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コロナ禍にあって新しい事業運営や働き方の模索も始まる一方、進む少子高年齢化によって労働力の確

保は厳しい状況が続いています。 

本紙に集約した最近の法改正等をご確認いただくとともに、支援ツール、助成金などを活用していただ

き、皆様の働きやすい職場（働き方改革）への一助となれば幸いです。 

下関労働基準監督署（☎083-266-5476） 

ポイント１ 最近の労働関係法令で変わった点・変わる点にご注意ください 

※ 平成 25年 4月 1日から 

□  有期労働契約の更新によって 5 年を超えた労働者から無期労働契約への転換を申込まれたときは、

無期契約に転換することが必要となりました。 

※ 平成 31年 4月 1日から 

□  過重労働による健康障害を防ぐため、時間外労働の削減が求められており、労働者の危険防止や健

康確保を定めた労働安全衛生法において、「労働者の労働時間の適正な把握」義務が設けられました。 

なお、労働基準法では、賃金台帳に時間外労働や深夜、休日労働の時間数を記入することになって

おり、適正な割増賃金の支払い義務と相まって、労働時間数を適正に把握して適切に管理することは

当然の責務とされています。 

 

＜労働時間管理 ここが 鍵！＞ 

管理監督者、みなし労働時間制や裁量労働制等の適用者も含めて、労働者全員の労働時間を客

観的な方法で把握してください（労働安全衛生法第 66条の 8の 3）。 

※ 客観的な方法とは？ 

タイムカード、パソコン等の使用時間の記録、事業者（管理権限を与えられた者を

含む。）の現認等をいいます。 

この方法により適切に把握した時間外・休日労働が月 80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認めら

れた場合は当該労働者の申出により、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）。 

 

＜労働時間管理 ここが 鍵！＞ 

労働者が会社に出勤してから退社するまでの時間を「拘束時間」といいます。 

「拘束時間」中は、「労働時間」と「休憩時間」のいずれかになりますが、「休憩時間」は労働時間

の途中に、自由に利用できる時間として設けることが必要です（労働時間が 6 時間を超える場合は少

なくとも 45分、8時間を超える場合は少なくとも 1時間）。 

事業場では、就業規則や労働条件通知書にこの休憩時間を明示していますが、「利用者対応などで休

憩が半分も取れない」といった相談が多数、寄せられています。 

休憩時間に労働した場合には相応の賃金を支払うことはもとより、まずは契約条件である休憩時間

をきちんと与える業務体制とすることは、職場環境を改善する「働き方改革」の一つです。 

 

※ 平成 31年 4月 1日から 

□  年次有給休暇の付与日数が年 10 日以上の労働者に対しては、そのうち 5 日については取得時季を

指定するなどして必ず付与することになりました。 

□  年次有給休暇を付与した時の時季、日数や基準日を明らかにした年次有給休暇管理簿を作成するこ

とが必要になりました。 

※ 令和 2年 4月 1日から（大企業は平成 31年 4月 1日から） 

□  時間外労働（法律が定める労働時間（1 日 8 時間、週 40 時間（特例事業場は 44 時間）を超えた労

働）、また法定休日（週 1 日又は 4 週 4 日）に働かせることができる時間数の上限が設けられました。 

（建設業、自動車運転者、医師は令和 6年 3月 31日まで猶予） 

 

事業者の皆様へ 

労務管理を適正に行うために知っておきたいポイント 

具体的な対応については、4頁の⑤をご利用ください 

具体的な対応については、3頁の①をご利用ください 

具体的な対応については、3頁の①や③をご利用ください 

具体的な対応については、3頁の①をご利用ください 
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※［ ］内は、対象期間が 3か月を超える 1年単位の変形労働時間制により労働させる場合 

※ 令和 3年 4月 1日から（大企業は令和 2 年 4月 1日から） 

□  中小企業においても、パートタイム労働者や有期雇用労働者、派遣労働者について、通常の労働者

との不合理な待遇差が禁止されることになりました。 

 

※ 令和 3年 4月 1日から 

□  各種行政手続における押印原則が見直されたことに伴い、労働基準法施行規則に規定する時間外・

休日労働に関する協定届や 1 年単位の変形労働時間制に関する協定届など、労使協定に係る届出等

の様式の「労働者の過半数代表者」欄にチェックボックスが設けられました。 

 

