
   

 

 
 

 

 

 

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します 
 

滋賀労働局（局長 石坂 弘秋）では、このたび、平成 29年度に、長時間労働が疑われる

313事業場に対して実施した、労働基準監督署による監督指導の結果を取りまとめました

ので、公表します。 

この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が 1か月当たり 80時間を超えて

いると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が

行われた事業場を対象としています。対象となった 313事業場のうち、245事業場（全体

の 78.3％）で労働基準関係法令違反を確認し、そのうち 185事業場（全体の 59.1％）で違

法な時間外労働が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行いま

した。 

滋賀労働局では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていきます。 

 
 

【平成 29年４月から平成 30年３月までの監督指導結果のポイント】 

⑴ 監督指導の実施事業場： 313事業場 

     このうち、245事業場（全体の 78.3%）で労働基準関係法令違反あり。 

⑵ 主な違反内容［ ⑴のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場 ］ 

① 違法な時間外労働があったもの：       185事業場（59.1％） 

    うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が 

月 80時間を超えるもの：   141事業場 （76.2％） 

うち、月 100時間を超えるもの：    99事業場 （53.5％） 

うち、月 150時間を超えるもの：   21事業場 （11.4％） 

うち、月 200時間を超えるもの：      4事業場 （2.2％）  

② 賃金不払残業があったもの：          27事業場（8.6％）      

③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの： 13事業場（4.2％） 

⑶ 主な健康障害防止に係る指導の状況［ ⑴のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場 ］ 

① 過重労働による健康障害防止措置が 

不十分なため改善を指導したもの：   292事業場（93.3％） 

    うち、時間外・休日労働を月 80時間※以内に 

削減するよう指導したもの       201事業場 （68.8％） 

② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの：   35事業場（11.2％） 

        

 ※ 脳・心臓疾患の発症前１か月間におおむね 100時間または発症前２か月間ないし６か月間にわたって、 
１か月当たりおおむね 80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が 
強いとの医学的知見があるため。 
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 別添１   長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果 

 別添２   監督指導事例 

 参考資料１ リーフレット「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」 

 参考資料２ リーフレット「派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために」 

  



１　法違反の状況（是正勧告書を交付したもの）

○

表１　監督指導実施事業場数

（注１） 主な業種を計上しているため、合計数とは一致しない。

（注２） かっこ内は、監督指導実施事業場数に対する割合である。

（注３）

（注４） 労働基準法第37条違反〔割増賃金〕のうち、賃金不払残業の件数を計上している〔計算誤り等は含まない。〕。

（注５）

（注６） 「その他の事業」とは、派遣業、警備業、情報処理サービス業等をいう。

表２　事業場規模別の監督指導実施事業場数

表３　企業規模別の重点監督実施事業場数

71 121

60 119
（19.2%） （38%）

34
（10.9%）

35
（11.2%）

52
（16.6%）

313

（100％） （78.3%）

245 185

（59.1%）

27

（8.6%）

13

（4.2%）

7 3

接客娯楽業 11

（4.2%）
13

23 39

18

（84.2%）

300人以上

313

合計 １～９人 10～29人 30～49人 50～99人

（7.3%） （12.5%） （7.3%） （11.5%） （22.7%） （38.7%）

3

労働基準法第32条違反〔36協定なく時間外労働を行わせているもの、36協定で定める限度時間を超えて時間外労働を行わせてい
るものなど違法な時間外労働があったもの。〕の件数を計上している。

労働安全衛生法第18条違反〔衛生委員会を設置していないもの等。〕、労働安全衛生法第66条違反〔健康診断を行っていないも
の。〕及び労働安全衛生法第66条の８違反〔１月当たり100時間以上の時間外・休日労働を行った労働者から、医師による面接
指導の申出があったにもかかわらず、面接指導を実施していないもの。〕の件数を計上している。

その他の事業
（注６）

13

23 36

教育・研究業 2

0

0 0

2 3

100～299人

313

合計 １～９人 10～29人 30～49人 50～99人 100～299人 300人以上

2

（1.9%）

17

（5.4%）

34

（10.9%） （52.9%）

7
16

（69.9%）

65

（6.1%）

19

（31.9%）

100

36

6

（11.5%）

別添１

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果
（平成29年４月から平成30年３月までに実施）

　監督指導実施状況
　平成29年４月から平成30年３月までに、313事業場に対し監督指導を実施し、245事業
場（全体の78.3％）で労働基準関係法令違反が認められた。主な法違反としては、違法
な時間外労働があったものが185事業場、賃金不払残業があったものが27事業場、過重労
働による健康障害防止措置が未実施のものが13事業場であった。

監督指導実施
事業場数
（注１）

労働基準関係法令違
反があった事業場数

（注２）

主な違反事項別事業場数

労働時間 賃金不払残業 健康障害防止措置

（注３） （注４） （注５）

合計

2 3

商業 26 3 2

主
な
業
種

製造業 44

運輸交通業 73

建設業 12

93

（29.7%）

（94.1%）

16

（83.3%）

5

（83.3%）

30

（87%）

87



２　主な健康障害防止に係る指導状況（指導票を交付したもの）

(1)

