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労働基準法の基本理念

○労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければな
らない。（第１条）
○労働基準法に定める労働条件の基準は最低のものであること。（第１条）
○労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものであること。（第２条）
○労働者の国籍等を理由として、賃金、労働時間等の労働条件について、差別的取扱をして
はならない。（第３条）
○「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払わ
れる者。（第９条）

労働者の国籍を問わず、
通常の労働者・技能実習生・特定技能など

雇用形態に関わらず、
労働基準法が適用
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外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導等の状況

平成31年・令和元年の監督指導・送検の状況（全国）

■ 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,455事業場の
うち6,796事業場（71.9%）

■ 主な違反事項
①労働時間（21.5%）
②使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準（20.9%）
③割増賃金の支払（16.3%）
その他、賃金控除協定を締結することなく、宿舎費・光熱費等の控除など

■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により、 34件を書類送検
（違反事例については、別添参照）

出典：外国人技能実習生の実習実施者に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況（令和２年10月９日付け厚生労働省）

○ 外国人技能実習制度は、外国人が企業などでの実習を通して技術を習得し、母国の経済
発展を担う人材となるよう育成することを目的

○ しかし、実習実施者では、労使協定を超えた残業、割増賃金の不払い、危険や健康障害
を防止する措置の未実施などの労働基準関係法令に違反する事例が依然として存在

○ こうした中、全国の労働局や労働基準監督署は、実習実施者に対し、監督指導などを実
施することで、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に取り組んでいる
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13980.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13980.html


４ 労働時間に関する規定

○労働時間の原則（第３２条）

○変形労働時間制（第32条の２～第32条の５）

○休憩（第３４条）

○休日（第３５条）

○時間外・休日労働（第３６条）

○割増賃金（第３７条）

○裁量労働制（第３８条の３，第３８条の４）

○年次有給休暇（第３９条）

○労働時間適用除外（第41条、第41条の２）等

５ 年少者、母性保護に関する規定

○義務教育終了前の児童使用禁止（第56条）

○年少者の深夜業、危険有害業務への就業、
坑内労働の禁止（第61条～第63条）

○妊産婦の危険有害業務への就業の禁止 （第
６４条の３）

○産前産後休業（第６５条） 等

１ 総則的な規定

○差別的な取扱いの禁止（第3条、第4条）

○強制労働の禁止（第５条）

○中間搾取の禁止（第６条）

○「労働者」、「使用者」、「賃金」の
定義（第９条～第１１条） 等

２ 労働契約に関する規定

○労働基準法の基準に満たない労働契約の
一部無効（第１３条）

○有期労働契約（第１４条）
・原則３年、専門的労働者等は５年

○労働条件の明示（第１５条）
・契約締結の際に書面で明示

○解雇制限（第１９条）
・労災による休業期間及びその後30日
・産前産後休業期間及びその後30日

○解雇の予告（第２０条）

○退職証明書等（第２２条） 等

３ 賃金に関する規定

○賃金支払いの原則（第２４条）
・直接払、通貨払、全額払、毎月払、
一定期日払等

○休業手当（第２６条）
・使用者の責めに帰すべき事由による休業は
平均賃金の60/100以上の手当

○賃金の最低基準は最低賃金法による。
（第２８条） 等

６ その他の規定

○就業規則（第８９条～第９３条）

○労働基準法の施行機関、罰則等

○安全衛生関係の基準は、労働安全衛生法
による。（第４２条）

○労災補償は、実質的に労働者災害補償保険
法に基づいて支払われる。（第７５条～第
８４条） 等
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労働基準法の概要

【外国人雇用管理指針（抜粋）】
■労働条件の明示、安全衛生教育は母国語を用いる等、理解できる方法により説明
■労働災害防止に関する標識や掲示等は、図解するなど、外国人労働者が内容を理解できる方法で実施
■健康診断等についても、一般の労働者と同様に外国人労働者に対して実施
■食費、居住費は実費を勘案し、不当な額にならないようにすること

母国語など
理解できる方法



労働時間・休日に関する原則
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労働時間規制

残業させる際に
必要な手続き法律で定められた労働時間の限度

１日 ８時間 及び １週 40時間

【労働基準法第32条※】

法律で定められた休日

毎週少なくとも１回

（又は４週間に４日以上）

【労働基準法第35条】

※例外的な取扱い

変形労働時間制、 裁量労働制、管理監督者、

高度プロフェッショナル制度等

これを超えて働く場合には、
36協定の締結・届出が必要
【労働基準法第36条】

●労働基準法第36 条に基づく労使協定（36 （サブロク）協定）の締結
⇒「時間外労働を行う業務の種類」や 「時間外 労働の上限」を定める
⇒労働組合がある場合は、過半数組合と締結
労働組合がない場合は、労働者の過半数代表者を選任して締結

