
時間外労働と休日労働
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滋賀労働局 雇用環境・均等室

働き方・休み方改善コンサルタント 齋藤美栄子



■本日の予定

１．はじめに（法改正事項について）

２．労働時間、休憩、休日の概要

３．時間外労働、休日労働、手続きの概要

４．時間外労働となる場合

５．休日労働に関連して

６．本日のまとめ



１．はじめに（法改正事項について）

①月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げが

中小企業にも適用開始されます。

②時間外労働の上限規制の適用猶予が廃止されます。

・猶予事業・業務は、建設事業、自動車運転の業務、医師等。

令和5年4月1日施行

令和6年4月1日適用



２．労働時間・休憩・休日の概要

〇労働時間の考え方

・使用者の指揮命令下に置かれている時間。

・使用者の明示又は黙示の指示により業務に従事する時間。

〇例

・使用者の指示による準備行為・後始末行為

・手待ち時間

・使用者の指示による研修時間 など



〇労働時間（32条）

・最長限度の原則：週40時間、1日8時間。

〇労働時間及び休憩の特例（40条）

・最長限度の特例：週44時間、1日8時間。

・商業、映画演劇業（映画製作除く）、保健衛生業、接客娯

楽業であって、常時労働者数10人未満。

・「特殊の必要あるもの」について、「その必要避くべから

ざる限度で」。



〇変形労働時間制

・1か月単位の変形労働時間制（32条の２）

・フレックスタイム制（32条の3）

・1年単位の変形労働時間制（32条の４）

・１週間単位の非定型的変形労働時間制（32条の5）

〇みなし労働時間制

・事業場外労働（38条の2）

・専門業務型裁量労働制（38条の3）

・企画業務型裁量労働制（38条の4）

〇高度プロフェッショナル制度（41条の2）



〇1か月単位の変形労働時間制（32条の２）

・1か月以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間

が40時間を超えない範囲内で、変形期間や変形期間における

各労働日の労働時間を決めることができる制度。

・ひと月のなかで繁閑の差が生じる場合に適している。

・変形期間における労働時間の総枠

＝４０（※）×変形期間の暦日数÷７

※週44時間の事業場は「44」に読み替え。

例）月の暦日が30日＝171.4時間、31日＝177.1時間など。



〇フレックスタイム制（32条の3）

・労働者の自由な時間管理が保障されることを前提とし、各

日各週の労働時間をあらかじめ特定せず、清算期間を平均し、

1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、日や週

の法定労働時間を超えて労働することを認める制度。

・始業時刻と終業時刻の両方を労働者が決めること。

・清算期間は2種類

①1か月以内

②1か月超3か月以内

②はフレックスタイム制に
関する労使協定の届出が必要



〇清算期間における法定労働時間の総枠の定め方

・原則＝４０（※）×清算期間の暦日数÷７

※週44時間の事業場で、清算期間が1か月なら「44」に読み替え。

・完全週休二日制の場合（労使協定要）

＝清算期間における所定労働日数×8時間

例：標準となる1日の労働時間7時間45分、

土・日休み、暦日31日の月の場合・・・

清算期間における所定労働時間は、7.75時間×23日＝178.25時間

法定労働時間の総枠（原則）＝40時間×31日÷７＝177.1時間

残業していな
いが、法定労
働時間を超過
している・・・



〇実労働時間が清算期間における所定働時間に対して

過不足がある場合

①過剰あり。

・所定労働時間分と超過時間分の賃金は、その期に支払うこと。

・労働時間を次期清算期間へ繰り越して調整すること不可。

当期 所定労働時間

次期 所定労働時間

超過分

超過の
繰越

当期

次期

実労働時間



②不足あり（ＡかＢのいずれかを選択）

