
 労働基準監督署に寄せられる相談のうち、労働基準法等の法令に違反していると考えられる事例や、事業場におい
て監督指導を実施した際に法違反として是正・改善を勧告・指導した事例を取りまとめました。同じような問題が認めら
れる場合は早急に改善が必要です。 

１ 労働時間                                            
（１）労働時間を労働時間扱いしていない事例 
事例１ 

制服の着用が義務付けられているが、始業時には着替えた後でタイムカードを打刻し、終業時にはタイムカ
ード打刻後に着替えをしており、着替えの時間が労働時間扱いされていない。 

CHECK︕ 
☑ 使用者から義務付けられたり、行うことを余儀なくされたりしている行為は労働時間と判断されます 

【解説】 
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間をいいます。実作業時間のほか、手待時間

（すぐに作業に入れるように待機している時間）や準備・片付け作業の時間も、使用者の命令下で行われている場合
には労働時間に該当するものと解されますので、こうした時間は労働時間として取り扱う必要があります。 

制服などへの着替えの時間については、労働者は債務の本旨に従った履行として作業に適した服装で労務を提供す
る義務があるため、自由任意に行われるものは労働時間には該当しないとされています（昭和 59 年 10 月 18 日最
高裁一小判決）が、事業場内において作業服等への着替えが義務付けられているような場合は労働時間に該当す
るとされています。 

裁判例でも、「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内ですることを使用者から義務づけられ、ま
たはこれを余儀なくされたときは、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、
当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労基法上の労働時間に該当すると解
される」（千葉地裁平成29年5月17日判決）として制服への着替えの時間を労働時間と判断したものがあります。 
【労働時間になるか・ならないかが問題になるその他の事例】 
・会議やミーティング… 業務に関するもので、出席の必要があるものは、通常は業務命令によるものであり労働時間と

して取り扱う必要があります。 
・研修… 参加が強要されていたり、又は研修に参加しないことについて何らかの不利益な取り扱いが行われていたりす

るような場合には、その研修の受講は業務命令により義務付けられているものであり、労働時間として取り扱う必要が
あります。 

・健康診断… 特定の有害業務にかかる特殊健康診断は、事業の遂行との関連で当然実施されなければならないも
のであり、労働時間として取り扱う必要があります。 

事例２ 
一度会社に集合し、資材を車に積んで現場に移動して作業を行うが、事務所から現場までの移動時間は

労働時間として扱っていない。 
 CHECK︕ 
☑ 会社と現場の間の移動時間も使用者の指揮命令下の時間は労働時間になります 

【解説】 
移動時間について、現場へ着くまでの時間、あるいは現場から会社へ戻ってくる時間は、労働時間なのかそれとも通

勤時間なのかについては一概に判断することは困難です。本来、現場集合であるところ、便宜上会社の車両に同乗さ
せているような場合については、移動時間は通勤時間と同じ性質のものであり労働時間ではないと解されますが、会社
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が労働者を一旦会社に出勤させ、資材等を用意させて、それを現場に運搬させているような場合は、会社の指揮命
令及び管理下になるため労働時間と判断されます。 

 

（２）時間外労働・休日労働に関する事例 
事例３ 

残業や休日出勤をさせているが事業場ごとに労使協定を締結し、届出を行っていない。 
（又は数年前に一度届出したことがあるがその後は届出していない。） 
CHECK︕ 
☑ 時間外・休日労働があるならば 「36 協定」は毎年提出しましょう。 

【解説】 
労働時間は、原則として１週 40 時間（注）、１日８時間までとされており、この時間（法定労働時間）を超え

て労働させてはならないものとされています（労働基準法第３２条・第４０条）。 
また、休日については１週間に１日（又は４週間を通じて４日）の休日（法定休日）を与えなくてはなりません

(労働基準法第３５条)。 
 この法定労働時間を超えて労働させ、法定休日に労働させるためには、災害その他避けることができない事由による
場合のほかは、時間外労働・休日労働に関する協定（いわゆる「36 協定」）を締結し、労働基準監督署長に届け
出る必要があります（労働基準法第３６条）。 

（注）商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の労働者が１０名未満の事業場は４４時間。 

✔ 36協定届は、まず労使間で時間外労働、休日労働についての話し合いを行い、合意をした内容を記した協定
書を作成した上で、その協定内容を協定届に記載して労働基準監督署に届出するものです。協定書は、労使双
方の合意がなされたことを明らかにする方法（労使双方の記名押印又は署名など）で作成する必要があります。 

      (36協定の協定書の例)                        (36協定届) 
 
 

⇒ 
記載 

 
 
 
 
 

36 協定届に労使双方の記名押印又は署名をすること等によ
り、協定書を兼ねることも可能です。 

（36 協定届しか作成しない場合、労使双方の記名押印又は署名
が原則必要です） 

３６協定届には有効期間が定められており（通常１年間）、有効期間を過ぎたものは効力がなくなりますので、
有効期間経過後、時間外労働・休日労働を行わせる必要がある場合は、改めて届出が必要です。 
 
事例４ 

複数の事業場（支店、工場、店舗など）があり、それぞれの事業場で時間外労働や休日労働を行わせて
いるが、３６協定は本社で１つ作成し、本社管轄の労働基準監督署にしか届け出ていない。 

時間外労働及び休日労働に関する労使協定書 
○○工業株式会社と労働者代表 選方 正 は、労働基準法第 36 条第１項

に基づき、法定労働時間を超える労働（以下「時間外労働」という）及び法定

休日の労働（以下「休日労働」という）に関し、下記のとおり協定する。 
（時間外・休日労働を必要とする場合） 
第１条 会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、就業規則第●条の規

定に基づき、時間外・休日労働を命ずることができるものとする。 
 一 受注が集中し、法定労働時間内の勤務では処理が困難なとき 
 二 臨時の受注や納期の変更等により必要があるとき 
 三 その他前各号に準ずる事由が生じたとき 
（時間外労働及び休日労働を必要とする業務の種類及び従業員数） 
第２条 時間外労働及び休日労働を必要とする業務の種類及び従業員数は次の

とおりとする。 
Ａグループ Ｂグループ 

業務の種類 従業員数 業務の種類 従業員数 
営業 2 名 機械組立 ２０名 
経理 2 名 製品検査 １２名 
（時間外労働時間及び休日労働日数） 
第３条 時間外労働の限度及び休日労働日数の限度は、次のとおりとする。 
 時間外労働の限度 休日労働の限度 
 1 日 1 ヵ月 1 年 1 ヵ月 
A グループ 3 時間 30 時間 250 時間 2 日 
B グループ 7 時間 42 時間 320 時間 3 日 
２ 前項により、休日労働を命ずる場合の始業及び終業の時刻、休憩時間は次

のとおりとする。ただし、業務の進捗状況により、あらかじめ指定して、この

時間を変更することがある。 
 始業時刻＝8：30／終業時刻＝17：30／休憩時間＝12：00～13：00 
（有効期間） 
令和３年３月 31 日から 1 年間 

  使用者職氏名 ○○工業株式会社 代表取締役 労基準一郎   ○印  

  労働者代表  ○○工業株式会社 選方 正  ○印  
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CHECK︕ 
☑ 場所が別なら 「36 協定」は別々に作成して届出しましょう。 

