことにより当該適用者に対して不利益な取扱いが行
われることがないようにするための対策に関すること

k

休日確保措置、選択的措置及び健康・福祉確保措置に関すること

＜メンタルヘルス対策に係る事項＞
a

労働者の心の健康の保持増進のための指針（平成 27 年健康保持増進のため
の指針公示第６号。以下「メンタルヘルス指針」という。）において、衛生委
員会等で調査審議することとされている以下の事項等
⒜

事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること

⒝

心の健康づくり計画の策定に係る事項

⒞

心の健康づくりの体制の整備に関すること

⒟

事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること

⒠

メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活
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用に関すること

b

⒡

労働者の健康情報の保護に関すること

⒢

心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること

⒣

その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること

心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指
導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針（平成 30 年８月 22 日心
理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第３号。以下「ストレス
チェック指針」という。）において、衛生委員会等で調査審議することとさ
れている以下の事項等
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⒜

ストレスチェック制度の目的に係る周知方法

⒝

ストレスチェック制度の実施体制

⒞

ストレスチェック制度の実施方法

⒟

ストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法

⒠

ストレスチェックの受検の有無の情報の取扱い

⒡

ストレスチェック結果の記録の保存方法

⒢

ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的
及び利用方法

⒣

ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開
示、訂正、追加及び削除の方法

⒤

ストレスチェック、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取
扱いに関する苦情の処理方法

⒥

労働者がストレスチェックを受けないことを選択できること

⒦

労働者に対する不利益な取扱いの防止

＜その他の事項＞
a

労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき
措置に関する指針（平成 30 年９月７日労働者の心身の状態に関する情報の
適正な取扱指針公示第１号。以下「健康情報の適正な取扱い指針」という。）
において、事業場ごとに定める心身の健康情報の取扱規程に関する事項で、
衛生委員会等で調査審議することとされている以下の事項等
⒜

心身の状態の情報を取り扱う目的及び取扱方法

⒝

心身の状態の情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う心身の状態の
情報の範囲

⒞

心身の状態の情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法

⒟

心身の状態の情報の適性管理の方法

⒠

心身の状態の情報の開示、訂正等（追加及び削除を含む。）及び使用停止
等（消去及び第三者への提供の停止を含む。）の方法

イ

⒡

心身の状態の情報の第三者提供の方法

⒢

事業継承及び組織変更に伴う心身の状態の情報の引継ぎに関する事項

⒣

心身の状態の情報の取扱いに関する苦情の処理

⒤

取扱規程の労働者への周知方法

健康診断の実施

（ア）健康診断の実施
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事業者は、安衛法第 66 条から第 66 条の７までに基づき、健康診断、健康診断
結果についての医師からの意見聴取、健康診断実施後の措置、保健指導等を確実に
実施するものとする。特に、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、
６月以内ごとに１回の健康診断を実施しなければならないことに留意するものとす
る。なお、医師からの意見聴取の際には、事業者は労働時間等に関する情報を提供
することが適当であること。
（イ）自発的健康診断制度の活用等
事業者は、安衛法第 66 条の２に基づく深夜業に従事する労働者を対象とした自
発的健康診断制度や、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）第 26 条
に基づく血圧等一定の健康診断項目に異常の所見がある労働者を対象とした二次健
康診断等給付制度の活用について、労働者への周知に努めるものとするとともに、
労働者からこれらの制度を活用した健康診断の結果の提出があったときには、安衛
法第 66 条の５に基づく事後措置についても講ずる必要があることについて留意す
ウ
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るものとする。
健康教育等
事業者は、安衛法第 69 条に基づき、労働者の健康保持増進を図るための措置を継
続的かつ計画的に実施するものとする。
（2）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等（高度プロフェッ
ショナル制度適用者を除く。）
ア

労働時間の状況の把握
事業者は、安衛法第 66 条の８の３の規定等に基づき、タイムカードによる記録、
パーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間（ログインからログアウトまで
の時間）の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状
況を把握するものとする。

イ

産業医及び労働者への労働時間に関する情報の通知
事業者は、産業医に対し、時間外・休日労働時間が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当該超えた時間に関する情報を提供するものとし、
加えて、当該労働者本人に対し、当該超えた時間に関する情報を通知するものとする。
なお、労働者が自らの労働時間に関する情報を把握し、健康管理を行う動機付けと
する観点から、時間外・休日労働時間が１月当たり 80 時間を超えない労働者から、
労働時間に関する情報について開示を求められた場合には、これに応じることが望ま
しいものとする。

ウ

面接指導等の実施等

（ア）事業者は、安衛法第 66 条の８又は第 66 条の９の規定等に基づき、労働者の時
間外・休日労働時間に応じた面接指導等を次のとおり実施するものとする。
a

時間外・休日労働時間が１月当たり 80 時間を超える労働者であって、申出
を行ったものについては、医師による面接指導を確実に実施するものとする。

b

時 間外・休日労働時間が１月当たり 80 時間を超える労働者（a に該当する
労働者を除く。）については、申出がない場合であっても面接指導等を実施
するよう努めるものとする。

c

時間外・休日労働時間が１月当たり 45 時間を超える労働者で、健康への配
慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが望ましい
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ものとする。
（イ）事業者は、労基法第 36 条第 11 項に規定する業務に従事する労働者（以下「研
究開発業務従事者」という。）に対して安衛法第 66 条の８、安衛法第 66 条の８の
２又は第 66 条の９の規定等に基づき、労働者の時間外・休日労働時間に応じた面
接指導等を次のとおり実施するものとする。
a

時間外・休日労働時間が１月当たり 100 時間を超える研究開発業務従事者に
ついては、当該研究開発業務従事者の申出なしに、医師による面接指導を確
実に実施するものとする。

b

時間外・休日労働時間が１月当たり 80 時間を超え 100 時間を超えない研究
開発業務従事者であって、申出を行ったものについては、医師による面接指
導を確実に実施するものとする。

c

時間外・休日労働時間が１月当たり 80 時間を超え 100 時間を超えない研究
開発業務従事者（b に該当する研究開発業務従事者を除く。）については、申
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出がない場合であっても面接指導等を実施するよう努めるものとする。
d

時間外・休日労働時間が１月当たり 45 時間を超える研究開発業務従事者で、
健康への配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずること
が望ましいものとする。

（ウ）事業者は、安衛法第 66 条の８第１項、第 66 条の８の２第１項又は第 66 条の
９の規定等に基づき、面接指導等の実施後の措置等を次のとおり実施するものとす
る。
a

上記（ア）の a 並びに、（イ）の a 又は b の医師による面接指導を実施した場合
は、その結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置につい
て、遅滞なく医師から意見聴取するものとする。また、その意見を勘案し、
必要があると認めるときは、適切な事後措置を講ずるものとする。その際、
適切な事後措置とは以下のとおりである。
上記（ア）の a 又は上記
（イ）の b の場合：就業場所の変更、作業の転換、労
働時間の短縮、深夜業の回数の減少等
上記（イ）の a の場合：就業場所の変更、職務内容の変更、年次有給休暇の
付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等
なお、医師からの意見聴取の際には、事業者は労働時間等に関する情報を
提供するものとする（上記５の（1）のアの（イ）参照）。

b 上記（ア）の b 又は c 及び上記（イ）の c 又は d の面接指導等を実施した場
合は、上記（ウ）の a の「上記（ア）の a 又は上記（イ）の b の場合」に準
じた措置の実施に努めるものとする。
c

面接指導等により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は、面接指
導を行った医師、産業医等の助言を得ながら必要に応じ精神科医等と連携を
図りつつ対応するものとする。

エ

面接指導等を実施するための手続等の整備

（ア）事業者は、上記ウの面接指導等を適切に実施するために、衛生委員会等において、
上記５の（1）の（オ）の＜長時間労働者等に対する面接指導等に係る事項＞の a
から f までの事項について調査審議を行うものとする。また、この結果に基づく必
要な措置を講ずるものとする。
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（イ）事業者は、上記ウの（ア）の a 又は（イ）の b の面接指導を実施するに当たっ
ては、その実施方法及び実施体制に関する事項に、
a

申出を行う際の様式の作成

b

申出を行う窓口の設定等を含め必要な措置を講じるとともに、労働者が申出
を行いやすくする観点から、その周知徹底を図るものとする。

オ

常時使用する労働者が 50 人未満の事業者の対応
常時使用する労働者が 50 人未満の事業者においても、上記（2）のアからエまでの
措置を実施する必要があるが、ウについては、近隣に専門的知識を有する医師がいな
い等の理由により、事業者自ら医師を選任し、面接指導を実施することが困難な場合
には、地域産業保健センターの活用を図るものとする。
また、当該事業場においてエの手続等の整備を行う場合には、事業者は、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。
）第 23 条の２に基
づき設けた関係労働者の意見を聴くための機会を利用するように努めるものとする。
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なお、地域産業保健センターで実施する面接指導を、事業者の指示等により対象者
が受ける場合には、安衛法第 66 条の８第２項（同法第 66 条の８の２第２項におい
て準用する場合を含む。）に規定する事業者が指定した医師が行う面接指導に該当す
ることとなるが、この場合、事業者は、対象となる労働者の勤務の状況（例えば直近
１ヶ月の総労働時間、時間外・休日労働時間、業務内容等）を記した書面を当該医師
に提出するとともに、安衛則第 52 条の６に基づき当該面接指導の結果を記録し保存
しておくものとする。
（3）高度プロフェッショナル制度適用者に対する面接指導等
ア

健康管理時間の把握
事業者は、高度プロフェッショナル制度適用者について、タイムカードによる記録、
パーソナルコンピューター等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法によ
り、健康管理時間を把握するものとする。

イ

産業医への健康管理時間に関する情報提供及び高度プロフェッショナル制度適用者
への健康管理時間の開示
事業者は、産業医に対し、１週間当たりの健康管理時間が、40 時間を超えた場合
におけるその超えた時間について１月当たり 80 時間を超えた高度プロフェッショナ
ル制度適用者の氏名及び当該適用者に係る当該超えた時間に関する情報を提供するも
のとする。
また、事業者は高度プロフェッショナル制度適用者について、当該適用者の健康管
理時間の記録について開示を求められた場合には、当該適用者に開示するものとする。

ウ

面接指導の実施等

（ア）事業者は、安衛法第 66 条の８の４第１項又は第 66 条の９の規定等に基づき、
高度プロフェッショナル制度適用者の健康管理時間に応じた面接指導を次のとおり
実施するものとする。
a

１週間当たりの健康管理時間が、40 時間を超えた場合におけるその超えた時
間について、１月当たり 100 時間を超える高度プロフェッショナル制度適用
者については、医師による面接指導を確実に実施するものとする。

b

１週間当たりの健康管理時間が、40 時間を超えた場合におけるその超えた時
間について、１月当たり 100 時間を超えない高度プロフェッショナル制度適
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用者であって、申出を行った者については、医師による面接指導を実施する
よう努めるものとする。
（イ）事業者は、安衛法第 66 条の８の４第１項又は第 66 条の９の規定等に基づき、
面接指導等の実施後の措置等を次のとおり実施するものとする。
a

上記（ア）の a の医師による面接指導を実施した場合は、その結果に基づき、
高度プロフェッショナル制度適用者の健康を保持するために必要な措置につ
いて、遅滞なく医師から意見聴取するものとする。また、その意見を勘案し、
必要があると認めるときは、職務内容の変更、有給休暇の付与、健康管理時
間が短縮されるための配慮等適切な事後措置を講ずるものとする。

b

上記（ア）の b の面接指導を実施した場合は、上記（ア）の a に準じた措置
の実施に努めるものとする。

c

面接指導により高度プロフェッショナル制度適用者のメンタルヘルス不調が
把握された場合は、面接指導を行った医師、産業医等の助言を得ながら必要
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に応じ精神科医等と連携を図りつつ対応するものとする。
エ