Ａ：不足時間分の賃金を控除して清算する。

Ｂ：不足時間を次期清算期間に上乗せする。

（次期清算期間の労働時間総枠が法定労働時間を超過しない

こと。）

実労働時間

所定労働時間

当期
不足時間

当期
不足時間

当期

次期

法定労働時間の枠内であること

所定労働時間

【Ｂの例】



〇1年単位の変形労働時間制（32条の４）

・対象期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超え

ない範囲内で、「特定された週」、「特定された日」におい

て法定労働時間を超えて労働することを認める制度。

・対象期間は1か月以上1年以内。

・労働時間の最長限度は1日10時間、1週52時間。

・労働日の連続限度は6日、労働日数の上限は1年280日。

・労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定し、対象期間の途

中で変更することは認められない。



〇１週間単位の非定型的変形労働時間制（32条の5）

・常時労働者数30人未満の小売業・旅館・料理飲食店に限る。

・労使協定で1週間の所定労働時間を40時間以内と定めた場合、

各日の労働時間を1日10時間まで引上げることができる制度。

・前週末までに翌週の各日の労働時間を書面で通知すること。

・週44時間の事業場の特例の適用なし。



〇休憩の考え方

・権利として労働から離れることを保障されている時間。

・労働時間の途中に、一斉に、自由に利用できるよう与える

必要がある。

・労働時間の途中であれば休憩時間の置かれる位置は不問。

・最長限度についての定めなし。

・休日労働を行った場合も所定労働日と同様に与えること。



〇休憩（34条）

・1勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間まで、

少なくとも45分の休憩。

・1勤務の実労働時間の総計が8時間を超えるならば、

少なくとも1時間の休憩。

・8時間を超える時間が何時間でも1時間の休憩で足りる。

例：予定＝労働時間7時間、休憩45分。

実労働時間9時間なら、休憩を15分追加する必要がある。



〇労働時間及び休憩の特例（40条）

①一斉休憩の除外

・法律上除外可能：運輸交通業、商業、金融広告業、映画演

劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業。

・労使協定締結を条件に除外可能：上記以外の業種。

②休憩規定の適用除外

・運輸交通業・通信業などの一定のもの：休憩なしも可能。

③休憩自由利用の例外

・警察官・准救急隊員など：自由利用の適用除外。



〇休日の考え方

・労働契約において「労働義務がない」とされる日。

・毎週少なくとも1回与えること。（＝法定休日）

・国民の祝日に休ませなくてもよい。

・一斉に与えることや、休日の特定は法律上求められない。

（就業規則にて休日を特定するよう行政指導あり。）

休暇：一定事由の発生を根拠として、一定の手続きのもと労働義務

が免除される日。



〇休日（35条）

①原則：毎週少なくとも1回の休日を与える。

・暦日休日制＝１暦日＝午前0時～午後12時までの24時間。

②特例的：4週間を通じて4日以上の休日を与える。

・変形週休制＝就業規則に単位となる4週の起算日を定め、起

算日を起点とする特定の4週間に4休日与える。

・業種不問。業務の都合により必要な場合は採用可能。

・どの4週を区切っても4休日があたえられていることや、4週

4休の具体的な定めをすることまでは要求されていない。



〇休日の与え方（例外①）番方編成（※）による交替制

・暦日によらず、継続24時間で差し支えない。

・番方編成による交替制によることが就業規則に定められ運

用されている。

・各番方の交替が規則的でその都度設定されるものではない

こと。

※交代制の各シフトのこと。

（例）3交代の24時間勤務なら、早番方、遅番方、夜勤番方と呼ぶ。

このシフトは固定したものではなく、休み明けにはシフトが変わり、

夜勤番方が翌週には早番方になるなどの運用がなさる。