【解説】 
労働基準法の適用は企業単位ではなく、事業場単位です。支社、支店、工場などが場所的に分散している場

合、原則としてそれぞれが別個の事業場となりますので、それぞれの事業場において 36 協定を届け出る必要があり
ます。また、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署が異なる場合は、それぞれの労働基準監督署への届出す
るのが原則です。（就業規則や変形労働時間制に関する協定届などの各種届出も同様です。） 

 
✔ それぞれの事業場で過半数が
組合員になっている労働組合
（過半数組合）がない場合は、
それぞれの事業場の労働者の中
で過半数を代表する人（過半数
代表者）を選出し、協定を締結
する必要があります。 
✔ 企業全体で過半数組合があ
る場合も、事業場で見た場合に
は組合員が過半数でない事業場
がある場合、そこでは過半数代表
の選出が必要になります。 

◆複数事業場がある場合で、協定当事者に問題があった事例 

※ 労働者代表の選出方法に関しては、事例７を参照してください。 
事例５ 

３６協定届を労働基準監督署に届出しているが、協定で定めた限度時間(1 日４時間、1 か月 30 時間、
1 年 3００時間)を超えて時間外労働を行わせている。 

CHECK︕ 
☑  「36 協定」を届出していても限度を超えれば法違反です。 

【解説】 
３６協定届は、その協定を届け出ることによって、労働基準法第 32 条（第 40 条）の労働時間の制限や休日の

定め（第 35 条）にかかわらず、労働時間の制限を超えて労働させ、休日に労働させても労働基準法に違反しないと
いう免罰効果を持つものです。 

３６協定届で定められた上限を超えて時間外労働や休日労働を行わせた場合は、労働基準法第 36 条第１項
による免罰効果が生じない結果として、労働時間、休日の原則を定めた労働基準法第 32 条、35 条の違反が生じ
ます。 

協定で定めることができる時間外労働の原則的な上限は 1 か月 45 時間、1 年 360 時間（対象期間が 3 か月を
超える 1 年単位の変形労働時間制を採用している場合は 1 か月 42 時間、1 年 320 時間）とされています（労働
基準法第 36 条第 3 項・第 4 項）が、労使で定めた上限がこれを下回る数値の場合（例えば１か月 30 時間、1
年 300 時間）も、定めた上限を超えて時間外労働を行わせた場合は法違反となります。 

過半数組合がない企業で、企業全体で 1 名の労働者代表 A 氏を選出し、それぞれの事業場の 36 協定
の労働者代表がすべて A 氏になっていた。 

企業全体で見た場合には過半数組合があるが、組合加入者が正社員中心で、パート・アルバイトが多い店
舗においては過半数組合でなかったが、労働組合との間で 36 協定を締結していた。 
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事例６ 
特別条項付きの時間外労働に関する協定を締結しているが、特別条項に書かれた労使の手続を行っていな

い。また、特別条項を適用した記録を残していない。 
CHECK︕ 
☑  「特別条項」は単に結んでおけば良いのではなく、労使の手続を実際に取らなければ使えません。 

【解説】 
３６協定で協定された限度時間を超えて、時間外労働させることは原則できません。ただし、臨時的な特別の事情

が予想される場合には、「特別条項付き協定」を結ぶことによって、この限度時間を延長することができます。  
特別条項付き協定には 
①限度時間を超えて労働させることができる場合 
②限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置 
③限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率 
④限度時間を超えて労働させる場合における手続 

について具体的に記載する必要がありますが、④の労使の手続は実際に実施し、その時期、内容、相手方等を書面
等で記録し保存しておく必要があります。（平 30.９.７基発 0907 第 1 号） 
 
 従来、特別条項付き協定を締結すれば上限なく時間外労働・休日労働を行うことができていましたが、平成 31 年 4
月 1 日（中小企業は令和 2 年 4 月 1 日）以降、特別条項で定める内容に限度が定められたほか、定めた限度の
範囲内であっても、健康障害のリスクが高い水準の長時間労働が行われることの無いよう、時間外労働と休日労働の
合計について、 

・1 か月 100 時間未満 
・２～6 か月の平均で 80 時間以内 

という限度を超えて労働させることはできないこととなりました（上限規制）。 
 

（３）変形労働時間制に関する事例 
事例７ 
 変形労働時間制を採用し、繁忙期の所定労働時間は週 40 時間を超えるような長い時間を設定している
が、労使協定を使用者からの指名で選んだ労働者との間で締結している。 

CHECK︕ 
☑  使用者が選んだ過半数代表では、せっかく労使協定を締結しても、その協定は無効です。 

【解説】 
変形労働時間制は、1 年、1 か月など一定の期間を平均すれば 1 週 40 時間以内になるように所定労働時間を設

定する制度です。制度の導入のためには就業規則等で規定するほか、1 年単位の変形労働時間制やフレックスタイム
制などでは、労使協定を締結し、協定届を所轄労働基準監督署に届出する必要があります。 
 労使協定は、使用者と、事業場の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合（過半数組合）、過半
数組合がない場合は、事業場の労働者の過半数を代表する者（過半数代表）との間で締結するものです。 
 過半数代表については、以下の要件を満たす者である必要があります。（労働基準法施行規則第 6 条の 2） 

①労働基準法第 41 条第 2 号に定めるいわゆる管理監督者ではない労働者であること 
②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票や挙手等の方法で選出された者で

あって、使用者の意向に基づいて選出された者でないこと 
 よって、 
 ・使用者が指名した者がそのまま過半数代表となっている場合 
 ・労使協定の締結を行う者の選出であるとして選出された者ではない、親睦会の代表者等がそのまま過半数代表
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になっている場合 
などは、仮に労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届出をしていたとしても、その変形労働時間制の協定は無
効であり、労働時間などは労働基準法の原則（同法第 32 条（第 40 条）等）に基づいて処理する必要がありま
す。（上の例のように、繁忙期に長い時間を所定労働時間としている場合、1 日 8 時間、1 週 40 時間を超える部分
は時間外労働として取り扱い、割増賃金を支払う必要があると判断されます。） 
 
事例８ 
変形労働時間制を採用しているが、事前に1日の所定労働時間を決めておかず、労働時間が8時間を超え

るような日があった場合には、別の日の労働時間を短くするなどして 1 か月の法定労働時間の枠（31 日の月
は 177 時間、30 日の月は 171 時間等）を超えないように調整し、時間外労働は発生していないものとして
割増賃金を支払っていない。 

CHECK︕ 
☑  変形労働時間制は、予め労働日と日ごとの労働時間を決められないと採用できません 

【解説】 
1 年単位の変形労働時間制、１箇月単位の変形労働時間制などの変形労働時間制による場合、原則として労

働日、労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定めておく必要があります（注）。 
（注）１年単位の変形労働時間制で、対象期間を１箇月以上の期間ごとに区分することとした場合、労使協定の締結の段

階では最初の期間を除く各期間については労働日数と総労働時間数を定めておくことで足りますが、各期間の具体的な労
働日及び労働日ごとの労働時間は、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の同意を
得て、各期間の初日の少なくとも３０日前までに定めなければなりません。 

いったん勤務予定を定めた場合でも、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度は、労働
基準法に定める変形労働時間制を採用したものとは認められません。よって、あらかじめ労働時間等を定めておくこと
が困難な業務については、変形労働時間制を適用することはできません。 