 

▶ 協定届への書き方が知りたい・・・ 

山口労働局ホームページには、時間外・休日労働に

関する協定届や 1年単位の変形労働時間制に関する協

定届の作成の留意事項や記入例を掲載しています。 

山口労働局ホームページのトップページにある「各

種法令・制度・手続き」から「労働基準・労働契約関係」

と進んでいただき、「1年単位の変形労働時間制に関する

協定届の記入例と留意事項」または「知っておきたい 36

協定届」をクリックして、ご覧ください。 

 

※ 令和 4年 4月 1日から（大企業は令和 2 年 6月 1日から） 

□  中小企業においても、職場におけるパワーハラスメント対策が義務化（現在は努力義務）されるこ

とになっています。 

※ 令和 5年 4月 1日から 

□  中小企業においては、法律が定める労働時間（1 日 8 時間、週 40 時間（特例事業場は 44 時間））

を超える時間外労働の割増率はその時間数にかかわらず現行 25%以上となっていますが、中小企業に

おいても、令和 5年 4月 1日からは 60時間を超える時間に対しては 50%以上となります。（法定休日

労働は 35％以上、深夜労働は 25％以上のままです。） 

 

ポイント２「働き方改革サポートオフィス山口」を活用しましょう（山口労働局委託事業） 

□  社会保険労務士などの専門家を配置し、中小企業・小規模事業者の方からの働き方改革全般につい

て、電話、メール、来所での相談に対応しています。 

ご希望の場合は、専門家が直接企業訪問することも可能で、いずれ

も無料で実施しています。 

詳細は、「働き方改革サポートオフィス山口」のホームページをご覧

ください。 

「働き方改革サポートオフィス山口」 

所在地  山口市吉敷下東 1丁目 7番 37号 アネックス鳳陽 B 101 

電 話  0120-172-223 

メール  yamaguchi-hatarakikata@lec-jp.com 

【受付時間 9時 00分～17：00（土・日・祝日を除く）】  

 時間外労働の上限 時間外及び休日労働の上限 

(原則) 
限度時間 

月 45 時間［42時間］※ 
年 360時間［320時間］※ ①単月：100 時間未満 

 
②複数月：月平均 80時間以内 

(特別条項) 
臨時的な特別な事情がある場合 

①年 720 時間 
②月 45時間［42 時間］※を超える
月数は年に 6回以内 

具体的な対応については、4頁の⑥をご利用ください 

具体的な対応については、4頁の④をご利用ください 

具体的な対応については、4頁の⑦をご利用ください 
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ポイント３ インターネットから利用できる各種情報サービスをご活用ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働き方改革特設サイトでは・・・ 

働き方改革が目指すところは何か、

そして、「時間外労働の上限規制」や

「年次有給休暇の時季指定」、「同一労 

働同一賃金」といった制度について解説してお

り、それぞれ 10分前後の動画でも視聴できます。 

上記のほか、フレックスタイム制度やインター

バル制度など、それぞれの制度毎に作成したわか

りやすい解説（各 A4版 24頁等）も掲載していま

す。 

また、このサイトから、36協定や就業規則の作

成支援ツールや「働き方改革推進支援助成金」、

「業務改善助成金」、「キャリアアップ助成金」制

度について厚生労働省ホームページに移動でき

ます。 

① 「時間外労働の上限規制」や「年次有給休暇の時季指定」など、法制度を知りたい･･･ 

▶ 働き方改革特設サイト 

年次有給休暇取得促進特設サイトでは・・・ 

年次有給休暇の取得促進に向けた、計画的付

与や時間単位付与に関する協定や就業規則作成

例のほか、企業の取組事例を紹介しています。 

 

取得促進の啓発用の「仕事休

もっ化計画」ロゴマークもダウ

ンロードできます。 

③ 年次有給休暇の取得を職場の活性化につなげたい・・・ 

▶ 年次有給休暇取得促進特設サイト 
 
 

 

② 社員のワーク･ライフ・バランスを改善したいが、どう進めるのがよいか、情報がほしい・・・ 

▶ 休み方・働き方改善ポータルサイト 
 
 

