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法の概要・時間外労働の上限規制、しわ寄せ防止



2021年4月1日働き方改革関連法の概要と
時間外労働の上限規制



施行期日 Ⅰ：公布日（平成３０年７月６日）
Ⅱ：平成３１年４月１日（中小企業における時間外労働の上限規制に係る改正規定の適用は令和２年４月１日、１の中小企業における割増賃金率の見直しは令和５年４月１日）
Ⅲ：令和２年４月１日（中小企業におけるパートタイム労働法・労働契約法の改正規定の適用は令和３年４月１日）

※（衆議院において修正）改正後の各法の検討を行う際の観点として、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、労働者の職業生活の充実を図ることを明記。

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）の概要
労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な
働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる。

働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」（閣議決定）を定めることとする。(雇用対策法)
※（衆議院において修正）中小企業の取組を推進するため、地方の関係者により構成される協議会の設置等の連携体制を整備する努力義務規定を創設。

Ⅰ 働き方改革の総合的かつ継続的な推進

１ 労働時間に関する制度の見直し（労働基準法、労働安全衛生法）
・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。

（※）自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外あり。研究開発業務について、医師の面接指導を設けた上で、適用除外。

・月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企業への猶予措置を廃止する。また、使用者は、10日以上の年次有給
休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。
・高度プロフェッショナル制度の創設等を行う。（高度プロフェッショナル制度における健康確保措置を強化）
※（衆議院において修正）高度プロフェッショナル制度の適用に係る同意の撤回について規定を創設。

・労働者の健康確保措置の実効性を確保する観点から、労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととする。（労働安全衛生法）
２ 勤務間インターバル制度の普及促進等（労働時間等設定改善法）

・事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないこととする。
※（衆議院において修正）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努力義務規定を創設。

３ 産業医・産業保健機能の強化（労働安全衛生法等）

・事業者から、産業医に対しその業務を適切に行うために必要な情報を提供することとするなど、産業医・産業保健機能の強化を図る。

Ⅱ 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等

１ 不合理な待遇差を解消するための規定の整備（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法）
短時間・有期雇用労働者に関する同一企業内における正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止に関し、個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的
に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。併せて有期雇用労働者の均等待遇規定を整備。派遣労働者について、①派
遣先の労働者との均等・均衡待遇、②一定の要件※を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化。また、これらの事項に関するガ

イドラインの根拠規定を整備。 （※）同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等

２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法）
短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化。

３ 行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続（行政ADR）の整備
１の義務や２の説明義務について、行政による履行確保措置及び行政ADRを整備。

Ⅲ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
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１ 労働時間に関する制度の見直し（労働基準法、労働安全衛生法）

◼ 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。

⇒ ６～12頁

（※）自動車運転業務、建設事業、医師等について、猶予期間を設けた上で規制を適用等の例外あり。

研究開発業務について、医師の面接指導を設けた上で、適用除外。

◼ 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）について、中小企業への猶予措置を廃止す

る。また、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、５日について、毎年、時季を指

定して与えなければならないこととする。 ⇒ 13頁～14頁

２ 事業主への取引上配慮すべき事項に関する責務の規定（労働時間等設定改善法）

◼ 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努力義務規定を創設。

⇒ 18頁～

働き方改革関連法の概要（上限規制・しわ寄せ防止関係）
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各改正事項の施行・適用時期（上限規制・しわ寄せ防止関係）

被改正法律・項目 内 容 大企業 中小企業

労
働
基
準
法

労働時間の上限
（第36条等）

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
がある場合にも上限を設定（罰則付き。）。

平成31年
４月１日

令和２年
４月１日

年５日の年次有給
休暇の取得義務
（第39条第７項）

使用者は10日以上の年次有給休暇が付与され
る労働者に対し、年５日について毎年時季を
指定して与えなければならないこととする。

平成31年
４月１日

中小企業における
割増賃金率の猶予
措置廃止
（第138条）

月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金
率（50%以上）について、中小企業への猶予
措置を廃止。

