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富山県内の働き方改革取組事例

働き方改革に取り組むにあたっての課題

課題を解決するための取組

休みが少なく、人材確保・定着が難しい

３Ｋ（きつい、汚い、危険）のイメージがあり、若者から敬遠される

建設業

納期対応で残業時間が多い

業務の棚卸による効率化（時間外労働時間数の削減）

休日の増加（週休二日制の導入）

くるみん、えるぼし、ユースエールなどの認定を受けることにより働きやすい職場で
あることを求職者にアピール

職場環境改善への取組（トイレ・休憩室の見直し）

ー１ー

ユーシン建設株式会社【所在地】砺波市【従業員数】１２名

◇年次有給休暇の取得率向上をめざし前倒し付与方式の導入

【取組内容】

○年次有給休暇の付与について、中途採用者でも取得しやすい環境を整備する 目的で、

入社２カ月目に４日間を前倒しで付与し、その後は毎年４月１日を基準日として一斉

付与している。

【取組結果】

○Ｈ２８年度 ６４．１％、Ｈ２９年度 ７０．４％

Ｈ３０年度 ７５．９％

【取組のポイント】

○社員の要望を取りいれ年次有給休暇の取得しやすい環境を整備し、会社として取得

促進に取り組んだ事例。

年次有給休暇取得促進に関する取組事例



株式会社岡部【所在地】富山市【従業員数】９０名

◇ＩＣＴを利用した場所・時間にとらわれない働き方の導入

【取組内容】

○業務効率の改善を図る目的で、モバイル勤務・サテライト勤務を導入した。クラウド

コンピューティング環境を利用したデータベースの活用で設計図などをパソコンで

見ることのできる環境を整えた。更にはスマートフォン ・タブレット端末の連携に

より遊具の点検や報告書が作成できるソフトも開発した。

【取組結果】

○技術者の時間外労働の削減につながった。

【取組のポイント】

○ＩＴ技術の大胆な活用により、効率化を図った事例。

ＩＣＴ技術の活用とテレワークの導入を進めた取組事例

◇テレワークの活用により柔軟な働き方を実現

【取組内容】

○子育て期の社員がテレワーク制度を利用して週２日の在宅勤務と週３日の事務所勤務

を組み合わせたワークスタイルを採用した。

【取組結果】

○在宅勤務を利用することで通勤による負担が軽減され、その分仕事に集中できるよう

になった。

○家族と過ごす時間が増え、子供の急な発熱や健診に対する対応、行事への参加もしや

すくなった。

【取組のポイント】

○テレワークの活用は労働者の様々なライフスタイルに合わせることができます。

ー２ー



中越興業株式会社【所在地】南砺市【従業員数】９１名

◇女性技術者の採用を契機に職場環境を改善

【取組内容】

○建設業は男性中心で３Ｋ（きつい、危険、きたない）のイメージが付きまとっている。

女性技術者の採用を契機として現場に化粧室の機能を併せ持つ快適トイレを導入した。

【取組結果】

○現場に女性が加わることで、職場の雰囲気に変化が表れた。「イクボス宣言」により、

男性社員も子育てに参加するため年休を取得するようになった。

【取組のポイント】

○少子高齢化に伴う女性の活躍推進において、女性技術者の採用を増やすための取組

事例。

女性の活躍推進に関する取組事例

ー３ー

大高建設株式会社【所在地】黒部市【従業員数】６０名

◇ワーク・ライフ・バランスに配慮

【取組内容】

○イクボス宣言を行い、新たにフレックスタイムを導入し、家庭の事情に応じて、多様な

働き方が出来る。子供が高校生になるまでに取得できる特別看護休暇制度（３日間）を

導入。

また、年次有給休暇を１時間単位で取得できる制度を導入。更に、家族向けに現場

見学会を開催。

【取組結果】

○県外出身者を含め、２０代の若手労働者の採用に繋がっている。

【取組のポイント】

○ワーク・ライフ・バランスに配慮した取組により若者の採用に結びついている事例。

兄

ワークライフバランスに配慮した取組事例



ー４ー

長時間労働の削減・年次有給休暇取得促進に関する取組事例

B社【従業員数】１００名以下

◇働きやすい職場環境を目指し完全週休二日制を導入

【取組内容】

○完全週休二日制を導入し、年間休日数を１０４日から１２６日へ大幅に増加した。

【取組結果】

○家庭生活の充実を図りつつ効率的働き方を追求するといワークライフバランスを

目指す企業風土が形成された。

○月平均時間外労働時間 ２０時間（H２９年度）

年次有給休暇の取得日数 ８日（H２９年度）

【取組のポイント】

○週休二日制の導入という建設業界全体の課題に取り組んだ事例。

A社【所在地】高岡市【従業員数】４５名

◇結婚・出産後も女性技術者が複数活躍

【取組内容】

○女性従業員７名のうち４名が技術者として活躍している。