面接指導を実施するための手続等の整備

（ア）事業者は、上記ウの面接指導を適切に実施するために、衛生委員会等において、
上記５の（1）の（オ）の＜長時間労働者等に対する面接指導等に係る事項＞の g か
ら k までの事項について調査審議を行うものとする（ただし、労使委員会において、
調査審議が行われている場合はこの限りでないものとする。）。また、この結果に基
づく必要な措置を講ずるものとする。
（イ）事業者は、上記ウの（ア）の b の面接指導を実施するに当たっては、その実施
方法及び実施体制に関する事項に、
a

申出を行う際の様式の作成

b

申 出を行う窓口の設定等を含め必要な措置を講じるとともに、高度プロ
フェッショナル制度適用者が申出を行いやすくする観点に立ってその周知徹
底を図るものとする。

オ

常時使用する労働者が 50 人未満の事業者の対応
常時使用する労働者が 50 人未満の事業者は、上記アからエの措置を実施する必要
があるが、上記ウについては、事業者が選任した医師による面接指導の実施が困難な
場合には、地域産業保健センターの活用を図るものとする。
また、当該事業場において上記エの手続等の整備を行う場合には、事業者は、安衛
則第 23 条の２に基づき設けた関係労働者の意見を聴くための機会を利用するように
努めるものとする（ただし、労使委員会において調査審議が行われている場合はこの
限りでないものとする。）。
なお、地域産業保健センターで実施する面接指導を、事業者の指示等により高度プ
ロフェッショナル制度適用者が受ける場合には、安衛法第 66 条の８の４第２項にお
いて準用する同法第 66 条の８第２項に規定する事業者が指定した医師が行う面接指
導に該当することとなるが、この場合、事業者は、対象となる高度プロフェッショナ
ル制度適用者の勤務の状況（例えば直近１月の健康管理時間、１週間当たりの健康管
理時間が 40 時間を超えた場合における１月当たりのその超えた時間又は業務内容
等）を記した書面を当該医師に提出するとともに、安衛則第 52 条の７の４において
準用する同則第 52 条の６の規定に基づき当該面接指導の結果を記録し保存しておく
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ものとする。
カ

選択的措置及び健康・福祉確保措置
事業者は、高度プロフェッショナル制度適用者に対する休日確保措置、選択的措置
及び健康・福祉確保措置について、労使委員会で決議した内容に基づき実施するもの
とする。

（4）メンタルヘルス対策の実施
ア

メンタルヘルス対策の実施
「メンタルヘルス指針」に基づき、衛生委員会等における調査審議を通じて策定し
た「心の健康づくり計画」に基づき、事業者は、心の健康問題の特性を考慮しつつ、
健康情報を含む労働者の個人情報の保護及び労働者の意思の尊重に留意しながら、労
働者の心の健康の保持増進のための措置を実施するものとする。
具体的には、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じてメンタルヘ
ルス不調を未然に防止する一次予防、メンタルヘルス不調を早期に発見し適切な措置
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を行う二次予防、メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援を行う三次予防
に取り組むものとする。
また、教育研修、情報提供並びに「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内
産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の４つのメンタル
ヘルスケアが継続的かつ計画的に行われるようにするものとする。
イ

ストレスチェックの実施
安衛法第 66 条の 10 により、事業者は、常時使用する労働者に対して１年以内ご
とに１回、ストレスチェックを実施し、申出のあった高ストレス者に対して医師によ
る面接指導を行うとともに、就業上の措置について医師の意見を聴き、その意見を勘
案して必要な措置を講じること（以上をまとめて「ストレスチェック制度」という。）
が義務付けられている（常時使用する労働者が 50 人未満の事業者においては、努力
義務）。
このため、事業者は、「ストレスチェック指針」に基づき、ストレスチェック制度
を適切に実施する必要がある。
なお、ストレスチェックの実施によって、過重労働が原因となったメンタルヘルス
不調が認められ、就業上の措置が必要となる場合があり得る。このため、事業者は、
上記（2）又は（3）の長時間労働者等を対象とした面接指導等の対応だけでなく、高ス
トレス者に対する面接指導の結果及び当該結果に基づく就業上の措置に係る医師の意
見も活用して、過重労働による健康障害防止対策に取り組むこと。

（5）過重労働による業務上の疾病を発生させた場合の措置
事業者は、過重労働による業務上の疾病を発生させた場合には、産業医等の助言を受
け、又は必要に応じて労働衛生コンサルタントの活用を図りながら、次により原因の究
明及び再発防止の徹底を図るものとする。
ア

原因の究明
労働時間の適正管理、労働時間及び勤務の不規則性、拘束時間の状況、出張業務の
状況、交替制勤務・深夜勤務の状況、作業環境の状況、精神的緊張を伴う勤務の状況、
健康診断及び面接指導等の結果等について、多角的に原因の究明を行うこと。

イ

再発防止
上記アの結果に基づき、衛生委員会等の調査審議を踏まえ、上記２から５の（3）ま
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での措置に則った再発防止対策を樹立し、その対策を適切に実施すること。
（6）労働者の心身の状態に関する情報の取扱い
安衛法第 104 条第３項の規定に基づく、健康情報の適正な取扱い指針により、事業
者は、事業場における取扱規程を策定することによって、労働者の心身の状態に関する
情報を適正に管理するものとする。
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◎人事院規則 15―14（職員の勤務時間、休日及び休暇）（抄）
第一章・第二章 （略）
第三章

宿日直勤務及び超過勤務並びに超勤代休時間

第十三条～第十六条の二 （略）
（超過勤務を命ずる時間及び月数の上限）
第十六条の二の二

各省各庁の長は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる

職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過
勤務を命ずるものとする。
一

次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員

次に掲げる職員の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める時間及び月数（イにあっては、時間）
イ

ロに掲げる職員以外の職員

次の（1）及び（2）に定める時間

（1） 一箇月において超過勤務を命ずる時間について四十五時間
ロ
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（2） 一年において超過勤務を命ずる時間について三百六十時間
一年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署と
なった職員

次の（1）及び（2）に定める時間及び月数

（1） 一年において超過勤務を命ずる時間について七百二十時間
（2） イ及び次号（ロを除く。）に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉
を考慮して、人事院が定める期間において人事院が定める時間及び月数
二

他律的業務（業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定す
ることが困難な業務をいう。
）の比重が高い部署として各省各庁の長が指定するものに
勤務する職員

次のイからニまでに定める時間及び月数

イ

一箇月において超過勤務を命ずる時間について百時間未満

ロ

一年において超過勤務を命ずる時間について七百二十時間

ハ

一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇
月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の一箇月
当たりの平均時間について八十時間

ニ

一年のうち一箇月において四十五時間を超えて超過勤務を命ずる月数について六箇
月

２

各省各庁の長が、特例業務（大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他
国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要
するものと各省各庁の長が認めるものをいう。以下この項において同じ。）に従事する職
員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合に
ついては、同項（当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。）の規定は、適
用しない。人事院が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に
規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として人事院が定める場
合も、同様とする。

３

各省各庁の長は、前項の規定により、第一項各号に規定する時間又は月数を超えて職員
に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、
当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する
当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六箇月以内に、当該超過勤
務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
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４

前三項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限
に関し必要な事項は、人事院が定める。

第十六条の三 （略）
第四章～第六章 （略）
附

則 （平成三一年二月一日人事院規則一五―一四―三六）

（施行期日）
１

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

２ （略）
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◎超過勤務を命ずるに当たっての留意点について（通知）
（平成 31 年２月１日職職－22）
（人事院事務総局職員福祉局長発）
長時間労働の是正は、職員の健康保持や人材確保の観点等から重要な課題であり、超過勤
務（人事院規則 15－14（職員の勤務時間、休日及び休暇）（以下「規則 15－14」という。）
第 16 条に規定する超過勤務をいう。以下同じ。）の一層の縮減に取り組んでいく必要があ
ります。
職員の超過勤務については、これまで、「超過勤務の縮減に関する指針について（平成 21
年２月 27 日職職－73）」（以下「平成 21 年指針」という。）において、年間の上限目安時
間を示してきたところですが、今般、超過勤務命令を行うことができる上限を、一般職の職
員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成６年法律第 33 号。以下「勤務時間法」という。）
に基づいて、原則１箇月について 45 時間かつ１年について 360 時間等と規則 15－14 で定
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めるとともに、職員の健康確保措置についても、人事院規則 10－４（職員の保健及び安全
保持）において、１箇月について 100 時間以上の超過勤務を行った職員等に対しては、職
員からの申出がなくとも医師による面接指導を行うこととする等の措置を講じることとした
ところです。
各府省におかれては、平成 31 年４月１日以降、職員に超過勤務を命ずるに当たっては、
勤務時間法、規則 15－14 及び「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成６年
７月 27 日職職－328）」（以下「運用通知」という。）並びに人事院規則 10－４、「人事院
規則 10－４（職員の保健及び安全保持）の運用について（昭和 62 年 12 月 25 日職福－
691）」及び「面接指導等の実施について（平成 18 年３月 31 日職職－96）」とともに、下
記の事項に留意し、適切に対応してください。
なお、これに伴い、平成 21 年指針は廃止します。
記
１

他律的業務の比重が高い部署関係
規則 15－14 第 16 条の２の２第１項第２号に規定する他律的業務の比重が高い部署（以

下「他律的部署」という。）には、国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝等に従事する
など、業務の量や時期が各府省の枠を超えて他律的に決まる比重が高い部署が該当し得るが、
ある部署が他律的部署に該当するか否かについては、当該部署の業務の状況を考慮して適切
に判断する必要があること。
２

上限時間の特例関係

（1）職員に規則 15－14 第 16 条の２の２第２項の規定により、同条第１項各号に規定す
る時間又は月数（以下「上限時間等」という。）を超えて超過勤務を命ずることができ
るか否かについては、当該職員が従事し、又は従事していた特例業務（同条第２項に
規定する特例業務をいう。以下同じ。）の状況、当該特例業務の規模及び発生時期並び
に当該特例業務に当該職員が従事した期間を考慮して、上限時間等に係る期間ごとに
それぞれ判断する必要があること。
（2）特例業務に従事し、又は従事していた職員に対しても、できる限り上限時間等の範
囲内で超過勤務を命ずる必要があることは当然であり、規則 15－14 第 16 条の２の２
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第２項の規定により、上限時間等を超えて職員に超過勤務を命ずることができる場合
とは、特例業務が発生した時期や状況によるが、当該職員が従事し、又は従事してい
た業務の一部に特例業務が含まれていることでは足りず、あくまでも特例業務の処理
が原因となって当該職員に上限時間等を超えて超過勤務を命じざるを得ないときであ
ること。
（3）規則 15－14 第 16 条の２の２第３項に規定する超過勤務に係る要因の整理、分析及
び検証（以下「整理分析等」という。）は、職員の特例業務への従事の具体的な状況を
踏まえて行う必要があること。
３