―
令和５年
４月１日

労働時間等設定改善法
勤務間インターバル制度の普及促進、事業主
への取引上配慮すべき事項に関する責務の規
定など。

平成31年４月１日
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5

各改正事項の施行・適用時期（上限規制・しわ寄せ防止関係）

大企業

中小企業

H31.4～ R6.4～

労働基準法
・上限規制適用
（適用猶予事業・業務除く）
・年休取得義務 等

労働時間等設定改善法
・勤務間インターバル
・取引上の配慮

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄の砂糖製造業

H31.4～ R6.4～

労働基準法
・年休取得義務 等

労働時間等設定改善法
・勤務間インターバル
・取引上の配慮

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄の砂糖製造業

R5.4～

労働基準法
・割増賃金率見直しの猶予措置の廃止

R2.4～

労働基準法
・上限規制適用
（適用猶予事業・業務除く）
・年休取得義務 等

公布日：H30.7.6



時間外労働の上限規制（一般則）
時間外労働を法律で罰則付きで規制

時間外労働の上限を法律で規制することは、1947年に制定された労働基準法において初めての大改革。

（改正前）

法律上は、時間外労働に上限なし。

（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）

法律で時間外労働の上限を定め、
これを超える時間外労働はできなくなった。

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
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一部の事業・業務には上限規制の適用を猶予または除外

○ 適用を猶予（令和６年４月から上限規制を適用）

自動車運転の業務
適用後の上限時間は、年960時間
（将来的な一般則の適用については引き続き検討）

建設事業

一般則を適用
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ない
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

医師
適用後の上限時間は、年960時間/月100時間未満
指定を受けた医療機関については、最大年1,860時間/月100時間未満
（将来的な一般則の適用については引き続き検討）

鹿児島県・沖縄県に
おける砂糖製造業

一般則を適用

○ 適用を除外

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ない
※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する

7



○ 法改正にあわせて、３６協定の様式を変更

○ 新しい３６協定には以下の事項の記載が必要
✓ 対象労働者の範囲
✓ 時間外労働・休日労働をさせることができる場合
✓ １日・１月・１年の時間外労働時間、休日労働日数
✓ １か月100時間未満（休日労働を含む）、２～６か月平均80時間以内

（休日労働を含む）の要件を満たすこと
✓ 限度時間を超えて労働させることができる場合
✓ 限度時間を超える労働者への健康福祉確保措置
✓ 限度時間を超えた場合の割増賃金率
✓ 限度時間を超える手続き
✓ 有効期間
✓ 「１年」の起算日

○ 過半数代表者は、使用者の意向に基づき選出された者でないことを規定

○ 使用者は、過半数代表者が３６協定等に関する事務を円滑に遂行する
ことができるよう必要な配慮を行わなければならない旨を規定

時間外労働の上限規制のポイント
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３６協定の締結に当たって留意すべき事項①

○ ３６協定の締結にあたって留意すべき事項に関する指針を策定

○ 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる。
○ 使用者は、３６協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務

を負うこと。
労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意。

○ 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明
確にすること。

○ 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間・年360時
間）を超えられないこと。
限度時間を超える必要がある場合は、できる限り具体的に定めること。
限度時間にできる限り近づけること。

特別条項で延長する場合、月末２週間と翌月初２週間の４週間に160時間の
時間外労働を行わせるといったような、短期に集中して過重な労働となること
は望ましくないことに留意。
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３６協定の締結に当たって留意すべき事項②

○ １か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間（※）

を超えないよう努めること。
（※）１週間：15時間、２週間：27時間、４週間：43時間

○ 休日労働の日数・時間数をできる限り少なくするよう努めること。

○ 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保すること。
⇒健康福祉確保措置として望ましい措置：