男性中心の業界において、子どもの急な体調不良でも休みを取りやすくすることで

結婚・出産後も活躍する女性技術者が複数在籍。

【取組結果】

○先輩女性技術者が活躍している姿をＰＲすることがロールモデルとなり女性の採用

拡大に繋がっている。

【取組のポイント】

○女性労働者が働きやすさを感じれるよう職場環境に配慮した結果女性技術者が定着

している事例。

女性の活躍推進に関する取組事例



富山県内の働き方改革取組事例

働き方改革に取り組むにあたっての課題

課題を解決するための取組

受注が増えており、残業が多く、年休も
取れない

長時間労働をいとわない労働者や年休を取得
しようとしない労働者がいる

製造業

人手不足（特に若者）

賃金を上げたくても上げられない

業務の棚卸しによる効率化

ノー残業デーの導入・徹底

多能工化による業務
の平準化

長時間労働の是正、年休取得促進に関する社内の
意識改革

生産性向上に伴う賃金の
底上げ

くるみん、えるぼし、ユースエールなどの認定を受けることにより働きやすい職場である
ことを求職者にアピール

ー５ー

ウッドリンク株式会社 【所在地】射水市【従業員数】２１０名

◇時間外労働時間数の見える化・年次有給休暇の取得促進

【取組内容】

○毎月の各人の時間外労働時間数を対前年比でグラフ化し、その推移を個人別に

「見える化」した。

〇毎週末をノー残業デーと設定して定時退社を促した。
○各人が保有する年次有給休暇のうち、１０日間分の取得予定日を計画表に記入する

方法で年次有給休暇の計画的取得を促している。

〇家庭の事情により勤務時間・勤務日数の短縮を希望する労働者に対する「短時間勤務

正社員制度」を設けている。

【取組結果】

〇月平均の時間外労働時間数は２１．６５時間まで削減した。（H３０年度）
〇年次有給休暇の平均取得日数は９．４７日に増加した。（H３０年度）

長時間労働の削減・年次有給休暇の取得促進に関する取組事例



株式会社池田模範堂【所在地】中新川郡上市町【従業員数】３３０名

◇勤怠システム導入により長時間勤務者を把握、管理職の意識改革を推進

【取組内容】

○勤怠システムの導入により、人事部門と各所属長が労働時間を即時的に把握できる

仕組みを確立。

○半月毎の残業時間が一定のラインを超えた者がいる部署の所属長に対し、人事

部門が業務分担の見直し、振替休日の活用などの改善を図るよう促す仕組みを導入。

【取組結果】

○長時間労働の傾向が強かった技術系管理職等の意識に変化が見られ、労働者におけ

る時間外労働の月平均が１０時間を下回る状況を実現。

○年休取得率６７％など良好な職場環境を実現し、新卒採用者の定着も良好。

【取組のポイント】

○即時的な労働時間管理を可能にした情報システムの活用。

⇒要件に適合すれば時間外労働等改善助成金の活用も可能です！

株式会社竹中製作所【所在地】高岡市【従業員数】５９名

◇トップがメッセージを発信、率先してメリハリのある働き方を実践

【取組内容】

○「顧客に納得してもらえる契約」を重視する営業方針により、売上のノルマを廃止

○社長が朝礼・ブログにより、メリハリのある働き方が重要であることを発信すると

ともに、社長自身がメリハリのある働き方を実践。

○多能工化の推進。

【取組結果】

○全労働者における時間外労働の月平均が１０時間を下回る状況を実現。

○年次有給休暇取得率約８０％を実現。

【取組のポイント】

○社長のメッセージ発信と実践。

⇒経営トップのやる気が働き方改革に取り組む際の最大のポイントです！

長時間労働の削減・トップによる強い意思表示に関する取組事例

ー６ー



株式会社三恵ネット 【所在地】砺波市【従業員数】２４名

◇多能工化を進めることで休暇を取得しやすい環境を整備

【取組内容】

○全労働者２４名が多岐に渡る工程を担当しなければならず、多能工化を進め、労働者が

休みやすい環境を作っている。

○年次有給休暇の完全取得を前提として、人員・生産・効率化・予算等の計画を立案して

いる。

○半日単位年休（看護・介護休暇については２時間単位）の制度を導入して、更に休み

やすい職場環境を作っている。

〇画像診断システムを導入し、製品の検査業務の効率化を図っている。

〇労働者は３カ年に渡る目標設定を行い、中期的キャリア形成ができるよう配慮している。

【取組結果】

○月平均時間外労働時間数 ０．５時間

○年次有給休暇の平均取得日数 １４．２日 を達成している。

長時間労働の削減・年次有給休暇の取得促進に関する取組事例

ー７ー

株式会社ニッセイテクニカ【所在地】中新川郡上市町【従業員数】３８名

◇採用増成功により、時間外労働の大幅削減を実現

【取組内容】

○年収上限（１３０万円）や保育園の送迎時刻や老親の介護ニーズに配慮した１日５時間

の短時間勤務。