 
休み方・働き方改善ポータルサイトでは・・・ 

休み方・働き方の改善に当たっては、自社の実

態を踏まえた見直しが重要です。 

このサイトでは、「･･･したい」別に分けた 15

のアイコンから、自己診断したり、他社の取組事

例や資料などを確認することができます。 

また、ボランティア休暇や病気休暇など特別

な休暇制度の解説や勤務間インターバル制度の

導入･運用マニュアル、導入事例集など、参考に

なる資料が数多く掲載されています。 

なお、本紙で紹介している各種サイトも「関連

バナー」欄に整理されており、ここから簡単に見

たいサイトに移動することができます。 
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有期契約労働者の無期転換ポータルサイトで

は・・・ 

無期転換ルールの解説はもちろん、導入するに

あたってのポイントや導入企業の事例、無期転換

社員の声、導入支援策のほか、よくある質問をＱ

＆Ａで説明しています。 

ポータルサイト「あかるい職場応援団では・・・ 

セクシュアルハラスメント（男女雇用機会均

等法）、妊娠･出産ハラスメント（男女雇用機会均

等法、育児･介護休業法）、パワーハラスメント

（労働施策総合推進法）の防止措置や裁判例の

紹介、さらにこれらを動画でも学ぶことができ

ます。 

また、パワーハラスメント対策に取り組む企

業のインタビュー記事が多数掲載され、参考に

なります。 

⑤ キャリアパスを整備して、従業員の働く意欲の向上や人材確保につなげたい・・・ 

▶ 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト 
 

 

⑥ 同一労働同一賃金の考え方、自社で必要な対応方法を知りたい・・・ 

▶ パート・有期労働ポータルサイト 
 
 

 

パート･有期労働ポータルサイトでは・・・ 

法制度の解説のほか、自社の対応状況を点検

し、どのように取り組むべきか確認できるチェ

ックツールが利用できます。 

また、多様な働き方の一つとして、短時間正社

員制度の導入手順も紹介されています。 

⑦ ハラスメントの研修など、職場においてできることから始めたい・・・ 

▶ ポータルサイト「あかるい職場応援団」 
 
 

 

④ 労働基準法等の遵守すべき事項を確認したい・・・ 

▶ ポータルサイト「確かめよう労働条件」 
 

 

このポータルサイトでは・・・ 

働いている方と事業者･労務管理担当者の方のそれぞ

れの視点に立った役立つ情報を提供しています。 

事業者向けコンテンツでは、自社の労働条件の自己診

断や 36 協定、1 年単位の変形労働時間制の届出、就業

規則の作成支援ツールもご利用いただけます。 

さらに、労務管理の項目別にしたＱ＆Ａがわかりやす

く掲載されています。 
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労基法等 電子 検索 🔍 

テレワーク総合ポータルサイトでは・・・ 

様々なテレワークの形態を説明し、導入のプ

ロセスを紹介しています。 

導入ガイドブック（A4版 96頁）やテレワーク

における労務管理Ｑ＆Ａのほか、導入企業の事

例集、セキュリティ対策に関する資料など、多数

掲載されています。 

また、電話で相談できるテレワーク相談セン

ター（厚生労働省委託事業）のサイトなど関連機

関等が整理されています。 

⑧ 通信機器を活用した在宅勤務などを本格化したい・・・ 

▶ テレワーク総合ポータルサイト 

 

 
 

 

⑨ 企業がどんな取組を行っているか知りたい・・・ 

▶ 女性の活躍･両立支援総合サイト 

 

 
 

 

女性の活躍・両立支援総合サイトは・・・ 

女性活躍推進法に基づき各企業が策定した行

動計画や自社の女性の活躍に関する状況につい

て公表する場として、開設されたものです。 

学生･求職者の方が、気になる会社の「働き方」

の情報を入手したり、「えるぼし」などの認定を

受けた企業を確認したりと、企業アピールの場

にもなっています。 

 

⑩ より効率的な物流を考えているが、ヒントがほしい・・・ 

▶ トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト 

 

 
 

 