(1) 医師による面接指導
(2) 深夜業の回数制限
(3) 終業から始業までの休息時間の確保（勤務間インターバル）
(4) 代償休日・特別な休暇の付与
(5) 健康診断
(6) 連続休暇の取得
(7) 心とからだの相談窓口の設置
(8) 配置転換
(9) 産業医等による助言・指導や保健指導

○ 限度時間の適用除外・猶予の事業・業務についても、限度時間を勘
案し、健康・福祉を確保するよう努めること。
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◆36協定で締結した内容を協定届（本様式）に転記して届け出てください。
– 36協定届（本様式）を用いて36協定を締結することもできます。その場合には、労働者代表の署名又は

記名・押印が必要です。
– 必要事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

◆36協定の届出は電子申請でも行うことができます。
◆（任意）の欄は、記載しなくても構いません。

労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、労使当事者はこのことに十分留意した上で協定す
るようにしてください。なお、使用者は協定した時間数の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第５条に基づく
安全配慮義務を負います。

事業場（工場、支店、営業所
等）ごとに協定してください。

労働保険番号・法人
番号を記載してくだ
さい。

この協定が有効とな
る期間を定めてくだ
さい。１年間とする
ことが望ましいです。

業務の範囲を細分化し、明
確に定めてください。

事由は具体的に定
めてください。

対象期間が３か月
を超える１年単位
の変形労働時間制
が適用される労働
者については、②
の欄に記載してく
ださい。

１年間の上限時間を計
算する際の起算日を記
載してください。その
１年間においては協定
の有効期間にかかわら
ず、起算日は同一の日
である必要があります。

１年の法定労働時間を超える時間数を定
めてください。①は360時間以内、②は
320時間以内です。

時間外労働と法定
休日労働を合計し
た時間数は、月100
時間未満、２～６
か月平均80時間以
内でなければいけ
ません。これを労
使で確認の上、必
ずチェックを入れ
てください。
チェックボックス
にチェックがない
場合には、有効な
協定届とはなりま
せん。押印も必要です。

金属製品製造業 ○○金属工業株式会社 ○○工場

○○○ ○○○○

○○市○○町１－２－３ ○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○年４月１日
から１年間

○○○○年４月１日

受注の集中

月末の決算事務

設計

臨時の受注、納期変更

検査

経理

製品不具合への対応

機械組立

棚卸 購買

１０人

２０人

１０人

５人

５人

３時間

２時間

２時間

３時間

３時間

３０時間

１５時間

１５時間

２０時間

２０時間

２５０時間

１５０時間

１５０時間

２００時間

２００時間

○○○○ ３ １２

○○○○
３ １５

投票による選挙

検査課主任

山田花子

工場長

田中太郎 ㊞

管理監督者は労働者代表には
なれません。

受注の集中 設計

臨時の受注、納期変更 機械組立

１０人

２０人

１か月に１日

１か月に１日

８：３０～１７：３０

８：３０～１７：３０

○ ○

土日祝日

土日祝日

協定書を兼ねる場合には、労働者代表の
署名又は記名・押印が必要です。

３７０時間

２７０時間

２７０時間

３２０時間

３２０時間

４０時間

２５時間

２５時間

３０時間

３０時間

３．５時間

２．５時間

２．５時間

３．５時間

３．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

７．５時間

表面

１日の法定労働時間を超え
る時間数を定めてください。

１か月の法定労働時間を超える時間数を
定めてください。①は45時間以内、②
は42時間以内です。

労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合には、36協
定の締結をする者を選ぶことを明確にした上で、投票・挙手
等の方法で労働者の過半数代表者を選出し、選出方法を記載
してください。使用者による指名や、使用者の意向に基づく
選出は認められません。

36協定届の記載例（限度時間を超えない場合）
（様式第９号（第16条第１項関係））
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◆臨時的に限度時間を超えて労働させる場合には様式第９号の２の協定届の届出が必要です。
◆様式第９号の２は、✔ 限度時間内の時間外労働についての届出書（１枚目）と、✔限度時間を超える時間外労働についての届出書（２枚目）の２枚の記載が必要です。
◆１枚目の記載については、前ページの記載例を参照ください。

