
   

 

 
 

 

 

労働基準監督署では「事業場への訪問支援」を行っています。 
～「労働時間相談・支援班」が個別に事業場を訪問し、労働時間の相談等に対応～ 

 

滋賀労働局（局長 石坂 弘秋）では、平成 30年４月に滋賀県内の労働基準監督署に編

成した「労働時間相談・支援班」により、事業場への訪問支援を行っています。 

働き方改革を推進し長時間労働の是正を図っていくためには、事業場に労働時間に関

する法制度等を理解した上で適正な労務管理を行っていただく必要があり、滋賀労働局

では、事業場の法制度等の理解の促進のため、集団的又は個別的手法を繰り返し行うこ

とにより、きめ細やかに支援を行う取り組みを行うこととしています。 

その取り組みの一環として、「労働時間相談・支援班」による説明会の実施や使用者団

体の研修等への講師派遣を行ってまいりましたが、働き方改革関連法の成立を踏まえ、

今後、下記内容の事業場への訪問支援を併せて積極的に行うことにより、更なる働き方

改革の推進を図っていきます。 

 

訪問支援は、労務管理について改善意欲があるが改善方法が分からない事業

場について法制度等の理解を促し、長時間労働の削減のための自主的な改善や

働き方改革関連法施行までの準備を円滑に進めることができるよう労働時間

相談・支援班員が個別に事業場に訪問し、労務管理担当者に法制度等の説明を

行ったり、相談対応を行う取り組みです（※労働基準監督署が従来から行って

いる監督指導とは異なるものになります。）。  

希望があった事業場に訪問することとしており、添付リーフレットを使用し

てのＦＡＸか、電話での申し込みにより受付をしております。  

■主な説明事項  

①労働基準法等（働き方改革関連法）の改正内容 
②時間外労働・休日労働に関する協定を含む労働時間制度全般に関すること 
③変形労働時間制度等の導入にあたり必要な書類の作成に関すること 
④長時間労働の削減にかかる好事例 

⑤その他労働基準法全般に関して、事業場から希望のあった事項 

■労働基準法等（働き方改革関連法）の主な改正内容  
①残業（時間外労働）時間の上限規制 
②勤務間インターバル制度の導入（努力義務） 
③年５日間の年次有給休暇の取得（事業場に義務付け） 
④月 60 時間超の残業（時間外労働）の割増賃金率引き上げ 
⑤労働時間の客観的な把握 
⑥フレックスタイム制の拡充 
⑦高度プロフェッショナル制度の創設 

厚生労働省

滋 賀 労 働 局
働きやすい滋賀をめざして

滋 賀 労 働 局 発 表 

平 成 3 0 年 ８ 月 3 0 日 

滋賀労働局労働基準部 

監 督 課 長  米村 慎二 

  髙津 章人 

専 門 監 督 官  土肥 和弘 

（電話）077－522－6649 

担 

当 

 働き方改革関連の発表です。 



   

 

【労働時間相談・支援班の訪問支援 申し込み連絡先】 

滋賀労働局労働基準部監督課 〒520-0806 

大津市打出浜 14-15 滋賀労働総合庁舎５階 

TEL：077-522-6649 FAX：077-522-6625 

大津労働基準監督署 

（管轄地域：大津市・草津市・守山

市・栗東市・野洲市・高島市） 

〒520-0806 

大津市打出浜 14-15 滋賀労働総合庁舎３階 

TEL：077-522-6616 FAX：077-522-6252 

彦根労働基準監督署 

（管轄地域：彦根市・長浜市・米原

市・愛知郡・犬上郡） 

〒522-0054 

彦根市西今町 58-3 彦根地方合同庁舎３階 

TEL：0749-22-0654 FAX：0749-26-0241 

東近江労働基準監督署 

（管轄地域：近江八幡市・甲賀市・

湖南市・東近江市・蒲生郡） 

〒527-8554 

東近江市八日市緑町 8-14 

TEL：0748-22-0394 FAX：0748-22-0613 

【資料】 

参考資料１ リーフレット：『労働基準監督署では「働き方改革」への取り  

組みを支えるため事業場への訪問支援による相談対応や法令説   

明を行っています。』 

参考資料２  リーフレット：「働き方に応じた適正な労務管理を実施しましょう」 

参考資料３  リーフレット：「働き方が変わります！！2019年４月１日から働き方改革

関連法が順次施行されます」 

参考資料４  リーフレット：「労働時間法制の見直しについて」 

参考資料５  「【働き方改革】チャレンジ 時間外・休日労働削減大作戦!!」参加要領 

【その他の働き方改革推進にかかる取り組み】 

 

『 【働き方改革】チャレンジ 時間外・休日労働削減大作戦!! 

～ ハヨケ～ロで、職場ヨシ!家庭ヨシ!地域ヨシ! ～ 』 

滋賀労働局管下の東近江労働基準監督署、ハローワーク東近江、ハローワーク甲賀で

は 11 月の過重労働解消キャンペーン期間中に、『 【働き方改革】チャレンジ 時間外・休日労働
削減大作戦!! 』と題して、企業（事業場）に時間外・休日労働を削減するなどの働き方改革への取
り組みを呼びかけ、併せて本イベントへの参加企業（事業場）を募集しています。              
なお、イベントの結果については、働き方改革についての社会的機運の醸成や企業における人材確

保等の一助とするため、好事例としてご紹介することとしており、企業（事業場）に積極的な参加登
録を呼びかけています。【平成30年７月19日 東近江労働基準監督署記者発表済】 

１ 概要 

各事業場では時間外・休日労働の削減目標と【働き方改革】の実施項目を決定し、
11 月のキャンペーン期間を中心に、時間外・休日労働の削減に取り組んでいただきま
す。取り組み結果については、好事例として滋賀労働局の HPに掲載する他、東近江労
働基準監督署、ハローワーク東近江及びハローワーク甲賀に掲示し、各参加事業場に
も結果をフィードバックします。  