職員の異動等関係

（1）異なる部署から異動してきた職員に超過勤務を命ずる場合は、異動前の部署におけ
る超過勤務の状況も考慮する必要があること。
（2）異なる府省等（運用通知第 10 の第８項に規定する府省等をいう。以下同じ。）から
異動してきた職員に超過勤務を命ずる時間についても、できる限り、異動前の府省等
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における超過勤務の時間も含め、規則 15－14 第 16 条の２の２第１項に規定する職員
の区分に応じ、同項第１号イ（2）、同号ロ（1）又は同項第２号ロに定める時間の範囲内
に収まるように配慮するよう努めること。
（3）職員が併任されている場合、本務官職に係る各省各庁の長及び併任官職に係る各省
各庁の長が命ずる超過勤務の時間（職員が府省等を異にして併任されている場合は、
運用通知第 10 の第８項に掲げる規定の適用に係る超過勤務の時間。
（5）において同じ。）
を合算した時間は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数
の範囲内とする必要があること。
ア 本務官職又は併任官職のいずれかにおいて、他律的部署に勤務する職員規則 15－
14 第 16 条の２の２第１項第２号イからニまでに定める時間及び月数
イ 本務官職又は併任官職のいずれにおいても、他律的部署以外の部署に勤務する職員
同項第１号イ（1）及び（2）に定める時間（同号ロに該当する職員にあっては、同号ロ
に定める時間及び月数）
（4）職員が併任されている場合、本務官職に係る各省各庁の長及び併任官職に係る各省
各庁の長の両者において超過勤務時間の把握を適切に行い、把握した時間の情報を共
有する必要があること。
（5）職員が併任されている場合において、本務官職に係る各省各庁の長及び併任官職に
係る各省各庁の長が命ずる超過勤務の時間を合算した時間が、（3）ア及びイに定める時
間及び月数の範囲を超えることができるのは、規則 15－14 第 16 条の２の２第２項の
規定により、上限時間等を超えて当該職員に超過勤務を命ずるときであること。
（6）（5）の上限時間等を超えた超過勤務に係る整理分析等は、本務官職に係る各省各庁の
長が、併任官職に係る各省各庁の長から必要な情報の提供を受けて行う必要があるこ
と。ただし、併任されている官職の業務に当該職員が専ら従事していた場合その他の
併任官職に係る各省各庁の長において整理分析等を行うことが適当と認められる場合
は、当該併任官職に係る各省各庁の長が、他の各省各庁の長から必要な情報の提供を
受けて整理分析等を行う必要があること。
（7）運用通知第 10 の第９項の通知に係る「必要な事項」には、次のアからエまでに定め
る事項が含まれること。
ア 規則 15－14 第 16 条の２の２第１項に規定する職員の区分の別（同項第１号ロに
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規定する職員にあっては、勤務する部署が他律的部署から他律的部署以外の部署と
なった日を含む。）
イ

異動日が属する月における異動までの超過勤務の時間数

ウ

異動日が属する月の直前 11 箇月における超過勤務の時間数

エ 異動日が属する月及び当該月の直前 11 箇月において、特例超過勤務（運用通知第
10 の第 14 項に規定する特例超過勤務をいう。）を命じたことの有無
４

超過勤務縮減に向けた対策
運用通知第 10 の第 18 項の「適切な対策」の例としては、業務の在り方や処理方法の見

直し、計画的な業務遂行、管理者が超過勤務縮減に積極的に取り組み、率先して退庁するな
どの職場環境の整備や、人員配置の見直し等が考えられること。
５

超過勤務時間の適切な把握
管理者は、超過勤務の運用の適正を図るため、常に職員の超過勤務及び在庁の状況並びに

健康状態の把握に努めることとし、特に次に掲げる事項に留意すること。
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（1）課室長等による超過勤務予定の事前確認や、所要見込み時間と異なる場合の課室長
等への事後報告を徹底させること。
（2）超過勤務時間の確認を行う場合は課室長等や周囲の職員による現認等を通じて行う
ものとし、客観的な記録を基礎として在庁の状況を把握している場合は、これを参照
することもできること。
６

長時間の超過勤務を命ぜざるを得ない場合の職員の健康への配慮

（1）長時間の超過勤務が継続することは、職員の心身の健康及び福祉に害を及ぼすおそ
れがあることから、極力これを避けるよう努めること。また、公務の運営の必要上、
職員に長時間の超過勤務を一定期間命ぜざるを得ない場合については、人事担当部局
等に事前又は直後に報告し超過勤務命令の状況のチェックを受ける方策などにより、
必要最小限にとどめるよう努めること。
 とりわけ週休日において勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉に与える影響の
大きさに鑑み、特に厳重に出勤の必要性のチェックを行うこと。
（2）やむを得ず職員に継続して長時間の超過勤務をさせた場合には、管理者は、当該職
員につき定期的な健康診断を受けさせることを徹底するとともに、必要に応じて健康
管理医と相談の上臨時の健康診断を実施し、その健康状態の十分な把握に努めること。
健康診断等の結果、異常がみられる場合には、業務分担の見直しや応援体制の強化等
を行うことにより、健康を回復させるよう努めること。
 また、長時間の超過勤務を行った職員に対して医師による面接指導を実施する際には、
脳・心臓疾患の発症の予防のほか、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を
予防するために心の健康面にも配慮するようにすること。さらに、面接指導の結果に基
づき、当該職員の健康の保持のために必要な措置を講じること。
７

早出・遅出勤務の活用
各省各庁の長が勤務時間の割振りを行うに当たっては、超過勤務による職員の疲労の蓄積

を防ぐため、公務の運営に支障を来さない範囲内で、業務の繁閑に応じて勤務時間の始業時
刻を日ごとに弾力的に設定するいわゆる早出・遅出など、弾力的な勤務時間の割振りを必要
に応じ実施すること。


以

上
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◎人事院規則 10―４（職員の保健及び安全保持）（抄）
第一章 （略）
第二章

健康安全管理体制

第五条～第八条 （略）
（健康管理医）
第九条 （１～３項略）
４ 健康管理医は、職員の健康管理指導等を行うのに必要な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。
５ 各省各庁の長は、健康管理医に対し、人事院の定めるところにより、職員の勤務時間に
関する情報その他の健康管理医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報と
して人事院の定めるものを提供しなければならない。
６ 各省各庁の長は、健康管理医による職員の健康管理指導等の適切な実施を図るため、健
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康管理医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の
必要な措置を講ずるように努めなければならない。
７ 各省各庁の長は、健康管理医の業務の内容その他の健康管理医の業務に関する事項で人
事院の定めるものを、常時各勤務場所の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその
他の人事院の定める方法により、職員に周知させなければならない。
第十条～第一四条の二 （略）
第三章

健康管理基準

第十五条～第二十二条 （略）
（勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等）
第二十二条の二

各省各庁の長は、次に掲げる職員に対し、人事院の定めるところにより、

面接指導を行わなければならない。
一 勤務時間の状況が職員の健康の保持を考慮して人事院の定める要件に該当する職員
二 勤務時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して人事院の定める要件に該
当し、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員（前号に掲げる職員
を除く。）
２ 各省各庁の長は、前項の規定による面接指導を実施するため、職員の勤務時間の状況に
関する人事院の定める事項を記録しなければならない。
３ 各省各庁の長は、第一項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持
するために必要な措置について、人事院の定めるところにより、医師の意見を聴かなけれ
ばならない。この場合において、各省各庁の長は、当該医師の意見を勘案し、必要がある
と認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。
第二十二条の三～第二十五条 （略）
（心身の状態に関する情報の取扱い）
第二十五条の二

各省各庁の長は、この規則の規定による措置の実施に関し、職員の心身の

状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、職員の健康の確保に必
要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内で
これを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当
な事由がある場合は、この限りでない。
第二十六条～第二十七条 （略）
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第四章・第五章 （略）
附

則 （平成三一年二月一日人事院規則一〇―四―三一）

（施行期日）
第一条

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

第二条・第三条 （略）
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人事院規則 10―４（職員の保健及び安全保持）の運用について（抄）
（昭和 62 年 12 月 25 日職福―691）
（人事院事務総長発）
最終改正：令和元年５月 17 日

職職―10

事企法―16
標記について下記のとおり定めたので、
昭和 63 年１月１日以降は、
これによってください。
なお、これに伴い、「人事院規則 10―４（職員の保健及び安全保持）の規定中人事院が定
めるべき事項について（昭和 48 年４月１日職厚―273）」及び「人事院規則 10―４（職員
の保健及び安全保持）の運用について（昭和 48 年４月１日職厚―274）」は、廃止します。
記
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第１条～第８条関係 （略）
第９条関係
１

健康管理医の指名又は委嘱は、文書をもって行うものとする。

２ この条の第３項の「人事院の定める健康管理についての指導等の業務」は、次に掲げ
るものとする。
（1） 健康診断及び面接指導の実施についての指導
（2） 健康管理の記録の作成についての指導
（3） 健康教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置についての指導
（4） 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止措置についての指導
（5）（1）から（4）までに掲げるもののほか、職員の健康管理に関する業務で医学に関す
る専門的知識を必要とするもの
３ 健康管理医は、職員の健康管理指導等を行うために必要な医学に関する知識及び能力
の維持向上に努めるものとする。
４

この条の第５項の「人事院の定めるもの」は、次に掲げる情報とする。

（1） 規則第 22 条の２第３項（規則第 22 条の４第５項において準用する場合を含む。
以下この（1）及び第６項（1）において同じ。）の規定により既に講じた措置又は講じ
ようとする措置の内容に関する情報（規則第 22 条の２第３項の規定による措置を
講じない場合にあっては、その旨及びその理由）及び規則第 24 条第１項の規定に
より既に講じた事後措置又は講じようとする事後措置の内容に関する情報
（2） 各省各庁の長が超過勤務（一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成
６年法律第 33 号）第 13 条第２項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。第
22 条の２関係第 10 項において同じ。）を命じた時間（以下「超過勤務時間」という。）
が１箇月（月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。）について 80 時間を超
えた職員並びに１箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１箇月、２箇月、
３箇月、４箇月及び５箇月の期間を加えたそれぞれの期間における超過勤務時間の
１箇月当たりの平均時間が 80 時間を超えた職員（第 22 条の２関係第１項及び第
４項において「１箇月平均 80 時間超職員」という。）の氏名及びこれらの職員に係
る超過勤務時間に関する情報
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（3）（1）及び（2）に掲げるもののほか、職員の業務に関する情報であって健康管理医が
職員の健康管理指導等を適切に行うために必要と認めるもの
５ 前項（2）の超過勤務時間の算定は、毎月１回以上、一定の期日を定めて行わなければ
ならない。
６ この条の第５項の規定による情報の提供は、次に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ
次に定めるところにより行うものとする。
（1） 第４項（1）に掲げる情報

規則第 22 条の２第３項の規定により医師からの意見聴

取を行った後又は規則第 23 条第１項若しくは第２項の規定により健康管理医によ
る指導区分の決定若しくは変更を受けた後、遅滞なく提供すること。
（2） 第４項
（2）に掲げる情報 超過勤務時間の算定を行った後、
速やかに提供すること。
（3） 第４項（3）に掲げる情報

健康管理医から当該情報の提供を求められた後、速や

かに提供すること。
７

この条の第７項の「人事院の定めるもの」は、次の事項とする。
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（1） 健康管理医の業務の具体的な内容
（2） 健康管理医に対する健康相談の申出の方法
（3） 健康管理医による職員の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
８