〇休日の与え方（例外②）旅館の事業

・フロント係、調理係、仲番（※１）、客室係に限る。

・正午から翌日の正午までの24時間を含む継続30時間（※2）

の休息が確保されていること。（※2：当分は27時間）

（※1）調理場と仲居と洗い場の三者間で全体が効率よく動くため

に調整を行うポジションのこと。

〇休日の与え方（例外③）自動車運転者

・通常勤務時には連続した労働義務のない32時間を与える。

・隔日勤務時には連続した労務義務のない44時間を与える。



３．時間外労働・休日労働
・手続きの概要

〇時間外労働は、

法定時間外労働と所定時間外労働に区分できる。

〇法定時間外労働

・各労働時間制度における法定労働時間を超過した部分で、

法律上の規制がかかる部分。

・法律上の「時間外労働」とはこの法定時間外労働を指し、

36協定の協定内容となる時間。



〇所定時間外労働

・所定労働時間を超過した部分であり、労働契約上の取決め

に基づき取扱いが定まる。

例：9:00～17:30、休憩1時間、所定労働時間が7時間30分。

・ある日、9:00～18:00勤務したら、残業は30分。

・別の日、9:00～19:00勤務したら、残業は1時間30分。

法定時間外労働 １Ｈ
所定時間外労働 ０．５Ｈ

法定時間外労働 ０Ｈ
所定時間外労働 ０．５Ｈ



〇休日労働は、法定休日労働と所定休日労働に区分できる。

〇法定休日労働

・1週間に1日（4週間に4日）の休日が確保できず、その日に

労働させる場合のことで、法の規制がかかるのはこの部分。

・法定の割増賃金の支払い義務と36協定の締結が必要。



〇所定休日労働

・労働契約上設けている休日に労働させること。

例：毎週土・日が休み。うち、日曜日を法定休日と定めた。

日曜日 土曜日

休み
法定休日

休み
所定休日

休み 労働した

週１日の法定休日が確保されて
いるので、土曜日に働いても、
土曜日は休日労働とならない。



〇手続き【時間外及び休日の労働（36条）】

・実労働時間が法定労働時間を延長する場合や法定休日に労

働させる場合に必要な手続き。

・36協定は、 書面により労使協定を締結する。

事前に、所轄労働基準監督署長へ届け出る。

・協定できる時間の枠は、①原則的、②特別条項付き

①、②で定める時間内で協定する必要がある。

・変形労働時間制を採用する際にも必要。



①通常予見される時間外労働の範囲内 ＋ 労使合意

協定時間の上限・限度時間
・月45時間かつ年360時間以内
（月42時間かつ年320時間以内（※））

実労働時間の上限・絶対的上限
・単月100時間未満
・２～6か月平均、各月80時間以内

⇒ 一般の36協定

違反には
罰則

時間外労働のみ

時間外労働と休日労働合計



②通常予見できない、臨時的な特別の事情 ＋ 労使合意

⇒

協定時間の上限・例外的扱い
・年720時間以内
・限度時間である月45時間を上回る回数は年6回まで

実労働時間の上限・絶対的上限
・単月100時間未満
・２～6か月平均、各月80時間以内

特別条項つき36協定

違反には
罰則

時間外労働のみ

時間外労働と休日労働合計



４．時間外労働となる場合

〇週40時間制（32条）

・1週間の労働時間が40時間を超えた部分。

・1週間の各労働日において、1日8時間を超えた部分。

・36協定未届けなどの違法な時間外労働や休日労働について

も割増賃金の支払いは免れない。



〇1か月単位の変形労働時間制（32条の2）

・時間外労働数は、「１日」「1週間」「変形期間」の順番で

確認していく必要あり。

・変形期間における労働時間の総枠

＝４０（※）×変形期間の暦日数÷７

※週44時間の事業場は「44」に読み替え。



・1日の時間外労働とは、

所定労働時間を１日８時間超と定めた日はその時間を超える部分

それ以外の日は8時間を超えて労働した部分

・1週間の時間外労働とは、

所定労働時間を１週４０時間超と定めた週はそれを超える部分

それ以外の週は1週40時間を超えて労働した部分

（1日単位で時間外と評価した部分は除く）

・変形期間の時間外労働