結果的に期間を平均して週４０時間の範囲内に収まっていたとしても、あらかじめ労働時間等が特定されていな
い場合や、使用者が任意に労働時間を変更するような制度は適法な変形労度時間制とは言えません。（このような
場合は、原則どおり１日８時間、週４０時間を超える時間は時間外労働として取り扱う必要があります。） 
 
（４）労働時間の把握及び賃金台帳記載事項等に関する事例 
事例９  

出勤日に押印する出勤簿のほか、早出・残業や休日出勤時に作成する申請書があるが、日々の始業時刻・終
業時刻が記録されていない。 

CHECK︕ 
☑  始業・終業時刻は適正に把握し、記録する必要があります（これは法的な義務となっています） 

【解説】 
労働基準法により、使用者は労働時間を適切に管理する責務を有していますが、出勤日のみを出勤簿等で把握

し、始業・終業時刻を記録していない例が依然として確認されています。 
労働者が何時に来て何時に帰ったかが分からないような状態では、割増賃金の未払いや過重な長時間労働による

健康障害といった深刻な問題が発生するリスクが高まります。 
そのため、厚生労働省では、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」）

（以下「ガイドライン」と表記）（H29.1.20 基発 0120 第３号）により、労働時間の適正な把握のために使用者が
何をすべきかについての基本的な考え方を示しています。 
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  ガイドラインで定める労働時間の把握方法 
     〔原則〕  ①使用者が自ら現認することにより確認し、記録する 
            ②客観的な方法で記録する 
              ‣タイムカード  ‣ＩＣカード ‣パソコンの使用時間の記録 など 
     〔例外〕自己申告制（やむを得ず自己申告制に寄らざるを得ない場合） 
            ↑ 
        自己申告制による場合は次の措置を講じる 
         ①労働者・管理者への適正な申告をすべきことの説明 
         ②必要に応じて実態調査を実施 
           申告された時間と、入退室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

い乖離がある場合は実態調査を実施し、所要の補正を行う 
         ③適正な自己申告を阻害するような措置（申告できる時間への上限設定等）は取らない 
  2019（平成 31）年４月に改正労働安全法が施行され、労働時間の状況（労働者がいかなる時間帯にどの程
度の時間、労務を提供し得る状態にあったか）の把握と記録をすることが義務付けられました。（安衛法第 66 条の
８の３） 
 従来のガイドラインでは対象外とされていた管理監督者や、みなし労働時間制の適用者も対象とされており、基本的
にすべての労働者（高度プロフェッショナル制の対象者を除く）について、健康管理の観点からも労働時間の状況把握
が使用者に義務付けられています。（労働時間の状況の把握方法は、ガイドラインで示された方法とほぼ同様です。） 
 
事例 10 
  賃金台帳について、労働時間数や時間外労働時間数などが記入されていない。また、本社で賃金計算してお
り、賃金台帳が本社以外の事業場には保管されず、内容を確認することもできない。 

CHECK︕ 
☑  賃金台帳には、賃金などの金額だけでなく、労働時間数等も記入しなければなりません 
☑  賃金台帳は、必要な時に各事業所でも内容確認できるようにしておきましょう 

【解説】 
１ 賃金台帳は、賃金支払の都度、遅滞なく、労働者ごとに以下の法定記載事項を記入しなければなりません。（労

働基準法第１０８条、労働基準法施行規則第５４条） 
①賃金計算の基礎となる事項 ②賃金の額 ③氏名 ④性別 ⑤賃金計算期間 ⑥労働日数 ⑦労働時間数 
⑧時間外労働、休日労働及び深夜労働の労働時間数 ⑨基本給、手当その他の賃金の種類ごとにその金額 
⑩労使協定により賃金の一部を控除した場合はその金額  

  賃金台帳にこれらの記載事項を記入していない場合や、故意に虚偽の労働時間数などを記入した場合は罰則の
対象となることがあります。 

よって、使用者は労働者の労働時間数を把握する必要がありますが、その方法としては原則的にタイムカード、Ｉ
Ｃカードなどの客観的な記録を基礎として確認し、記録するべきとされています。（事例９の【解説】参照） 

２ 賃金台帳は事業場ごとに調製しなければならないものとされ（労働基準法第 108 条）、本社、支店、工場な
ど、一つの企業で複数の事業場が存在する場合も各事業場において賃金台帳を備え付ける必要があります。パソコ
ンのデータとして、本社等で一括して作成することは差し支えありませんが、データを事業場ごとに取り出せるような状
態にしておくことが必要です。 
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(5)みなし労働時間制に関する事例 
事例 11 

営業職には事業場外労働のみなし労働時間制を採用しているが、訪問先や訪問時間などの具体的指示を
行うなど、外勤中の作業内容が把握できている。 
  CHECK︕ 
☑ 事業場外労働のみなし労働時間制が適用できるのは，何をやっているか把握できない場合のみです 

【解説】 
事業主は労働者の労働時間を把握する義務があり、法定労働時間を超えて労働させた場合は、原則として時間外

労働の割増賃金を支払わなければなりません。しかし、外回りの営業職など、社外業務の労働時間を把握するのが難
しい場合もあるため、労働基準法は「事業場外労働のみなし労働時間制」（以下、「事業場外みなし制」）を定めて
います(労働基準法第３８条の２）。これは、具体的な指揮監督が及ばないため、労働時間の算定が困難な業務を
事業場外で行う場合、一定の時間労働したものとみなす制度です。ただし、事業場外で業務に従事する場合であって
も、使用者の指揮監督が及び、労働時間の算定が可能な場合はこの制度を採用することはできません。 

また、営業職など事業場外での労働が多い職種であっても、事務作業は通常事業場内で行う必要があり、事業場
外での労働と事業場内での労働が混在していることが多いですが、事業場外の業務の遂行に通常必要とされる時間
が、通常所定労働時間を超えるような場合は，事業場外みなし制の対象となるのはあくまでも事業場外での労働
時間の算定困難な時間であり、事業場内で労働した時間は別途把握しなければなりません。 

（6）過重労働による健康障害防止のための面接指導に関する事例 
事例 1２ 
 所定外労働時間が多くあるが、 
①１か月の「時間外・休日労働時間」を算定していない  
②「時間外・休日労働時間」が 80 時間を超える労働者がいる場合に、本人に通知しておらず、産業医に情報
提供していない  
③衛生委員会等で長時間労働者に対する医師による面接指導について調査審議していない 

CHECK︕ 
☑  「時間外・休日労働時間」は「時間外労働」と「休日労働」の合計ではありません 
☑  労働者の健康管理のため「時間外・休日労働時間」の算定が必要です 
☑  80 時間超で健康障害のリスクの高い人がいる場合、その情報を本人と産業医に知らせましょう 
☑  長時間労働による健康障害の防止対策については、労使で話し合って決めましょう 

【解説】 
１ 「時間外・休日労働時間」とは、「休憩時間を除き 1 週間あたり 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」のことで、以下の計算方法で算定した時間のことです。 
 
 
 
   １年単位の変形労働時間制を採用していて、１か月の所定労働時間を長く設定している場合など、総労働時

間が長くても時間外労働や休日労働は少なくなる場合があるため、割増賃金の支払い対象となる「時間外労働時
間」と「休日労働時間」の合計と「時間外・休日労働時間」とは多くの場合一致しません。 