２ 募集期間  平成 30年７月 1日～９月 30日  

３ 対象事業場 働き方改革に取り組み、時間外・休日労働を削減しようとする事業場 

４ 取組期間  平成 30年 10月１日～11月 30日の任意の 1か月間 

５ 参加要領  添付資料をご覧ください 



労働基準監督署では｢働き方改革｣ への取り組みを支えるため 

よる相談対応や法令説明を行っています。 

中小企業事業主のみなさまへ 

働き方改革関連法 
成立で何が変わる 
のか知りたい・・・。 

うちの会社の 
労働時間の制度は 
このままで 
いいのかな･･･？ 

専門の「労働時間相談･支援班」が、以下のような事項について、 

個別に事業場に訪問し、相談対応や説明をさせていただきます。 

       訪問を希望される場合は、下記に記載の上、この用紙をその    
    ままＦＡＸしていただくことで、申し込みいただけます。 
     申し込みいただきますと、管轄労働基準監督署の労働時間相  
    談・支援班から担当者様に連絡させていただき、日程等の調整  
    後、事業場に訪問させていただきます。 
     ＦＡＸ送信先 077-522-6625（滋賀労働局 監督課） 

 事業場名       

 所 在 地 

 ＴＥＬ           ＦＡＸ 

 担当者様のお名前 

 相談・説明希望事項（※） 

  ※上記の主な説明事項の①～⑤から選んで該当番号を記載いただくか、それ以外で個別に確認したい   
  事項を簡単に記載して下さい。 

主な説明事項 
①労働基準法（働き方改革関連法）の改正内容 
②36協定を含む労働時間制度全般に関すること 
③変形労働時間制度等の導入にあたり必要な書類の作成に関す
ること 
④長時間労働の削減にかかる好事例 
⑤その他労働基準法全般に関すること 

無料です 



◆ 労働時間相談・支援班の個別訪問については電話でも受け付けてい

ますので、お気軽に申し込み下さい。 

受付時間：８時３０分～１７時１５分（土･日･祝日を除く） 

滋賀労働局  

〒520-0806 大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎３階  
TEL：077-522-6616 FAX：077-522-6252 

〒527-8554 東近江市八日市緑町8-14   
TEL：0748-22-0394 FAX：0748-22-0613 

〒522-0054 彦根市西今町58-3 彦根地方合同庁舎３階  
TEL：0749-22-0654 FAX：0749-26-0241 

大津労働基準監督署 

彦根労働基準監督署 

東近江労働基準監督署 

１ 残業時間の上限を規制します 

２ 「勤務間インターバル」制度の導入を促します 

３ １人１年あたり5日間の年次有給休暇の取得を、企業に義務づけます 

４ 
 

月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げます（25%→50%） 
  ▶ 中小企業で働く人にも適用（大企業は2010年度～） 

５ 
 

労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づけます 
  ▶ 働く人の健康管理を徹底 

  ▶ 管理職、裁量労働制適用者も対象 

６ 
 

「フレックスタイム制」により働きやすくするため、制度を拡充します 
  ▶ 労働時間の調整が可能な期間（清算期間）を延長（1か月→3か月） 

  ▶ 子育て・介護しながらでも、より働きやすく 

７ 
 

専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である 
「高度プロフェッショナル制度」を新設し、選択できるようにします   
  ▶ 前提として、働く人の健康を守る措置を義務化（罰則つき） 

  ▶ 対象を限定（一定の年収以上で特定の高度専門職のみが対象）  

働き方改革関連法の成立で 
 下記の事項について対応が求められます。 

      施行期日：2019年４月1日※ 
    ※中小企業における残業時間の上限規制の適用は2020年４月1日 
    ※中小企業における月60時間超の残業の、割増賃金率引上げの適用は2023年4月1日 

 働き方改革関連法で 

 ⇒ 長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくする、等によって、個々の  

  事情にあった多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。  

 ⇒ 働き過ぎを防いで健康を守る措置をしたうえで、自律的で創造的な働き方を    

  希望する方々のための、新たな制度をつくります。 

労働基準部監督課 
〒520-0806 大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎５階  
TEL：077-522-6649 FAX：077-522-6625 



事業主のみなさまへ

平成30年４月から、働く方々の労働条件の確保・改善を目的として、各労働基準監督署に
「労働時間相談・支援コーナー」を設置し、窓口と電話で、労働時間等に係る法令に関する問
い合わせや労務管理についての相談をお受けするとともに、企業の皆さまを個別に訪問して、
相談や支援を行っています。

業務の能率・生産性の向上のため、また、労働者の生活の充実・向上のためにも、労働時間
や休日などの適正な管理をお願いします。

長時間にわたる過重な労働が要因となり、

労働者が健康を損なうような事態は、あって

はならないことです。

36協定を締結していて、月45時間を超える

時間外労働が可能であっても、実際の時間外

労働を月45時間以下とするよう努めましょう。

また、休日労働についても削減に努めま

しょう。

原則 …１週:40時間､１日:８時間
例外※ …１週:44時間､１日:８時間
※労働者10人未満の商業、映画・演劇業（映画の製作

の事業を除く）、保健衛生業、接客娯楽業

超える 過半数組合や

過半数代表者と

36協定を締結し、

所轄の労働基準監督署に

届け出る必要があります。確保できない

労働時間の上限（法定労働時間）

毎週１回または４週を通じて４日以上
（午前０時～午後12時の継続24時間の休み）

労働者の心身の健康管理のために、
時間外・休日労働の削減に取り組みましょう！

時間外･休日労働には
「時間外・休日労働に関する協定（36協定）」が必要です。

36協定で

締結する

５つの項目

① 時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由

② 対象労働者の業務、人数
（業務の区分を細分化することにより、時間外労働の必要のある範囲を明確にする必要があります。）

③ １日の延長時間と、１日を超え３か月以内の期間及び１年間についての延長時間
※時間外労働の上限は、厚生労働大臣告示において、1月45時間、1年360時間等とされています。（これを「限
度時間」と言います。）ただし特別条項を締結すれば、年間6か月まで、限度時間を超えて労働させることができます。
※ただし、労働時間を延長する場合には、その時間をできる限り延長時間を短くするように努めなければなりません。