変形期間の法定労働時間の総枠を超えて労働した時間

（1日単位、1週間単位で時間外と評価した部分は除く）



〇例

日 月 火 水 木 金 土 合計

休 ８ ８ ８ ８ ８ 休 ４０

休 ６ ６ ７ ７ ８
＋１い

４
＋２ろ
＋１は

３８
＋２
＋２

休 ６ ８ ８ １０ １０
＋１に

休 ４２
＋１

休 ６ ６ ８ ８ ４
＋２ほ

４
＋２へ

３６
＋４

休 ８ ８

＋0.9と

16.0
＋0.9

・黒＝所定労働時間数 ・青字＝所定時間外 ・赤字＝法定時間外
・1か月の所定労働時間＝172.0 、1か月の法定労働時間＝１７７．１

172＋ろ＋ほ＋へ＝178
178－177.1＝0.9



〇1年単位の変形労働時間制（32条の3）

・時間外労働数は、「１日」「1週間」「対象期間」の順番で

確認していく必要あり。

・対象期間の法定労働時間の総枠

＝４０×対象期間の暦日数÷７

・週44時間の特例措置は適用されない。

（週40時間を前提として計算する。）



・1日の時間外労働とは、

所定労働時間を１日８時間超と定めた日はその時間を超える部分

それ以外の日は8時間を超えて労働した部分

・1週間の時間外労働とは、

所定労働時間を１週４０時間超と定めた週はそれを超える部分

それ以外の週は1週40時間を超えて労働した部分

（1日単位で時間外と評価した部分は除く）

・対象期間の時間外労働

対象期間の法定労働時間の総枠を超えて労働した時間

（1日単位、1週間単位で時間外と評価した部分は除く）



〇1年単位の変形労働時間制で対象期間よりも短い期間のみ

労働をした者（32条の4の2）

・対象期間の途中で入社した人や退職した人、1年単位の変形

労働時間制を採用しない事業場へ期間の途中で異動した人等。

・実際に労働させた期間を平均して週40時間を超えた場合、

法定割増賃金を計算しなおす必要がある。

・対象期間中に育児休業や産前産後休業などを取得した場合

はこの清算の対象とならない。



〇フレックスタイム制

・時間外労働の判断は清算期間を単位として行う。

・清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間が時間

外労働。

・清算期間は2種類（①1か月以内、②1か月超3か月以内）。

・清算期間によって時間外労働の評価方法が異る。



〇清算期間が1か月以内の場合

・時間外労働となる部分は、清算期間における法定労働時間

の総枠を超える部分

・清算期間における法定労働時間の総枠

＝４０（※）×変形期間の日数÷７

※週44時間の事業場は「44」に読み替え。

法定労働時間の総枠

実労働時間の合計 時間外労働



〇清算期間が1か月超3か月以内の場合

・評価は、「1か月ごと」「清算期間」の順番で確認する。

・時間外労働となる部分は、①＋②の部分。

①清算期間を1か月ごとに区分し、区分した期間の週平均

労働時間が50時間を超える部分。

②清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超える部分

（すでに時間外労働と評価した時間を除く）

＝50×各月暦日数÷７



例：清算期間：4月1日～6月30日

・暦日数：30+31+30=91日

・法定労働時間総枠＝40×91÷７＝520時間

・各月の週平均50Ｈとなる労働時間数＝50×各月暦日数÷７

31日 221.4時間 ←5月

30日 214.2時間 ←4月、6月

29日 207.1時間

28日 200.0時間



4月 5月 6月 合計

a)実働時間数 220.0 180.0 140.0 540.0

b)週平均50Ｈ
となる時間数

214.2 221.4 214.2

c)週平均
50Ｈ超

5.8 ０ ０ 5.8

d)法定労働
時間総枠

520．0

e)法定労働
時間総枠超

14.2

Ｃ＝ａーｂ

ｅ＝ａ－ｃ－ｄ



4月 5月 6月 合計

時間外① 5.8 ０ ０ 5.8

時間外② 0 0 14.2 14.2

時間外労働計 5.8 0 14.2 20.0

時間外①清算期間を1か月ごとに区分し、区分した期間の週