●所轄労働基準監督署長への届出（郵送、電子申請も可能）
●長時間労働を行った労働者に対しては、面接指導等の措置が必要

具体的な手続き



１年間＝12か月

年間６か月まで

残業時間(原則)
月45時間
年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

法律による上限(原則)

法律による上限(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間＊
・月100時間未満＊

＊休日労働を含む
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時間外及び休日の労働①

■一般の労働者の場合

■対象期間が3 か月を超える 1 年単位の変
形労働時間制の対象者の場合

■臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合
・時間外労働 ・・・ 年720 時間以内
・時間外労働＋休日労働 ・・・ 月100 時間未満、
２～６か月平均 80 時間以内
・原則である月 45 時間を超えることができるのは、
年６か月まで

時間外労働の限度時間 2020年４月から
中小企業にも適用
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時間外及び休日の労働②

●36協定の各種リーフレット

●36協定作成支援ツール ※動画解説あり

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/saburoku/
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html
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◆上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務

時間外及び休日の労働③



※１ 25％以上の率となるよう努めることが必要
※２ 中小企業は2023年３月31日まで適用猶予。
※３ 時間外労働が深夜に及んだ場合、25%＋25%＝50%以上の割増率
【中小企業の定義（企業単位で判断）】

時間外、休日及び深夜労働の割増賃金
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時間外、休日及び深夜の割増賃金①

業種
資本金の額

または出資の総額
または

常時使用する
労働者

小売業 5,000万円以下 または 50人以下

サービス業 5,000万円以下 または 100人以下

卸売業 １億円以下 または 100人以下

その他 ３億円以下 または 300人以下

●割増賃金の基礎となる賃金とは？（リーフレット）

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf
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時間外、休日及び深夜の割増賃金②



１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

（現在） （改正後）

月60時間超の残業割増賃金率大企業、
中小企業ともに５０％
※中小企業の割増賃金率を引上げ

月60時間超の残業割増賃金率大企業は５０％

中小企業は２５％

◆中小企業の月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率の引き上げ（猶予廃止）

中小企業に適用が猶予されていた月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率の引き上げ（25%→50%）について、
2023年４月より猶予を廃止し、50%以上の割増賃金率の支払いを義務づけ。
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時間外、休日及び深夜の割増賃金③



○ 労働時間とは、使用者の指揮命令下におかれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により

労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること。

○ 使用者は、労働者の労働日ごとの始業・就業時刻を確認し、適正に記録すること

（１）原則的な方法

・使用者が、自ら現認することにより確認すること

・タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正

に記録すること

（２）やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合

① 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドライ

ンに基づく措置等について、十分な説明を行うこと

② 自己申告により把握した労働時間と入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との

間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること

③ 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けて

はならないこと。

さらに、３６協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上こ

れを守ってるようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

○賃金台帳の適正な調整

使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、

深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

※平成29年１月20日厚生労働省策定「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」

労働時間の考え方
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労働時間の適正な把握



○趣旨
労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資す

るという位置づけから、法定休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与える制度

○法的性格
年次有給休暇の権利は、労働者が客観的要件を充足することによって「法律上当然に」発生する権利

○要件・効果
①雇い入れの日から起算して６か月継続勤務し、
②全所定労働日の８割以上出勤

した労働者に対して、１０労働日の年次有給休暇が与えられる

（１）一般の労働者

（２）パートタイム労働者の比例付与（週所定労働時間が30時間未満の労働者）

年次有給休暇
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継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

付与日数 10 11 12 14 16 18 20

週所定
労働日数

１年間の
所定労働日数

継続勤務期間（年）

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上

付
与
日
数

４日 169日～216日 ７日 ８日 ９日 10日 12日 13日 15日

３日 121日～168日 ５日 ６日 ８日 ９日 10日 11日

２日 73日～120日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日

１日 48日～72日 １日 ２日 ３日

年次有給休暇①



○原則
労働者がその有する休暇日数の範囲内で、その具体的な休暇の時季を特定する「時季指定」を行うこと

により、年次有給休暇が成立する。

○例外
① 労働者の指定する時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、使用者に「時季変更
権」が認められる。

② 労使協定で定めをした場合、年次有給休暇のうち５日を超える部分について「計画的付与」が認め
られる。

年次有給休暇の取得時季
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以下の期間については、本来欠勤であるが出勤率の算定に当たっては出勤したものとみなす。
・業務上の傷病により療養のため休業した期間
・育児休業、介護休業をした期間
・産前産後のため休業した期間
・年次有給休暇を取得した日