限度時間を超える場合の36協定届の記載例（特別条項）
（様式第９号の２（第16条第１項関係））

臨時的な特別の事情がなければ、限度時間（月45時間又は42時間・年360時間又は320時間）を超えることは
できません。

限度時間を超えて労働させる必要がある場合でも、時間外労働は限度時間にできる限り近づけるように努めて
ください。

１年間の上限時間を計
算する際の起算日を記
載してください。その
１年間においては協定
の有効期間にかかわら
ず、起算日は同一の日
である必要があります。

時間外労働と法定休日労
働を合計した時間数は、
月100時間未満、２～６
か月平均80時間以内でな
ければいけません。これ
を労使で確認の上、必ず
チェックを入れてくださ
い。チェックボックスに
チェックがない場合には、
有効な協定届とはなりま
せん。

○○○○年４月１日

突発的な仕様変更 設計

検査

機械組立

１０人

１０人

２０人

６０時間

６０時間

５５時間

５５０時間

５００時間

４５０時間

○○○○ ３ １２

○○○○ ３ １５

投票による選挙

検査課主任

山田花子

工場長

田中太郎 ㊞

機械トラブルへの対応

製品トラブル・大規模なクレームへの対応

４回

３回

３回

３５％

３５％

３５％

①、③、⑩
対象労働者への医師による面接指導の実施 、対象労働者に１１時間の勤務間インターバルを設定、
職場での時短対策会議の開催

労働者代表者に対する事前申し入れ

○ ○

３５％

３５％

３５％

６時間

６時間

６時間

６．５時間

６．５時間

６．５時間

７０時間

７０時間

６５時間

６７０時間

６２０時間

５７０時間

様式９号の２の届出をする場合には、２枚目に労働者
代表者名および選出方法、使用者代表者名の記入をし
てください。

2枚目表面

限度時間を超
えた労働者に
対し、以下の
いずれかの健
康確保措置を
講ずることを
定めてくださ
い。該当する
番号を記入し、
右欄に具体的
内容を記載し
てください。

業務の範囲を細分
化し、明確に定め
てください。

事由は一時的又は突発的に時間外労働を行わせる
必要のあるものに限り、できる限り具体的に定め
なければなりません。
「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを得な
いとき」など恒常的な長時間労働を招くおそれが
あるものは認められません。

月の時間外労働の限度時間
（月45時間又は42時間）
を超えて労働させる回数を
定めてください。年６回以
内に限ります。

限度時間（月45時間又は42時間）
を超えて労働させる場合の、１か月
の時間外労働と休日労働の合計の時
間数を定めてください。月100時間
未満に限ります。
なお、この時間数を満たしていても、
２～６か月平均で月80時間を超え
てはいけません。

限度時間（年360時間
又は320時間）を超え
て労働させる１年の時
間外労働（休日労働は
含みません）の時間数
を定めてください。年
720時間以内に限りま
す。

限度時間を超えて時間外労
働をさせる場合の割増賃金
率を定めてください。
この場合、法定の割増率
（25%）を超える割増率
となるよう努めてください。

限度時間を超
えて労働させ
る場合にとる
手続について
定めてくださ
い。

限度時間を超えて時間
外労働をさせる場合の
割増賃金率を定めてく
ださい。
この場合、法定の割増
率（25%）を超える割
増率となるよう努めて
ください。

①医師による面接指導 ②深夜業（22時～５時）の回数制限 ③終業から始業までの休息時間の確保（勤務間インターバル） ④代償休日・特別な休暇の付与 ⑤健康診断
⑥連続休暇の取得 ⑦心とからだの相談窓口の設置 ⑧配置転換 ⑨産業医等による助言・指導や保健指導 ⑩その他