健康管理の観点からは、トータルの労働時間数の長さが重要であることから、上記のような計算方法で算定した
「時間外・休日労働時間」を基に対応することとしています。 

２ 「時間外・休日労働時間」は毎月1回以上、一定の期日を定めて算定する必要があり（労働安全衛生規則第
52 条の２）、算定した時間が８０時間を超える場合、適切に健康障害防止対策を講じられるようにするため、概
ね２週間以内に、以下の措置を講じる必要があります。 

1 ヶ月の総労働時間数 

所定労働時間＋延長時間＋休日労働時間 
週４０時間の総枠 

（1 ヶ月間の総暦日数÷7）× 40 （時間） － 
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  ①産業医に労働時間等の情報を提供する（労働安全衛生法第 13 条第 4 項） 
  ②労働者本人に労働時間等の情報を通知する（労働安全衛生規則第 52 条の２第３項） 
３ 事業者は、「時間外・休日労働時間」が 1 月当たり 80 時間を超え、かつ、労働者の申出がある場合は医師に

よる面接指導を行わなければなりません（労働安全衛生法第 66 条の 8）。 
 また、事業場で定める基準に該当する労働者にも、面接指導を実施する、又は面接指導に準ずる措置を講じるよ
う努めなければなりません（労働安全衛生法第 66 条の 9）。  

４ 上記３の「事業場で定める基準」は衛生委員会等で調査審議して定めておく必要があります。 
   労働者数５０名以上の事業場で設置義務のある衛生委員会では「長時間労働による労働者の健康障害の防

止を図るための対策の樹立に関すること」について調査審議するべきであることが定められており（労働安全衛生規
則第２２条）、面接指導についての実施方法や実施体制のほか、「事業場で定める必要な措置の実施に関する
基準」（どのような労働者を面接指導の対象にするかについて事業場で設定する基準）等について調査審議する
必要があります。 

   労働者数５０名未満の事業場においても関係労働者の意見を聞くための機会を設けるなど、労働者の意見を反
映するよう努めることが必要です。 

  基準の設定に当たっては以下の努力義務等が定められていることに留意しましょう。（労働安全衛生法第66 条の 9） 
 ・申出はないが時間外・休日労働時間が８０時間を超えている者→面接指導を実施するよう努めること 
 ・１か月４５時間を超えており、健康への配慮が必要な者→面接指導等の措置を講じることが望ましいこと 

（７）自動車運転者の事例 
事例 13 

トラックの運転手について、拘束時間が長く、次の勤務までの間隔が８時間もない。 
  CHECK︕ 
☑ トラック運転者の労働時間のルールは運送事業者，荷主が協力して遵守しましょう 

【解説】 
 自動車運転業務に従事する労働者に関しては、労働基準法の規定のほか、「自動車運転者の労働時間等の改善
のための基準」（通称｢改善基準｣）の遵守が求められます。トラック運転手の改善基準の概略は以下のとおりです。 

 トラック運送事業者に荷の送付等を依頼するいわゆる荷主の企業においても，上記のルール等が守れないような運
送指示をしないことが求められています。 
 荷主企業が荷主都合による荷待ちを強制する等、トラック運転者のルールが守れなくなるような行為を強要している場
合，国土交通省の荷主勧告の対象となり、荷主名が公表される場合があります。 

拘 束 時 間 
（始業から終業までの時間） 

・1日 原則13時間以内 最大16時間以内（15時間超は1週2回以内） 
・1 か月 原則 293 時間以内 

休 息 期 間 
（勤務と勤務との間の自由な時間） ・継続 8 時間以上（原則） 

運 転 時 間 ・2 日平均で 1 日あたり 9 時間以内 
・2 週間平均で 1 週間あたり 44 時間以内 

連 続 運 転 時 間 ・4 時間以内 

2 休憩                                                
事例 14 

休憩時間は決まっているが、その時間にも来客や電話対応、施設利用者の対応などをする必要があるため
事務所等に居させている。 

CHECK︕ 
☑  そこにいなければならないならば、それは休憩ではありません 

【解説】 
労働時間が 6 時間を超える場合は 45 分、8 時間を超える場合は少なくとも 1 時間の休憩時間を与えなく

てはなりません（労働基準法第 34 条）。よって、休憩時間中に実作業を行った場合はその時間は労働時間として
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扱い、別途休憩を与えなければなりません。 
 休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間の意であって、単に作業していな
い、いわゆる手待時間は労働時間として取り扱われることとされています。電話や来客対応のために待機している時
間は手待時間であり、労働時間と判断されます。 
 接客、利用者対応などのために一律の時間に休憩が取りにくい環境の職場においては、労働時間の適正な把握
のため、休憩時間の取得状況についても記録を作成するなどの措置を講じることが重要です。 

 
事例 15 

所定労働時間が８時間、休憩時間 45 分であり、残業する場合は終業時刻から 15 分間休憩を取るこ
とになっているが、残業を行う場合は休憩が取れないままそのまま業務を続けていることが多い。しかし、割
増賃金が支払われる時間外労働の時間からは休憩時間分の 15 分間がいつも差し引かれている。 

CHECK︕ 
☑  取れなかった休憩時間を労働時間から差し引くことは違法です 

【解説】 
 所定労働時間が８時間の場合、時間外労働がなければ休憩時間は 45 分で差し支えありませんが、時間外労
働を行わせる場合は、労働時間が8時間を超えるため、追加で15分の休憩を与える必要があります。（全体で60
分の休憩を与える必要があるため。） 

そのため、上の例のような所定労働時間と休憩の場合、残業時に休憩時間を設定することは必要なことではあり
ますが、特に接客業など、人を相手にする仕事の場合、終業時刻前からの顧客・利用者の対応が継続するなどし
て、休憩が取れないまま残業が継続することが起こりがちです。 
 法定の長さの休憩を与えないことは違法ですが、実際に与えていない休憩を与えたことにしてその時間の割増賃
金を支払わないことは違反に違反を重ねることであり、より深刻な問題です。 
 休憩が取りにくい環境であるならば、休憩時間の設定を変更するなど、職場内でより良いやり方を検討するようにし
ましょう。 

３ 割増賃金                                            
事例 16 

割増賃金の計算の際、 
①基本給以外の手当は計算の基礎に算入していない。 
②月給制や日給制の賃金から１時間当たりの賃金額を算出する際、１日又は１箇月の所定労働時間

を上回る時間数で基礎となる賃金額を割っている。 
③残業手当が深夜（２２時～５時の時間帯）の場合も同じ単価になっている。 
CHECK︕ 
☑ 割増賃金の基礎となる賃金の範囲と、計算式が正しいか確認しましょう 

【解説】 
１ 日給制や月給制の労働者の割増賃金の計算方法は以下のとおりです。 
 
 
 
 
２ 算定基礎賃金から除外できるのは、通常の労働時間に対して支払われる賃金中 

①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当  
⑥臨時に支払われた賃金 ⑦１箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 

に限られます（労働基準法第３７条第５項、同法施行規則第２１条）。よって、通常の労働時間の賃金中

   割増賃金の算定基礎賃金 

                  × 割増率 × 時間外・休日・深夜労働の時間数 

 １日又は１箇月の所定労働時間数 
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で、これらに該当しない手当はすべて算入する必要があります。 
３ １時間当たりの金額を算出する際、日給制の賃金は１日の所定労働時間数、月給制の場合は１箇月の所

定労働時間数で算定基礎賃金を割りますが、１日・１箇月の所定労働時間数が一定でない場合は、日給制
の場合は１週間における１日の平均所定労働時間数、月給制の場合は１年間における１箇月の平均所定労
働時間数によることとなっています。 