表４　過重労働による健康障害防止のための指導状況

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

(2) 　労働時間の適正な把握に関する指導状況

表５　重点監督における労働時間の適正な把握に関する指導状況

（注１）

（注２）

35 12 1 25 3 1 0

指導事項は、複数の場合、それぞれに計上している。

各項目のかっこ内は、それぞれの指導項目が、労働時間適正把握ガイドラインのどの項目に基づくものであるかを示している。

指導事項は、複数の場合、それぞれに計上している。

１月100時間を超える時間外・休日労働を行っている労働者又は２ないし６月の平均で80時間を超える時間外・休日労働を行っ
ている労働者について、面接指導等の必要な措置を実施するよう努めることなどを指導した事業場数を計上している。

「長時間にわたる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」又は「労働者の精神的健康の保持
増進を図るための対策の樹立に関すること」について、①常時50人以上の労働者を使用する事業場の場合には衛生委員会で調査
審議を行うこと、②常時50人未満の労働者を使用する事業場の場合には、労働安全衛生規則第23条の２に基づく関係労働者の意
見を聴くための機会等を利用して、関係労働者の意見を聴取することを指導した事業場数を計上している。

時間外・休日労働時間を１か月当たり45時間以内とするよう削減に努め、そのための具体的方策を検討し、その結果、講ずるこ
ととした方策の着実な実施に努めることを指導した事業場数を計上している。なお、「月45時間以内への削減」と「月80時間以
内への削減」は重複していない。

医師による面接指導等を実施するに当たり、労働者による申出が適切になされるようにするための仕組み等を予め定めることな
どを指導した事業場数を計上している。

　監督指導を実施した事業場のうち、35事業場に対して、労働時間の把握が不適正であ
るため、厚生労働省で定める「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」（労働時間適正把握ガイドライン）（※）に適合するよう指導し
た。

指導事業場数

指導事項（注１）

始業・終業時刻
の確認・記録
（ガイドライン

４(1)）

自己申告制による場合

管理者の責務
（ガイドライン

４(6)）

労使協議組織の
活用（ガイドラ
イン４(7)）

自己申告制の説
明（ガイドライ
ン４(3)ｱ・ｲ）

実態調査の実施
（ガイドライン
４(3)ｳ・ｴ）

適正な申告の阻
害要因の排除
（ガイドライン

４(3)ｵ）

9

指導事業場数

指導事項（注１）

面接指導等の
実施（注２）

長時間労働によ
る健康障害防止
対策に関する調
査審議の実施

（注３）

月45時間以内
への削減
（注４）

月80時間以内
への削減

面接指導等が実施
出来る仕組みの整

備等
（注５）

292 4201912046

ストレスチェッ
ク制度を含むメ
ンタルヘルス対
策に係る調査審

議の実施

　過重労働による健康障害防止のための指導状況
　監督指導を実施した事業場のうち、292事業場に対して、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等の過重労働による健康障害防止措置を講じるよう指導し
た。



３　重点監督により把握した実態

(1)

表６　違法な時間外労働があった事業場における時間外・休日労働時間が最長の者の実績

(2)

表７　重点監督実施事業場における労働時間の管理方法

（注１） 労働時間適正把握ガイドラインに定める始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法を指す。

（注２） 監督対象事業場において、部署等によって異なる労働時間の管理方法を採用している場合、複数に計上している。

100時間超80時間超80時間以下違反事業場

4219914144

200時間超150時間超

131

　時間外・休日労働時間が最長の者の実績
　監督指導を実施した結果、違法な時間外労働があった185事業場において、時間外・休
日労働が最長の者を確認したところ、141事業場で１か月80時間を、うち99事業場で１か
月100時間を、うち21事業場で１か月150時間を、うち4事業場で１か月200時間を超えて
いた。

32

　労働時間の管理方法
　監督指導を実施した事業場において、労働時間の管理方法を確認したところ、32事業
場で使用者が自ら現認することにより確認し、131事業場でタイムカードを基礎に確認
し、59事業場でICカード、IDカードを基礎に確認し、83事業場で自己申告制により確認
し、始業・終業時刻等を確認し記録していた。

使用者が自ら現認
（注２）

自己申告制
（注２）

83

原則的な方法（注１）

ICカード、IDカードを基礎
（注２）

タイムカードを基礎
（注２）

59

185



 

 

 

【参考】 前年同期における監督指導結果 

前年同期の監督指導結果は以下のとおり。 

 
平成 29 年度 平成 28 年度 

監督指導の

実施事業場 

監督実施事業場 313 214  

  うち、労働基準法などの法令違反あり 
245 

（78.3%） 

146 

（68.2%） 

主
な
違
反
内
容 

１ 違法な長時間労働があったもの 
185 

（59.1%） 

95 

（44.4%） 

  