（健康確保措置）

押印も必要です。
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中小企業の月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率の引き上げ（猶予廃止）

中小企業に適用が猶予されていた月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率の引き上げ
（25%→50%）について、令和５年４月より猶予を廃止し、50%以上の割増賃金率の支払いを義
務づけ。

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%

（改正前） （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

月60時間超の残業割増賃金率
大企業 ５０％
中小企業 ２５％
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年次有給休暇の時季指定義務
年５日の年次有給休暇を取得させることを企業に義務づけ

14

年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に対して、そのうちの年５日
について使用者が時季を指定して取得させることを義務づけ。

そもそも、労働者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：５６.６%
（令和３年就労条件総合調査）

労働者 使用者

労働者の申出による取得（原則）

｢○月×日に休
みます」

労働者が使用者に
取得時季を申出

使用者の時季指定による取得（新設）

使用者が労働者に
取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し
使用者が取得時季を指定

｢○月×日に休んでく
ださい」

労働者 使用者

４/１
入社

１０/１ ４/１

10日付与
（基準日）

１０/１～翌９/３０までの１年間に５日
取得時季を指定しなければならない。

９/３０

（例）４/１入社
の場合



働き方改革推進支援センターについて

15

商工会議所・商工会・中央会等

中小企業等

▶ 身近な場所での、セミナー

や 出張相談会への参加

★ 以下の４つの取組をワンストップで支援します。

① 長時間労働の是正

② 同一労働同一賃金等非正規雇用労働者の待遇改善

③ 生産性向上による賃金引上げ

④ 人手不足の解消に向けた雇用管理改善

例えば、以下のようなことを
総合的に検討して支援！

• 企業の実態に即した労働時間制度

• 業種に応じた業務プロセス等の見
直し方法

• 利用できる国の助成金

働き方改革推進支援センター
（47都道府県に設置）

▶ 電話・メール、来所による相談

（労働時間制度、賃金制度等に
関する一般的な相談）

▶ ご希望に応じて、労務管理・企業

経営等の専門家が企業への個別訪
問によりコンサルティングを実施
（就業規則や賃金制度等の見直し、
労働時間短縮 など）

商工会議所・商工会、中央会等で、
セミナーや相談窓口への専門家派遣を実施

「働き方改革推進支援センター」では、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成
金の活用など、『働き方改革』に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援することを目的
として、全国47都道府県に設置されています。



