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ど、客観性のある記録によって始業・終業の時
刻を正確に把握し、どれだけの時間外労働が発
生しているのかを確認しましょう。
　このことは、割増賃金の適正な支払いだけで
なく、特に長時間労働となっている労働者に対
する医師による面接指導（改正労働安全衛生法
第66条の８参照）を適切に行う上でも重要です。

３�　業務量、人員配置、業務処理体制のバラン
スは適切ですか

　改正後の労働基準法は、通常想定される業務
を処理するために時間外労働が限度時間を超え
ることを想定していません。
　特別条項で時間外労働の上限を限度時間を超
えて延長できるのは、あくまでも通常想定され
ない臨時的な特別の事情が発生した場合に限り
ます。
　したがって、日常的に限度時間を超える時間
外労働が発生しているのであれば、現在の人員
や業務処理体制に対して業務量が過大であるこ
とになりますので、「削減可能な業務はないか」、

「人員配置は適切か」、「新システムの導入や機
械設備の更新で業務の大幅な効率化ができない
か」等、一人当たりの業務量を削減する対策を

中小企業における働き方
改革への対応について
～「時間外労働の上限規制」と「年５日の年次有給休暇の
確実な取得」に向けた具体的な取組について～

福岡労働局労働基準部監督課

　「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７月６日公布）（以下「働き
方改革関連法」といいます。）による労働基準法等の改正の概要については、「NEWSふくおか」2019
年２月号でご紹介しましたが、今回は、この改正のポイントとなる「時間外労働の上限規制」や「年５
日の年次有給休暇の確実な取得」について、適切に対応するためにどのようにすればよいか等につい
て解説します。

Ⅰ　時間外労働の上限規制

１　改正法の概要
　時間外労働・休日労働に関する協定届（36協
定）を締結する場合、時間外労働の上限は原則
として月45時間・年間360時間（以下「限度時
間」といいます。）となり、臨時的な特別の事情
があってこの限度時間を超えて労働させる必
要があると労使が合意して特別条項を含む36
協定を締結する場合でも、①時間外労働は年間
720時間以内、②時間外労働と休日労働の合計
が月100時間未満、③時間外労働と休日労働の
合計が２～６か月の複数月を平均して１か月当
たり80時間以内としなければならなくなりま
した。
　これ以上の時間外労働は絶対にできないとい
う上限が労働基準法で初めて決められたので
す。ただし、この改正法は中小企業については
令和２年４月１日から適用されます。

２　まず正確な実態把握から
　労働時間管理の基本は、労働時間の実態を正
確に把握することから始まります。タイムカー
ドやパソコンのログイン・ログアウトの時間な
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１週間単位の３形態があり、それぞれ導入要件
が異なりますが、業務の実態にマッチするもの
がないか検討してみてはいかがでしょうか。
　また、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・終業時刻を
選択して労働できる「フレックスタイム制」に
ついては、平成31年４月から、一定期間の範囲
が従来の１か月以内から３か月以内に拡大さ
れ、生活のニーズに合わせた、より柔軟な働き
方が可能になっています。

まず検討する必要があります。

４�　変形労働時間制やフレックスタイム制の導
入を検討してみませんか

　繁忙期と閑散期の業務量の差が大きい事業場
では、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ことで、
業務の繁閑や特殊性に応じて全体の労働時間の
短縮を図ることが可能です。
　「変形労働時間制」は、１か月単位、１年単位、

５�　特別条項の対象事象をしっかりと検討して
いますか

　決算業務や株主総会準備など発生は想定され
るものの特定の時期に限って大幅に繁忙になる
場合や、災害からの復旧対応など発生の有無自
体が想定困難な場合などは、特別条項による延
長事由の代表的なものと考えられます。
　一方で、「クレーム対応」、「仕様変更への対
応」、「機械の故障等トラブル対応」「季節的要
因による業務繁忙」なども特別条項による延長
事由とされていることが多いですが、これらの

事象は発生の有無やその内容を正確に想定する
ことは困難でも、過去の類似事例を詳細に分析
することで、いつ、どのようなときに、どのよ
うなことが発生するかをある程度予想すること
が可能な場合があります。
　また、発生した場合にどのように対処するか
を予め検討しておくことで、増加する業務量を
できるだけ少なくすることも可能です。クレー
ム等が発生する可能性のある顧客に対しては、
定期的な接触を通してトラブルの原因になりそ
うな状況を把握したときは事前に対策を講じて

１日の所定労働時間が短縮できる場合
例：月～金が７時間 分、

土が３時間 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 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 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

月初・月末・特定週など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

業

務

の

実

態

大きい

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

フレックスタイム制

労使協定の締結
○

※就業規則への
定めでも可

○ ○ ○

労使協定届出 ○ ○ ○
○

※清算期間が１か月
以内の場合は不要

特定の事業・規模のみ － －

○
労働者数30人未満の
小売業、旅館、料理・

飲食店

－

休日の付与
週1日または4週
4日の休日

週1日
※連続労働日数の
上限は原則6日

週1日または4週
4日の休日

週1日または4週
4日の休日

労働時間の上限 －
1日10時間
1週52時間

1日10時間 －

1週平均の労働時間
40時間

※特例措置対象
事業は44時間

40時間 40時間

40時間
※清算期間が1か月
以内で特例措置対象
事業は44時間

あらかじめ時間・日を
明記

○ ○ － －

上限規制を守りながら労働時間も
しっかり確保したい。何かいい方法はある？

ー ー

あなたの会社の働き方に合った、労働時間の短縮に
効果的と思われる労働時間制度を確認してみましょう。ポイント
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おくなどして、「想定外」の事象をできるだけ
少なくし、「通常業務」に取り込んでいく工夫
が時間外労働の縮減に効果を発揮します。