平均労働時間が50時間を超える部分。

時間外②清算期間を通じて、法定労働時間の総枠超の部分。

・時間外労働の合計①＋②



〇フレックスタイム制で労働した期間が清算期間よりも

短い労働者（32条の3の２）

・清算期間が1か月超3か月以内の場合のみ適用あり。

・清算期間途中で退職等した場合、フレックスタイム制の

適用外となるため、清算が必要。

・労働させた期間を平均して週間あたり40時間を超えて労働

させた時間について、法定割増賃金を支払う必要がある。



〇1週間単位の非定型的変形労働時間制

・「１日」「1週間」の順番で確認する。

・週44時間の特例なし。週40時間を法定時間として評価する。

・1日の時間外労働とは、

所定労働時間を１日８時間超と定めた日はその時間を超えた部分、

それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

・1週間の時間外労働とは、1週40時間を超える時間

（1日単位で時間外と評価した部分は除く）



〇災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働（33条）

・災害等の避けることができない事由がある場合、又は公務

のために臨時の必要がある場合、それぞれ、法定の労働時間

を超えて、又は、法定の休日に労働させることができる。

・（事象発生の予想が難しいため）36協定に基づく条件によ

ることは実際的ではなく、使用者の恣意的判断に委ねること

も適当でないため、行政官庁の許可を条件とする。

・「必要な限度」内において時間外労働や休日労働を認める。



・33条の労働時間の延長や休日労働は、36条の時間外労働や

休日労働とは別のもので、災害等による臨時の必要がある場

合に生じた時間外労働等は36協定の上限時間には含まない。

・行政官庁が不適当と判断したときは、その時間に相当する

休憩や休日を与えるべきことを命ずることができる。

・代休付与命令による休業

「使用者の責めに帰すべき事由による休業」でない。

⇒休業手当の支払い不要。

・労働日でなく「休日」にあたる。

⇒年次有給休暇の取得余地なし。



５．休日労働に関連して

〇フレックスタイム制の休日労働

・休日労働の時間は清算期間における総労働時間や時間外労

働とは別個のもの。

・法定休日に労働した時間は全て休日労働としてカウント。

総実労働時間

休日労働

休日労働以外
時間外労働

法定内労働



〇休日の振替

・もともと「休日」と定めた日と、もともと「労働日」と定

めた日を「あらかじめ」入れ替えること。

・就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由と

振替えるべき日を規定することが望ましい。

・振替えるべき日については振替えられた日以降できる限り

近接している日が望ましい。

・休日の振替は、4週4日の休日が確保されるものでなければ

ならない。



・法定休日を振替える場合は「暦日単位」で行うこと。

・所定休日を振替える場合は「半日単位」「時間単位」可能。

（所定休日は35条の適用がないため、暦日単位である必要が

なく、労働契約上の取決めに従うことになる。）

〇休日振替を行った結果にも注意。↓

日 月 火 水 木 金 土 週の合計

休み ８ ８ ８ ８ ８ ８ ４８

休み ８ ８ ８ ８ 休み 休み ３２



〇代休

・休日労働や長時間の時間外労働や深夜労働が行われた後、

代償措置として、以後の特定の労働日の労働義務を免除し、

休日と扱うこと。

・法令の規定はなく、代休の取得要件や法的効果についても

何ら定めなし。

・使用者に代休を付与しなければならない義務はなく、代休

を付与するのか、付与する場合の与え方などは自由に定める

ことができる。



・実務上は、休日労働等の後、どの程度の期間内に何日の代

休を与えるかについて、就業規則で定めることが一般的。

・代休を与えることで使用者が一方的に労働義務を免除して

も、代休取得に先立って行われた休日労働や時間外労働等に

対する割増賃金の支払いは必要。