働き方改革推進支援センター連絡先一覧
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北海道働き方改革推進支援センター 札幌市中央区北１条西３丁目３－33 リープロビル３階 0800-919-1073
青森働き方改革推進支援センター 青森県青森市本町５丁目５－６ 青森県社会保険労務士会館 0800-800-1830
岩手働き方改革推進支援センター 岩手県盛岡市肴町4番5号カガヤ肴町ビル3階 0120-664-643
宮城働き方改革推進支援センター 宮城県仙台市宮城野区原町1-3-43 アクス原町ビル201 0120-97-8600
秋田働き方改革推進支援センター 秋田県秋田市大町3-2-44大町ビル３階 0120-695-783
山形働き方改革推進支援センター 山形県山形市香澄町3-2-1山交ビル４階 0800-800-3552
福島働き方改革推進支援センター 福島県福島市御山字三本松19-3 0120-541-516
茨城働き方改革推進支援センタ 茨城県水戸市三の丸２丁目２－２７ リバティ三の丸２階 0120-971-728
栃木働き方改革推進支援センター 栃木県宇都宮市宝木本町1140－200 0800-800-8100
群馬働き方改革推進支援センター 群馬県前橋市元総社町528-9 0120-486-450
埼玉働き方改革推進支援センター さいたま市大宮区吉敷町1-103 大宮大鷹ビル101号 0120-729-055
千葉働き方改革推進支援センター 千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館7階 0120-174-864
東京働き方改革推進支援センター 東京都千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビル6階615室 0120-232-865
神奈川働き方改革推進支援センター 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウエストビル6階 0120-910-090
新潟働き方改革推進支援センター 新潟市中央区東大通2丁目2番18号 タチバナビル４階 3-B 0120-009-229
働き方改革推進支援センター富山 富山市赤江町1番7号 富山県中小企業研修センター4階 0800-200-0836
石川働き方改革推進支援センター 金沢市西念４－２４－３０金沢M.Gビル3階 0120-319-339
ふくい働き方改革推進支援センター 福井市西木田２丁目８－１ 福井商工会議所ビル１階 0120-14-4864
山梨働き方改革推進支援センター 中巨摩郡昭和町河西1232－1 2F 0120-755-455
長野働き方改革推進支援センター 長野市中御所岡田町２１５－１フージャース長野駅前ビル３F 0120-088-703
ぎふ働き方改革推進支援センター 岐阜市神田町６丁目１２番 シグザ神田５階 0120-226-311
静岡働き方改革推進支援センター 静岡市葵区伝馬町１８－８ アミイチビルB1-B号 0800-200-5451
愛知働き方改革推進支援センター 名古屋市千種区千種通７－２５－１ サンライズ千種３階 0120-006-802
三重働き方改革推進支援センター 津市栄町２－２０９セキゴン第二ビル2階 0120-111-417
滋賀働き方改革推進支援センター 大津市打出浜2-1 コラボしが21 5階 0120-100-227
京都働き方改革推進支援センター 京都府京都市中京区堺町通夷川下る亀屋町１６７－１ デュピュイ亀屋ビル３階 0120-417-072
大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター 大阪市北区天満２－１－３０ 大阪府社会保険労務士会館５階 0120-068-116
兵庫働き方改革推進支援センター 神戸市中央区八幡通３－２－５ ＩＮ東洋ビル６Ｆ 0120-79-1149
奈良働き方改革推進支援センター 奈良市西木辻町３４３番地１ 奈良県社会保険労務士会館 0120-414-811
和歌山働き方改革推進支援センター 和歌山市板屋町22 和歌山中央通りビル2階2031号 0120-547-888
働き方改革サポートオフィス鳥取 鳥取市富安1丁目152番地SGビル4階 0800-200-3295
島根働き方改革推進支援センター 松江市母衣町55‐4島根県商工会館7階 0120-514-925
岡山働き方改革推進支援センター 岡山市北区厚生町３－１－15 岡山商工会議所801号室 0120-947-188
広島働き方改革推進支援センター 広島市中区鉄砲町5-7 広島偕成ビル6階 0120-610-494
働き方改革サポートオフィス山口 山口市小郡高砂町2-11新山口ビル5階 0120-172-223
徳島働き方改革推進支援センター 徳島市南末広町５番８－８号 徳島経済産業会館２階 0120-967-951
香川働き方改革推進支援センター 高松市磨屋町5-9 プラタ 59 203 0120-000-849
愛媛働き方改革推進支援センター 愛媛県松山市大手町2丁目5-7 別館1階 0120-005-262
高知県働き方改革推進支援センター 高知市南はりまや町2丁目3-10 ア・ラ・モードはりまや 103号 0120-899-869
福岡働き方改革推進支援センター 福岡市博多区博多駅南１－７－１４ BOIS博多３０５ 0800-888-1699
佐賀働き方改革推進支援センター 佐賀市神野東3丁目1-40 M駅北テナントビル3階 0120-610-464
長崎働き方改革推進支援センター 長崎県長崎市五島町3-3 プレジデント長崎2Ｆ 0120-168-610
熊本働き方改革推進支援センター 熊本市中央区紺屋町２－８－１ 熊本県遺族会館２－７ 0120-04-1124
大分働き方改革推進支援センター 大分市府内町１－６－２１ 山王ファーストビル３階 0120-450-836
みやざき働き方改革推進支援センター 宮崎市橘通東2丁目9-14 トライスター本町通りビル302 0120-975-264
鹿児島働き方改革推進支援センター 鹿児島県鹿児島市下荒田３－４４－１８のせビル２階 0120-221-255
沖縄働き方改革推進支援センター 沖縄県那覇市小禄1831-1 沖縄産業支援センター316-B号室 0120-420-780