○受注先との協議深化による納期余裕の確保。

【取組結果】

○正社員の時間外労働がピーク月（毎年11･12月)40時間前後で毎年推移していたが、
２年間で７名の労働者を採用し、月平均10時間程度に改善した。

○残業削減成果を賞与増加で還元して、モチベーションアップ。

【取組のポイント】

○経営者が正社員の時間外労働での受注増対応は、短期の弥縫策に過ぎず、長時間労働を

改善してワーク・ライフ・バランスの充実こそが、人員の安定的確保に有効と認識して

いた。

長時間労働の削減に関する取組事例



C社【所在地】高岡市【従業員数】３３名

◇人員減少にも係わらず、時間外労働の大幅削減と定例賃金引上げを実現

【取組内容】

○短納期是正と受注量の平準化を経営者が受注先と強力に折衝し実現した。

○極端な短納期注文時は、受注先に材料持込・完成品引取りを要請して、時間外労働抑制

に努めた。

○有害危険作業工程を最新鋭の自動化設備導入と、労働者の多能工化の併進。

○業務の棚卸を進めて、障害者・外国人技能実習生採用を行った。

【取組結果】

○２年間で１７名減少したが、月平均時間外労働４０時間を１０時間へと削減した。

○残業削減成果を定昇の他に、２度のベアで還元してモチベーションアップ。

【取組のポイント】

○相次ぐ離職に企業存続の危機感を労使とも抱き、的確な対応策が急務と認識し、積極的

に働き方改革に取り組んだ。

長時間労働の削減に関する取組事例

ー８ー

D 社【所在地】氷見市【従業員数】４４名

◇工程管理システム導入により生産性向上、賃金の引き上げを実現

【取組内容】

○使用する工程を示すために組み立て前の部品に添付されるタグについて、従来は紙に

工程情報を書いたものであったことから、目視による確認が必要であったが、電子的

に情報を記憶でき、機械により情報を読み取ることができる特殊なタグを導入。

○上記特殊タグの情報と図面情報を一元管理できるシステムを導入。

【取組結果】

○工程管理システムの導入により、ヒューマンエラーの削減、事務作業の軽減、作業

効率の向上、工程管理強化など生産性の向上を実現。

○生産性の向上により発生した利益を労働者に還元し、賃金の底上げを実施。

【取組のポイント】

○情報技術の積極的な活用による効率化

⇒要件に適合すれば業務改善助成金の活用が可能です！

生産性向上に係る取組事例



富山県内の働き方改革取組事例
働き方改革に取り組むにあたっての課題

課題を解決するための取組

恒常的な運転手不足と高齢化で、高水準の受注を長時間残業や、低水準の年休取得の状況
で離職者が頻発し、負のスパイラルに陥っている

賃金水準の改善をしたくても上げれない

運送業

業務の棚卸しで、シニアの短時間勤務の構内作業員を採用配置し、運転手の
長時間残業を大幅削減

職場環境の改善により、離職者の発生防止と新規入職者の確保を経営トップ
が明言

受注先での荷役業務効率化に社長自ら協力を求めて、長時間残業の削減や受注
単価のアップを実現

ー９ー

株式会社北都高速運輸倉庫富山【従業員数】４３名

◇無理な運行を回避すべく、トップの強力な折衝で、受注単価をアップした

新規先を開拓

【取組内容】

○自社の配車・運行計画に理解が得られない荷主に対して、トップ自ら改善を求めて、

長期間折衝。併せて、理解が得られる新規荷主の開拓にトップ自ら取り組んだ。

【取組結果】

○無理な運行スケジュールの回避で、残業の減少と年休取得の改善を実現。

○５％の賃金改善を実現した。

【取組のポイント】

○トップのメッセージ発信と実践。

⇒経営トップのやる気が働き方改革に取り組む際の最大のポイントです！

長時間労働の削減・年次有給休暇取得促進に関する取組事例



E社【所在地】富山市【従業員数】２４名

◇社長自ら折衝を重ね、無理な受注抑制と受注単価アップを実現

【取組内容】

○運転手の離職が続出して企業存続危機と認識した社長が、無理な受注が運転手に過重

労働を強いる主因として、受注先と強力に折衝を重ねた際に、新規導入のデジタコ

活用で、運行状況改善の必要性に理解を求めた。

○併せて、構内荷役業務にシニアの短時間労働者を新規採用した。

〇受注単価アップにも理解を求めて強力に折衝した。

【取組結果】

○急な発注が大幅に減少して業務の平準化が進み、月平均の残業が60時間超えの運転手
が激減した。

○低水準の年休取得改善や、９％の賃金アップも実現して定着状況も良好。

【取組のポイント】

○情報システムを無理な発注回避の折衝手段として活用により成果。

⇒要件に適合すれば時間外労働等改善助成金の活用も可能です！

長時間労働の削減・年次有給休暇取得促進に関する取組事例
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F社【所在地】高岡市