この条の第７項の「人事院の定める方法」は、次に掲げるいずれかの方法とする。

（1） 各勤務場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
（2） 書面を職員に交付すること。
（3） 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、各勤務場所
に職員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。
第 10 条～第 22 条関係 （略）
第 22 条の２関係
１ この条の第１項第１号の「人事院の定める要件」は、超過勤務時間が１箇月について
100 時間以上の職員又は１箇月平均 80 時間超職員であることとする。ただし、当該１
箇月平均 80 時間超職員（超過勤務時間が１箇月について 100 時間以上の職員を除く。）
のうち、第３項の期日前１月以内にこの条の第１項の面接指導を受けた職員その他これ
に類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
２ この条の第１項第２号の「人事院の定める要件」は、超過勤務時間が１箇月について
80 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であることとする。ただし、次項
の期日前１月以内にこの条の第１項の面接指導を受けた職員その他これに類する職員で
あって、当該面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
３ 前２項の超過勤務時間の算定は、毎月１回以上、一定の期日を定めて行わなければな
らない。
４ 各省各庁の長は、超過勤務時間の算定を行ったときは、速やかに、超過勤務時間が１
箇月について 80 時間を超えた職員及び１箇月平均 80 時間超職員に対し、これらの職
員に係る超過勤務時間に関する情報を通知しなければならない。
５ 各省各庁の長は、職員が自らの勤務時間数を把握することができるよう必要な措置を
講ずるものとする。
６ この条の第１項第２号の申出は、第３項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
７ 各省各庁の長は、この条の第１項各号に掲げる職員に対して、遅滞なく、同項の面接
指導を行わなければならない。
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８ 健康管理医は、第２項の要件に該当する職員に対して、この条の第１項第２号の申出
を行うよう勧奨することができる。
９ 各省各庁の長は、この条の第１項の面接指導を行うに当たり、医師に、同項各号に掲
げる職員に対し、次に掲げる事項について確認を行わせるものとする。
（1） 当該職員の勤務の状況
（2） 当該職員の疲労の蓄積の状況
（3）（2）に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
10 この条の第２項の「人事院の定める事項」は、職員に超過勤務を命じた場合の当該
職員の氏名並びに当該超過勤務を命じた年月日及び時間数とする。
11 この条の第２項の記録は、給実甲第 65 号（人事院規則９―７（俸給等の支給）の運
用について）第 13 条関係第１号に規定する超過勤務等命令簿によって前項に定める事
項を記録している場合においては、当該超過勤務等命令簿によることができる。
12 この条の第２項の記録について、職員が各省各庁の長を異にして異動した場合には、
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職員が異動後に所属する各省各庁の長に当該記録に関する情報を提供するものとする。
13 この条の第１項の面接指導の結果に基づく同条第３項の規定による医師からの意見
聴取は、当該面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
第 22 条の３関係
この条の「必要な措置」は、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とする。
第 22 条の４～別表第８関係 （略）
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◎面接指導等の実施について
（平成 18 年３月 31 日職職－96）
（人事院事務総局職員福祉局長発）


最終改正：平成 31 年２月１日職職－19
職員に継続して長時間の超過勤務をさせた場合には「超過勤務の縮減に関する指針につい

て」（平成 21 年２月 27 日職職－73 職員福祉局長通知）に基づき、健康診断等を実施し、
当該職員の健康状態の十分な把握に努めるとともに、異常が見られる場合には業務分担の見
直しや応援態勢の強化等を行うことにより、健康を回復させるよう努めることとされており、
これまで各省各庁において対応に努力されてきたところです。このたび民間企業においては、
一定時間を超える長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導の導入等のための
労働安全衛生法の改正が行われ、過重労働・メンタルヘルス対策の充実が図られることとな
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りました。
公務においても、民間の動向も踏まえ、長時間勤務をした職員の健康管理の一層の充実を
図ることとし、面接指導制度を導入するため、人事院規則 10－４（職員の保健及び安全保持）
（以下「規則」という。）及び人事院規則 10－４（職員の保健及び安全保持）の運用につい
て（以下「運用通知」という。）の一部改正を行い、平成 18 年４月１日から施行すること
としました。面接指導等の実施に当たっては規則及び運用通知とともに、下記の事項に留意
され、適切に対応してください。
記
１

面接指導等の導入
医師による面接指導は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等（以下「脳・心臓疾患」という。）
の発症と長時間勤務との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、これらの疾病の発症を
予防するため導入したものである。
また、自殺等と長時間勤務との関連も指摘されていることから、面接指導の実施の際に
は、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するために心の健康面にも配
慮するようにする。

２

面接指導を実施する医師
面接指導を実施する医師は、健康管理医、産業医の要件を備えた医師等職員の健康管理
等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師が望ましい。

３

医師の意見聴取
医師の意見聴取については、面接指導の結果報告に併せて意見を聴取することが適当で
ある。また、面接指導を実施した医師が、当該面接指導を受けた職員の所属する機関の健
康管理医でない場合は、面接指導を行った医師からの意見聴取と併せて、当該機関の健康
管理医の意見も聴取することが望ましい。

４

面接指導実施後の措置
面接指導により職員の心の健康の不調を把握した場合は、必要に応じ精神科医等と連携
を図りつつ対応することが必要である。
また、面接指導実施後の措置を講ずるに当たっては、職員のプライバシーに適正な配慮
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を行うことが必要である。
５

必要な措置
面接指導の対象となる職員以外の職員であっても、脳・心臓疾患の発症等の予防的な意
味を含め、健康への配慮が必要な者に対しては、面接指導の実施又は面接指導に準じた措
置を講じるよう努める。

６

その他
平成 31 年４月１日以降、「超過勤務を命ずるに当たっての留意点について」（平成 31
年２月１日職職－22 職員福祉局長通知）６（2）については、規則及び運用通知に定める
もののほか、本通知によるものとする。
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以

上
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・ 文部科学省の作成した上限ガイドライン（月45時間、年360時間等）の実効性を高めることが重要であり、文部科学省は、その根拠を法令上
規定するなどの工夫を図り、学校現場で確実に遵守されるように取り組むべき。

・ 学校現場においては、まず勤務時間管理の徹底が必要。その際、ICTやタイムカードなどにより客観的に把握すること。

〇 勤務時間管理の徹底と上限ガイドライン
・ 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等に求められる責務。さらに今般の労働安全衛生法の改正によりその
責務が改めて法令上明確化。

第３章 勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方改革の促進

以下の施策の
一体的な推進が必要

※特別支援学校・高等学校については、学校間の多様性などの特徴を踏まえた支援を行うことが重要。
※私立学校・国立学校については、固有の存在意義や位置付け、適用される法制の違いなどに配慮した支援が重要。

〇 働き方改革の実現には、文部科学省・教育委員会・管理職等がそれぞれの権限と責任を果たすことが不可欠。特に、文部科学省には、学校と社
会の連携の起点・つなぎ役としての機能を前面に立って果たすことが求められる。

〇 教員勤務実態調査（平成28年度）においても、小・中学校教師の勤務時間は、10年前の調査と比較しても増加。主な要因は、①若手教師
の増加、②総授業時間数の増加、③中学校における部活動指導時間の増加。

第２章 学校における働き方改革の実現に向けた方向性

〇 学校における働き方改革を進めるに当たっては、地域と学校の連携・協働や家庭との連携強化により、学校内外を通じた子供の生活の充実や活
性化を図ることが大切。

〇 志ある教師の過労死等の事態は決してあってはならないものであり、そのためにも、学校における働き方改革の実現が必要。

〇 ❛子供のためであればどんな長時間勤務も良しとする❜という働き方の中で、教師が疲弊していくのであれば、それは❛子供のため❜にはならない。
学校における働き方改革の目的は、教師のこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、
自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるようになること。

〇 これまでの我が国の学校教育の蓄積はSociety 5.0においても有効であり、浮足立つことなく充実を図る必要。これまで高い成果を挙げてきた我
が国の学校教育を維持・向上させ、持続可能なものとするには、学校における働き方改革が急務。

第１章 学校における働き方改革の目的

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（答申）【概要】 (平成31年1月25日中央教育審議会)

◎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（答申）【概要】
（平成 31 年 1 月 25 日中央教育審議会）
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〇 業務の明確化・適正化は、社会に対して学
校を閉ざしたり、内容を問わず一律に業務を
削減したりするものではなく、社会との連携
を重視・強化するもの。
学校として何を重視し、どのように時間を配分
するかという考え方を明確にし、地域や保護
者に伝え、理解を得ることが求められる。

〇 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を右の表のとおり
整理。

第４章 学校及び教師が担う業務の明確化・適正化

・ 学校評価や教育委員会の自己点検・評価も活用すべき。

・ 管理職以外の教職員も含め、働き方改革の観点を踏まえて人事評価を実施すべき。

・ 管理職登用等の際にも、教師や子供たちにとって重要なリソースである時間を最も効果的に配分し、可能な限り短い在校等時間で教育の目標
を達成する成果を上げられるかどうかの能力や働き方改革への取組状況を適正に評価することが重要。

〇 教職員一人一人の働き方に関する意識改革
・ 管理職のマネジメント能力向上や、教職員の勤務時間を意識した働き方の浸透のため、研修の充実を図るべき。

・ 産業医の選任義務のない規模の学校に関しては、教育委員会として産業医を選任して域内の学校の教職員の健康管理を行わせる等の工夫に
より、教職員の健康の確保に努めるべき。

・ 特に、ストレスチェックは、全ての学校において適切に実施されるよう、教育委員会の実態を調査し、市町村ごとに実施状況を公表すべき。

〇 労働安全衛生管理の必要性
・ 労働安全衛生法に義務付けられた労働安全衛生管理体制の整備が求められるほか、義務の課されていない学校においても、可能な限り法令上
の義務がある学校に準じた体制の充実に努めるべき。

資料編
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教育委員会等

学校

・ 事務職員やサポートスタッフ等との役割分担や、事務職員の質の向上、学校事務の適正化と事務処理の効率化。

・ ミドルリーダーが若手の教師を支援・指導できるような環境整備。

〇 学校が組織として効果的に運営されるために、主に以下の取組が必要。
・ 校長や副校長・教頭に加え、主幹教諭、指導教諭、事務職員等のミドルリーダーがリーダーシップを発揮できる組織運営。

第５章 学校の組織運営体制の在り方

〇 教育課程の編成・実施においても、総合的な学習の時間の一定割合は、学校外での学習について授業として位置づけられるようにすることや、学
習評価において、指導要録の大幅な簡素化などといった、大胆な見直しを行うことが必要。

〇 学校が作成する計画等についても、個別の計画を詳細に作成するのではなく、複数の計画を一つにまとめて体系的に作成するなど、文部科学省は
真に効果的な計画の在り方について示すべき。

※学校・教師が担うべき安全配慮義務の範囲は、児童生徒の発達段階に応じても異なり、個別の事案ごとに判断されるが、予見可能性がある場合に限られる
とした判例や、教師に責任があるとしたうえで、両親も監督義務を怠ったとして連帯して責任を負うとした判例がある。

〇 代表的な業務については、過去の裁判例(※)等を見ても、学校や教師が法的にその全ての責任を負うものではなく、学校への過剰要求は認め
られないことについて、文部科学省がメッセージを発出することが必要。

・ 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明 ・ 業務改善方針の策定及びフォローアップ、 ・ 教職員間で削減する業務を洗い
確で力強いメッセージの発出
ICTの活用推進等の取組を学校や地域の
出す機会を設定
実情に応じて推進
・ 関係機関や社会全体に対して何が学校や教師の役割か
・ 校長は校内の分担を見直すととも
明確にメッセージを発出するなど、社会と学校との連携の
に、自らの権限と責任で学校の伝
・ 学校や地域で発生した業務について、仕分け
起点・つなぎ役としての役割を前面に立って果たすことを
統として続いているが、必ずしも適
を実施し、他の主体に対応の要請、教師以
徹底
切といえない又は本来は家庭や地
外の担い手の確保、スクラップ・アンド・ビル
域社会が担うべき業務を大胆に削
・ 業務改善状況調査を見直し、在校等時間の可視化など
ドによる負担軽減
減
を把握の上、市区町村別に公表
・ 今後学校へ新たな業務を付加するような制度改正等の際 ・ 学校が保護者や地域住民と教育目標を共 （例）夏休み期間のプール指導、
有し、理解・協力を得ながら学校運営を行え 勝利至上主義の早朝練習の指導、
にはスクラップ・アンド・ビルドの原則を徹底
内発的な研究意欲がない形式的
る体制の構築
・業務の役割分担・適正化を実施するための条件整備
等 な研究指定校としての業務、運動会
等の過剰な準備
等
等