その他

年次有給休暇は日単位での取得が原則であるが、労使協定により、５日の範囲内で時間を単位として与え
ることができる。

時間単位の年次有給休暇

年次有給休暇②



そもそも、①の希望申出がしにくい
という状況がありました。

労働者 使用者

労働者の申出による取得（原則）

｢○月×日に休
みます」

労働者が使用者に
取得時季を申出

使用者の時季指定による取得（新設）

使用者が労働者に
取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し
使用者が取得時季を指定

｢○月×日に休んで
ください」

労働者 使用者

４/１
入社

１０/１ ４/１

10日付与
（基準日）

１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取
得時季を指定しなければならない。

９/３０

（例）４/１入社
の場合

年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に対して、そのうちの年５日について使用者
が時季を指定して取得させることを義務づけ。
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◆年次有給休暇の時季指定義務
年５日の年次有給休暇を取得させることを企業に義務づけ

年次有給休暇③



法定の基準日と異なる年次有給休暇の付与をする場合

法定の基準日と異なり、
入社日から年次有給休暇を付与する場合や、
全社的に年次有給休暇の起算日を合わせるために２年目以降に付与日を変える場合
などについては、以下のような取扱いとなる。

①法定の基準日（雇入れの日から半年後）より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合

⇒使用者は付与した日から１年以内に５日指定して取得させなければなりません。

４/１入社 １０/１ ３/３１

法定の基準日10日付与

９/３０

（例）４/１入社時に
10日付与する場
合

通常は１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得させるこ
とになるが、４/１に前倒しで付与した場合には、４/１～翌
３/３１までの１年間に５日取得させなければならない。

５日取得

②入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、５日の指定義務がかかる１年間の期間に重
複が生じる場合（全社的に起算日を合わせるために入社２年目以降の社員への付与日を統一する場合な
ど）

⇒重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間（前の期間の始期から後の期間の終期までの期間）の長さに応じ
た日数（比例按分した日数）を、当該期間に取得させることも認められます。

４/１入社

通常は１年目の１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得させ、
２年目の４/１～翌３/３１までの１年間に５日取得させることにな
るが、期間の重複が生じるため管理が複雑になる。

１０/１ ４/１

１年目の付与日
（10日付与）

９/３０

２年目の付与日
（11日付与）

３/３1

この場合には、１０/１～翌々３/３１までの期間（18箇月）に、５日
÷12×18＝７．５日以上取得させることも認められる。

（例）４/１入社で、
初年度は１０/１に付与
翌年度は４/１に付与
する場合

５日取得

５日取得

７．５日以上取得
17

年次有給休暇④



③上記①・②の期間経過後は当該期間の最終日の翌日からの１年間に５日の指定義務がかかります。

（例）①の場合

４/１
入社

10日付与

１０/１

法定の基準日

①の期間

３/３１ ４/１

次の期間

（例）②の場合

４/１
入社

１０/１

１年目の付与日

４/１

②の期間 次の期間

２年目の付与日

９/３０ ３/３１ ４/１

５日取得 ５日取得

５日取得７．５日以上取得

④10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与し、労働者が自ら年次有給休暇を取得した場合

⇒分割して前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が10日に達した日からの１年間に５日の指定義務がか
かります。当該日以前に、分割して前倒しで付与した年次有給休暇について労働者が自ら取得していた場合に
は、取得した日数を５日の指定義務から控除します。

４/１
入社

７/１～翌６/３０までの１年間に５日取得させることが必要。

７/１

５日付与

６/３０

５日付与

ただし、４/１～６/３０までに労働者が自ら年次有給休暇を取得し
ていた場合には、取得した日数を５日から控除する。

（例）４/１入社時に５日付与し、
７/１に残り５日付与する場
合

←合計10日に到達

５日取得
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３/３１

３/３１

年次有給休暇⑤
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ポータルサイト等各種支援策

https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000684045.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/content/contents/000684045.pdf
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●スタートアップ労働条件
労働条件のWEB診断、36協定、1年単位の変形労働時間制、就業規則の作成ツールを
提供していますので、ご活用ください。

●確かめよう労働条件～労働条件に関する総合サイト～
労働者・事業主・学生の皆さまが労働条件や労務管理上の疑問点を解消するため、情報
を広く発信することを目的としたポータルサイトを開設しております。
労働条件の基本的な知識や、よくある疑問についてのQ&Aもございますので是非ご活用
ください。