経営陣の安全輸送・遵法精神尊重、長時間残業の削減・抑制の強力な

メッセージを発信

【取組内容】

○安全輸送・遵法精神を最優先とする社是の徹底を行った。具体的には、日

帰り近距離運行でも往復の高速道路利用を行う他、デジタコやGPS導入
活用で無理・無駄を排する努力を継続のうえ、県外への長距離運行と、

県内の日帰り運行を組み合わせて、各運転手の運行時間を抑制した。

○上記取組を徹底するため、運行管理者７名を交替配置して、深夜・突発災

害でも適切な運行指示を行った。

【取組結果】

○運転手の長時間の残業は皆無となり、月平均１０～２０時間程度である。

○離職者も少なく、新規入職者は自社運転手の紹介で確保している。

【取組のポイント】

○情報技術の積極的な活用による効率化。

⇒要件に適合すれば業務改善助成金の活用が可能です！

職場環境改善の取組事例



富山県内の働き方改革取組事例

働き方改革に取り組むにあたっての課題

課題を解決するための取組

多忙で年休も取れない。介護記録の入力業
務に追われている

一部労働者に時間外労働を厭わず、更に年休を取得しづらい雰囲気がある

介護業

人手不足（特に若者・中堅層）

業務の棚卸によ る効率化と担当 可能業務の拡大 で平準化

年休取得促進に関する法人内の意識改革

「がんばる介護事業所」表彰や「障害者雇用優良事業所」表彰を受けて働きやすい
職場をアピール

社会福祉法人福鳳会【所在地】高岡市【従業員数】２２０名

◇トップの強力なメッセージ発信で、介護職員としての誇り、働き甲斐

を持てる職場環境を実現

【取組内容】

○経営者が仕事と介護を両立可能とする職場環境整備を積極的に推進。

○人材育成の推進（未経験者を採用して、長期的視点で育成）。

【取組結果】

○育児休業完全取得に加えて、利用しやすい育児短時間勤務（勤務時間の選択）看護休暇・

介護休暇の設定、介護ロボット等の導入で腰痛防止対策を推進。

〇タブレットを導入し現場での転記や参照が多い情報を中心にICT化を推進（介護記録だけで

なく、法人全体の情報共有をすることで印刷物が大幅減少）。

〇アニバーサリー休暇取得を推進し、少しずつ取得する職員が出てきている。

○新規入職者の能力に応じて長期的に育成支援（外部研修時に勤務扱いで費用負担、

新人職員個別に指導育成担当者配置）。

〇富山県の「障害者雇用優良事業所表彰」を受けた。

【取組のポイント】

⇒経営トップのやる気が働き方改革に取り組む際の最大ポイントです！

働きやすい職場環境促進に関する取組事例
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社会福祉法人梨雲福祉会【所在地】富山市【従業員数】２５０名

◇スタッフ全員の情報共有による、業務の効率化とケアの質向上

【取組内容】

○勤怠システムの導入により、人事部門と各所属長が労働時間や年次有給休暇取得

状況を即時的に把握できる仕組みを確立した。

〇介護業務に法人独自開発の使い勝手の良いICT機器の活用で一連の介護記録業務
の効率化と情報共有を推進した。

【取組結果】

○介護業務記録の効率化と情報共有が深化した結果、勤務交代時の引継ぎ時間が大

幅に削減されて月平均時間外労働が２時間未満となり、担当者不在時でもスムー

ズな業務運営が可能となった。

○年休取得率70％超えなど良好な職場環境の実現で定着状況も良好となった。