文部科学省

〇 業務の役割分担・適正化を確実に実施するため、以下の仕組みを構築することが必要。
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〇 中長期的な検討
・ 労働法制や教師の専門性の在り方、公務員法制の動向も踏まえつつ、教師に関する労働環境について給特法や教育公務員特例法、地方教
育行政の組織及び運営に関する法律といった法制的な枠組みを含め、必要に応じて中長期的に検討。

・ 導入の前提として、文部科学省等は①長期休業期間中の部活動指導時間の縮減や大会の在り方の見直しの検討要請、研修の精選等に取
り組むべき、②学期中の勤務が現在より長時間化しないようにすることが必要であり、所定の勤務時間を延長した日に授業時間や児童生徒の
活動時間を延長することがあってはならない、③育児や介護等の事情により配慮が必要な教師には適用しない選択も確保できるよう措置すべき。

・ 教師の勤務態様として、授業等を行う期間と長期休業期間とで繁閑の差が実際に存在していることから、地方公共団体の条例やそれに基づく規
則等に基づき、適用できるよう法制度上措置すべき。

〇 一年単位の変形労働時間制の導入
・ かつて行われていた「休日のまとめ取り」のような一定期間に集中した休日の確保は、教職の魅力を高める制度として有効であり、週休日の振替
や年次有給休暇に加え、選択肢の一つとして検討。

・ なお、教職調整額が「４％」とされていることについては、在校等時間縮減のための施策を総合的に実施することを優先すべきであり、必要に応じ
中長期的な課題として検討すべき。

・ したがって、給特法の基本的な枠組みを前提に、働き方改革を確実に実施する仕組みを確立し成果を出すことが求められる。

・ 教師の専門性や職務の特徴を認識した上で検討した場合、超勤４項目の廃止や36協定を要するとすることは、現状を追認する結果になり、働
き方の改善につながらない、また、学校において現実的に対応可能ではない。

・ 給特法を見直して労基法を原則とすべき、という意見に対して、教育の成果は必ずしも勤務時間の長さのみに基づくものではなく、人確法も含め
た教師の給与制度も考慮した場合、必ずしも教師の処遇改善にはつながらない、との懸念。

・ 教師は、子供たちの発達段階に応じて、言語や指導方法を場面ごとに選択しながら教育活動に当たらなくてはならないという、専門職としての専門
性とも言える教師の職務の特徴を踏まえた検討が必要。

〇 給特法の今後の在り方
・ 給特法の誤解の下で勤務時間管理の意識が希薄化し、時間外勤務縮減の取組が進まない実態。この点については、上限ガイドラインにおいて、
超勤4項目以外の業務のための時間についても勤務時間管理の対象とし、その縮減を図ることが必要。

第６章 教師の勤務の在り方を踏まえた勤務時間制度の改革
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等

・教育的観点からの小規模校の在り方の検討

今回の学校における働き方改革は，我々の社会が，子供たちを最前線で支える教師たちがこれからも自らの時間を犠牲にして長時間勤務を
続けていくことを望むのか，心身ともに健康にその専門性を十二分に発揮して質の高い授業や教育活動を担っていくことを望むのか，その選択
が問われている。

〇 また、教員勤務実態調査（平成28年度）と比較できる形で、３年後を目途に勤務実態の調査を行うべき。

〇 文部科学省は、業務改善状況調査等を通じて、学校における働き方改革の進展状況を市区町村ごとに把握し、公表することで、各地域の取組
を促すべき。

第８章 学校における働き方改革の確実な実施のための仕組みの確立とフォローアップ等

・人事委員会等の効果的な活用方法の検討

・新時代の学びにおける先端技術の効果的な活用

・免許更新制がより教師の資質能力向上に実質的に資するようにするなど養成・免許・採用・研修全般にわたる改善・見直し
等

・ 専門家や地方公共団体の担当者、文部科学省職員が教育委
員会や学校を訪問しアドバイスする
等

・ 関係者の共通理解・協力を得ながら取り組むためのポイントや具
体的なプロセスを示す

〇これに関し、文部科学省は以下の取組を推進すべき。
・ 業務削減時間を示した好事例展開

・ 学校給食費や学校徴収金の公会計化が不十分

・ 部活動数の適正化や地域クラブとの連携が一層必要

〇 今後さらに検討を要する事項
・小学校の教科担任制の充実、年間授業時数や標準的な授業時間等の在り方を含む教育課程の在り方の見直し

・スクールロイヤーの活用促進

・ 多様なニーズのある児童生徒に応じた指導等の支援スタッフ、授業準備や
学習評価等の補助業務を担うサポートスタッフ、理科の観察実験補助員の
配置促進

・ 部活動ガイドラインの遵守を条件とした部活動指導員の配置促進

・ 平成31年度までのスクールカウンセラーの全公立小中学校配置及びスクー
ルソーシャルワーカーの全中学校区配置並びに課題を抱える学校への重点
配置、質の向上及び常勤化に向けた調査研究

・ 業務改善方針等の策定や学校宛ての調査・照会の精選などに
ついて市区町村での取組が不十分

・ 都道府県単位で共通の校務支援システムの導入が必要

〇以下のような実態が文部科学省の調査により明らか。
・ 登下校の対応などについて地域人材の協力体制整備が不十分

・ 小学校の英語専科を担当する教師の充実や、中学校の生徒指導を担当す
る教師の充実、通級による指導や日本語指導のための教員定数の義務標
準法に基づく着実な改善をはじめとする学校指導体制の充実

・ 校長や副校長・教頭等の事務関係業務の軽減に有効な、共同学校事務
体制の強化のための事務職員の充実

〇勤務時間管理の適正化や業務改善・効率化への支援

〇 教職員及び専門スタッフ等、学校指導・運営体制の効果的な強化・充実

第７章 学校における働き方改革の実現に向けた環境整備
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◎公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン
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１．趣旨
社会の変化に伴い学校が抱える課題が複雑化・多様化する中、教師の長時間勤務の看過で
きない実態が明らかになっている。特に所定の勤務時間外においては、いわゆる「超勤４項
目」以外の業務について、教師が対応している時間が長時間化している実態が生じている。
現在、我が国の学校教育が挙げてきた大きな蓄積と高い効果を持続可能なものとし、新学
習指導要領を円滑に実施していくため、「学校における働き方改革」が進められている。
教師の業務負担の軽減を図り、限られた時間の中で、教師の専門性を生かしつつ、授業改
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善のための時間や児童生徒等に接する時間を十分確保し、教師が我が国の学校教育の蓄積と
向かい合って自らの授業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、教
師の人間性や創造性を高め、児童生徒等に対して効果的な教育活動を持続的に行うことをで
きる状況を作り出す。これが「学校における働き方改革」の目指すところであり、文部科学
省では、業務の明確化・適正化、必要な環境整備等、教師の長時間勤務是正に向けた取組を
着実に実施していくこととしている。
また、政府全体でも関連する取り組みが進められる中、平成 30 年７月に公布された働き
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、「働き方改革推進法」という。）
において、労働基準法第 36 条における時間外労働に関する協定（いわゆる「36 協定」）を
結ぶにあたり、法定の労働時間を超える時間外労働の規制が新たに規定されたところである。
今回、こうした政府全体の動向も踏まえつつ、現在進められている「学校における働き方
改革」の総合的な方策の一環として、いわゆる「超勤４項目」以外の業務への対応も視野に
入れ、公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインを制定するものである。
なお、本ガイドラインについては、中央教育審議会「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」（答申）において、本ガイドラインの実効性を高めるため、「文部科学省は、その根拠を
法令上規定するなどの工夫を図り、学校現場で確実に遵守されるよう」取り組むべきである
とされていることを踏まえ、文部科学省として更に検討を続けていくものである。
２．本ガイドラインの対象者
本ガイドラインは、
「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」
（以
下、「給特法」という。）第２条に規定する義務教育諸学校等の教育職員を対象とする。
なお、給特法の対象となっていない事務職員、学校栄養職員等については、法定労働時間
を超えて勤務させる場合には、いわゆる「36 協定」を締結する中で働き方改革推進法に定
める時間外労働の規制が適用されるものである。
３．勤務時間の上限の目安時間
（1）本ガイドラインにおいて対象となる「勤務時間」の考え方
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教師は、社会の変化に伴い子供たちがますます多様化する中で、語彙、知識、概念が
それぞれに異なる一人一人の子供たちの発達の段階に応じて、指導の内容を理解させ、
考えさせ、表現させるために、言語や指導方法をその場面ごとに選択しながら、学習意
欲を高める授業や適切なコミュニケーションをとって教育活動に当たることが期待され
ている。このような教師の専門職としての専門性や職務の特徴を十分に考慮しつつ、「超
勤４項目」以外の業務が長時間化している実態も踏まえ、こうした業務を行う時間も含
めて「勤務時間」を適切に把握するために、今回のガイドラインにおいては、在校時間
等、外形的に把握することができる時間を対象とする。
具体的には、教師等が校内に在校している在校時間を対象とすることを基本とする。
なお、所定の勤務時間外に校内において自らの判断に基づいて自らの力量を高めるため
に行う自己研鑽の時間その他業務外の時間については、自己申告に基づき除くものとす
る。
これに加えて、校外での勤務についても、職務として行う研修への参加や児童生徒等
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の引率等の職務に従事している時間については、時間外勤務命令に基づくもの以外も含
めて外形的に把握し、対象として合算する。また、各地方公共団体で定める方法による
テレワーク等によるものについても合算する。
ただし、これらの時間からは、休憩時間を除くものとする。
これらを総称して「在校等時間」とし、本ガイドラインにおいて対象となる「勤務時
間」とする。
（2）上限の目安時間
①

１か月の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた時
間が、45 時間を超えないようにすること。

②

１年間の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減じた時
間が、360 時間を超えないようにすること。

（3）特例的な扱い
①

上記（2）を原則としつつ、児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により勤務せざ
るを得ない場合についても、１年間の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤
務時間の総時間を減じた時間が、720 時間を超えないようにすること。この場合に
おいては、１か月の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を
減じた時間が 45 時間を超える月は、１年間に６月までとすること。

②

また、１か月の在校等時間の総時間から条例等で定められた勤務時間の総時間を減
じた時間が 100 時間未満であるとともに、連続する複数月（２か月、３か月、４か月、
５か月、６か月）のそれぞれの期間について、各月の在校等時間の総時間から条例等
で定められた各月の勤務時間の総時間を減じた時間の１か月当たりの平均が、80 時
間を超えないようにすること。

４．実効性の担保
（1）本ガイドラインの実効性を担保するために、服務監督権者である教育委員会は以下の
取組を進めること。
①

教育委員会は、本ガイドラインを参考にしながら、それぞれにおいて、所管内の公
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立学校の教師の勤務時間の上限に関する方針等（以下「方針等」という。）を策定す
ること。
②

教育委員会は、方針等の実施状況を把握した上で、その状況を踏まえ、勤務時間の
長時間化を防ぐための業務の役割分担や適正化、必要な環境整備等の取組を実施する
こと。特に、方針等で定める上限の目安時間を超えた場合には、教育委員会は、所管
内の公立学校における業務や環境整備等の状況について事後的に検証を行うこと。

③

教育委員会は、人事委員会と方針等について認識を共有し、専門的な助言等を受け
るなど連携を強化すること。人事委員会を置かない地方公共団体については、当該団
体の長と方針等について認識を共有し、当該団体の長の求めに応じて必要な報告を行
うなど連携して取り組むこと。