④ 休日労働を行わせる日とその始業・終業時刻

⑤ 有効期間

サブロク

休日の最低基準（法定休日）

ポイント１

留意事項！

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署



勤続年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

▶ 年次有給休暇の付与日数（一般の労働者）※パート労働者も所定労働日数に応じて比例付与する必要があります。

35％増し

年次有給休暇の付与要件は、①６か月継続勤務し、②全労働日の８割以上出勤することです。

要件を満たした労働者には、最低10日間の年休を付与しなければなりません。

しっかり休んでしっかり働くために
年次有給休暇の取得環境を整えましょう！

「割増賃金」は不足なく支払ってください。ポイント２

留意事項！

１日の所定労働時間が短縮できる場合
例：月～金が７時間20分、

土が３時間20分

１か月単位の
変形労働時間制

１年単位の
変形労働時間制

１週間単位の
変形労働時間制

（規模30人未満の小売業、旅館、
料理・飲食店に限る）

フレックスタイム制

通常の労働時間
週40時間、
１日８時間

労働時間の短縮に効果的と

思われる労働時間制度

小さい

業

務

の

繁

閑

が

直前にならないとわからない場合

１週間に休日が２日程度確保できる場合

月始め・月末・特定週等に業務が忙しい
場合

特定の季節（夏季・冬季など）、特定の
月などに業務が忙しい場合

始業･終業の時刻を労働者に自由に選択させることができる場合

以下のフローチャートは、業務の実態や業務の繁閑などから、貴事業場の働き方に合った、

労働時間の短縮に効果的と思われる労働時間制を確認することができます。

各労働時間制度の詳細は裏面をご確認下さい。

労働時間制度は、多様な働き方に対応できる、
業務の実態にあったものを選びましょう！

！

業

務

の

実

態

確認してください

大きい

25％増し週40時間、１日８時間を超えて働いた場合時間外労働

週に１回、４週に４回の法定休日に働いた場合休日労働

※深夜労働（午後10時～午前５時の間に働いた場合）も25％増しの割増賃金が必要

割増賃金

割増賃金



□ 必要に応じて、医師の意見を踏まえ、事後措置※を講じる

□ １年に１回、健康診断を必ず実施

□ 深夜業(22時～翌５時)に常時従事する労働者は、半年に１回の健康診断

□ 健康診断の結果が出たら、１通は会社で保存し、もう１通は労働者に通知

※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

ポイント４「健康診断」で労働者の状態を把握してください。

労働時間の適正な把握のために
労働日ごとに始業･終業時刻を確認･記録しましょう！

留意事項！

※詳細は「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」
（https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf）をご確認ください。

「賃金台帳」を適切に調製し､保存してください。

賃金台帳

作成の

留意事項

① 労働者ごとに記入しましょう。

② 確認した労働時間を基に、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、
休日労働時間数、深夜労働時間数を記入しましょう。

③ 基本給や、割増賃金なども記入しましょう。

④ 賃金台帳は３年間保存しましょう。

ポイント３

割増賃金は、１時間あたりの賃金に割増率を乗じて計算します。
～ 法定の額に不足がないか、確認をしてみましょう ～

月給制の場合 日給制の場合 出来高払制の場合

※ 次の①～⑦の手当は労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることなどにより割増賃金
の基礎となる賃金から除外することができます。

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か月を超える期間ごとに支払われる賃金

①～⑦は、例示ではなく、限定的に列挙されているものです。これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。
また、①～⑤の手当については、このような名称の手当であれば、全て基礎となる賃金から除外できるというわけではあり

ません。

当該期間中の出来高給
賃金総額

当該期間中の
総労働時間数

×0.25
（0.35）

月決め賃金（＋諸手当）
支給総額

年間平均
１か月所定労働時間数

×1.25
（1.35）

日決め賃金（＋諸手当）
支給総額

１週間平均の
１日所定労働時間数

×1.25
（1.35）

○ 始業・終業時刻は客観的な方法で確認しましょう。
・ 使用者が自ら現認することにより確認
・ タイムカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録