トラック運転者の長時間労働改善に向けたポ

ータルサイトでは・・・ 

物流を支えるトラック運転者のことを、運

送事業者のみならず荷主の立場でも考えるサ

イトです。テーマを決めてオンラインで意見

交換したり、「あい積」など荷主どうしの連携

を模索したりと、このサイトを通じで様々な

取組が提案できます。 

⑪ 36協定や就業規則の届出を簡単に行いたい・・・ 

▶ 電子申請の利用 

 

 
 

 

36 協定や就業規則など、労働基準法等に

係る届出等は、電子政府の総合窓口「ｅ-Gov

（イーガブ）」による電子申請が利用可能で

す。さらに令和 3 年 4 月から、電子署名や

電子証明書が不要となり、電子申請しやす

くなりました。 

各事業所の36協定届を本社で一括して届

け出る要件も緩和されていますので、是非

一度、ご利用をご検討ください。 

厚生労働省のホームページ（左記）にマニ

ュアルや解説などが掲載されています。 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

厚生労働省山口労働局 労働基準部監督課 
〒753-8510 山口市中河原町 6-16 

山口地方合同庁舎２号館６階 

電話番号 083-995-0370 
FAX 番号 083-995-0376 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/ 

 
下関労働基準監督署 
〒750-8522 下関市東大和町 2-5-15 

電話番号 方面（賃金･労働時間等）  083-266-5476 
安全衛生課        083-237-2166 
（労働災害防止･健康確保） 

労災課（労災保険の手続）   083-237-2167 

FAX 番号 083-266-5480 
 
宇部労働基準監督署 
〒755-0044 宇部市新町 10-33 

             宇部地方合同庁舎 

電話番号 方面（賃金･労働時間等）   0836-31-4500 
安全衛生課         0836-48-0089 
（労働災害防止･健康確保） 

労災課（労災保険の手続）   0836-48-0090 

FAX 番号 0836-31-4502 
 
徳山労働基準監督署 
〒745-0844 周南市速玉町 3-41 

電話番号 0834-21-1788 
FAX 番号 0834-21-1690 

 
下松労働基準監督署 
〒744-0078 下松市西市 2 丁目 10 番 25 号 

電話番号 0833-41-1780 
FAX 番号 0833-41-4262 

 
 
 
岩国労働基準監督署 
〒740-0027 岩国市中津町 2-15-10 

 電話番号  0827-24-1133  
FAX 番号 0827-24-1135 

 
 
 
山口労働基準監督署 
〒753-0088 山口市中河原町 6-16 

山口地方合同庁舎１号館 

   電話番号 方面（賃金･労働時間等）   083-922-1238 
安全衛生課        083-600-0361 
（労働災害防止･健康確保） 

労災課（労災保険の手続）  083-600-0362 

FAX 番号 083-922-1483 
 
 
萩労働基準監督署 
〒758-0074 萩市大字平安古町 599-3 

萩地方合同庁舎 

電話番号 0838-22-0750 
FAX 番号  0838-22-1089 

解雇、退職勧奨、配転、ﾊﾟﾜﾊﾗなどのﾄﾗﾌﾞﾙに関する相談窓口 

山口労働局総合労働相談コーナー (山口労働局雇用環境・均等室内） 

下関総合労働相談コーナー （下関労働基準監督署内） 

宇部総合労働相談コーナー （宇部労働基準監督署内） 

徳山総合労働相談コーナー （徳山労働基準監督署内） 

下松総合労働相談コーナー （下松労働基準監督署内） 

岩国総合労働相談コーナー （岩国労働基準監督署内） 

山口総合労働相談コーナー （山口労働基準監督署内） 

萩 総合労働相談コーナー （萩 労働基準監督署内） 

電話番号 083-995-0398 

電話番号 083-266-5479 

電話番号 0836-31-4509 

電話番号 0834-21-1788 

電話番号 0833-41-1780 

電話番号 0827-24-1133 

電話番号 083-600-0370 

電話番号 0838-22-0750 

男女差別､妊娠等による不利益取扱い､ｾｸﾊﾗ､育児･介護休業に関するお問い合わせ先 

厚生労働省山口労働局 雇用環境・均等室  〒753-8510 山口市中河原町 6-16 
山口地方合同庁舎 2 号館 5 階 

電話番号 083-995-0390 
FAX 番号  083-995-0389 

賃金、労働時間等の労働条件に関するお問い合わせ先 