うち、時間

外労働の

実績が最

も長い労

働者の時

間数が 

１か月当たり 80時間を超えるもの 
141 

（76.2%） 

67 

（70.5%） 

１か月当たり 100時間を超えるもの 
99 

（53.5%） 

57 

（60.0%） 

１か月当たり 150時間を超えるもの 
21 

（11.4%） 

  9  

（9.5%） 

１か月当たり 200時間を超えるもの 
4 

（2.2%） 

   3 

（3.2%） 

２ 賃金不払残業があったもの 
27 

（8.6%） 

  13 

 （6.1%） 

３ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの 
13 

（4.2%） 

  13 

（6.1%） 

主な健康障

害防止に関

する指導の

状況 

１ 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの 
292 

（93.3%） 

178 

（83.2%） 

  うち、時間外労働を 80時間以内に削減するよう指導したもの 
201 

（68.8%） 

125 

（70.2%） 

２ 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの 
35 

（11.2%） 

  25 

（11.7%） 

 
 

 



監 督 指 導 事 例 （別添２） 

事例１ 
（金属製品
製造業） 

 自社労働者及び派遣労働者に、36協定の限度時間を超える違法な時間外
労働を行わせていたもの。特別条項付きの36協定を締結していたが、時間
数・適用回数ともに特別条項の上限を超えていた。 
 また、管理監督者について健康確保を図るための一定の労働時間管理を
行っていなかった。 

 

 

１ 直接雇用の労働者については自社事業場で、派遣労働者については派遣元事業場で
特別条項付きの36協定を締結していたが、特別条項の時間と適用回数（年６回まで）
の上限を超えて違法な時間外労働を行わせていた。時間外・休日労働の時間は最も多
い月で11名の労働者が月100時間を超え、最も長い労働者では月212時間であった。 

 

   
 

  
 
 
 
２ 管理監督者について健康確保を図るための一定の労働時間管理を行っていなかった。 
 

 
 
  

監督指導において把握した事実 と 指導内容 

長時間労働を行わせていた理由 
 慢性的な人員不足と、取引先からの短納期の発注（※2）のため。 
労働基準監督署の対応 
 ①自社労働者に関する労働基準法第32条（労働時間）違反を是正勧告。また、労働基準  
 法の特例（※1）により、派遣労働者に関する労働基準法第32条違反も是正勧告した。 
 ②特別条項付き36協定の適正運用を指導した。 
 ③過重労働による健康障害防止の観点から、時間外・休日労働時間の削減を指導した。 

労働基準監督署の対応 
 管理監督者についても一定の労働時間管理を行い、長時間労働が確認された場合は医師
との面接指導等の健康確保措置を講じるよう指導した（※3）。 

 派遣先が、派遣労働者に時間外労働・休日労働を行わせる場合
には、派遣元の事業場で締結・届出された36協定が必要です。  
 この36協定の範囲を超えて時間外労働等を行わせた場合は、労
働基準法等の特例により、派遣先が労働基準法違反となります。 

※1 派遣労働者の時間外及び休日労働について 

※2・3 働き方改革関連法により 
    今後事業場が求められる対応について 

※２ 働き方改革関連法（平成31年4月1日施行）により、事業主は、他の事業主との取引
を行う場合において、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こと等取
引上必要な配慮をすることが努力義務となります。 

※３ 現状において、一般労働者に関しては、割増賃金を適正に支払うため労働時間を客観
的に把握することが通達で規定されていますが、管理監督者は時間外・休日労働の割増賃金
の支払義務がかからないため、この通達の対象外です。ただし、長時間労働による健康障害
防止の観点から、管理監督者に関しても一定の労働時間管理を行っていただき、長時間労働
が認められた場合は医師による面接指導等の措置を講じていただくよう、労働基準監督署で
は指導しております。 
 この点について、働き方改革関連法により、管理監督者を含めたすべての労働者に関して
労働時間を把握することが法令で義務付けられることになりました。そのため、働き方改革
関連法施行後に同様の状況が認められた場合は、労働基準監督署は法令違反として是正勧告
を行うことになります。   



監 督 指 導 事 例 （別添２） 

事例２ 
（計量器等
製造業） 

 36協定を締結・届出せずに労働者に月100時間超の違法な時間外労働を
行わせるとともに、割増賃金を法令に則って算出し支払っていない等の法
令違反が認められた。 

 

 

１ 36協定を締結・届出せずに違法な時間外労働を行わせていた。時間外・休日労働の
時間は最も多い月で９名の労働者が月100時間を超え、最も長い労働者では月199時間
であった。 

   
 

  
 
２ 固定残業代を支払っている労働者について、実際の時間外労働等の時間から計算し
た割増賃金と比較し、不足が生じた場合の差額を支払っていなかった。 

  また、固定残業代以外の労働者についても、基本給以外の手当を算入していない等
の割増賃金単価の算出方法に誤りが認められた。その他にも労働条件通知書の記載項
目の不足、1年単位の変形労働時間制の採用にあたり労使協定の締結・届出が行われて
いない等の多数の法令違反が認められた。 

 
 

 
 
  