○ 自己申告制によらざるをえない場合は、労働者に対して労働時間の実態を正しく記録
し、適正に申告を行うことなどについて十分に説明するなどの措置が必要です。

https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/151106-06.pdf


労働時間制度 内 容

通常の労働時間制度

１日の労働時間を８時間以内、１週間の労働時間を40時間以内とするもの

です。

※土曜日を半日勤務とする制度（例：月～金が７時間20分、土が３時間20分）

の採用も可能です。

※特例措置対象事業場（労働者10人未満の①商業、②映画・演劇業（映画の製作

の事業を除く）、③保健衛生業、④接客娯楽業）については、１日の労働時間

は８時間以内、１週間の労働時間は44時間以内と定めています。

変形労働時間制等

繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短く

するといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら

労働時間の配分などを行い、これによって全体の労働時間の短縮を図ろう

とするものです。

１か月単位
１か月以内の一定期間を平均し、１週間当たりの労働時間が40時間（特例

措置対象事業場は44時間）以下の範囲内において、１日及び１週間の法定

労働時間を超えて労働させることができる制度です。

１年単位

労使協定を締結することにより、１年以内の一定の期間を平均し１週間の

労働時間が40時間以下（特例措置対象事業場も同じ）の範囲内において、

１日及び１週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

（年間の労働日数や労働時間の上限があります）

１週間単位
規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業に限り、労使協定で、

１週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。

フレックス

タイム制

１カ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で

各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。

事業場外みなし

労働時間制

労働者が事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働

時間または当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなさ

れる制度です。

裁量労働制

研究開発などの業務、あるいは事業の運営に関する事項についての企画、

立案などの業務について、その性質上、業務の遂行の方法や時間の配分な

どに関し、使用者が具体的な指示をしないことを労使協定や労使委員会の

決議で定めた場合、当該労使協定や決議で定めた時間労働したものとみな

す制度です。

専門業務型
対象業務（新商品、新技術の研究開発の業務など19種）について、業務の

遂行手段、時間配分の決定などに関し具体的な指示をすることが困難な業

務の場合に導入できます。

企画業務型

対象業務（事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の

業務であって、業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委

ねる必要があるもの）について、業務の遂行の手段及び時間配分の決定な

どに関し、具体的な指示をしないこととする業務の場合に導入できます。

労働時間制度の一覧



施行： 2020年４月１日～ ※中小企業は、2021年４月１日～ 

「働き方｣ が変わります!! 

年次有給休暇の確実な取得が必要です！ 

事業主の皆さまへ 

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、 

臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、 

複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定する必要があります。 

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、 

毎年５日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。 

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の 
不合理な待遇差が禁止されます！ 
同一企業内において、 

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）の間で、 

基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。 

２０１９年４月１日から 
働き方改革関連法が順次施行されます 

施行：2019年４月１日～ ※中小企業は、2020年４月１日～ 

時間外労働の上限規制が導入されます！ 

施行： 2019年４月１日～ 

「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 
改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html


滋賀働き方改革 

推進支援センター 

働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金

制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、

社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。 

 ▶検索ワード：滋賀働き方改革推進支援センター 

       http://www.sr-shiga.com/consultation/workreform.html 

滋賀産業保健総合支援

センター 

医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、 

産業保健の専門家が相談に応じます。 

 ▶検索ワード：滋賀産業保健総合支援センター 

       http://www.shigas.johas.go.jp/ 

滋賀県よろず支援拠点 

生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる 

課題について、専門家が相談に応じます。 

 ▶検索ワード：滋賀県よろず支援拠点 

    http://www.shigaplaza.or.jp/yorozu/ 

滋賀県内商工会 

滋賀県内商工会議所 

滋賀県中小企業団体中

央会 

経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたって、 

中小企業・小規模事業者の取組を支援します。 

 ▶検索ワード：滋賀県内商工会 

       http://www.shigasci.com/ichiran.html 

 ▶検索ワード：滋賀県内商工会議所 

       https://www5.cin.or.jp/ccilist/prefecture/25 

   ▶検索ワード：滋賀県中小企業団体中央会 

       http://www.chuokai-shiga.or.jp/ 

滋賀県内の 

ハローワーク 

求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や 

就職面接会などを実施しています。 

 ▶検索ワード：滋賀労働局ハローワーク 

       https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/madoguchi_annai/list.html 

滋賀県医療勤務環境改

善支援センター 

医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関の 

ニーズに応じて、総合的なサポートをします。 

 ▶検索ワード：滋賀県医療勤務環境改善支援センター（いきサポ） 

       http://sbk.co-site.jp/sikkk/index.html 

滋賀県内の 

労働基準監督署 
労働時間相談・支援コーナー 

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。 

 ▶検索ワード：滋賀労働局労働基準監督署  

      https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/kantoku/list.html 

滋賀労働局 
【パートタイム労働者、有期雇用 

 労働者関係】雇用環境・均等室 

【派遣労働者関係】 

  職業安定部需給調整事業室 

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用

労働者・派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応

じます。 

 ▶検索ワード：滋賀労働局 組織のご案内 

        https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou-1.html 

■ 働き方改革関連法に関する相談については、以下の相談窓口をご活用ください。 

■ 働き方改革の推進に向けた課題を解決するために、以下の相談窓口をご活用ください。 

相 談 窓 口 の ご 案 内 

 

所在地：滋賀県大津市打出浜14番15号  https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/ 

①労働時間法制の見直しについて 労働基準部監督課 TEL：０７７－５２２－６６４９ 

②非正規雇用の処遇改善について 雇用環境・均等室 TEL：０７７－５２３－１１９０ 

③労働者派遣法の改正について  需給調整事業室  TEL：０７７－５２６－８６１７ 

滋賀労働局 

法
律
に
つ
い
て 

課
題
解
決
の
支
援 
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労働時間法制の見直しについて 
 

（労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正） 

① 残業時間の上限規制・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

② 「勤務間インターバル」制度の導入促進・・・・・・・・ ４ 

③ 年5日間の年次有給休暇の取得（企業に義務づけ）・・・ ４ 

④ 月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ・・・・・・・・ ５ 

⑤ 労働時間の客観的な把握（企業に義務づけ）・・・・・・ ５ 

➅ 「フレックスタイム制」の拡充・・・・・・・・・・・・ ６ 

⑦ 「高度プロフェッショナル制度」を創設・・・・・・・・ ７ 

⑧ 産業医・産業保健機能の強化・・・・・・・・・ ９ 

見直しの目的 

  ｢働き過ぎ」を防ぎながら、｢ワーク･ライフ･バランス」と 

「多様で柔軟な働き方」を実現します 
⇒ 長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくする、等によって、個々の事 