2021年4月1日

「しわ寄せ」防止対策について



労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

（事業主等の責務）

第２条

（中略）

４ 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

設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないこと、当該他の事業主の講ず

る労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとな

る取引条件を付けないこと等取引上必要な配慮をするように努めなければ

ならない。
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関連の附帯決議（抄）

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議

四 中小企業・小規模事業者における働き方改革の確実な推進を図る観点から、その
多様な労働実態や人材確保の状況、取引の実情その他の事情を早急に把握するとと
もに、その結果を踏まえて、長時間労働の是正や非正規雇用労働者の待遇改善に向
けた賃金・設備投資・資金の手当てを支援するため、予算・税制・金融を含めた支
援措置の拡充に向けた検討に努め、規模や業態に応じたきめ細かな対策を講ずるこ
と。併せて、新設される規定に基づき、下請企業等に対して著しく短い納期の設定
や発注内容の頻繁な変更を行わないことを徹底すること。

四十二 中小企業や小規模事業者において、時間外労働の上限規制が遵守できる環境
を整えるために関係省庁が連携し、政府全体で中小企業の人材確保や取引条件等の
改善に向けて適切な措置を講ずること。特に、中小企業庁とも協力して、働き方改
革の推進を中小企業施策の一つの柱に位置付け、長時間労働につながる取引慣行の
見直しを含めた業界改革につなげるよう取り組むこと。

衆議院

参議院
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しわ寄せ防止総合対策の概要①

○ 「働き方改革の推進」と「取引適正化」は車の両輪であり、大企業等の

働き方改革による下請等中小事業者への「しわ寄せ」の防止は、親事業

者と下請等中小事業者の双方が生産性の向上・成長と分配の好循環を実

現する上で共通の課題

○ 厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁が一層の連携を図り、「働き

方改革の推進」と「取引適正化」を一体的に推進するため、令和元年６

月26日に「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への

しわ寄せ防止のための総合対策」（しわ寄せ防止総合対策）を策定
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総合対策について



しわ寄せ防止総合対策の概要②

① 関係法令等の周知広報
• 労働局・労基署が、あらゆる機会を通じて、労働時間等設定改善法に加え、下請中小企業振興
法に基づく「振興基準」等についてもリーフレット等を活用して周知

• 「しわ寄せ防止キャンペーン月間」の設定による経営トップセミナーの開催等の集中的な取組
• 労働施策総合推進法第10条の３に基づく協議会等における課題の共有と地域での取組の推進

② 労働局・労基署等の窓口等における「しわ寄せ」情報の提供
• 下請等中小事業者から、大企業・親事業者の働き方改革による「しわ寄せ」に関する相談が寄
せられた場合には、相談情報を地方経産局に情報提供

③ 労働局・労基署による「しわ寄せ」防止に向けた要請等・通報
• 労働局から管内の大企業等に対し、「しわ寄せ」防止に向けた要請等を実施
• 下請事業者に対する監督指導において、労働基準関係法令違反が認められ、背景に親事業者に
よる下請法等違反行為の存在が疑われる場合には、公取委・中企庁に通報

④ 公取委・中企庁による指導及び不当な行為事例の周知・広報
• 大企業の働き方改革に伴う下請等中小事業者へのコスト負担を伴わない短納期発注等の下請法
等違反の「しわ寄せ」については、公取委・中企庁が、下請法等に基づき、厳正に対応

• 実際に行った指導事例や不当な行為の事例（べからず集）の周知・広報の徹底

総合対策の４つの柱
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