（2）文部科学省及び教育委員会は、保護者も含めて社会全体が本ガイドラインや方針等の
内容を理解できるよう、教育関係者はもちろん、保護者や地域住民等に対して広く周知
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を図るものとすること。
（3）文部科学省は、「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、適宜、各教育委員会の取組の状況を把握し、公表
するものとすること。
５．留意事項
（1）関係者は、本ガイドラインが、上限の目安時間まで教師等が在校等したうえで勤務す
ることを推奨する趣旨ではなく、「学校における働き方改革」の総合的な方策の一環と
して策定されるものであり、他の長時間勤務の削減方策と併せて取り組まれるべきもの
であることを十分に認識すること。決して、学校や教師等に上限の目安時間の遵守を求
めるのみであってはならないこと。
（2）本ガイドラインの実施に当たっては、働き方改革推進法による改正後の労働安全衛生
法体系において、タイムカードによる記録、電子計算機の使用時間の記録等の客観的な
方法その他の適切な方法による勤務時間の把握が事業者の義務として明確化されたこと
を踏まえ、在校時間は、ICT の活用やタイムカード等により客観的に計測し、校外の時
間についても、本人の報告等を踏まえてできる限り客観的な方法により計測すること。
（3）本ガイドラインの実施に当たっては、教育委員会は、休憩時間や休日の確保等労働法
制を遵守すること。また、教師等の健康及び福祉を確保するため、在校等時間が一定時
間を超えた教師等への医師による面接指導や健康診断を実施すること、退庁から登庁ま
でに一定時間を確保すること、年次有給休暇等の休日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、心身の健康問題についての相談窓口を
設置すること、必要に応じ産業医等による助言・指導を受け、また教師等に産業医等に
よる保健指導を受けさせること等に留意しなければならないこと。
（4）上限の目安時間の遵守を形式的に行うことが目的化し、真に必要な教育活動をおろそ
かにしたり、実際より短い虚偽の時間を記録に残す、又は残させたりすることがあって
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はならないこと。さらに、上限の目安時間を守るためだけに自宅等に持ち帰って業務を
行う時間が増加してしまうことは、本ガイドラインのそもそもの趣旨に反するものであ
り、厳に避けること。
（5）冒頭で述べた通り、本ガイドラインについては、中央教育審議会「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」
（答申）において、本ガイドラインの実効性を高めるため、「文
部科学省は、その根拠を法令上規定するなどの工夫を図り、学校現場で確実に遵守され
るよう」取り組むべきであるとされていることを踏まえ、文部科学省として更に検討を
続けていくこととしており、各教育委員会においては、この点にも留意して取組を進め
られたい。
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◎学校における働き方改革に関する取組の徹底について（通知）


30 文科初第 1497 号



平成 31 年３月 18 日

各

都

道

府

県

知

事

各都道府県教育委員会教育長
各

指

定

都

市

市

長

殿

各指定都市教育委員会教育長


文部科学事務次官



藤

原

誠



（印影印刷）
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学校における業務の改善については、各学校の校長、各学校を設置する各地方公共団体及
び服務監督権者である各教育委員会において、その推進に向けて取り組まれてきたところで
すが、文部科学省が平成 28 年度に実施した教員勤務実態調査においては、教師の厳しい勤
務の実態が改めて明らかとなりました。
これを受けて、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 26 日に「学校における働き方改革に関
する緊急対策」を取りまとめ、取組を進めてきたところですが、本年１月 25 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（答申）」（以下「答申」という。）
が取りまとめられました。
学校における働き方改革の目的は、現在の教師の厳しい勤務実態を踏まえ、教師のこれま
での働き方を見直し、教師が我が国の学校教育の蓄積と向かい合って自らの授業を磨くとと
もに日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供た
ちに対して効果的な教育活動を行うことができるようになることです。
このため、答申においては、「特に、文部科学省には、働き方改革に必要な制度改正や教
職員定数の改善などの条件整備などはもちろんのこと、学校と社会の連携の起点・つなぎ役
としての機能を、前面に立って十二分に果たすことを求めたい」と指摘されており、文部科
学省では、学校における働き方改革を強力に推進するため、文部科学大臣を本部長とする「学
校における働き方改革推進本部」を設置し、文部科学省が今後取り組むべき事項について工
程表（別添１参照）を作成しました。文部科学省としては、今後、答申の具体化に向け、当
該工程表に基づき、必要な制度改正や条件整備をはじめとして、学校と社会の連携の起点・
つなぎ役として前面に立ち、取組を進めてまいります。
また、答申においては、学校における働き方改革を進めるために、文部科学省、都道府県・
指定都市教育委員会、市町村教育委員会、学校の設置者、校長などの管理職、一人一人の教
職員が、自らの権限と責任に基づきそれぞれの立場で取り組むべきことが指摘されています。
これを踏まえ、文部科学省として、各教育委員会及び各学校において取り組むことが重要と
考えられる方策について、下記のとおり整理しました。
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各教育委員会におかれては、学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組につい
ては、これまでも「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）」（平成 30 年２月９日付け
29 文科初第 1437 号文部科学事務次官通知）等により、取組の徹底をお願いしているとこ
ろですが、今後の対応に当たっては、下記の事項に留意の上、学校や地域、教職員や児童生
徒等の実情に応じて、順次適切に取組を進められるようお願いします。その際には、幼稚園、
高等学校、特別支援学校等の学校種の違いにも配慮しつつ、学校種による業務の性質の違い
についても十分に考慮の上、必要な取組の徹底をお願いします。
各地方公共団体の長におかれては、各教育委員会が進める取組について、積極的な御支援
をお願いします。
このほか、学校における働き方改革の取組を進めるに当たっては、答申を参考とされるよ
うお願いします。
今後、文部科学省では、「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
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はじめとした既存の調査等を活用しつつ、各教育委員会における取組の状況を把握し、公表
することとしておりますので、御協力くださるようお願いします。
各都道府県教育委員会におかれては、域内の市（指定都市を除く。以下同じ。）町村長及
び市町村教育委員会に対して、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及び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、学校における働き方改革を進める上では校長の役割
も大きいことから、校長がその権限と責任を踏まえて適切に対応できるよう、必要な指示や
支援等に努めていただくようお願いします。
さらに、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が設置する学校
に対して周知が図られ、校長がその権限と責任を踏まえて適切に対応できるよう配慮をお願
いします。
なお、「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）」（平成 30 年２月９日付け 29 文科初
第 1437 号文部科学事務次官通知）は廃止します。
記
１．勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方の推進
（1）勤務時間管理の徹底と勤務時間の上限に関するガイドラインに係る取組
① 労働安全衛生法の改正により、校長や服務監督権者である教育委員会に求められる
勤務時間管理の責務が改めて明確化されたことを踏まえ、教職員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、事務負担が極力かからないよう、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。
なお、タイムカードの設置等、教師の勤務時間の把握等に当たっては、簡素なタイ
ムレコーダーの設置に限らず、「教育の ICT 化に向けた環境整備５か年計画（2018～
2022 年度）」に基づき統合型校務支援システムを整備する際に勤務時間を管理する
システムとの連携や一体的な運用を行うなど、効果的な地方財政措置の活用が考えら
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れ、文部科学省としても今後、全国市長会や全国町村会等にその活用を呼びかける予
定であり、服務監督権者である教育委員会においては、これを前提に、首長部局とも
連携しつつ、必要な措置を講ずること。
② 勤務時間管理に関して、文部科学省が１月 25 日に策定した「公立学校の教師の勤
務時間の上限に関するガイドライン」に係る取組について、「公立学校の教師の勤務
時間の上限に関するガイドラインの策定について（通知）」（平成 31 年１月 25 日付
け 30 文科初第 1424 号文部科学省初等中等教育局長通知）（別添２参照）を踏まえ
た取組を進めること。
 なお、当該ガイドラインについては、その実効性を高めるため、答申において「文
部科学省は、その根拠を法令上規定するなどの工夫を図り、学校現場で確実に遵守さ
れるよう」取り組むべきとされていることを踏まえ、今後、文部科学省として更に検
討を続けていくこととしており、当該ガイドラインの根拠が法令上規定された場合に
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は、各地方公共団体においても、所管内の公立学校の教師の勤務時間の上限に関する
方針等を条例や規則等で根拠づけることが考えられることから、各教育委員会におい
ては、この点にも留意して取組を進めること。
（2）適正な勤務時間の設定
① 児童生徒等の登下校時刻や、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。特に登下校時刻については、文部科学省が実施した平成 28 年度
教員勤務実態調査において、小中学校の教師は正規の勤務開始時刻よりも平均で 45
分程度早く出勤していることが明らかとなっているが、これを一年間で合計すると約
150 時間にも上り、教師の所定の勤務時間を意識した登下校時刻の設定が急務であ
ることから、適切に設定して保護者に周知すること。部活動については、スポーツ庁
が作成した「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」及び文化庁が作成
した「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を踏まえた適切な活動時
間や休養日の設定を行うこと。
② 「超勤４項目」以外の業務について、早朝や夜間等、通常の勤務時間以外の時間帯
にやむを得ず命じざるを得ない場合には、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こと。
③ 教職員が確実に休日を確保できるよう、例えば、各地方公共団体の条例に基づく週
休日の振替の期間を長期休業期間にかからしめるようにするといった工夫や、長期休
業期間における一定期間の学校閉庁日の設定などの工夫を行うこと。
④ 非常災害の場合や児童生徒等の指導に関し緊急の必要性がある場合を除き、教師が
保護者や外部からの問合せ等への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生じないように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。
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⑤ 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るとともに、各教育委員会は、地域学校協働
本部や PTA 等の協力も得ながら、そのために必要な支援を行うこと。
（3）労働安全衛生管理の徹底
① 労働安全衛生法により義務付けられている労働安全衛生管理体制の未整備は法令違
反であり、未整備の学校が域内に存在する場合、学校の設置者は速やかに法令上求め
られている体制の整備を行う責務があることを踏まえ、必要な措置を行うこと。また、
答申において、法令上の義務が課されていない学校においても、学校の設置者は可能
な限り法令上の義務が課されている学校に準じた労働安全衛生管理体制の充実に努め
ることとされていることを踏まえ、各教育委員会は適切な措置を行うこと。
② 労働安全衛生法に定めるいわゆるストレスチェックについて、常時使用する教職員
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が 50 人未満の規模の学校においては努力義務とされているが、学校の規模にかかわ
らず、全ての学校において適切に実施されるよう取り組み、メンタル不調の未然防止
に努めること。なお、今後、文部科学省において、全ての学校において適切にストレ
スチェックが実施されるよう教育委員会の実態を調査し、市町村ごとにその実施状況
を公表する予定であること。
③ 上記のほか、学校の労働安全衛生管理の充実に当たっては、労働安全衛生管理の充
実に係る教育委員会の施策例、公立学校共済組合が実施している電話相談窓口等に関
する資料と併せて別途通知を発出する予定であるとともに、教育委員会と医師会等と
の連携が一層図られるよう、日本医師会に対しても引き続きの協力を依頼する予定と
しており、これを踏まえて適切に対応されたいこと。
（4）研修・人事評価等を活用した教職員の意識改革及び学校評価等
① 各教育委員会においては、管理職の育成に当たって、教職員の組織管理や勤務時間
（教師については、文部科学省が策定した「公立学校の教師の勤務時間の上限に関す
るガイドライン」における在校等時間）の管理、労働安全衛生管理等をはじめとした
マネジメント能力をこれまで以上に重視すること。管理職の登用等の際には、次代を
担う児童生徒等にとって何を優先すべきかを見定め、時間を最も効果的に配分し、可
能な限り短い在校等時間で教育の目標を達成する成果を上げられるかどうかの能力や
働き方改革への取組状況を適正に評価するとともに、そのマネジメント能力を高めて
いくため、働き方に関する研修の充実を図り、学校の教職員の働き方を変えていく意
識を強く持たせること。
② 管理職以外も含めた全ての教職員に勤務時間を意識した働き方を浸透させるため、
教員研修施設等において実施される校外研修の精選やオンラインによる研修の実施な
ど、学校や教師に過度な負担にならないよう必要な体制を整えるなどの配慮を行いつ
つ、各種研修等に学校における働き方改革の目的や勤務時間を意識した働き方等に関
する講義・演習を取り入れるなど、必要な研修を実施すること。
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③ 学校の経営方針等において、時間配分に当たって優先すべき業務を示すとともに、
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
を行う意識を持つよう所管の学校に対して指導すること。また、学校の教職員一人一
人が業務改善の意識を持つために、人事評価について、働き方も含めた目指すべき教
師の姿を提示しつつ、一つ一つの業務について在校等時間という観点からより効果的・
効率的に進めることにも配慮すること。
④ 学校評価の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、学校評価のプロセスを積極的に活用していくこととともに、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ことについて、所管の学校
に対して指導すること。また、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、どれだけ長時間勤務を削減したかという実効性の観点か
ら、教育委員会の自己点検・評価の中で取り上げること。
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２．学校及び教師が担う業務の明確化・適正化
（1）基本的な考え方
学校における働き方改革を確実に進めるためには、都道府県教育委員会と市町村教育
委員会が、それぞれの役割についてこれまで以上に本気で取り組むことが必要である。
特に、服務監督権者である教育委員会においては、学校を支援する立場から、教育委員
会の職員一人一人が学校における働き方改革の必要性を認識した上で、教育委員会とし
て域内の学校における働き方改革に係る方針・計画等を示し、自ら学校現場に課してい
る業務負担を見直すこと。また、学校及び教師が担う業務の明確化・適正化に当たって
は、文部科学省はウェブサイト（参考 URL 参照）に動画を掲載するなど、何が教師本
来の役割であるかのメッセージを社会全体に対して発信していくこととしており、服務
監督権者である教育委員会においては、こうしたメッセージも活用しながら、地域社会
と学校の連携の起点・つなぎ役として前面に立って、所管の学校において何を重視し、
どのように時間配分を行うかについて地域社会に理解されるような取組を積極的に行
い、学校に課されている過度な負担を軽減することに尽力することが求められること。
業務の役割分担を進めるに当たっては、学校運営協議会等の場において、保護者や地
域住民等の理解・協力を得ながら学校運営を行うことができるよう議論を深め、適切な
役割分担を進めること。また、文部科学省の実施する専門スタッフ等の配置に係る支援
や、地域学校協働活動等への支援も活用しつつ、地方公共団体や教育委員会が、学校以
外で業務を担う受皿を整備し、そこでこれまでの学校が担ってきた機能を十分果たすこ
とができるよう特に留意すべきであること。
（2）業務の役割分担・適正化のために教育委員会等が取り組むべき方策
① 域内の学校における働き方改革に係る方針・計画等を策定するに当たっては、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。
その際、数値目標を形式的に達成することを目的化させないよう、文部科学省が示す
先進的な事例も参考にしながら、どのような取組がどの程度の削減につながるか丁寧
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に確認をしながら取組を進めること。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 現在各学校が担っている業務や今後発生する業務について、服務監督権者である教
育委員会においては、教師が専門性を発揮できる業務であるか否か、児童生徒等の生
命・安全に関わる業務であるか否かといった観点から、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、その業務が㋐学校以外が担
うべき業務、㋑学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務、㋒教師の業務の
いずれであるかを仕分けること。㋐については、本来教育委員会が担うべき業務につ
いて責任を持って対応するとともに、それ以外の業務については、本来担うべき主体
（家庭、地域住民等）の自立的な対応を原則としつつ必要に応じて他の主体に対応を
要請し、㋑については教師以外の担い手を確保し、㋒についてはスクラップ・アンド・
ビルドを原則とすることで、学校・教師に課されている過度な負担を軽減すること。
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そもそもの必要性が低下し、慣習的に行われている業務は、業務の優先順位をつける
中で思い切って廃止していくこと。この際、文部科学省からのメッセージ（別添３－
１～３－４参照）を適宜活用されたいこと。
③ 答申の「別紙２」（別添４参照）において、これまで学校・教師が担ってきた 14
の業務の在り方に関する考え方が示されたところであり、文部科学省としては、「別
紙２」において「文部科学省に求める取組」とされた事項について、積極的に対応し
ていくこととしている。各教育委員会においては、「別紙２」で示された考え方に基
づき、文部科学省の取組を参考としつつ、14 の業務の役割分担・適正化のために必
要な取組を実施すること。その際、特に以下の事項について留意すること。
ア