●福井労働局版労働条件ポータルサイト
労働基準関係法令の解説、働き方改革関連法に関する説明会、監督指導結果等を掲載
しております。

【働き方改革関連法アンケート】

働き方改革関連法が施行されましたが、各社の取組状況を把握させていただき、どのような
支援策が必要かなど、施策に活用しております。別添２のアンケートにご協力ください！！

ポータルサイト等各種支援策

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/roudoujyouken.html
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/


2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

４月 ４月 ４月 ４月 ４月

大
企
業

中
小
企
業(※

)

４月

労働基準法
・割増賃金率見直しの
猶予措置の廃止

パートタイム労働法

労働契約法

労働者派遣法

労働者派遣法

労働時間関係

同一労働同一賃金関係

パートタイム労働法

労働契約法

労働基準法
・上限規制

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
・高度プロフェッショナ
ル制度
・年休取得義務
・フレックスタイム

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄砂糖製造業

労働基準法
・上限規制

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
・高度プロフェッショナ
ル制度
・年休取得義務
・フレックスタイム
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※中小企業の定義（企業単位で判断）

業種
資本金の額

または出資の総額
または

常時使用する
労働者

小売業 5,000万円以下 または 50人以下

サービス業 5,000万円以下 または 100人以下

卸売業 １億円以下 または 100人以下

その他 ３億円以下 または 300人以下

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄砂糖製造業

各改正事項の施行・適用時期



takahashimsya
四角
ここにメモを書いてください。

morikn
フリーテキスト
出典：外国人技能実習生の実習実施者に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況（令和２年10月９日付け厚生労働省）






( 1 )

□ 見直している □ 見直していない

( 2 )

□ 時間外労働の上限規制に基づく３６協定の締結

□ １か月60時間を超える残業の割増賃金率引上げへの対応

□ 年５日の年次有給休暇の付与義務への対応

□ フレックスタイム制の拡充

□ 高度プロフェッショナル制度の導入

□ 労働時間の状況を客観的に把握するための取組

□ 産業保健機能の強化

□ 勤務間インターバルの導入

□ 同一労働同一賃金

□

□

( 3 )

□

□

□

□

□

□

□

□

□

( 4 ) どのような支援を希望しますか。（複数回答可）

□ 行政職員（労働時間相談・支援班）の派遣

□ 福井労働局が主催する説明会の案内

□ 働き方改革推進支援センターによる専門家派遣

□ 働き方改革推進支援センターが主催する説明会の案内

□ 関連するパンフレット等の送付

□ 支援を希望しない

業種
人

～働き方改革関連法に関するアンケート～
　働き方改革関連法の施行に際してアンケートを実施しており、施策・支援策に活用しておりま

す。以下のアンケートにご協力ください。【提出先】福井労働局監督課 FAX：0776-21-6646

平成31年４月からの働き方改革関連法の順次施行に際し、貴社の働き方等を見直していますか。

(1)で「見直している」と回答した場合、具体的にどのようなことを見直していますか。

（複数回答可）

取引先に対する短納期発注、急な仕様変更の防止など取引環境の改善に向けた取組

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

今後、福井労働局への支援の要望はありますか。（複数回答可）

基本的な労務管理に関する法令の理解を深めたい

働き方改革関連法に伴う改正労働基準法について理解を深めたい

働き方改革関連法に伴う改正労働安全衛生法について理解を深めたい

働き方改革関連法に伴う同一労働同一賃金に係る改正法について理解を深めたい

生産性向上・賃金引上げ

人手不足の解消

各種助成金（業務改善助成金、時間外労働等改善助成金　等）

親事業者の働き方改革に伴う「しわ寄せ」（短納期発注、急な仕様変更等）の防止

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事 業 場 名 労働者数

所 在 地

福井労働局労働基準部監督課（FAX：0776-21-6646、TEL：0776-22-2652）

　　ふくい働き方改革推進支援センター（FAX：0776-33-2833、TEL：0120-14-4864）【R2.12G】

連 絡 先 （TEL)

ご 担 当 者 （所属）　　　　　　　　　　　  　　　　　（職氏名）

　※支援を希望される場合は、後日、担当者からご連絡させていただく場合があります。

＜＜ご協力ありがとうございました＞＞

労働基準監督署では働き方改革関連法の順次施行に際し、労働時間相談・支援班が、ご希望に応じて

事業場を訪問し、労務管理のアドバイスを行っています。無料で利用できますので是非ご活用ください。

時間外労働の上限規制が令和２

年４月から中小企業へ適用され

ており、県内では、既に８00件

※担当者の派遣や説明会は無料で利用できま