監督指導において把握した事実 と 指導内容 

長時間労働を行わせていた理由 
 納入先での製品の修理・調整に長時間の待機（手待ち）（※1）が必要であったため。 
労働基準監督署の対応 
 ①労働基準法第32条（労働時間）違反を是正勧告した。 
 ②過重労働による健康障害防止の観点から、時間外・休日労働時間の削減を指導した。 

労働基準監督署の対応 
 ①割増賃金について違反（※2）を是正勧告し、過去に遡及して不足額を支払うよう指導  
 した。 
 ②その他の法令違反についても、是正勧告を行った。 

 割増賃金については法定の計算方法（下表）で算出して支払う必要があります。また、固
定残業代を支払っている場合も、実際の時間外労働等の時間から法定の計算方法で算出した
割増賃金額と比較して不足が生じた場合は、差額を支払う必要があります。 

※2 割増賃金の適正な支払いについて 

※1 待機（手待ち）時間の取り扱いについて 

 現実に労働の提供を行っていなくても、何かあった場合に即時に業務に従事することを求
められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間は、いわ
ゆる手待ち時間となり、労働時間として扱う必要があります。 



（事業主のみなさまへ）

ガイドラインの主なポイント

平成２９年１月２０日、労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドラインを策定しました。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

○ 使用者には労働時間を適正に把握する責務があること

［労働時間の考え方］

［労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置］

○ 労働時間とは使用者の指揮命令下に置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

○ 例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用
者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること

○ 使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること
（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い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製
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に関するガイドライン



　対象となる事業場は、

　労働基準法のうち労働時間に係る規定（労働基準法第４章）が適用される

全ての事業場　です。

対象事業場

　

　

１ 適用範囲

１．労働基準法第41条に定める者には、例えば、管理監督者が挙げられます。

管理監督者とは、一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理

について経営者と一体的な立場にある者の意であり、役職名にとらわれず職

務の内容等から実態に即して判断されます。

２．みなし労働時間制が適用される労働者とは、

①　事業場外で労働する者であって、労働時間の算定が困難なもの（労働基

準法第38条の２）

②　専門業務型裁量労働制が適用される者（労働基準法第38条の３）

③　企画業務型裁量労働制が適用される者（労働基準法第38条の４）

をいいます。

３．本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要が

ありますので、使用者は過重な長時間労働を行わせないようにするなど、適

正な労働時間管理を行う責務があります。

　対象となる労働者は、

　労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働

者（事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時

間に限る。）を除くすべての労働者　です。

対象労働者
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労働時間とは

　使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます（平成12年３

月９日最高裁第一小法廷判決　三菱重工長崎造船所事件）。

労働時間の考え方

１．使用者の明示的・黙示的な指示により労働者が業務を行う時間は労働時間

に当たります。

２．労働時間に該当するか否かは、労働契約や就業規則などの定めによって決

められるものではなく、客観的に見て、労働者の行為が使用者から義務づけ

られたものといえるか否か等によって判断されます。

３．たとえば、次のような時間は、労働時間に該当します。

①　使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為（着用を

義務付けられた所定の服装への着替え等）や業務終了後の業務に関連した

後始末（清掃等）を事業場内において行った時間

②　使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められて

おり、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間

（いわゆる「手待時間」）

③　参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使

用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

２
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その1　始業・終業時刻の確認・記録

その2　始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

３ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

　使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・

終業時刻を確認し、これを記録すること。

　使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。

　労働時間の適正な把握を行うためには、単に1日何時間働いたかを把握する

のではなく、労働日ごとに始業時刻や終業時刻を使用者が確認・記録し、これ

を基に何時間働いたかを把握・確定する必要があります。

　始業時刻や終業時刻を確認・記録する方法として、原則的な方法を示したも

のです。

（ア）について　

「自ら現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直

接始業時刻や終業時刻を確認することです。

　なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認する

ことが望ましいものです。

　使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として

次のいずれかの方法によること。

（ア）　使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。

（イ）　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。
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その3　自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を
　　　　行う場合の措置

（イ）について

　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

基本情報とし、必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報

告書など、使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突

き合わせることにより確認し、記録して下さい。

　また、タイムカード等の客観的な記録に基づくことを原則としつつ、自己申

告制も併用して労働時間を把握している場合には、その３に準じた措置をとる

必要があります。

　その２の方法によることなく、自己申告制により行わざるを得ない場合、

以下の措置を講ずること。

（ア）　自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、

労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどにつ

いて十分な説明を行うこと。

（イ）　実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含

め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。

（ウ）　自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致している

か否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の

補正をすること。

　特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にい

た時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告に

より把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間と

の間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の

労働時間の補正をすること。

（エ）　自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その

理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われてい

るかについて確認すること。
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　その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時

間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務

に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる

時間については、労働時間として扱わなければならないこと。

（オ）　自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つもの

である。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の

時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による

労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。

　また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の

定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な

申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当

該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

　さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労

使協定（いわゆる36協定）により延長することができる時間数を遵守

することは当然であるが、実際には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いるようにす

ることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的

に行われていないかについても確認すること。

　自己申告による労働時間の把握については、あいまいな労働時間管理となり

がちであるため、やむを得ず、自己申告制により始業時刻や終業時刻を把握す

る場合に講ずべき措置を明らかにしたものです。
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（ア）について