〇富山県の「がんばる介護事業所表彰」（雇用環境部門）を受賞した。

【取組のポイント】

○即時的な労働時間管理を可能にした情報システムの活用。
⇒要件に適合すれば時間外労働等改善助成金の活用も可能です！

年次有給休暇取得促進に関する取組事例

社会福祉法人高岡南福祉会【所在地】高岡市【従業員数】１６６名

◇業務の徹底的な分析と棚卸で細分化

【取組内容】

○介護業務を幅広く分析・細分化して、介護職の業務を難易度の高い本来業務と付随業務

に分解した。本来業務（入浴・排泄・食事等の介助）に介護職を専念可能とすべく、

付随業務（配膳と下げ膳、トイレ・廊下・居室掃除、シーツ交換、テーブルや椅子の

移動、送迎車両運転等）に意欲の高い多数のシニアや障害者を採用した。更に介護業務

の繁忙時間帯に本来業務（入浴や食事介助）時間勤務可能な介護職経験者も採用した。

〇障害者が介護記録の入力業務を行った。

【取組結果】

○介護職が本来業務に専念可能となり、ケアの質向上と介護職に精神的余裕が生まれて

離職率の低下に寄与した。

〇富山県の「障害者雇用優良事業所表彰」を受けた。

【取組のポイント】

○積極的にシニアや障害者雇用による効率化。

⇒要件に適合すれば特定求職者雇用開発助成金の活用が可能です！

積極的な業務の棚卸への取り組み
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富山県内の働き方改革取組事例

働き方改革に取り組むにあたっての課題

課題を解決するための取組

正社員は店長のみで管理監督者とされ、長時間労
働になりやすい

パートタイム労働者が多く、年次有給休暇が取れ
るという認識が薄い

小売･飲食業

人手不足

土日祝日に休みが取りにくい

業務の棚卸しによる効率化長時間労働の是正、年休取得促進に関する社内の
意識改革
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株式会社Ａ－ＳＴＹＬＥ 【所在地】富山市【従業員数】４１名

◇助成金を活用して労務管理機器（タッチオンタイム）導入

【取組内容】

○富山市内に３店舗（ラーメン店）を展開し、店舗間の移動もあることから、４枚の

タイムカードで出退勤管理を行っていたが、打刻忘れや取り違えの無駄も散見された

ので、最新の労務管理機器を導入した。

〇勤務間インターバル９時間確保のために、店舗の閉店時刻を１時間短縮し、併せて

１２月３１日は１５:００閉店、年初３日間休業とした。
〇勤務間インターバル制度やタッチオンタイム導入前と導入後にアンケートや話し合い

を行うなど、職場環境の改善努力を重ねた。

【取組結果】

○昼と夜に分けたタイムカードを廃止して、ICカードリーダーにより正確かつ迅速な
勤怠管理が可能となり、労使双方が有用性を認識した。

〇職場内の話し合いを進めた結果、業務平準化、休憩時間厳守、残業削減、年次有給

休暇の取得率向上などの成果が見られ、家庭での時間も確保できた。

〇月平均時間外労働は約２０時間（１０時間減少）で、年次有給休暇取得率は

約５０％（１０ポイント上昇）である。

職場意識改善助成金（勤務間インターバル導入コース）活用
による取組事例



年次有給休暇取得促進に関する取組事例
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株式会社丸八 【所在地】魚津市【従業員数】１１３名