  よって、事業場における所定労働時間数を上回る時間数で算定基礎賃金を割っている場合、単価が法定の
金額を下回ることとなるため、違法となります。 

４ 割増賃金の割増率は、時間外労働の場合は２割５分以上（注）、休日労働の場合は３割５分以上、深
夜労働の場合は２割５分以上で、時間外労働と深夜労働が重なる場合は５割、休日労働と深夜労働が重な
る場合は６割以上とする必要があります。 

（注）１箇月の時間外労働が 60 時間を超えた場合には 5 割以上の割増賃金を支払わなければなりません。
（中小企業は令和５年４月１日から） 

事例 17   
時間給のパート・アルバイトには時間外労働・休日労働などに対する割増賃金を支給しているが、正社員に対

しては、月給制という理由でこれらの割増賃金を支払っていない。また、そのため時間管理を行っていない。 
CHECK︕ 
☑  月給制だからという理由では割増賃金を支払わない理由にはなりません 

【解説】 
労働者に法定労働時間を超えて労働させた場合や、休日に労働させた場合は、原則として労働基準法第３７

条に基づき割増賃金を支払わなければならず、これは月給制の労働者の場合も同様です。よって、上の例のような
正社員についても適正に時間管理し、原則的に時間外労働等の時間に応じた割増賃金を支払う必要があります。
不払いの割増賃金がある場合、消滅時効にかかっていない期間については遡及して支払う義務があります。   
（参考）賃金の消滅時効は延長されています︕ 
   賃金（退職金を除く）の消滅時効は２年間でしたが、民法の改正に伴い、５年間に延長されることになりまし

た。ただし、令和２年４月以降、当分の間は、３年間となっています（改正労働基準法第１１５条）。 
※正社員に割増賃金を支給していない理由が、 
・「いわゆる管理監督者に該当するため」という場合→事例 18 を参照ください 
・「基本給や定額の手当の中に割増賃金を含んでいるため」という場合→事例 19 を参照してください 
 

事例 18 
課長職以上の管理職には時間外労働や休日労働に対する手当を支払っていない。そのため、時間管理も行っ

ていない。 
CHECK︕ 
☑  管理職なら「管理監督者」になるとは限りません 

【解説】 
労働基準法第４１条第２号の「監督若しくは管理の地位にある者」（いわゆる｢管理監督者｣）に該当する場

合は同法の労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されないため、法定労働時間を超えて働かせても割増賃
金を支払う必要はありませんが、これに該当する者は経営者と一体的な立場にあり、権限や待遇などが通常の労
働時間の規制になじまないような実態があるごく少数の者に限られます。よって、主任や課長などの役職以上の者
を一律に管理監督者扱いし、時間外労働・休日労働に対する割増賃金を支払っていない場合、労働基準法第３
７条違反に問われる可能性が極めて高いと考えられます。  

なお、管理監督者に該当する者についても深夜労働に対する割増賃金は支払う必要がありますし、過重労働を
防止し、健康管理を行うという面からも当然労働時間の管理を行う必要があります。 
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事例 19 
割増賃金は基本給（又は○○手当）に含まれていると従業員には説明しているが、その内訳は決めていな

い。 
 CHECK︕ 
☑  割増賃金をその他の賃金で支払っている場合、どの部分が割増賃金か説明できますか 

【解説】 
時間外労働に対する割増賃金を基本給等の賃金に含んで支払うことは不可能ではありませんが、単に「含んでい

る」とか「込みにしている」と言うだけでは法律上の割増賃金の支払義務を果たしたことにはなりません。 
判例でも「給与や手当のうちどの部分が割増賃金に該当するかを明確に区分できないときは割増賃金の支払い

義務を免れない」ものとされており、支払っている賃金のうち、どれだけの金額が割増賃金額として支払われており、
それが何時間分であるかを就業規則等により明らかにしておく必要があります。 

そして、その金額は、割増賃金の基礎となる賃金から法定の計算方法で計算した金額を上回っていなければなり
ません。 

また、現実の労働時間に基づき計算した割増賃金が支払額を上回る場合は、その差額を追加支給しなければ
なりません。そのため、割増賃金を定額で支給している場合でも時間外労働等の労働時間管理は必要です。 

 
事例 20 

時間外労働等の時間に上限を設定し、残業時に一定の時刻でタイムカードを打刻させ、その後に仕事をさせ
ているのに上限を超える残業には割増賃金を支払っていない。 
 CHECK︕ 
☑ 36 協定・上限規制を守るために賃金不払残業を行わせてはなりません 

【解説】 
 時間外労働の上限規制等に対応するため、時間外労働・休日労働に一定の上限を設けることは必要なことです
が、上限を超える労働を行わせながら記録に残さず、働いた労働時間分に対する賃金を支払わないことは違法な
時間外労働を行わせ、賃金不払残業（いわゆるサービス残業）を強いることであり、犯罪です（労働基準法第
３２条（第４０条）、第３７条違反）。成果が上がっていないとか、仕事が遅いという理由で、時間外労働に対
する賃金を支払わないことは許されません。 
 事業主としては「タイムカードを打刻後に作業するよう指示はしていない」、「労働者が勝手にやっている」という場合
もあるかもしれませんが、そうした時間に労働していることを認識しながら黙認し、その成果は受け取っている場合
や、仕事の量、期限などから、上限を超える時間外労働を労働者が行わざるを得ないことを認識しながらそのまま
作業させている場合などは、明示的に作業指示をしていなくても、黙示の指示をしたものと判断されます。 
 
事例 21 

休日の振替を週をまたがって行った結果、週４０時間を超えても割増賃金を支払っていない。 
 CHECK︕ 
☑ 休日の振替で休日労働は発生しなくても、時間外労働が発生することがあります 

【解説】 
「休日の振替」とは、あらかじめ休日と定められた日を別の日に振り替え、その代わりに、あらかじめ休日と定められ

ていた日を労働日（出勤日）とすることです。このように、事前に休日の振替をした場合は、本来の休日と労働日を
入れ替えたことにより、休日労働としての割増賃金の対象にはなりません。ただし、週をまたがって休日の振替を行っ
た結果、労働日が増えた週において、週の法定労働時間を超えることとなった場合は、時間外労働としての割増
賃金を支払う必要が生じることになります。 
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 （具体例）以下の勤務予定で、第１週の土曜の休日を第２週の月曜の労働日と振り替えたケース 

日 月 火 水 木 金 土 

休 ８ｈ ８ｈ ８ｈ ８ｈ ８ｈ 休 

→８ｈ 

休 ８ｈ 

→休 

８ｈ ８ｈ ８ｈ ８ｈ 休 

第１週目はもともと４０時間のところ、休日を第２週目の月曜と振り替えた結果、週４８時間

となったため、全体の労働時間に変化はなくても、８時間は時間外労働として割増賃金の支払い

が必要となります。 

 

事例 22 
所定休日に出勤してもらった場合や時間外労働が多くあった場合、後日代休を与えることとし、割増賃金は支

払っていない。 
 CHECK︕ 
☑ 代休を与えることで割増賃金を支払わなくて済むわけではありません 

【解説】 
「代休」とは、労働者を休日に労働させたり、時間外労働を行わせたりした場合に、その代わりに後日休日を与え

る（別の日の労働義務を免除する）もので、「代わりに与える休日」をあらかじめ指定しないものをいいます。 
法定休日（週１日の休日)に勤務させた場合、後日別の日に代休を与えたとしても、あらかじめ休日が振り替