  情にあった多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。 

⇒ 働き過ぎを防いで健康を守る措置をしたうえで、自律的で創造的な働き方を 

  希望する方々のための、新たな制度をつくります。 
    
見直しの内容 

（解説ページ） 

施行期日 

2019年４月1日 

※中小企業における残業時間の上限規制の適用は2020年４月1日 

※中小企業における月60時間超の残業の、割増賃金率引上げの適用は2023年4月1日 

１ 



2 

① 残業時間の上限を規制します 

残業時間の上限を法律で規制することは、70年前（1947
年）に制定された「労働基準法」において、初めての大改革
となります。 
 （現在） 

法律上は、残業時間の上限が 

ありませんでした（行政指導のみ）。 

１年間＝12か月 

残業時間 
月45時間 

年360時間 

法定労働時間 
１日８時間 

週40時間                

上限なし 

年間６か月まで 

大臣告示による上限 
（行政指導） 

（改正後） 

法律で残業時間の上限を定め、
これを超える残業はできなく 
なります。 

月残業45時間 
＝１日残業２時間程度 

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  

月
残
業
80

時
間
＝
１
日
残
業
４
時
間
程
度 

 
◎残業時間の上限は、原則として月４５時間・年３６０時間とし、 
 臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。 
 （月４５時間は、１日当たり２時間程度の残業に相当します。） 
 
◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、 
 ・年７２０時間以内 
 ・複数月平均８０時間以内（休日労働を含む） 
 ・月１００時間未満（休日労働を含む） 
 を超えることはできません。 
 （月８０時間は、１日当たり４時間程度の残業に相当します。） 
 また、原則である月４５時間を超えることができるのは、年間６か月 
 までです。 



自動車運転の業務 
改正法施行５年後に、上限規制を適用します。 
（ただし、適用後の上限時間は、年９６０時間とし、将来的な一
般則の適用については引き続き検討します。） 

建設事業 

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。 
（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、複数月
平均８０時間以内・１か月１００時間未満の要件は適用しません。
この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討
します。） 

医師 

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。 
（ただし、具体的な上限時間等については、医療界の参加による
検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等に
ついて検討し、結論を得ることとしています。） 

鹿児島県及び沖縄
県における砂糖製
造業 

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。 

新技術・新商品等
の研究開発業務 

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置
を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しません。 
※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医

師による面接指導を受けさせなければならないこととします。 

【適用猶予・除外の事業・業務】 

※ただし、上限規制には適用を猶予・除外する事業・業務があります。 

（改正後） 

 時間外労働の上限は、月45時間、かつ、年360時間が原則です。特例によ

る場合であっても、できる限りこの水準に近づける努力が求められます。こ

のため、新たに労働時間の延長や休日労働を適正なものとするための指針を

厚生労働大臣が定め、必要な助言・指導を行うこととしています。 

 

 その際、当分の間、中小事業主に対しこの助言・指導を行うに当たっては、

中小企業における労働時間の動向、人材確保の状況、取引の実態等を踏まえ

て行うよう配慮することとしています。 

～中小企業の事情に配慮しながら助言指導を行います～ 

 長時間労働の是正には取引環境の改善も重要です。 

 労働時間等設定改善法では、事業主の責務として、短納期発注や発注の内

容の頻繁な変更を行わないよう配慮するよう努めることと規定されました。 

～取引環境の改善も重要です～ 

３ 
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１日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、 

一定時間以上の休息時間（インターバル）を確保する仕組みです。 

残業 休息時間（11時間） 

８時                   

【 例：11時間の休息時間を確保するために始業時刻を後ろ倒しにする場合 】              

17時                  23時 
                   

８時 
                   

10時                  21時                

残業 休息時間（11時間） 

勤務終了  

② 「勤務間インターバル」制度の導入を促します 

「勤務間インターバル」制度とは？ 

この仕組みを企業の努力義務とすることで、 

働く方々の十分な生活時間や睡眠時間を確保します。 

始業                   終業                   

始業                   

始業                   

勤務終了  始業                   終業                   

始業時刻を 
後ろ倒しに 

①労働者が使用者に 
 取得希望時季を申出 

労働者 使用者 

②○月×日に年休が成立 

①使用者が労働者に 
 取得時季の希望を聴取 

②労働者の希望を踏まえ 
 使用者が取得時季を指定  

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。 

  我が国の年休取得率：49.4% ③○月×日に年休が成立 

③ 年5日の年次有給休暇の取得を、企業に義務づけます 

（現在） 

労働者が自ら申し出なければ、 

年休を取得できませんでした。 

（改正後） 

使用者が労働者の希望を聴き、 

希望を踏まえて時季を指定。 

年５日は取得していただきます。 

例 ｢○月×日に休みます」 

例 ｢○月×日に休んでください」 

労働者 使用者 

※「８時～１０時」までを「働いたものとみなす」方法などもあります。 
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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% 

④ 月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げます 

（現在） 

月60時間超の残業割増賃金率

大企業は ５０％ 

中小企業は ２５％ 

（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 

労働時間の状況を客観的に把握することで、 
長時間働いた労働者に対する、医師による面接指導 ※ を確実に実施します。 

 ※「労働安全衛生法」に基づいて、残業が一定時間を超えた労働者から申出があった場合、使用者 
  は医師による面接指導を実施する義務があります。 

⑤ 労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づ 
 けます 

（現在） 

  ● 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を通達で規定 

        → 裁量労働制が適用される人などは、この通達の対象外でした。 
【理由】 
 ・裁量労働制の適用者は、みなし時間※に基づき割増賃金の算定をするため、通達の対象としない。 
 ・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、通達の対象としない。 

（改正後） 

健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、 

すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握される

よう法律で義務づけます。 

※「みなし(労働)時間」とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定められた時間労働  
 したものとみなすことをいいます。 
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⑥ 「フレックスタイム制」を拡充します 

清算期間が３か月になると・・ 

６月に働いた時間分を、 

８月の休んだ分に振り替えできます。 

★ 子育てや介護といった生活上のニーズに合わせて労働時間が決められ、 
    より柔軟な働き方が可能になります。 

「６・７・８月の３か月」の中で労
働時間の調整が可能となるため、子
育て中の親が８月の労働時間を短く
することで、夏休み中の子ども 
と過ごす時間を確保しやすく 
なります。 

