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｢働き過ぎ」を防ぎながら、｢ワーク･ライフ･バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現します！
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「勤務間インターバル」制度の導入促進

「勤務間インターバル」制度とは？
１日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間（インターバル）を確保する仕組みです。
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「フレックスタイム制」を拡充します
 

▶ 労働時間の調整が可能な期間（清算期間）を延長（

▶ 子育て・介護しながらでも、より働きやすく
 

 

例えば、こんなメリットがあります！

「６・７・８月の３か月」の中で労働時間の調整が可能となるため、子育て中の親が８月の労働時間を短くすること

で、夏休み中の子どもと過ごす時間を確保しやすくなります。
 

★ 子育てや介護といった生活上のニーズに合わせて労働時間が決められ、より柔軟な働き方が可能になります。
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｢働き過ぎ」を防ぎながら、｢ワーク･ライフ･バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現します！
⇒ 長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくする、等によって、個々の事情にあった多様なワーク・

ライフ・バランスの実現を目指します。

⇒ 働き過ぎを防いで健康を守る措置をしたうえで、自律的で創造的な働き方を希望する方々のための、新たな

制度をつくります。

「勤務間インターバル」制度の導入促進

「勤務間インターバル」制度とは？
１日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間（インターバル）を確保する仕組みです。

⇒ この仕組みを企業の努力義務とすることで、働く方々の十分な生活時間や睡眠時間を確保します。
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

［労働時間の考え方］

［労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置］

平成

ガイドラインの主なポイント

使用者には労働時間を適正に把握する責務があること

○ 労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が

業務に従事する時間は労働時間に当たること

○ 例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必

要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること

 使用者は、

（１） 原則的な方法

・ 使用者が、

・ タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の

すること 

 

（※）「自ら現認する

確認することです。

 なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいものです。

（２） やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合

① 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基

づく措置等について、

② 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に

著しい乖離がある場合には

③ 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等

ないこと。さらに

れを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

 賃金台帳の適正な調製

使用者は、労働者ごとに、労働日数、労

いった事項を適正に記入しなければならないこと

行政手続の簡素化により事業主の事務負担を軽減

下の２つが廃止されます

 一括有期事業開始届の廃止

平成 31 年 4

せん 。 

 一括有期事業の地域要件廃止

平成 31 年 4

＜ご注意＞ 
 平成 31 年 3

適用されます。

 これまで、地域要件以外の一括※を満たすにもか

事務を行う所で一括されることとなります。

労働保険料の納付事務を行う事務所の変更を求めるものではありません。

 労災保険給付事務は、労働保険料の納付事務を行う事務所の所在地を管轄する労働基準監督で行います。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

［労働時間の考え方］

［労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置］

平成 31 年 4

ガイドラインの主なポイント

使用者には労働時間を適正に把握する責務があること

労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が

業務に従事する時間は労働時間に当たること

例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必

要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること

使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録

原則的な方法 

使用者が、自ら現認

タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の

 

自ら現認する

確認することです。

なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいものです。

やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合

自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基

づく措置等について、

自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に

著しい乖離がある場合には

使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等

こと。さらに 36

れを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

賃金台帳の適正な調製

使用者は、労働者ごとに、労働日数、労

いった事項を適正に記入しなければならないこと

行政手続の簡素化により事業主の事務負担を軽減

下の２つが廃止されます。

一括有期事業開始届の廃止

4 月 1 日以降に開始する一括有期事業ついては、

一括有期事業の地域要件廃止

4 月 1 日以降に開始する一括有期事業

3 月 31 日以前に開始する一括有期事業については、これまでどおり、

適用されます。 

これまで、地域要件以外の一括※を満たすにもか

務を行う所で一括されることとなります。

労働保険料の納付事務を行う事務所の変更を求めるものではありません。

労災保険給付事務は、労働保険料の納付事務を行う事務所の所在地を管轄する労働基準監督で行います。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

［労働時間の考え方］ 

［労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置］

4 月 1 日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります

ガイドラインの主なポイント 

使用者には労働時間を適正に把握する責務があること

労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が

業務に従事する時間は労働時間に当たること

例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必

要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること

労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録

自ら現認する（※）

タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の

自ら現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を

確認することです。 

なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいものです。

やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合

自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基

づく措置等について、十分な説明を行うこと

自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に

著しい乖離がある場合には実態調査を実施

使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等

36 協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上こ

れを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

賃金台帳の適正な調製 

使用者は、労働者ごとに、労働日数、労

いった事項を適正に記入しなければならないこと

行政手続の簡素化により事業主の事務負担を軽減

。 

一括有期事業開始届の廃止 

日以降に開始する一括有期事業ついては、

一括有期事業の地域要件廃止 

日以降に開始する一括有期事業

日以前に開始する一括有期事業については、これまでどおり、

これまで、地域要件以外の一括※を満たすにもか

務を行う所で一括されることとなります。

労働保険料の納付事務を行う事務所の変更を求めるものではありません。

労災保険給付事務は、労働保険料の納付事務を行う事務所の所在地を管轄する労働基準監督で行います。

育成協会

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

［労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置］

一括有期事業を行う事業主の皆さまへ

日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります

使用者には労働時間を適正に把握する責務があること

労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が

業務に従事する時間は労働時間に当たること 

例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必

要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること

労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録

（※）ことにより確認すること

タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の

」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を

なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいものです。

やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合

自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基

十分な説明を行うこと

自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に

実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること

使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等

協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上こ

れを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数と

いった事項を適正に記入しなければならないこと

行政手続の簡素化により事業主の事務負担を軽減

日以降に開始する一括有期事業ついては、

 