　労働者に対して説明すべき事項としては、本ガイドラインで示した労働時間

の考え方、自己申告制の具体的内容、適正な自己申告を行ったことにより不利

益な取扱いが行われることがないこと、などがあります。

（イ）について

　労働時間の適正な自己申告を担保するには、実際に労働時間を管理する者が

本ガイドラインの内容を理解する必要があります。説明すべき事項としては、

労働者に対するものと同様に、本ガイドラインで示した労働時間の考え方や、

自己申告制の適正な運用などがあります。

（ウ）について

　使用者は自己申告制により労働時間が適正に把握されているか否かについて

定期的に実態調査を行い、確認することが望ましいものです。

　特に、労働者が事業場内にいた時間と、労働者からの自己申告があった労働

時間との間に著しい乖離が生じているときは、労働時間の実態を調査するよう

にしてください。

　また、自己申告制が適用されている労働者や労働組合等から、労働時間の把

握が適正に行われていない旨の指摘がなされた場合などにも、このような実態

調査を行ってください。

（エ）について

　使用者は、自己申告による労働時間の把握とタイムカード等を併用し、自己

申告された労働時間とタイムカード等に記録された事業場内にいる時間に乖離

が生じているときに、その理由を報告させている場合、その報告が適正に行わ

れていないことによって、労働時間の適正な把握がなされなくなるおそれがあ

るため、その報告の内容が適正か否かについても確認する必要があります。

（オ）について

　使用者は、労働者の適正な自己申告を阻害する措置を講じてはならないのは
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その5　労働時間の記録に関する書類の保存

もちろんのこと、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となる事業場

の措置がないか、また、労働者等が慣習的に労働時間を過小に申告していない

かについても確認する必要があります。

　使用者は、労働基準法第108条及び同法施行規則第54条により、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。

　また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台

帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、同法第120条に基づき、30万円

以下の罰金に処されること。

　使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等

の労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、

３年間保存しなければならないこと。

　労働基準法第109条においては、「その他労働関係に関する重要な書類」につ

いて保存義務を課していますが、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する

書類もこれに該当し、３年間保存しなければならないことを明らかにしたもの

です。

　具体的には、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等

の記録、残業命令書及びその報告書、労働者が自ら労働時間を記録した報告書

などが該当します。

　なお、保存期間である３年間の起算点は、それらの書類ごとに最後の記載が

なされた日となります。

その4　賃金台帳の適正な調製
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その6　労働時間を管理する者の職務

その7　労働時間等設定改善委員会等の活用

　事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における

労働時間の適正な把握等労働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労

働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。

　人事労務担当役員、人事労務担当部長等労務管理を行う部署の責任者は、労

働時間が適正に把握されているか、過重な長時間労働が行われていないか、労

働時間管理上の問題点があればどのような措置を講ずべきかなどについて把

握、検討すべきであることを明らかにしたものです。

　使用者は、事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間

等設定改善委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握

の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を行うこと。

　自己申告制により労働時間の管理が行われている場合等においては、必要に

応じ、労働時間等設定改善委員会等の労使協議組織を活用し、労働時間管理の

現状の問題点や解消策等について検討することが望まれます。
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関　連　法　令

（労働時間）

第三十二条　使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

２　使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働さ

せてはならない。

（時間外及び休日の労働）

第三十六条　使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働

組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面に

よる協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは

第四十条の労働時間（以下この条において「労働時間」という。）又は前条の休日（以下この項において「休

日」という。）に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日

に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働

時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

（第２項～第４項　略）

（時間外、休日及び深夜の割増賃金）

第三十七条　使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた

場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二

割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければな

らない。

　ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた

時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなけ

ればならない。

（第２項～第５項　略）

（賃金台帳）

第百八条　使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚

生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

（記録の保存）

第百九条　使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要

な書類を三年間保存しなければならない。

労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令（抄）
　労働基準法第三十七条第一項の政令で定める率は、同法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により

延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については

三割五分とする。
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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

１　趣　旨

　労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労

働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。

　しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制（労働者が自己の労働時間を自主的に

申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。）の不適正な運用等に伴い、同法に違反する過重

な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理してい

ない状況もみられるところである。

　このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明ら

かにする。

２　適用の範囲

　本ガイドラインの対象事業場は、労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用される全ての事業場であ

ること。

　また、本ガイドラインに基づき使用者（使用者から労働時間を管理する権限の委譲を受けた者を含む。

以下同じ。）が労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、労働基準法第４１条に定める者及びみなし

労働時間制が適用される労働者（事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間

に限る。）を除く全ての者であること。

　なお、本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者

において適正な労働時間管理を行う責務があること。

３　労働時間の考え方

　労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、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。そのため、次のアからウのような時間は、労働時