・代休を取得することにより、通常の賃金100％を支払わず、

割増分のみを支払う扱いをするには、労使合意や就業規則等

の労働契約上の根拠が必要。



・代休日が翌月の賃金支払い期になるような場合には、賃金

の毎月払いの原則（24条2項）から、一旦通常の賃金100％と

割増分を支払ったうえで、翌月の賃金支払い期に代休分の賃

金100％を控除することとなる。

6月
休日労働あり

１３５％賃金支払い

7月
代休取得

通常賃金分100％を控除



〇緊急対応時の時間外労働や休日労働と代休

・33条に基づく時間外労働等に対して代休を付与できる。

・時間外労働や休日労働をなかったことにはできない。

・33条による時間外労働が発生した週と同じ週に代休を与え、

当該週の時間外労働時間数をおさえることが可能。

・33条に該当するかは行政官庁の判断による。



〇1か月単位の変形労働時間制と休日振替（１）

・休日振替の結果に注意。↓

日 月 火 水 木 金 土 週の合計

１０ 休み ６ ６ ６ ６ ６ ４０

8時間＝所定労働時間相当
2時間＝時間外労働（「特定日」でなく、1日8時間超）



〇1か月単位の変形労働時間制と休日振替（２）

・完全週休2日制の場合に注意。↓

日 月 火 水 木 金 土 週の合計

８ ８ ８ ８ ８ ８ 休み ４８

休み ８ 休み ８ ８ ８ 休み ３２

40時間＝所定労働時間相当
8時間＝時間外労働（1週について40時間超のため）



〇1年単位の変形労働時間制と休日振替（１）

・休日振替をするときにも満たすべきこと

①就業規則で休日振替について定め、あらかじめ、振替え

るべき日を特定すること。

②対象期間の連続労働日数は6日以内。

③特定期間中、1週間に1日以上の休日が確保できる範囲内

であること。



〇1年単位の変形労働時間制と休日振替（２）

・休日振替の結果、時間外労働が発生する場合に注意↓

日 月 火 水 木 金 土 週の合計

１０ ６ １０ 休み ７ ７ 休み ４０

8時間＝所定労働時間相当
2時間＝時間外労働
（「特定日」でなく、８時間超のため）



〇フレックスタイム制と休日の振替

・休日振替が行われた際には、清算期間における総労働時間

との比較を行い、時間外労働の有無について検討する。

・同一清算期間内の振替であれば、実労働時間数に大きな変

化は生じにくい。

（清算期間が1か月超の場合は1か月以内の振り替えの場合）

・別の清算期間の振替えは、元々の休日が属する清算期間に

おいて、時間外労働が発生する可能性がある。



６．本日のまとめ

〇労働時間、休憩、休日の概要

〇時間外労働、休日労働、手続きの概要

〇時間外労働となる場合

〇休日労働に関連して



■振り返り

Ｑ①

週休2日制で休日のうち1日を出勤した場合は、時間外労働

になるのでしょうか？休日労働になるのでしょうか？



Ｑ②

電車の遅延にともない始業時刻を繰り下げたり、終業時刻

を繰り上げたりした場合、所定の就業時刻を超過した時間は

時間外労働となるのでしょうか？



Ｑ③

午前中に半日単位の年次有給休暇を取得し、所定の就労時

刻を超えて勤務した場合、超えた時間は時間外労働になるの

でしょうか？



Ｑ④

フレックスタイム制の事業場で働いています。法定休日に

出勤することになりましたが、これは休日労働ですか？



Ｑ⑤

休日出勤の代わりの休日の振替は社員の都合に合わせて日

程を決める必要がありますか？



Ｑ⑥

休日の振替を再度行うことはできますか？



Ｑ⑦

1か月単位の変形労働時間制において、完全週休二日制を採

用している場合で、ある週の休日を他の週に振り替えること

は可能でしょうか？



Ｑ⑧

土曜日と日曜日が休日の事業場です。顧客対応で土曜日に

出勤する必要があります。休日振替を行う場合、土曜日と翌

週の平日を振替えることが多いのですが、この場合時間外労

働数が発生してしまい、防止策を検討しています。



Ｑ⑨

休日出勤の場合も平日と同じように休憩時間を与えなけれ

ばいけませんか？



Ｑ⑩

所定労働時間を超えて労働する場合は３６協定の締結が必

要でしょうか？