えられていない以上は、労働を行った日が休日であることに変わりはなく、休日労働が発生します。そのため、３割５
分以上の割増賃金の支払が必要です。 

法定外の休日に労働させた場合や、いわゆる早出・残業をさせた場合、法定労働時間(１日８時間、週４０
時間（特例措置対象事業場の場合４４時間）)を超える時間は時間外労働になりますので、２割５分以上の
割増賃金の支払いが必要になります。 

このように、休日労働や時間外労働を行わせた場合は、代休を与えることにしていても、割増賃金の支払いが
不要になるわけではありません。 

 
事例 23 

時間外労働の時間は３０分単位としており、３０分未満の残業には割増賃金は支払っていない。 
 CHECK︕ 
☑ 日々の１時間未満の端数の時間を切り捨てることは違法です 

【解説】 
毎日の時間外労働は分単位で正確に計上し、これに基づいて賃金計算するのが原則です。 
１時間未満の端数の時間の処理については、時間外労働、休日労働及び深夜労働のそれぞれの時間数の１ヶ

月の合計について、30 分未満の端数を切り捨て、それ以上の端数を 1 時間に切り上げることは認められています
が、１日の時間について３０分等の一定の時間未満の時間を一律切り捨てることは違法となります。 

なお、１ヶ月の合計について３０分未満は切り捨てる扱いについても、他方で、３０分以上は１時間に切り上げ
る扱いと併せて行う必要があることに注意が必要です。四捨五入ではなく常に切り捨てて計算することは、切り捨てら
れた時間分の賃金が未払いとなるため認められていません。 

 

４ その他賃金関係                                        
事例 24 

資金繰りが良くないので、手形の不渡りを発生させないため取引先などへの支払いを優先し、所定賃金支払
日には賃金の一部または全部の支払いができていない（遅配している）。 
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 CHECK︕ 
☑ 賃金は所定支払日に全額を支払わねばなりません 

【解説】 
所定の賃金支払日に労働者の賃金の全額を支払わない場合は、法に違反することは言うまでもありません（労

働基準法第 24 条等）。倒産回避のため、という理由で法の適用が免除されるわけではありません。 
賃金は一般の債権に優先する先取特権がありますので、賃金支払いは一般債権に優先して支払われなければ

なりません（民法第 308 条、商法第 295 条）。 
事例 25 

労働者が急に退職した、不良品が出た、会社の車を傷つけたといった場合に会社側が損害賠償額を一方的に
決めて賃金から控除している。 
 CHECK︕ 
☑ 損害賠償を賃金から同意なく控除することはできません 
【解説】 
労働基準法は、賃金については「その全額を支払わなければならない」と定めており、社会保険や所得税などの

法定控除のほか、社宅料、親睦会費、労働組合費など賃金控除に係る労使協定で定めたもの以外の賃金から
の控除は認めていません（労働基準法第２４条）。 
  また、労使協定で決めたものであれば何でも賃金から控除できるのではなく、購買代金、社宅、寮その他の福
利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なもの（労働者が支払うべき債務であることが明白なも
の）に限られており、損害賠償額は裁判等で負担額を決めるものであり、事理明白なものとは通常言えません。 

なお、労働基準法第１６条により、使用者は労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を
予定する契約をすることが禁止されていますので、予め労働者側の損害賠償額を定めておくことはできません。 
 よって、労働者の過失により会社側が損害を被ったとしても、一方的に賃金の一部を相殺して支払いしないことは
許されません。この点について、最高裁も「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者の労働者に対して有
する債権をもって相殺することは許さない・・・。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変わりは
ない」と判示しています（日本勧業経済会事件 昭 36.5.31）。 
 もっとも、実際に故意又は過失によって権利の侵害を受けた場合には、現実に生じた損害について賠償を請求す
ることは禁止されていませんから、使用者が、賃金を全額支払いした上で、別途、損害賠償を請求することは可能で
す。その場合であっても、損害を労働者だけに負担させるのは公平に反しますので、労働者の過失の大小、使用者
の管理責任上の過失など、諸般の事情を考慮して損害額を決めるべきでしょう。 
 
（関連 Q&A） 

 
 

 
Ａ 労働者の退職や労働契約の不履行を防止する目的で違約金を定めたり、賠償額を予定したりすることにより
労働者の退職の自由を拘束することは労働基準法第１６条により禁止されています。 
 費用を使用者が負担し、労働契約でその後一定の期間勤務を義務付け、途中で退職する者に費用を負担さ
せることは労働契約の不履行に対する損害賠償額の予定に該当し、同条の違反になると解されます。 
 他方、労働契約とは別に、一定期間の勤務やその状況により費用の返済を免除するという特約付きの金銭消
費貸借契約を締結して使用者が費用を貸し付けるような場合は、違反にならないとする裁判例もありますが、この
場合は資格取得が業務とは区別されるものであること等の要件を満たす必要があるとされています。 
 
 
 

Ｑ 資格の取得に要する費用を出してやったが、すぐに辞められても困るので、資格取得後５年

以内に退職した場合は費用を返還させることとしたいが差し支えないか。（使用者） 

Ｑ ある会社で週３０時間以上の条件で雇用されたが、あとで雇用保険、社会保険がかけられていな

いことが分かった。遡って加入した場合、保険料の自己負担分は支払うつもりだが、高額になるので、

賃金から天引きされると困るのだが仕方ないか。（労働者） 
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  Ａ  通常の雇用保険料、社会保険料の労働者負担分は法令に基づき賃金から控除することが認められていま
すが、労使協定なく控除できるのは、社会保険料は原則前月分の標準報酬月額に係る保険料、雇用保険料
は支払う賃金に応じて計算された保険料とされていますので、遡及して加入した場合の保険料を労働者の同
意なく一方的に控除することはできません。 

   （詳細は雇用保険についてはハローワーク、社会保険については年金事務所等にご確認ください。） 
 
事例 26 

賃金の支払方法は振込であると就業規則、雇用契約書には定めているが、退職した者の賃金については、会
社に取りに来ないと支払わないこととしている。 
 CHECK︕ 
☑ 賃金支払方法を契約上の根拠や同意なく変更することはできません 

【解説】 
賃金の支払い方法は、法令上は現金手渡しが原則で、①労働者の同意を得ること②労働者が指定する銀行

などの金融機関における本人名義の口座に振り込むこと、という条件を満たす場合には口座振込払いも可能とされ
ています（労働基準法第２４条、労働基準法施行規則第７条の２）。 
ただし、支払方法を口座振込と決めた以上は、労働条件の一方的な変更はできないため、就業規則等に根拠

なく、一方的に支払方法を変更することはできません。 
 

事例 27 
業務量の減少等により、所定労働日でも従業員を休ませているが、従業員に対しては何も支給していない。 

 CHECK︕ 
☑ 会社都合での休業の場合は休業手当の支給が必要です 

【解説】 
働いた時間の賃金は当然支払われなければならない一方、働いていない時間については賃金の支払いは必要な

いというのが原則です（いわゆる「ノーワーク・ノーペイの原則」）が、働いていない時間が、使用者の責めに帰すべき
事由による休業の場合は、労働基準法上、使用者は休業期間中、労働者に対して平均賃金の１００分の６０
以上の手当（休業手当）を支払わなければなりません。（労働基準法第 26 条） 