間として扱わなければならないこと。

　ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間について

は労働時間として取り扱うこと。

　なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、労働

者の行為が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るか否かにより客観的に定まるもの

であること。また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の

行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判

断されるものであること。

ア　使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為（着用を義務付けられた所定の服装へ

の着替え等）や業務終了後の業務に関連した後始末（清掃等）を事業場内において行った時間

イ　使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが

保障されていない状態で待機等している時間（いわゆる「手待時間」）

ウ　参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要

な学習等を行っていた時間

４　労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

（１）始業・終業時刻の確認及び記録

 　使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これを

記録すること。

11



詳しくは最寄りの労働基準監督署、都道府県労働局にお問い合わせください。
（http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku）（Ｈ29.7）

（２）始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

　使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。

ア　使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。

イ　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

（３）自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置

　上記（２）の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使用者は次の措

置を講ずること。

ア　自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、

適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

イ　実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講

ずべき措置について十分な説明を行うこと。

ウ　自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて

実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

　特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有して

いる場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた

時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

エ　自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場

合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。

　その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、

実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認めら

れる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。

オ　自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、

労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者

による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。

　また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場

の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するととも

に、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

　さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定（いわゆる 36 協定）によ

り延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には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いるようにすることが、実際に労働時

間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること。

（４）賃金台帳の適正な調製

　使用者は、労働基準法第108条及び同法施行規則第54条により、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。

　また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入

した場合は、同法第120条に基づき、30万円以下の罰金に処されること。 

（５）労働時間の記録に関する書類の保存

　使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書

類について、労働基準法第109条に基づき、３年間保存しなければならないこと。

（６）労働時間を管理する者の職務

　事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労働

時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること。 

（７）労働時間等設定改善委員会等の活用

　使用者は、事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設定改善委員会等の労使協

議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検討を

行うこと。
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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために
派遣先事業者向け

派遣労働者にも当然に労働基準法、労働安全衛生法等の労働関係法令
が適用され、原則として、派遣労働者と労働契約を交わしている派遣元

（派遣会社）がその責任を負います。同時に、派遣労働者を指揮命令して
業務を行わせるのは派遣先であるため、一部の規定については派遣先に
責任を負わせることとされています。

1.労働条件の確保に関する重点事項

1. 労働時間を適正に把握してください
・派遣先は、「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基準」（平成13年４月６日付け
基発第339号）に基づき、派遣労働者の労働時間を適正に把握しなければなりません。

2. 時間外労働・休日労働には、派遣元での36協定が必要です
・派遣先が、派遣労働者に時間外労働・休日労働を行わせる場合には、派遣元の事業場で締結・届出された36
協定が必要です。この36協定の範囲を超えて時間外労働等を行わせた場合、派遣先が労働基準法違反になり
ます。
・このため、派遣先は、派遣元での36協定の内容等を把握し、時間外労働等を行わせる場合には、その範囲内に
とどめる必要があります。

1. 労働者派遣契約の内容は適正ですか
・派遣先は、労働者派遣契約に従って派遣労働者を労働させた場合に労働基準法違反等が生じないよう、派遣
契約の内容を派遣元に十分に確認してください。
・派遣先指針において、休業手当の支払等、労働者派遣契約の中途解除に伴い生じた派遣元の損害の賠償を
派遣先が行うよう、派遣契約に定めることとされていることにも、留意してください。

2. 労働時間についての連絡体制を確立しましょう
・派遣先指針に基づき、労働時間の枠組みと実績に関する連絡体制を確立してください。

＜労働時間の枠組み＞
派遣先は、派遣元での36協定の内容等について情報提供を求めましょう。
＜実際の労働時間＞
派遣先は、「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基準」に基づき適正に把握した
労働時間を派遣元に正確に通知しましょう。

3. 年休の取得についての協力体制を整えましょう
・派遣元と派遣先は、派遣労働者が年次有給休暇の取得を請求した場合の手続等をあらかじめ定め、派遣元が
派遣労働者に年次有給休暇を与えるため、代替労働者の派遣、派遣先における業務量の調整等の対応を取る
ことができる体制を確立することが望まれます。
・派遣先はその調整等に協力し、派遣元が適切に年次有給休暇を与えることができるよう配慮してください。

実施すべき重点事項

派遣元との連携

労働者派遣法では、労働者派遣契約に従って派遣労働者を労働させたときに派遣先が労働基準関係法令に
違反することになる場合には、派遣元に対して当該労働者派遣を禁止しています。

労働者派遣法では、派遣先は派遣先管理台帳に派遣就業日ごとの始業・終業時刻等を記載し、これを派遣
元に通知しなければならないとしています。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署



2.安全衛生の確保に関する重点事項

1. 派遣労働者を含め安全衛生管理体制を確立してください
・派遣先は、派遣労働者を含め算出した常時使用する労働者数等に応じて、
①安全管理者、衛生管理者、産業医等を選任し、派遣労働者の安全衛生に関する事項も含め、必要な職務を
行わせてください。