地域ボランティアとの連絡調整
 教育委員会においては、学校教育担当と社会教育担当が連携を深め、双方が学校
と地域の連携・協働の重要性を認識するとともに、地域住民等と学校との情報共有
や、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言や援助を行う地域学校協働活
動推進員の委嘱（社会教育法第９条の７に規定）等により、学校と地域ボランティ
アとの円滑かつ効果的な連絡調整を推進すること。
 また、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。

イ

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・頻度・時期・内容・
様式等の精査や、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。
 首長部局や地域の研究機関、民間団体が実施する学校宛ての調査や出展依頼、配
布依頼等への対応業務を軽減する観点から、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児童生徒等への周知方法の検討などの協力を要請するこ
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と。また、民間団体等からの依頼等について、教育委員会から学校に連絡する際は、
真に効果的で必要なものに精選すること。
ウ

部活動
 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、採用や人事配置等においては、質の高い授業を行う能力や生徒指導
に関する知見や経験等を評価し、教師の部活動の指導力は飽くまでその付随的なも
のとして位置づけるよう留意すること。
 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、高等学校等
の入学者選抜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。
 文部科学省が、公益財団法人日本中学校体育連盟等、学校の部活動が参加する大
会等の主催者に対して、合同チームや学校と連携した地域団体等が大会等に参加で
きるような関係規定の整備を要請することとしていることを踏まえ、各教育委員会
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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。
 答申においては、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、環境を整え
た上で、将来的には、部活動を学校単位から地域単位の取組にし、学校以外が担う
ことも積極的に進めることが提言されており、文部科学省の取組状況を踏まえつつ、
各教育委員会においても検討を進めること。
エ

給食時の対応
 給食指導においては、学校における食に関する指導の中核を担う栄養教諭がその
役割を一層果たすことが求められることから、学級担任と栄養教諭との連携により、
学級担任一人一人の負担を軽減すること。
 また、ランチルームなどで複数学年が一斉に給食をとったり、教師の補助として
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
ための運営上の工夫を図ること。
 学校給食における食物アレルギー対応については、事故防止を最優先とし、学校
給食調理場の施設設備や人員等に鑑み、過度で複雑な対応は行わないこと。
こうした対応等について、児童生徒等や保護者に対し、理解を求めていくこと。

オ

学校行事等の準備・運営
 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、地域行事と学校行事の合同開催等、行事の効果的・効率的な実施
や、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地域
行事への移行を検討すること。
 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。
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カ

進路指導
 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工夫を行うこと。

④ 「チームとしての学校」として、事務職員に加え、スクールカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカー、特別支援教育を支援する外部専門家等の専門スタッフや、部
活動指導員、スクール・サポート・スタッフやその他の外部人材について、役割分担
を明確にした上で参画を進め、専門スタッフ等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
よう所管の学校に対して必要な支援を行うよう努めること。
⑤ 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
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は、できる限り地方公共団体や教育委員会が担っていくこと。
また、児童生徒等の命と安全を守ることは学校教育の大前提であり、そのためには、
保護者や地域、関係機関との間で法的な整理を踏まえた役割分担・連携を図ることが
重要である。さらに、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
際には学校に対する支援を教育委員会が積極的に進めることや、スクールロイヤー等
の専門家の配置等により学校が法的アドバイスを受けられるようにすることなど、業
務改善の観点からも、児童生徒等を取り巻く問題について各学校が組織的・継続的に
対応し、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。
⑥ 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 保護者や地域住民等との適切な役割分担を進める観点からも、コミュニティ・スクー
ル（学校運営協議会制度）の導入や地域学校協働本部の整備により、学校が保護者や
地域住民等と児童生徒等に育むべき資質・能力等の教育目標を共有し、その理解・協
力を得ながら児童生徒等の資質・能力を高めるための学校運営を行うことができる体
制を構築すること。
学校施設の地域開放に当たっては、地域の実態に応じ、コミュニティ・スクール（学
校運営協議会制度）等の活用、教育委員会による一元的な管理運営、業務委託や指定
管理者制度による民間事業者等も活用した官民連携等の工夫により、管理事務におけ
る学校や教師の負担軽減を図りつつ、地域の財産である学校施設の地域開放を推進す
ること。
⑧ 文部科学省において、初等中等教育局財務課が教職員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一元的に管理し、文部科学省内にお
いて今後学校へ新たな業務を付加するような制度改正等を行う際にはスクラップ・ア
ンド・ビルドを原則とし、財務課との相談を経て実施することとしたことを参考に、
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
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築すること。
⑨ 統合型校務支援システムの導入等の ICT 環境整備により、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。このほか、様々な作業を効率的に行うため、「教育の ICT 化に向けた環境整
備５か年計画（2018～2022 年度）」や「義務教育諸学校における教材整備計画（2012
～2021 年度）」に基づき講じられた地方財政措置を活用し、ICT 設備やコピー機等の
OA 機器の導入・更新を積極的に行うこと。
⑩ 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、
資料編