使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当するかどうかについては、使用者が休業になることを避けるため社
会通念上の最善の努力をしたかどうかが判断の基準となります。言い換えると、不可抗力以外は使用者の責めに帰
すべき事由に該当すると考えられます。 
（使用者の責めに帰すべき事由による休業の具体例） 

・生産調整のための一時帰休 
・親会社の経営難から、下請工場が資材、資金を獲得できないための休業 

※１日の一部を休業した場合は、労働した時間の割合で賃金が支払われていても、実際に支払われた賃金が平
均賃金の１００分の６０に達しない場合は、１００分の６０との差額を支払わなければなりません。 

※派遣中の労働者の休業手当について、使用者の責めに帰すべき事由があるか否かの判断は、派遣先ではな
く、派遣元の使用者についてなされます。従って、派遣契約が解除され、派遣労働者を派遣先の事業場で就業
させることができず、他の派遣先に派遣することもできないため待機をさせる間については、原則として派遣元の使
用者は休業手当を支給する必要があります 

❕ 新型コロナウイルスの影響での休業に関しては厚生労働省ホームページの「新型コロナウイルス感染症に関する
Q&A」をご参照ください。 
●新型コロナウイルスに関する Q&A（企業の方向け）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html 
●新型コロナウイルスに関する Q&A（労働者の方向け） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html 
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❕  甚大な自然災害が発生した場合の休業に関しては厚生労働省ホームページの「自然災害時の事業運営にお 
ける労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するＱ＆Ａ」をご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000806952.pdf 
 

５ 解雇                                               
事例 28 

経営状況が悪化したため、労働者に対し、「今日でクビだ」と言って帰らせたが、何の手当も支給していない。 
 CHECK︕ 
☑ 予告なく解雇する場合は手当の支払いが必要です。 

【解説】 
１ 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となります（労

働契約法第 16 条）。また、予め解雇する場合を定めた就業規則等に照らして、解雇事由のある場合である必
要があるとされていることにも注意が必要です。 

２ 労働者を解雇する場合の手続については、原則的に少なくとも 30 日前の予告が必要です。また、予告期間が
30 日に満たない場合は、その満たない日数分の平均賃金の支払が必要（これを「解雇予告手当」といいま
す。）です。(労働基準法第 20 条) これは倒産等による場合についても同様です。 

天災事変などやむをえない事由で事業を継続することができなくなった場合や、労働者の側に著しい落ち度
があるなど、即時に解雇されてもやむをえない事情がある場合は解雇の予告や解雇予告手当の支払いをしない
で即時に解雇することが認められていますが、こうした場合は所轄労働基準監督署の認定を受ける必要がありま
す。 

３ なお、解雇扱いにしないために、労働者から退職届を提出させる事例も見受けられますが、退職届を出さないと
不利益を被ると脅迫して出させたような場合、退職届の提出が本人の自由意思によらず、真意に反した強制にも
とづくものであるとして無効とされることも有りますので、無理に退職届を出させるようなことの無いよう注意してくださ
い。 

（関連 Q&A） 
 
 
 

Ａ 退職届が客観的に労働者の裁量余地がなく、提出をかなりの圧力で強要されたとみなされた場合は、裁
判等で解雇として認められる可能性はありますが、一般的に退職届を提出することは、自ら退職する意思表
示をしたものとみなされますので、会社の言うとおり提出するか否かは慎重に判断したほうがよいと思われます。 

 
事例 29 

勤務態度が悪い労働者に対し、「あと１ヶ月様子を見て、駄目なようなら解雇にする」と伝えていたが、勤
務態度に改善が見られなかったため、１ヶ月後に即日解雇にし、手当は支給していない。 
 CHECK︕ 
☑ 条件付きで予告しても、事前に解雇の予告をしていたとは認められません 

【解説】 
解雇の予告は、解雇の日を特定してなされなければなりません。期日が不確定なものや条件つきの予告は、解

雇予告とはみなされません。よって、この場合は 30 日分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。 
 

６ 年次有給休暇                                          
事例 30 

中小企業で人数が少なく、休まれると仕事が回らないという理由で、有給休暇はないと説明している。 

Ｑ 会社から「やめてもらいたい。」と言ってきたのに、「君の履歴にキズが付くし、次の就職

先に支障があってもいけないから退職届を出した方がいい。」と言われました。言われたと

おり退職届を出した方がいいのでしょうか。   （労働者） 
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 CHECK︕ 
☑ 労働者を使用している所に「うちには年次有給休暇なんて無い」ということはありません 

【解説】 
労働基準法の定める年次有給休暇の規定は、事業場の業種、規模などに関係なく、全ての事業場の労働

者に適用されます。労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた強行法規ですので、年次有給休暇の制度を
設けないことは許されません（労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分につ
いては無効になります（同法第１３条）。）。 

 
事例 31 

退職予定の従業員には有給休暇は認めていない。 
 CHECK︕ 
☑ 辞める人にも年次有給休暇は与えなければなりません 

【解説】 
従業員からの年次有給休暇の請求（時季指定）に対し、会社には「時季変更権」がありますが、退職する従

業員にはこれを行使する余地はありませんので、法律的には認めなくてはならないという結論になります。実際上、
退職前の業務の引継ぎなどの必要がある場合などは会社の実情を十分従業員に伝え、十分に話し合って理解を得
る必要があります。 

 
事例 32 

年次有給休暇を取得した場合に皆勤手当をカットしている。 
 CHECK︕ 
☑ 年次有給休暇を取った者を不利益に取り扱ってはいけません 

【解説】 
労働基準法附則第 136 条では、「使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他

不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と定め、精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年次
有給休暇を取得した日を欠勤として取り扱うなど年次有給休暇の取得を抑制するような不利益な取扱いはこれに
抵触する取扱いであるとされています。よって、皆勤手当は支給しなければなりません。 
 
事例 33 
  年次有給休暇が１０日以上付与されている労働者で、付与された日から１年間に５日以上年次有給
休暇を取得していない者がいる。 
 CHECK︕ 
☑ 年次有給休暇は、取りたいと言ってこない人には日を指定してでも取らせなければならなくなっています 

【解説】 
年次有給休暇は従来は労働者が取得する時季を申請した場合に使用者が取得させなければならないこととされ

ていたところですが、平成 31 年 4 月 1 日以降、10 日以上の年次有給休暇が法律上付与される労働者について
は、年 5 日は確実に取得させることが義務付けられており、労働者からの申請が無いような場合，本人から意見
聴取の上で使用者から「○月○日に有給休暇を取ること」と時季を指定して取得させることが必要になっています。 

 
事例 34 
 年次有給休暇の管理簿を作成していない。 
 CHECK︕ 
☑ 年次有給休暇の付与状況、取得状況が分かるように管理簿を作成しましょう 

【解説】 
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平成 31 年4 月 1日以降、 使用者は、労働者ごとに、以下の事項を記載した管理簿を作成し、３年間保存し
なければならないことになっています。（労働基準法施行規則第 24 条の７） 

①年次有給休暇を付与した時季  ②取得した日数 ③基準日（年次有給休暇の権利が発生する日）  
 
７ 就業規則                                              
事例 35 

就業規則や 36 協定などの労使協定は作成し、労働基準監督署に届出しているが、会社の秘密事項の
ため通常は労働者に見せていない。 
 CHECK︕ 
☑ 就業規則や労使協定などは作成し、届出するだけでなく、労働者への周知が必要です 