（現在） 

労働時間の清算期間：１か月 

（改正後） 

労働時間の清算期間：３か月 

①３か月の平均で法定労働時間以内にすれば、 
 割増賃金の支払いは必要ありません。 

②６月に働いた時間分があるので、８月は 
 働かなくても欠勤扱いとはなりません。 

法定労働時間 

6月 

労働時間 

7月 8月 

①１か月単位で清算するため、 
 この分の割増賃金を支払う 
 必要がありました。 

 

②所定労働時間※ 働いて
いない場合、欠勤扱い
となっていました。 

※通常は法定労働時間以内で設定 

例えば、こんなメリットがあります！ 



新たな規制の枠組み ＝ 在社時間等に基づく健康確保措置 

制度の創設に当たっては、長時間労働を強いられないよう、 
以下のような手厚い仕組みを徹底します。 

7 

（２）現行の労働時間規制から新たな規制の枠組みへ 

  現在の労働時間規制とは …    

 

  高い交渉力を有する高度専門職（具体例は次頁参照）については、 
  その働き方にあった健康確保のための新たな規制の枠組みを設ける 

● 年間104日以上、かつ、４週４日以上の休日確保を義務付け 
 
● 加えて、以下のいずれかの措置を義務付け 
          ※どの措置を講じるかは労使委員会の５分の４の多数で決議 

① インターバル規制（終業・始業時刻の間に一定時間を確保） 
    ＋ 深夜業（22～５時）の回数を制限（1か月当たり） 
② 在社時間等の上限の設定（1か月又は3か月当たり） 
③ １年につき、２週間連続の休暇取得（働く方が希望する場合には１週間連続×２回） 

④ 臨時の健康診断の実施（在社時間等が一定時間を超えた場合又は本人の申出があった場合） 

 
● 在社時間等が一定時間（1か月当たり）を 
  超えた労働者に対して、医師による面接 
    指導を実施（義務・罰則付き） 

面接指導の結果に基づき、職務
内容の変更や特別な休暇の付与
等の事後措置を講じる 

⑦「高度プロフェッショナル制度」を新設します 

自律的で創造的な働き方を希望する方々が、 

高い収入を確保しながら、メリハリのある働き方をできるよう、 

本人の希望に応じた自由な働き方の選択肢を用意します。 

制度の 

目的 

健康の確保 

（１）制度導入の際には、法律に定める企業内手続が必要 

① 事業場の労使同数の委員会（いわゆる「労使委員会」）で、対象業務、 

  対象労働者、健康確保措置などを５分の４以上の多数で決議すること   

   （=すなわち、労働者側委員の過半数の賛成が必要になります） 

② 書面による本人の同意を得ること（同意の撤回も可能） 

要点 

１ 

いわゆる36協定（時間外・休日労働の規制） 

時間外・休日及び深夜の割増賃金 
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（１）対象は高度専門職のみ 

・高度の専門的知識等を必要とし、従事した時間と成果との関連が高くない業務 

   具体例：金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、 
   アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務など 

（２）対象は希望する方のみ 

・職務を明確に定める「職務記述書」等により同意している方 

（３）対象は高所得者のみ 

・年収が「労働者の平均給与額の３倍」を「相当程度上回る水準」以上の方 
＝交渉力のある労働者・・・具体額は「1075万円」を想定 

制度の対象者は、高度な専門的知識を持ち、高い年収を得ている、
ごく限定的な少数の方々です。 

対象者の限定 要点 

２ 

【Q】 
高度プロフェッショナル制
度で、みんなが残業代ゼロ
になる？ 

【A】 
高度プロフェッショナル制度の対象
は、高収入（年収1075万円以上を
想定）の高度専門職のみです。制度
に入る際に、対象となる方の賃金が
下がらないよう、法に基づく指針に
明記し、労使の委員会でしっかり
チェックします。 

【Q】 
高度プロフェッショナル制
度は、後から省令改正など、
行政の判断で対象が広が
る？ 

【A】 
対象業務や年収の枠組みを法律に明
確に規定し、限定しています。行政
の判断でこれらが広がることはあり
ません。 

高度プロフェッショナル制度に関するQ&A 



⑧ 「産業医・産業保健機能」を強化します    

（１）産業医の活動環境の整備 

産業医の活動と衛生委員会との関係を強化し

ます。 

（現在） （改正後） 

産業医は、労働者の健

康を確保するために必

要があると認めるとき

は、事業者に対して勧

告することができます。 

〇産業医とは？ 
・産業医とは、労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導や助言を行う医師のこと

です。労働安全衛生法では、労働者数50人以上の事業場においては、産業医の選任が事業者
の義務となっています。また、 小規模事業場（労働者数50人未満の事業場）においては、
産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理を医師等に行わせるように努めなけれ
ばなりません。 

〇衛生委員会とは？ 
・衛生委員会とは、労働者の健康管理等について、労使が協力して効果的な対策を進めるため

に、事業場に設置する協議の場です。衛生委員会のメンバーは、総括安全衛生管理者、産業
医、衛生管理者、衛生に関する経験を有する労働者で構成されます。労働者数50人以上の事
業場においては、衛生委員会の設置が事業者の義務となっています。 

（２）労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な
取扱いルールの推進 

事業者から産業医への情報提供を充実・強化

します。 

事業者による労働者の健康情報の適正な取扱

いを推進します。 

事業者は、労働者の健

康相談等を継続的かつ

計画的に行う必要があ

ります（努力義務）。 

（現在） 

産業医等による労働者の健康相談を強化しま

す。 

（改正後） 

事業者は、産業医から

勧告を受けた場合は、

その勧告を尊重する義

務があります。 

事業者は、産業医から受けた勧告の内容を事業場の
労使や産業医で構成する衛生委員会に報告すること
としなければならないこととし、衛生委員会での実
効性のある健康確保対策の検討に役立てます。 