◇効率化・省力化を図って長時間労働を抑制

【取組内容】

○毎年新卒採用を積極的に実施して毎年５名程度採用し、人員増・若返りを図った。

〇業務の見直しを実施し簡素化できる業務の洗い出しを行った。

〇人員増で生み出された余力で無駄な時間外労働の削減を、更には効率化・省力化を

推進している。

【取組結果】

○時間外労働時間は月平均２０時間以下となるように管理しており、毎月社内会議に

おいて状況報告を実施している。

〇昨年１０月より、労働者各々が２月で１日以上の年次有給休暇を取得するよう社内

会議を通じて周知している。

〇月平均時間外労働時間数 １３．７時間

年次有給休暇の平均取得率 ７０％

を達成している。

長時間労働削減・年次有給休暇取得促進による取組事例

株式会社米三【所在地】富山市【従業員数】１４６名

◇連続した年次有給休暇取得促進

【取組内容】

○パートタイム労働者に比べて年次有給休暇の取得が進まない正社員も休みが取得しやすい

環境整備をして欲しいとの声から、繫忙期の前後において連続した３日間（所定休日と

組み合わせれば最大５日間）を夏季と冬季の年２回取得できる制度を導入している。

【取組結果】

○労働者自らが仕事と生活の調和を図るために、自らのスキルアップを目指した自己研鑽

のための時間として活用したり、家族との時間を大切にする目的で家族旅行に出かける

といった形で利用が進んでいる。次世代法に基づく行動計画において、この連続休暇制度

を期間雇用者を含めた全従業員が１００％取得できるようにすることを目標に掲げている。

（計画終期：令和４年５月３１日）

月平均時間外労働時間 ５．２時間（平成３０年度実績）

年次有給休暇平均取得日数 ６．９日 （平成３０年度実績）
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使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者につい
て、毎年５日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。

施行：2019年４月１日～

詳細はこちら

年５日の年次有給休暇の確実な取得

２０１９年４月１日より順次施行される働き方改革関連法の主な内容

１ 年次有給休暇を管理しやすくする方法
・基準日を年始や年度初めに統一する、基準日を月初などに統一する、などの方法
が考えられます。

２ 年5日の確実な取得のための方法
・基準日に年次有給休暇取得計画表を作成する、使用者からの時季指定を行う、年
次有給休暇の計画的付与制度（計画年休）を活用する、などの方法が考えられま
す。
計画年休の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。

Ｇ社 【所在地】富山市【従業員数】２０５名

◇ふれ愛ホリデーで年次有給休暇の取得促進を

【取組内容】

○年次有給休暇の取得について、各職場で年休取得の希望を一覧表に記入する方法

（◎は変更不可、〇は変更可を表す）を採用している。この方法により一緒に働く

仲間の勤務状況を共有することができ、正社員・パート社員に係わらずお互い様

の気持ちが醸成され、年次有給休暇が取得しやすい雰囲気が形成されてきた。そ

れでもなお、パート社員に比べて正社員の年休取得が進まなかったことから「ふ

れ愛ホリデー」として公休日に年次有給休暇を組み合わせて３連休を取得する制度

を導入した。

【取組結果】

○ふれ愛ホリデーの導入後、正社員の年次有給休暇の取得が促進した（平成２９年度

平均取得日数４．８日）が、平均年齢３２歳の店長職にある社員が責任感から逆に

頑張った結果休みにくい状況を招いていた。そこで、平成３０年度は「ふれ愛ホリ

デープラス１」として、公休日と年次有給休暇を組み合わせて４連休を取得する制

度に拡充し、仕事と生活の調和に一層配慮することとした。

年次有給休暇取得促進に関する取組事例



雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

施行：2020年４月１日～
※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月１日～

詳細はこちら

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）との間で、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。
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不合理な待遇差を解消する際の留意点
不合理な待遇差があるかを点検し、その解消に取り組むにあたっては、労使で情報を共
有し、話し合うなどによって合意形成を図ることが重要です。その際には次の点に注意
してください。
・短時間・有期雇用労働者の意見をくみ取り、反映するように工夫する。
・労使で有意義な話し合いができるように情報を適切に提供する。