日以降に開始する一括有期事業

日以前に開始する一括有期事業については、これまでどおり、

これまで、地域要件以外の一括※を満たすにもかかわらず、地域要件よって一括されなかった有期事業が、今回の改正により労働保険料納付

務を行う所で一括されることとなります。 

労働保険料の納付事務を行う事務所の変更を求めるものではありません。

労災保険給付事務は、労働保険料の納付事務を行う事務所の所在地を管轄する労働基準監督で行います。

育成協会

事業主の皆様へ

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

［労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置］

一括有期事業を行う事業主の皆さまへ

日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります

使用者には労働時間を適正に把握する責務があること 

労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が

 

例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必

要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当すること 

労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録

ことにより確認すること

タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の

」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を

なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいものです。

やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合 

自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基

十分な説明を行うこと 

自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に

し、所要の労働時間の補正をすること

使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等

協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上こ

れを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数と

いった事項を適正に記入しなければならないこと 

行政手続の簡素化により事業主の事務負担を軽減するための取組として、労働保険に関する法令を改正し、以

日以降に開始する一括有期事業ついては、

日以降に開始する一括有期事業については、遠隔地で行われるもの含めて一括さ

日以前に開始する一括有期事業については、これまでどおり、

わらず、地域要件よって一括されなかった有期事業が、今回の改正により労働保険料納付

労働保険料の納付事務を行う事務所の変更を求めるものではありません。

労災保険給付事務は、労働保険料の納付事務を行う事務所の所在地を管轄する労働基準監督で行います。

育成協会 TEL

事業主の皆様へ

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

［労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置］

一括有期事業を行う事業主の皆さまへ

日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります

労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が

例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必

 

労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録

ことにより確認すること 

タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎

」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を

なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいものです。

自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基

自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に

し、所要の労働時間の補正をすること

使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはなら

協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上こ

れを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数と

するための取組として、労働保険に関する法令を改正し、以

日以降に開始する一括有期事業ついては、「一括有期事業開始届」を提出する必要はありま

ついては、遠隔地で行われるもの含めて一括さ

日以前に開始する一括有期事業については、これまでどおり、一括有期事業開始届の提出が必要となり、また地域要件が

わらず、地域要件よって一括されなかった有期事業が、今回の改正により労働保険料納付

労働保険料の納付事務を行う事務所の変更を求めるものではありません。 

労災保険給付事務は、労働保険料の納付事務を行う事務所の所在地を管轄する労働基準監督で行います。

TEL：042

 

事業主の皆様へ 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

［労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置］ 

一括有期事業を行う事業主の皆さまへ

日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります

労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が

例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必

労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること

観的な記録を基礎

」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を

なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいものです。

自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基

自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に

し、所要の労働時間の補正をすること

適正な自己申告を阻害する措置を設けてはなら

協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上こ

れを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数と

するための取組として、労働保険に関する法令を改正し、以

「一括有期事業開始届」を提出する必要はありま

ついては、遠隔地で行われるもの含めて一括さ

一括有期事業開始届の提出が必要となり、また地域要件が

わらず、地域要件よって一括されなかった有期事業が、今回の改正により労働保険料納付

労災保険給付事務は、労働保険料の納付事務を行う事務所の所在地を管轄する労働基準監督で行います。

042-527-

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

一括有期事業を行う事業主の皆さまへ 

日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります

労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が

例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必

すること 

観的な記録を基礎として確認し、適正に記録

」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を

なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいものです。

自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基

自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に

し、所要の労働時間の補正をすること 

適正な自己申告を阻害する措置を設けてはなら

協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上こ

れを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数と

するための取組として、労働保険に関する法令を改正し、以

「一括有期事業開始届」を提出する必要はありま

ついては、遠隔地で行われるもの含めて一括さ

一括有期事業開始届の提出が必要となり、また地域要件が

わらず、地域要件よって一括されなかった有期事業が、今回の改正により労働保険料納付

労災保険給付事務は、労働保険料の納付事務を行う事務所の所在地を管轄する労働基準監督で行います。 

-3675 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

 

日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります

労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が

例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必

として確認し、適正に記録

」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を

なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいものです。

自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基

自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に

適正な自己申告を阻害する措置を設けてはなら

協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上こ

れを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること 

働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数と

するための取組として、労働保険に関する法令を改正し、以

「一括有期事業開始届」を提出する必要はありま

ついては、遠隔地で行われるもの含めて一括されます

一括有期事業開始届の提出が必要となり、また地域要件が

わらず、地域要件よって一括されなかった有期事業が、今回の改正により労働保険料納付

 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります

労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が

例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必

として確認し、適正に記録 

」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、直接始業時刻や終業時刻を 

なお、確認した始業時刻や終業時刻については、該当労働者からも確認することが望ましいものです。 

自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基

自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に

適正な自己申告を阻害する措置を設けてはなら

協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上こ

働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数と 

するための取組として、労働保険に関する法令を改正し、以

「一括有期事業開始届」を提出する必要はありま

ます。 

一括有期事業開始届の提出が必要となり、また地域要件が

わらず、地域要件よって一括されなかった有期事業が、今回の改正により労働保険料納付

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 

日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります！