事業者は、長時間労働者の状況や労働者の業務の状
況など産業医が労働者の健康管理等を適切に行うた
めに必要な情報を提供しなければならないこととし
ます。 

事業者による労働者の健康情報の収集、保管、使用
及び適正な管理について、指針を定め、労働者が安
心して事業場における健康相談や健康診断を受けら
れるようにします。 

事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じ
るための体制整備に努めなければならないこととし
ます。 

９ 
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【問い合わせ先】 
 

 ■ 労働基準法の改正に関するお問い合わせ 
    滋賀労働局労働基準部監督課 （ＴＥＬ）０７７－５２２－６６４９ 
     大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎５階 
 
 ■ 労働安全衛生法の改正に関するお問い合わせ 
    滋賀労働局労働基準部健康安全課 （ＴＥＬ）０７７－５２２－６６５０ 
     大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎５階 
 
 ■ 労働時間等設定改善法の改正に関するお問い合わせ 
    滋賀労働局雇用環境・均等室 （ＴＥＬ）０７７－５２３－１１９０ 
     大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎４階 
 
 ■ 具体的な労務管理の手法に関するお問い合わせ 
    滋賀働き方改革推進支援センター  （ＴＥＬ）０１２０－３７６０－２０ 
     大津市打出浜２-１コラボしが２１ ６階 滋賀県社会保険労務士会内 

 

 

 

Memo 

10 



【働き方改革】チャレンジ 時間外・休日労働削減大作戦!! 

～ ハヨケ～ロで、職場ヨシ!家庭ヨシ!地域ヨシ! ～ 

 

≪参加要領≫＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 １ 参加表明 

   まず、事業場のトップが、全労働者に対し、取組期間中、時間外・休日労働の削減に取り組むこと

を表明してください。 

  

 ２ 時間外・休日労働削減目標の決定 

   事業場独自の時間外・休日労働の削減目標を設定してください。 

   例） 前年11月の時間外・休日労働時間数の10%減 

11月の時間外45時間超過者ゼロ      など 

 

 ３ 取組項目の決定 

   事業場独自の取組項目を決定してください（どのような取り組みを行うかは自由です。）。 

   また、時間外・休日労働の削減には複数の取組を組み合わせることが効果的です。 

 ≪取組項目の例≫ 

  【方針・目標の明確化】 

   ・社長による全労働者へのメッセージの発信   

   ・労使による全社的目標の設定（「１か月の時間外労働６０時間超過者をゼロとする」など） 

  【改善推進の体制づくり】 

   ・労働時間委員会の設置（実情に応じ「一斉退社日の設定」などの施策の展開など） 

  【改善促進の制度化】 

   ・ノー残業デイの設定（「既存のノー残業デイの増加」など） 

   ・ノー残業ウィークの設定 

   ・終業時刻時のアナウンス（「社長自らが定時退庁を促すアナウンスを行う」など） 

   ・終業時の経営幹部による巡回（「職場の実態把握とともに定時退社を促す」など） 

   ・マンスリー休暇の奨励（「1か月に1日の年休取得の奨励」など） 

  【改善促進のルール化】 

   ・残業ルールの変更（「部下の残業について、直属の上司が人事部に申請する」など） 

    ※不要・不急な残業の抑制効果が期待できます。 

   ・人事評価のルールの明確化（「人事評価は実務に対する貢献度で測ることを周知する」など） 

       ※残業を多くしているから等の理由のみによる偏った評価は行わないことを周知することによ

り、不要・不急な残業の抑制効果が期待できます。 

  【意識改善】 

   ・管理職に対するマネジメント研修における労働時間管理の徹底 

   ・ワーク・ライフ・バランスに関する講演会の開催 

 



  【情報提供・相談】 

・部門ごとの平均残業時間や、年休取得率の公表 

・勤務実績状況のメール配信 

 ※週に一度、労働者とその上司に通知する等して長時間労働への警鐘を行う 

・労働者の家庭に向けてＷＬＢをテーマとした社内報の発行（家庭にも優しい企業であるＰＲ） 

  【仕事の進め方改善】 

・複数担当制の導入、多能工化の推進 

    ※一人の社員が業務を抱え込む必要がなくなり、業務の平準化に繋がります。 

  【実態把握・管理】 

   ・全社員アンケートの実施 

    ※働き方・休み方に関し、全社員に無記名アンケートを実施し、今後の取り組みに繋げます。 

  【労働局等の支援制度の利用】＞詳細は、裏面をご覧ください。 

   ・働き方・休み方改善コンサルタントの利用 

   ・労働時間相談・支援班の利用 

   ・滋賀働き方改革推進支援センターの利用 

   ・各種助成金の利用 

それぞれの取組を組み合わせることによって、実効性が高まります!! 

 

 ４ 参加申し込み 

   別紙申込書をファックスまたは郵送により、平成30年９月30日までに東近江労働基準監督署ま

で送付してください。 

    

     東近江労働基準監督署 

      〒527-8554 東近江市八日市緑町８－14 

【電話】0748-22-0394 

【FAX】0748-22-0613 

 

 ５ 【働き方改革】への取り組み及び結果の送付 

   取組期間中（平成30年10月1日～11月30日の任意の1か月間）に、前記3において決定した

事項に取り組み、前記２で設定した目標達成を目指してください。 

   取組結果については、別紙結果報告書により、平成30年12月20日までに東近江労働基準監督

署まで送付してください。 

 

 ６ 各事業場の取り組み結果 

   参加事業場の名称(住所)及び取り組み結果については、好事例として、滋賀労働局のHPに掲載す

る他、東近江労働基準監督署、ハローワーク東近江及びハローワーク甲賀に掲示し、各参加事業場に

もフィードバックします。 

昨今の人手不足の解消にも一役立つかもしれません。 

【お問い合わせ先】 

東近江労働基準監督署 

         古川、藤倉 



時間外労働･休日労働協定（36協定）を含む労働時間全般 

変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導入 

長時間労働の削減に向けた取組み 

時間外労働の上限設定などに取り組む際に利用可能な助成金 

事業主のみなさまの労働時間制度や年次有給休暇等に関する相談に応じることにより、企業等における労

働時間の設定の改善等の取組を支援します。 

【労働局等の支援制度の利用】 

働き方・休み方改善コンサルタント＝＝＝＝【お問い合わせ先】滋賀労働局雇用環境・均等室 

☎077-523-1190 

 働き方・休み方改善コンサルタントによる無料コンサルティングを利用しませんか？ 

 