②安全衛生委員会等を設置し、派遣労働者の安全衛生に関する事項も含め、必要な調査審議を行ってくだ
さい。

2. 危険又は健康障害の防止措置を適切に実施してください
・派遣先は、機械等の安全措置など派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を現場の状況に即し
適切に実施してください。

3. 危険性又は有害性等の調査等を実施してください
・派遣先は、派遣労働者が従事する作業について、危険性又は有害性等の調査を実施し、その結果に基づき、
機械の本質安全化や化学物質のばく露防止などリスク低減措置を講じてください。

＜参考　危険性又は有害性等の調査等＞
作業に伴う危険性又は有害性を洗い出し、リスク（負傷又は疾病の重篤度と発生可能性を組み合わせたも
の）を評価するもので、リスクの大きなものを優先して適切なリスク低減措置を講ずることにより、効果的
に災害を防止できます。

4. 安全衛生教育等を適切に実施してください
・派遣先は、派遣元による雇い入れ時等の安全衛生教育に
ついて、その実施結果を派遣元に書面等で確認してくだ
さい。
・派遣先は、派遣労働者が異なる作業に転換したときや、
作業設備、作業方法等に大幅な変更があったときなど
は、作業内容変更時の安全衛生教育を行ってください。
・派遣先は、派遣労働者を一定の危険又は有害な業務に従
事させるときは、派遣労働者が、その業務に関する特
別教育を既に受けた者かを確認し、必要な特別教育を
行ってください。
・派遣先は、特別教育を実施した場合、その結果を派遣元
に書面等により報告してください。

・派遣先は、派遣労働者に対し、立入禁止場所等の派遣先において禁止されている事項について周知を行って
ください。

実施すべき重点事項

常時 50 人以上の労働者（派遣労働者を含む）を使用するすべての事業場は、衛生管理者、産業医を選任
する必要があります。

＜プレス機械作業における危険又は健康障害の防止措置の例＞
・プレスによるはさまれ災害を防止するための安全装置の設置
・強烈な騒音を発する場合における防音保護具（耳栓）の支給

＜特別教育が必要な危険有害業務の例＞
・クレーン（つり上げ荷重５トン未満のもの）、移動式クレーン（つり上げ荷重１トン未満のもの）の運転
・玉掛け作業（つり上げ荷重１トン未満のクレーン、移動式クレーンに係るもの）
・フォークリフト等荷役機械（最大荷重１トン未満のもの）の運転
・動力プレスの金型等の取付け、取外し、調整
・アーク溶接等

派遣先事業者向け



5. 派遣労働者の安全な作業の確保のために
・派遣先は、就業制限業務に従事する派遣労働者に対し、当該業務に係る資格を有していることを確認してくだ
さい。

・派遣先は、派遣労働者が従事する作業について安全な作業マニュアルや手順書を作成するようにしましょう。
・派遣先は、派遣労働者が安全な作業マニュアルや手順書により適切な作業を行えるよう、適時作業状況を確認
する者を定め、その者に必要な指揮を行わせるようにしましょう。
・派遣先は、立入禁止場所、危害を生ずるおそれのある箇所等には、標識や警告表示の掲示を行ってください。
・派遣先は、派遣労働者が危険予知活動、安全衛生改善提案活動等の安全衛生活動に参加できるよう配慮して

ください。

6. 特殊健康診断を確実に実施してください
・派遣先は、一定の有害業務（放射線業務等）に常時従事する派遣労働者に対し、雇入れの際、当該業務へ配置
替えの際やその後一定期間以内ごとに1回、定期に、特殊健康診断を実施し、その結果に基づく事後措置を
講じてください。また、特殊健康診断の結果の記録の写しを派遣元に送付してください。
・派遣先は、一定の有害業務を行う派遣労働者の作業の記録を作成・保存するとともに、派遣元に提供してくだ
さい。

7. 派遣労働者も含めたストレスチェック結果に基づく集団ごとの集計・分析が望まれます
・派遣先は、派遣労働者も含めた一定規模の集団ごとにストレスチェック結果を集計・分析し、その結果に
基づく措置を実施することが望まれます。

8. 健康に関する情報に基づく派遣労働者に対する不利益な取扱いは禁止されています
派遣先における次のような派遣労働者に対する不利益な取扱いについては、一般的に合理的なものではない
ため、行ってはいけません。
・一般健康診断や長時間にわたる労働に関する面接指導等の結果に基づく就業上の措置や、心の健康に関する
情報を理由とする就業上の措置について、派遣元から派遣先に、その実施に協力するよう要請があったことを
理由として、派遣労働者の変更を求めること。
・本人の同意を得て、派遣先が派遣労働者の心の健康に関する情報を把握した場合、これを理由として、医師の
意見や派遣労働者の実情を考慮せず、派遣労働者の変更を求めること。
・派遣先が実施する特殊健康診断結果に基づく必要な措置について、医師の意見を聴く等の法令上の手順に
従わず、派遣労働者の変更を求めること。
・派遣元が本人の同意を得て、派遣先に派遣労働者のストレスチェック結果や面接指導の結果を提供した場合、
これを理由として、派遣労働者の変更を求めたり、医師の意見や派遣労働者の実情を考慮せず、派遣労働者の
変更を求めること。
・派遣先が集団ごとの集計・分析を行うことを目的として実施するストレスチェックを受けないことを理由
として、派遣労働者の変更を求めること。