Ⅱ　年５日の年次有給休暇の確実な取得

１　改正法の概要
　年10日以上の年次有給休暇（以下「年休」と
いいます。）が付与される労働者に対して、年５
日の年休を使用者が時季を指定して取得させる
ことが義務付けられました。この改正法は平成
31年４月１日から、中小企業を含むすべての事
業場に適用されています。

２　現在の年休取得状況はどうなっていますか
　改正法の対象労働者全員が、従来から自ら申
し出て年５日以上の年休を取得しており、今後
もその状態が続くのであれば、使用者は特段の
対応をする必要はありません。
　しかし、全社的に見て年休の取得状況が低調
な場合や、一部の労働者がほとんど年休を取得
していない場合は、使用者が積極的に働きかけ
をすることが必要となります。
　まず、労働者ごとに年休整理簿を作成して、
各労働者の年休取得状況がいつでも正確に把
握・確認できるようにしましょう。

３�　一定期間ごとの検証とそれを踏まえた働き
かけ

　平成31年４月１日以降初めて年休を付与し
た日（基準日）から１年以内に５日の年休を付
与することが必要ですから、基準日から起算し
て半年や四半期ごとなどの一定の時期に各労働
者の年休取得状況を確認し、取得が低調な労働
者には面接して、今後の取得の予定や希望時季
などを聴取して取得を促すことが必要となりま
す。
　その後も予定どおり取得が進まず、このまま
では年５日の取得が危ぶまれると思われる労働

者に対しては、労働者の希望を踏まえて時季を
具体的に特定して使用者の責任において付与し
なければなりません。

４�　年休の計画付与も検討の余地があります
　年休の計画付与（労働基準法第39条第６項参
照）については、労使協定を締結することや、
年５日は各労働者が自由な時季に使える日数を
残しておくことが必要などの要件があります
が、特定の時期に同一部門全体が業務閑散とな
る場合や、個別の労働者への働きかけでは目に
見えて年休取得状況が改善しない場合などで
は、年休の計画付与を検討することも有効です。

５�　従来からある特別休暇との関係
　法改正前から制度化されていた有給の特別休
暇（誕生日休暇など）は年休とは別の制度です
から、これらの特別休暇の日数を「５日の年休
付与」の日数に算入することはできません。
　また、従来から制度化されていた有給の特別
休暇を廃止して、同じ日を年休として時季指定
することは、実質的に年休の取得促進につなが
らないだけでなく、労使間の合意なく労働者に
不利益に労働条件を変更することを禁じた労働
契約法第９条・10条に抵触する可能性もあり
ますので好ましくありません。

Ⅲ　働き方改革に関する相談窓口

　働き方改革や時間外労働の上限規制への対応
等については、下記の窓口でご相談をお受けし
ておりますので、お気軽にご利用下さい。
■「労働時間相談・支援コーナー」
（各労働基準監督署内に設置）
■「働き方・休み方改善コンサルタント」
（福岡労働局雇用環境・均等部に配置）
■「福岡働き方改革推進支援センター」
（以下「支援センター」といいます。）
（福岡市中央区天神４丁目４-11 天神ショッ
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パーズ福岡８階　電話 0800-888-1699）
　支援センターでは、労働時間管理のノウハウ
や賃金制度等の見直しなど、労務管理に関する
課題について、社会保険労務士などの専門家が
相談に応じます。個別に訪問することも可能で
す。
　また、福岡労働局ホームページでは、「働き
方改革」に関する特設ページを設けており、働
き方改革関連リーフレット一覧のほか、支援セ
ンターが実施する県内各地での無料相談を含む
支援事業の内容、働き方改革に向けた具体的な
取組事例等についてご紹介していますので、こ
ちらも是非ご活用ください。特設ページの閲覧
手順は、以下のとおりです。
　 福岡労働局ホーム＞各種法令・制度・手続き＞ 

雇用環境・均等関係＞法令・制度＞働き方改革関係

Ⅸ　「しわ寄せ」防止総合対策

　平成31年４月から大企業に時間外労働の上
限規制が適用されたことに伴い、大企業の働き
方改革の取組が、下請等中小事業者への適正な
コスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の

頻繁な変更等の「しわ寄せ」を生じさせている
ことが懸念されています。
　このため、厚生労働省が所管する「労働時間
等設定改善法」が働き方改革関連法によって改
正され、他の事業主との取引において長時間労
働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変
更を行わないことや、他の事業主が講ずる労働
時間の設定改善に関する措置の円滑な実施を阻
害する取引条件を付けないことが努力義務とな
りました。
　また、下請中小企業振興法に基づいて経済産
業大臣が制定する「振興基準」も平成30年12月
に改正され、親事業者と下請事業者の望ましい
取引関係を定めています。
　厚生労働省では中小企業庁及び公正取引委員
会と連携を図り、「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」を取りまとめて、現在、
その取組を推進しています。
　詳細は、厚生労働省ホームページの「しわ寄
せ」防止特設サイトをご覧ください。

「しわ寄せ」防止特設サイト