   

 

労働時間相談・支援班＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝【お問い合わせ先】東近江労働基準監督署 

☎0748-22-0394 

専門の「労働時間相談･支援班」が、以下のようなご相談について、お悩みに沿った解決策を

ご提案します。 

 

 

 

 

 

 

滋賀働き方改革推進支援センター＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

｢非正規雇用労働者の処遇改善｣、｢弾力的な労働時間制度の構築｣、 

｢生産性向上による賃金引上げ｣など、人材の定着確保・育成に効果的な 

労務管理に関する総合的な支援を行います。 

◆社会保険労務士等の労務管理・企業経営の専門家が、 

個別相談援助や電話相談により、技術的な支援を提供 

します。 

◆また、セミナー、出張相談会も随時開催します。 

 

時間外労働等改善助成金など＝＝＝＝＝＝＝＝【お問い合わせ先】滋賀労働局雇用環境・均等室 

◆時間外労働の上限設定などに取り組む皆様を、４コースの助成金で強力サポートします!! 

◆そのほか、人手不足・人材育成などに関する助成金もご活用いただけます。 

 詳しくは以下のＵＲＬのほか、滋賀労働局、ハローワークまでお問い合わせ下さい。 

 （ＵＲＬ）http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ 

 

 

 

 

 

 

勤務間インターバル導入コース 

職場意識改善コース テレワークコース 

時間外労働上限設定コース 

年次有給休暇の取得促進や所定外労働の削減への
取組み、所定労働時間を短縮して週40時間以下と
する取組みを支援します。 

時間外労働の上限規制に対応するため、限度基準
を超える時間数で36協定（特別条項）を締結し
ている事業場が、一定の時間以下に上限設定を引
き下げることを支援します。 

在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワー
クを新規導入、または拡充して活用する取組みを支援しま

す。 

休息時間が９時間以上となる「勤務間インターバル
※
」

を新規導入、対象労働者の範囲の拡大、休息時間を延長
する取組みを支援します。※勤務終了後、次の勤務までに
一定時間以上の休息時間を設けるもの 

電 話：０１２０－３７６－０２０ 
住 所：大津市打出浜2-1 コラボしが21  6階 
      滋賀県社会保険労務士会内 
メール： hatarakikata-shigasr@dream.jp 
［受付時間］ 9:00～17:00（土・日・祝日を除く） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
mailto:hatarakikata-shigasr@dream.jp


参 加 申 込 書 

 

【働き方改革】チャレンジ 時間外・休日労働削減大作戦!! 

～ ハヨケ～ロで、職場ヨシ!家庭ヨシ!地域ヨシ! ～ 

 

 事業場名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
     

住  所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
     

電  話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

代表者職氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
 

ご担当者職氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

【時間外・休日労働削減目標】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 以下の余白に、貴事業場で定める目標を記載してください。目標は幾つでも結構です。 

記載例） 前年11月の時間外・休日労働時間数の10%減 

11月の時間外45時間超過者ゼロ              など 

 

 

※このほか任意の書式にてご報告いただいても結構です。 

 【期間中の取組事項】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  以下の余白に、取組事項及び取組期間を記載してください。取組事項は幾つでも結構です。 

  記載例） 滋賀働き方改革推進支援センターの利用（期間：平成30年10月中）  など 

 

 

 

※このほか任意の書式にてご報告いただいても結構です。 

 【結果登録】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 本キャンペーンにご参加いただいた事業場の①事業場名（所在地）、②取組結果（好事例）については、滋賀労働

局の HP に掲載する他、東近江労働基準監督署、ハローワーク東近江及びハローワーク甲賀に掲示します。また、

各参加事業場にもフィードバックさせていただく予定です。 

     

     ○上記の結果登録に同意します 

 

○業種及び規模のみの登録に同意します 

 

     ○取組結果等の登録には同意しません 

（結果登録の可否をマルで囲んでください。）  



取 組 結 果 報 告 書 

 

【働き方改革】チャレンジ 時間外・休日労働削減大作戦!! 

～ ハヨケ～ロで、職場ヨシ!家庭ヨシ!地域ヨシ! ～ 

 

 事業場名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
     

 

ご担当者職氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

【取組結果】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  以下の余白に、期間中の取組結果を記載してください。特に、“上手くいったこと”、“苦労したこと”を記載してく

ださい。 

記載例）目  標：前年11月の時間外・休日労働時間数の10%減 

     取組項目：管理職に対する労働時間管理の研修の実施 

     結  果：本年11月の時間外・休日労働時間が前年と比べ15％減少した。  

   上手くいったこと：期間中、毎週水曜日のノー残業デイを金曜日にも拡大し、時間外労働の削減に努めた。 

   苦労したこと：ノー残業デイの拡大に、一部の職員から理解を得ることに苦労した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※このほか任意の書式にてご報告いただいても結構です。 

 【結果登録】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  ご案内のとおり、本キャンペーンにご参加いただいた事業場の①事業場名（所在地）、②取組結果（好事例）に

ついては、滋賀労働局の HP に掲載する他、東近江労働基準監督署、ハローワーク東近江及びハローワーク甲賀

に掲示します。また、各参加事業場にもフィードバックさせていただく予定です。 

     

     ○上記の結果登録に同意します 

 

○業種及び規模のみの登録に同意します 

 

     ○取組結果等の登録には同意しません 

 

（結果登録の可否をマルで囲んでください。） 