【解説】 
１ 就業規則は、作るだけでは何の意味もありません。作成したら、労働者全員に周知することにより効力が生じま

す（周知していない就業規則は効力がありません。）。 
また、就業規則のほか、労働基準法及び同法による命令等の要旨、時間外・休日労働に関する協定（36

協定）等の各労使協定、裁量労働制にかかる委員会の決議内容、安全衛生委員会の議事録などについて
も労働者に周知する必要があります。 

２ 就業規則や労使協定は作成したら次のような方法で周知するようにしましょう。（労働基準法第１０６条） 
①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける方法 
②労働者に書面を交付する方法 
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、各作業場に労働者がその記録の内容を常

時確認できる機器を設置する方法 
よって、「求められれば見せる」ということでは周知方法に問題がないとは言えません。 
 

８ 労働契約                                            
事例 36 

労働者の雇入れの際、賃金や労働時間などについて、口頭で説明しているだけで書面などは何も出して
いない。 
 CHECK︕ 
☑ 労働者を採用するときには、口約束だけでは不十分です 

【解説】 
会社は、労働契約を結ぶときに、賃金や労働時間などの労働条件を明らかにしなければなりません。 
特に、①労働契約の期間、②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項、③就業の場

所・従事する業務の内容、④始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交
替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項、⑤賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払
いの時期に関する事項、⑥退職に関する事項（解雇の事由を含む）については、書面（労働者が希望すればフ
ァックスや電子メール（印刷可能なもの）も可）の交付が必要です。 
 なお、有期労働契約(期間を定めた労働契約)の契約の更新時にも、書面等による明示が必要です。 
 

※パートタイム労働法（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律）では、パート労働者には、労
働基準法の明示事項に加えて「昇給の有無」「賞与の有無」「退職金の有無」「相談窓口の担当者の部署、役
職及び氏名」について、文書の交付などで明示することが義務付けられています。（同法第６条） 

※労働契約法第４条第２項は、労働契約の内容はできる限り書面で確認するよう定めており、契約締結時だけで
なく、労働契約の内容の変更時などにおいても、書面で内容を確認することが求められています。 
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事例 37 

仕事の仕方などの実態は従業員と変わりないが、契約書は業務委託契約としている者がいる。 
 CHECK︕ 
☑ 「労働者」かどうかは契約書の文言ではなく、実態によって決まります 

【解説】 
形式上は、労働契約でない契約（請負、委任契約等）を締結している者であっても、実態においては使用従

属関係があり、実質的に労働契約を締結しているものと解される場合は、労働者の範囲に含まれることとされてい
ます。 

使用従属関係の有無は、 
  ・仕事や業務を命じられたときに断る自由があるかどうか 
  ・業務の遂行にあたり指揮監督を受けているかどうか 
  ・労働時間の拘束性を受けているかどうか 

などの事情を考慮して総合的に判断されます。 
建設業の手間請け従事者、自動車運転手など、個人との間で契約の形式上、請負契約を締結している事例が

見受けられますが、使用従属関係があり、実質的に労働契約であると判断される場合は、労働者として、労働基準
法、労働安全衛生法等の法律が適用されることとなります。 

 

９ 健康診断                                            

事例 38 
従業員各人に市町村などで実施している健康診断に各自で行ってもらうこととし、会社としては実施して

いない。（健康診断結果は会社には保管していない。） 
 CHECK︕ 
☑ 労働者の健康状態を把握するため、健康診断は事業者が責任をもって行い、結果も管理しましょう 

【解説】 
１ 事業者は、常時使用する労働者（勤務時間が少ないパートなどを除く。）に対して雇入れ時の健康診断と１

年以内ごとに１回(注)の定期健康診断を実施し、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、５
年間保存しなければなりません。（労働安全衛生規則第４３条、４４条、５１条） 

なお、健康診断費用は、法律で義務づけられている以上、全額会社が負担することになります。 
(注)深夜業などの特定業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および６月以内ごとに
１回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。（労働安全衛生規則第４５
条） 

２ 市町村等で実施する健康診断を労働安全衛生法で定める健康診断に代替することは不可能ではありません
が、その結果を事業者は提出させて保存する必要があります。また、市町村等で実施する健康診断の受診項
目が法令で指定する項目を満たしていない場合は、不足する項目を別途受診させ、その結果も同様に提出さて
保管する必要があります。  

 
事例 39 
 健康診断の結果、異常の所見がある労働者がいるが、特に何もしていない。 
 CHECK︕ 
☑ 健康診断実施後は、有所見者はそのまま働かせていいか専門家に聴いた上で対応しましょう 

【解説】 
１ 事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者(※)については、健診後3 か月以内に

医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません。（労働安全衛生法第 66 条の４） 
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※ 「異常の所見があると診断された労働者」とは、健康診断の結果、「異常なし」とされた労働者以外の者を
いいます。 

２ 聴取した医師等の意見については、健康診断個人票に記載しなければなりません。（労働安全衛生規則第
51 条の 2 第 2 項第 2 号） 

３ 事業者は、医師等の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、①就業場所
の変更、②作業の転換、③労働時間の短縮、④深夜業の回数の減少等の措置を講ずる、等適切な措置を
講じなければなりません。 

★医師からの意見聴取は、健康診断実施後だけでなく、 
・長時間労働者に対する医師による面接指導（安衛法第 66 条の８等） 
・ストレスチェック後の医師による面接指導（安衛法第 66 条の 10 第５項） 

 の実施後についても必要です。 
 
【健康診断実施後の措置の流れ】 
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１０ 労働災害発生後の処理について                             
事例 40 

建設工事の現場で労働者が仕事中に怪我をして休業したが、元請に迷惑をかけないため，自社の資
材置き場で発生したことにして労働基準監督署には報告した（労災保険は自社のものを使用した。）。 
事業者は、労働災害などによって労働者が休業した場合には、労働者死傷病報告（休業４日以上の場合に

は遅滞なく、休業４日未満の場合には３か月ごとに）を労働基準監督署長あて提出しなければなりません。（労
働安全衛生法第１００条 労働安全衛生規則第９７条） 
「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出すること」
はいわゆる｢労災かくし」であり、犯罪です。（労働安全衛生法第１００条違反） 
 労災かくしは、適正な労災保険給付に悪影響を与えるばかりでなく、労働災害の被災者に犠牲を強いて自己の
利益を優先する行為で、あってはならないものです。そのため、労災かくしが発覚した場合は、労働基準監督署は法
に基づき厳しく対応いたします。 
 なお、労災保険が適用される災害の場合、健康保険や国民健康保険は使えないこととされています。（健康保
険法第 55 条、国民健康保険法第 56 条） 

 

あなたの職場でも同じような事例があるなら，以下にご相談ください（労働者・使用者い

ずれからのご相談でも対応可能です） 

●松本労働基準監督署 ０２６３－４８－５６９３（開庁時間/平日 8：30～17：15） 

●労働条件相談ほっとライン（厚生労働省委託事業）０１２０－８１１－６１１ 

（月～金 17：00～22：00 土日・祝日 9：00～21：00） 

【面接指導後の医師の意見聴取等の措置】 

【ストレスチェック実施後の医師の意見聴取等の措置】 
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