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、文部科学省としても今後、夏季休業期間中の業務としての研修の精選が
なされるよう通知の見直しに取り組むこととしており、各教育委員会においても、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。
⑪ 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、その必要性について精査・
精選するとともに、研究テーマの精選や書類の簡素化、報告書の形式を含めた成果発
表の在り方の見直しなど、教師の負担面にも配慮すること。
（3）業務の役割分担・適正化のために各学校が取り組むべき方策
 服務監督権者である教育委員会は、所管の学校に対して以下の取組を促し、必要な支
援を行うこと。
・ 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。
・ 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。
・ 各学校において、管理職が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。
・ 校長は、一部の教職員に業務が偏ることのないように校内の分担を見直すとともに、
自らの権限と責任で、学校としての伝統だからとして続いているが、児童生徒等の学
びや健全な発達の観点からは必ずしも適切とは言えない業務又は本来は家庭や地域社
会が担うべき業務（例えば、夏休み期間の高温時のプール指導や、試合やコンクール
に向けた勝利至上主義の下で早朝等所定の勤務時間外に行う練習の指導、内発的な研
究意欲がないにもかかわらず形式的に続けられる研究指定校としての業務、地域や保
護者の期待に過度に応えることを重視した運動会等の過剰な準備、本来家庭が担うべ
き休日の地域行事への参加の取りまとめや引率等）を大胆に削減すること。
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・ 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、関係機関との学校経営方針をはじめとした情報共有を緊密に行
い、適切な役割分担を図ること。地域・保護者、関係機関との連携に当たっては、コ
ミュニティ・スクール（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
とともに、文部科学省からのメッセージ（別添３－１～３－４参照）を適宜活用され
たいこと。
・ 児童生徒等の命と安全を守る観点からも、保護者や地域、関係機関との間で法的な
整理を踏まえた役割分担・連携を図ること。
（4）学校が作成する計画等の見直し
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
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容や学校の実情に応じて真に効果的な計画の作成を推進すること。
② 各教科等の指導計画や、支援が必要な児童生徒等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、計画の内容の見直し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、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・アンド・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。
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の対応を基本とすること。
（5）教師の働き方改革に配慮した教育課程の編成・実施
各学校の指導体制を整えないまま標準授業時数を大きく上回った授業時数を実施する
ことは教師の負担増加に直結するものであることから、このような教育課程の編成・実
施は行うべきではない。仮に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て教師の時間外勤務の増加につながらな
いようにすることとし、教育課程の編成・実施に当たっても教師の働き方改革に十分配
慮するよう各学校を指導すること。
なお、標準授業時数を踏まえて教育課程を編成したものの災害や流行性疾患による学
級閉鎖等の不測の事態により当該授業時数を下回った場合、下回ったことのみをもって
学校教育法施行規則に反するとされるものではないこと。
３．学校の組織運営体制の在り方
（1）服務監督権者である教育委員会は、所管の学校に対して以下の取組を促し、必要な
支援を行うこと。
① 各学校における委員会等の組織や担当について、法令で義務付けられたものを除き、
類似の内容を扱う委員会等の合同設置や構成員の統一など、整理・統合を積極的に図
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り、会議の開催回数削減等の業務効率化を進めるとともに、校務分掌について、細分
化を避け包括的・系統的なグループに分ける形で整理すること。
② 一部の教師に業務が集中し、その教師の長時間勤務が常態化することのないよう、
全ての教師の能力向上に努めながら、業務の偏りを平準化するよう、状況に応じて校
務分掌の在り方を適時柔軟に見直すこと。
③ 主幹教諭が組織のミドルリーダーとしての役割を発揮できるよう、主幹教諭の配置
充実による学校マネジメント機能強化のための教員の配置状況を踏まえつつ、主幹教
諭の授業時数等の軽減措置を講じること。現在、主幹教諭や指導教諭が配置されてい
ない場合には、各主任等がミドルリーダーとして活躍するよう、単に持ち回りで分掌
するのではなく、適材適所で主任を命じることを所管の学校の校長に対して徹底する
こと。
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④ 特に長時間勤務の傾向がある若手教師について、学校組織全体の中で支えていくこ
とが重要であり、若手教師が得意とする分野の能力を積極的に生かしながら、若手教
師が一人で仕事を抱えていたり、悩んでいたりする場合には、管理職等がそれをいち
早く把握し、すぐに声掛け等を行って、学校内外のリソースやネットワークを生かし
て優れた教材や指導案等の様々な蓄積を共有して支援するなど、若手教師が孤立する
ことのないようにすること。
⑤ 総務・財務等に通じる専門職である事務職員は、その学校運営事務に関する専門性
を生かしつつ、より広い視点に立って、学校運営について副校長・教頭とともに校長
を補佐する役割を果たすことが期待されており、事務職員の校務運営への参画を一層
拡大すること。
（2）各教育委員会においては、以下の取組を推進すること。
① 時間を軸にした総合的な学校組織マネジメントが確立されるよう、各都道府県教育
委員会等は校長をはじめとした管理職について、教育公務員特例法第 22 条の３に規
定する「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」において、学校組織マネジ
メントの観点から求められる能力を明確化し、その能力の育成に努めるとともに、培
われた能力が十分に発揮されているかどうか適確に評価し、評価を基に改善が行われ
るように取り組むこと。また、服務監督権者である教育委員会等は、学校が抱える課
題を校長と共有し、必要な情報提供を行う等、校長とともに学校組織マネジメントの
向上に取り組むこと。
② 学校単位を超えて地域で若手教師が悩みを共有できるよう、指導主事等が、指揮命
令する立場としてというよりも支援する立場として、働き方改革の観点からアドバイ
スできるような機会を設けるなどの工夫を講じること。
③ 権限と責任をもった事務長をはじめとした事務職員の配置の充実を図るとともに、
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、庶
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務事務システムの導入や共同学校事務室の設置・活用などを推進し、事務職員の質の
向上や学校事務の適正化と効率的な処理、事務機能の強化を進めること。学校に配属
される事務職員の人材の採用と採用後の職能成長については、任命権者である各教育
委員会が将来的な見通しを立てて、その在り方を検討し、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。
④ 学校が、多様な主体と連携したり必要な人材を確保したりするに当たり、当該関連
業務のため副校長・教頭など一部の教職員に過度な負担がかかることがないよう、学
校の求めに応じて人材を配置するための人材バンクを整えること。
４．学校における働き方改革の確実な実施のための仕組みの確立とフォローアップ等
今回の答申を踏まえた取組を一過性のものとすることのないよう、文部科学省において
は、業務改善状況調査等を通じて、学校における働き方改革の進展状況を市区町村ごとに
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把握し、その結果を公表することとしている。各教育委員会においても、それぞれの地域
での学校における働き方改革の方針を策定し、定期的に教育委員会会議や総合教育会議の
議題として扱うことで、学校や教師がおかれている状況について首長をはじめとした行政
部局とも共有して共通理解を深め、教育委員会組織内の体制整備や業務の精選を図りつつ、
各学校の取組の進展状況を踏まえながら、随時必要な施策に取り組むこと。
【別

添

１】学校における働き方改革に関する文部科学省工程表

【別

添

２】
「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドラインの策定について（通
知）」（平成 31 年１月 25 日付け 30 文科初第 1424 号文部科学省初等中等
教育局長通知）

【別添３－１】学校における働き方改革推進本部（第１回）柴山文部科学大臣冒頭挨拶及び
「『家庭・地域の宝である子供たちの健やかな成長に向けて』～学校におけ
る働き方改革の実現～≪文部科学大臣メッセージ≫」
【別添３－２】大臣メッセージ「≪関係府省・関係団体の皆様へ≫学校における働き方改革
の推進について～学校現場の負担軽減に御理解・御協力をお願いします～」
（略）
【別添３－３】大臣メッセージ「≪保護者・地域の皆さまへ≫～学校の働き方改革へのご理
解・ご協力をお願いします～」
【別添３－４】大臣メッセージ「教育委員会・学校の教職員の皆様へ～学校における働き方
改革の実現に向けて～」
【別

添

４】
「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（答申）」（平成 31
年１月 25 日

中央教育審議会）別紙２

【参 考 U R L】文部科学省ウェブサイト「学校における働き方改革について」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/index.htm
別添１～４については、掲載していません。
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◎医療現場における暴言・暴力等のハラスメント対策について（情報提供）
医政総発 0228 第１号
医政支発 0228 第１号
医政看発 0228 第１号
基 総 発 0228 第１号
基 政 発 0228 第３号
基安労発 0228 第１号
雇均総発 0228 第１号
雇均雇発 0228 第２号
平成 31 年２月 28 日
⎧
⎜
⎜
⎜
⎩
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⎧都 道 府 県
⎜
各⎜保健所設置市
⎜
別
区
⎩特

衛生主管部（局）長

殿

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 長
厚生労働省医政局医療経営支援課長
厚 生 労 働 省 医 政 局 看 護 課 長
厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 総 務 課 長
厚生労働省労働基準局労働条件政策課長
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長
厚生労働省雇用環境・均等局総務課長
厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課長
（

公

印

省

略

）

医療行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
今般、政府は過労死等防止対策推進法に基づき、「平成 29 年度 我が国における過労
死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」（平成 30 年版過労
死等防止対策白書。以下「白書」という。）を閣議決定し、その内容を公表しました。
白書では、重点業種・職種として、自動車運転従事者、教職員、IT 産業、外食産業
及び医療における労災支給決定事案を分析しておりますが、医療においては看護師、准
看護師及び看護助手が精神障害となる事案の割合が高いことが示されています。また、
これらの事案においては、暴言・暴力を受けたことが精神障害と関連していた事案が一
定数存在しています。
つきましては、医療現場における暴言・暴力及びハラスメント対策について別添のと
おり情報をまとめましたのでご確認いただくとともに、院内における暴言・暴力等のハ
ラスメント対策の推進の参考とされますよう貴管下医療機関に対して、周知をお願いい
たします。
（参考）平成 30 年版過労死等防止対策白書
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000138529.html
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別添
１．医療機関における職員への暴力被害への取組
（1） 医療機関における安全管理体制について
「医療機関における安全管理体制について（院内で発生する乳児連れ去りや盗難等の被
害及び職員への暴力被害への取組に関して）」
（平成 18 年９月 25 日医政総発第 0925001
号）において、医療機関における職員への暴力被害についての取組事例を周知しています。
通知
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/060925-1b.pdf
取組み事例
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/dl/060925-1a.pdf
（2）「ヘルシーワークプレイス（健康で安全な職場）」（日本看護協会）
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日本看護協会からは、看護職自身が安全に尊厳を持って働ける健康的な職場となること
を目指した様々な取組が提案されており、その中で、ハラスメントへの対応についても取
り上げられています。
URL：http://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/healthy_work_place/index.html
（3）「いきいき働く医療機関サポート Web（いきサポ）」（厚生労働省）
医療機関における勤務環境改善にかかる取組事例などを掲載しています。
なお、暴言・暴力及びハラスメント対策に関する取組事例については、年度内の掲載を
予定しています。
URL：https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/
（4） 勤務環境改善マネジメントシステム
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す
る法律」
（平成 26 年法律第 83 号）に基づき、平成 26 年 10 月１日より、各医療機関が
PDCA サイクルを活用して計画的に医療従事者の勤務環境改善に取り組む仕組み（勤務環
境改善マネジメントシステム）が導入されました。その中で、暴力・ハラスメントへの組
織的な対応も取り上げられています。（P４、P57）
URL：https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/outline/download/pdf/iryoubunya_
tebiki_201803.pdf
（5） 2015 年度科学研究費助成事業「病院における患者・家族の暴力に対する医療安全力
を高める体制の醸成」（研究代表者：三木明子）
医療安全力を高める体制を醸成するツールとして、暴力防止啓発ポスター暴力の KYT
（K= 危険

Y ＝予知

T= トレーニング）場面集を作成しています。

2015 年度科学研究助成事業「病院における患者・家族の暴力に対する医療安全力を高め
る体制の醸成」（研究代表者：三木明子）研究成果報告書
https://kaken.nii.ac.jp/file/KAKENHI-PROJECT-25463288/25463288seika.pdf
ポスター及び暴力の KYT 場面集のダウンロードが可能なホームページ
関西医科大学ホームページ
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URL：http://www.kmu.ac.jp/faculty/fon/field/topics/seishinkango/index.html
医療安全推進者ネットワークホームページ
URL：http://www.medsafe.net/recent/172poster.html
２．職場のハラスメント対策等の取組
（1） 相談窓口
①

職場のパワーハラスメント等の相談窓口

「総合労働相談コーナー」（厚生労働省）
総合労働相談コーナーは都道府県労働局雇用環境・均等部（室）及び労働基準監督署
等に設置されており、解雇、雇止め、いじめ・嫌がらせなど、労働問題に関するあらゆ
る分野について、労働者、事業主どちらからのご相談でも、専門の相談員が、面談ある
いは電話でお受けしています。
URL：https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
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② 職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメ
ントの相談窓口
「都道府県労働局雇用環境・均等部（室）」（厚生労働省）
都道府県労働局雇用環境・均等部（室）では、職場におけるセクシュアルハラスメン
ト、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントなどについて、専門の職員による相
談対応や関係法令等の情報提供、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整
委員会による調停等を行っています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000375565.pdf
（2） 各種情報
①

職場のパワーハラスメント対策に関する情報

「あかるい職場応援団」
職場のパワーハラスメントについて、関連する裁判例、企業における予防・解決のた
めの取組事例、企業内研修用の動画や e- ラーニング等の教材など、様々な情報を掲載
しているサイトです。厚生労働省が実施しているセミナー等もこちらからお申込みでき
ます。
URL：https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/
② 職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメ
ントに関する情報
「職場でのハラスメントでお悩みの方へ」（厚生労働省）
職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメ
ント等について、事業主が取り組まなければならない防止対策の内容等を紹介していま
す。
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/
seisaku06/index.html
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