労働時間の管理において必要なポイント
・「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの時間外労働が、３６協定で定めた時間を超えな
いこと。

・休日労働の回数・時間が、３６協定で定めた回数・時間を超えないこと。
・特別条項の回数（＝時間外労働が限度時間を超える回数）が、３６協定で定めた回数を
超えないこと。

・月の時間外労働と休日労働の合計が、毎月100時間以上にならないこと。
・月の時間外労働と休日労働の合計について、どの２～６か月の平均をとっても、1月当
たり８０時間を超えないこと。

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。（原則
である月45時間を超えることができるのは、年６回までです。）

詳細はこちら

時間外労働の上限規制

施行：2019年４月１日～ ※中小企業は、2020年４月１日～



「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、web上で設問に答えていくことで、
働き方･休み方の問題点を把握できるほか、課題別の対策も知ることができます。
企業の取組事例の紹介や、シンポジウム・セミナー情報も掲載していますので、

貴社の「働き方改革」にご活用ください。

自己診断ツールもご活用ください

検 索

働き方・休み方改善ポータルサイト

働き方・休み方

https://work-holiday.mhlw.go.jp/

貴社の課題や改善策の発見のために！

最低賃金特設サイト
「最低賃金特設サイト」では、①最低賃金制度の概要、②現在適用されている全国
の地域別最低賃金額や特定（産業別）最低賃金額等の確認、③web上でご自身の就
労地域や支払われている賃金額等に関する設問に答えていくことで、支払われてい
る賃金額と最低賃金額の比較などが行えますのでご活用ください。

最低賃金制度 検 索

https://pc.saiteichingin.info/

（参考）
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パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書

自社の状況が改正法の内容に沿ったものか点検すること
ができます。ぜひご活用ください。

閲覧用ファイル 印刷用ファイル

同一労働同一賃金 検 索

36協定届等作成支援ツー
ル（36協定届）

スタートアップ労働条件 検索
スマートフォン
タブレットでも

労働基準監督署に届出が可能な書面を作成することができます。
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html

就業規則作成支援ツール

時間外労働を行うには、サブロク(36)協
定届が必要です。36協定届を作成しようと
している事業者様、是非お役立てください。

常時10人以上の労働者を使用している事
業場では、就業規則を作成し所轄労働基準監
督署長に届け出る必要があります。是非お役
立てください。
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■働き方改革や人手不足について、どうすべきか
悩んでいませんか？
以下の窓口へ、お気軽にお越しください。
各分野の専門家が無料でご相談に応じます。

富山県よろず支援
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：よろず支援拠点
https://yorozu.smrj.go.jp/

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：働き方改革推進支援センター
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

富山県内の
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：労働基準監督署
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

富山県内の
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：ハローワーク
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

相談窓口の
ご案内

相談窓口①

相談窓口➁

相談窓口④

ー１９ー

相談窓口③

本事例集に関する問い合わせ先 富山労働局雇用環境均等室 ＴＥＬ０７６－４３２－２７４０

○富山県よろず支援拠点 TEL 076-444-5605

○働き方改革推進支援センター富山
TEL 0120－931－058

○富山労働基準監督署 TEL 076-432-9141 ○高岡労働基準監督署 TEL 0766-23-6446
○魚津労働基準監督署 TEL 0765-22-0579 ○砺波労働基準監督署 TEL 0763-32-3323

○ハローワーク富山 TEL 076-431-8609 ○ハローワーク高岡 TEL 0766-21-1515
○ハローワーク魚津 TEL 0765-24-0365 ○ハローワーク砺波 TEL 0763-32-2914
○ハローワーク滑川 TEL 076-475-0324 ○ハローワーク氷見 TEL 0766-74-0445