9. もし派遣労働者が労働災害に被災した場合には
・派遣先は、労働災害の発生原因を調査し、再発防止対策を講じてください。
・派遣先は、労働者死傷病報告を作成し、派遣先事業場を所轄する労働基準監督署に提出してください。また、
その写しを遅滞なく派遣元に送付してください。

派遣労働者が派遣中に労働災害等により死亡又は休業したときは、派遣元、派遣先がそれぞれ労働者
死傷病報告を作成し、所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

＜就業制限業務の例＞
・クレーン（つり上げ荷重５トン以上のもの）、移動式クレーン（つり上げ荷重１トン以上のもの）の運転
・玉掛け作業（つり上げ荷重１トン以上のクレーン、移動式クレーンに係るもの）
・フォークリフト等荷役機械（最大荷重１トン以上のもの）の運転
・ガス溶接等

派遣先事業者向け



派遣先事業者向け

1. 安全衛生教育に関する派遣先の協力や配慮が必要です
・派遣元が派遣労働者に対する雇入れ時等の安全衛生教育を適切に行えるよう、派遣先は派遣労働者が従事

する業務に係る情報を派遣元に対し積極的に提供してください。
・派遣元から教育カリキュラムの作成支援等の依頼があった場合には、派遣先はこれに応じるよう努め
ましょう。
・派遣元から雇入れ時等の安全衛生教育の委託の申し入れがあった場合には、派遣先は可能な限りこれに応じ
るよう努めましょう。
・派遣先は、当該教育の実施を受託した場合には、その実施結果を派遣元に書面等により報告してください。
・派遣労働者を異なる作業に転換したときや、作業設備・作業方法等について大幅な変更があったとき等に、
派遣先で作業内容変更時の教育を実施したときは、その結果を派遣元に書面で報告してください。

2. 危険有害業務に係る適正な労働者派遣を行っていますか
・派遣先は、派遣労働者が従事することが予定されている特別教育が必要な一定の危険又は有害な業務及び
就業制限業務に係る派遣労働者の資格等の有無を確認し、必要な資格等がない者がこれらに従事することが
ないよう、派遣元と十分連絡調整を図ってください。

3. 健康診断に関する協力や配慮
・派遣先は、派遣労働者が派遣元の実施する一般健康診断を受診できるよう必要な配慮をしてください。
また、派遣元から依頼があった場合には、派遣先は、その雇用する労働者に対する一般健康診断を実施する際
に、派遣労働者もこれを受診することができるよう配慮してください。なお、その場合は、一般健康診断結果
は派遣元が取り扱うべきであり、派遣先がその結果を把握すべきではないことに留意してください。
・派遣先は、派遣労働者の労働時間に加え、必要に応じて、その他の勤務状況や職場環境に関する情報を提供
するよう派遣元から依頼があった場合には、情報提供してください。
・派遣先は、一般健康診断の結果に基づく派遣労働者に対する就業上の措置について、派遣元から要請があった

場合には、協力してください。
・派遣先は、特殊健康診断の結果に基づく就業上の措置を講ずる場合には、派遣元に連絡調整を行ってから実施
してください。また、実施した内容については、派遣元に情報提供してください。

4. 長時間にわたる労働に関する面接指導に関する協力や配慮
・派遣先は、派遣労働者が、派遣元の実施する長時間にわたる労働に関する面接指導を受けられるよう配慮して
ください。
・派遣先は、派遣労働者の労働時間に加え、必要に応じて、その他の勤務状況や職場環境に関する情報を提供
するよう派遣元から依頼があった場合には、情報提供してください。
・派遣先は、長時間にわたる労働に関する面接指導等の結果に基づく派遣労働者に対する、就業上の措置につい
て、派遣元から要請があった場合には、協力してください。

5. 派遣元の講じる再発防止対策に協力しましょう
・派遣労働者が労働災害に被災した場合、派遣先は、派遣元での安全衛生教育への活用や同種業務の派遣
労働者への情報提供が行えるよう、派遣元に対し、当該労働災害の原因や対策について必要な情報を提供
しましょう。

6. 定期的に会合を開催するなどし、派遣元との適切な連絡調整を行いましょう
・派遣先は、健康診断、安全衛生教育、労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況、派遣先が
実施している安全衛生活動への派遣労働者の参加等について、派遣元と連絡調整を行ってください。

派遣元との連携

労働者派遣法では、労働者派遣契約に従って派遣労働者を労働させたときに派遣先が労働安全衛生法令に
違反することになる場合には、派遣元に対して当該労働者派遣を禁止しています。

派遣元・派遣先の責任区分と相互の連携について、さらに詳しくお知りになりたい場合は、以下の
パンフレットをご覧いただくか、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署までお願いします。

（28.1）

派遣労働者　労働条件 検 索パンフレット「派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために」


