
                    

 

当監督署における行事の他

を提供いたします。

掲載内容についてご不明な点がある場合には

ださい。

 

 

 

 

 

 年末年始無災害運動は，働く人

るい

長期的には減少傾向をたどっているものの、平成

とも前年を上回りました。春日部労働基準監督署管内においても、平成

（10

さない状況です。

 年末

多くなるほか、

とで，ミスや事故が生じる可能性も高まります。

 春日部労働基準監督署は、本運動中に、労働災害防止の広報や安全を先取り

した取組など、

 

 

 

○非定常作業時の災害防止

を行うなど

盤等の近くに「点検中のため起動厳

られた方法で行う、作業のため取り外した

業開始前ミーティング，事前準備をしっかり行いましょう。

○転倒災害防止

のリスクが高まります。大掃除等で床面が濡れている場合もあります。通路の安全が確

保されているかチェックしましょう。

○脚立作業の災害防止

どの重篤な災害が多数発生し，負傷箇所によっては死亡に至る災害も少なくありませ

ん。天板

ロックする等適切に使用しましょう。

                    

平成

当監督署における行事の他

を提供いたします。

掲載内容についてご不明な点がある場合には

ださい。 

2018

みんなで感謝の総点検

 

年末年始無災害運動は，働く人

るい新年を迎えることができるよう

長期的には減少傾向をたどっているものの、平成

とも前年を上回りました。春日部労働基準監督署管内においても、平成

10 月末現在）の死傷者数は前年同期比約

さない状況です。

年末年始は慌ただしい中での大掃除や機械設備の保守点検

多くなるほか、

とで，ミスや事故が生じる可能性も高まります。

春日部労働基準監督署は、本運動中に、労働災害防止の広報や安全を先取り

した取組など、

非定常作業時の災害防止

を行うなど通常とは違った非定常作業が多くなります。起動スイッチ等に施錠し、

盤等の近くに「点検中のため起動厳

られた方法で行う、作業のため取り外した

業開始前ミーティング，事前準備をしっかり行いましょう。

転倒災害防止

のリスクが高まります。大掃除等で床面が濡れている場合もあります。通路の安全が確

保されているかチェックしましょう。

脚立作業の災害防止

どの重篤な災害が多数発生し，負傷箇所によっては死亡に至る災害も少なくありませ

ん。天板の上に乗らない、滑り止めのついている脚立を使用し、

ロックする等適切に使用しましょう。

                    

平成３１年

当監督署における行事の他

を提供いたします。 

掲載内容についてご不明な点がある場合には

2018 年１２月１

みんなで感謝の総点検

笑顔で迎える

年末年始無災害運動は，働く人

を迎えることができるよう

長期的には減少傾向をたどっているものの、平成

とも前年を上回りました。春日部労働基準監督署管内においても、平成

月末現在）の死傷者数は前年同期比約

さない状況です。 

慌ただしい中での大掃除や機械設備の保守点検

多くなるほか、日ごろ行っている確認作業が

とで，ミスや事故が生じる可能性も高まります。

春日部労働基準監督署は、本運動中に、労働災害防止の広報や安全を先取り

した取組など、管内事業場へのさまざまな働きかけを行います。

非定常作業時の災害防止

通常とは違った非定常作業が多くなります。起動スイッチ等に施錠し、

盤等の近くに「点検中のため起動厳

られた方法で行う、作業のため取り外した

業開始前ミーティング，事前準備をしっかり行いましょう。

転倒災害防止・・・労働災害の中で最も多いのが「転倒」です。冬季は路面凍結等転倒

のリスクが高まります。大掃除等で床面が濡れている場合もあります。通路の安全が確

保されているかチェックしましょう。

脚立作業の災害防止・・・身近な用具のため、使用頻度が高くなっていますが、

どの重篤な災害が多数発生し，負傷箇所によっては死亡に至る災害も少なくありませ

の上に乗らない、滑り止めのついている脚立を使用し、

ロックする等適切に使用しましょう。

                    

年１号 

当監督署における行事の他，労務管理

掲載内容についてご不明な点がある場合には

年１２月１５

みんなで感謝の総点検

笑顔で迎える

年末年始無災害運動は，働く人たちが

を迎えることができるよう

長期的には減少傾向をたどっているものの、平成

とも前年を上回りました。春日部労働基準監督署管内においても、平成

月末現在）の死傷者数は前年同期比約

慌ただしい中での大掃除や機械設備の保守点検

日ごろ行っている確認作業が

とで，ミスや事故が生じる可能性も高まります。

春日部労働基準監督署は、本運動中に、労働災害防止の広報や安全を先取り

管内事業場へのさまざまな働きかけを行います。

非定常作業時の災害防止・・・大掃除などで一斉に設備を停止した上で点検や修理作業

通常とは違った非定常作業が多くなります。起動スイッチ等に施錠し、

盤等の近くに「点検中のため起動厳

られた方法で行う、作業のため取り外した

業開始前ミーティング，事前準備をしっかり行いましょう。

・・・労働災害の中で最も多いのが「転倒」です。冬季は路面凍結等転倒

のリスクが高まります。大掃除等で床面が濡れている場合もあります。通路の安全が確

保されているかチェックしましょう。

・・・身近な用具のため、使用頻度が高くなっていますが、

どの重篤な災害が多数発生し，負傷箇所によっては死亡に至る災害も少なくありませ

の上に乗らない、滑り止めのついている脚立を使用し、

ロックする等適切に使用しましょう。

                    １  

労務管理，安全衛生

掲載内容についてご不明な点がある場合には

 

５日～2019

みんなで感謝の総点検

笑顔で迎える

たちが慌ただしい

を迎えることができるようとの趣旨で運動するものです。労働災害は

長期的には減少傾向をたどっているものの、平成

とも前年を上回りました。春日部労働基準監督署管内においても、平成

月末現在）の死傷者数は前年同期比約

慌ただしい中での大掃除や機械設備の保守点検

日ごろ行っている確認作業が

とで，ミスや事故が生じる可能性も高まります。

春日部労働基準監督署は、本運動中に、労働災害防止の広報や安全を先取り

管内事業場へのさまざまな働きかけを行います。

・・・大掃除などで一斉に設備を停止した上で点検や修理作業

通常とは違った非定常作業が多くなります。起動スイッチ等に施錠し、

盤等の近くに「点検中のため起動厳禁」等表示する、合図は大きな声でハッキリと決め

られた方法で行う、作業のため取り外した安全装置、

業開始前ミーティング，事前準備をしっかり行いましょう。

・・・労働災害の中で最も多いのが「転倒」です。冬季は路面凍結等転倒

のリスクが高まります。大掃除等で床面が濡れている場合もあります。通路の安全が確

保されているかチェックしましょう。 

・・・身近な用具のため、使用頻度が高くなっていますが、

どの重篤な災害が多数発生し，負傷箇所によっては死亡に至る災害も少なくありませ

の上に乗らない、滑り止めのついている脚立を使用し、

ロックする等適切に使用しましょう。 

 
安全衛生，

掲載内容についてご不明な点がある場合には，当監督署までお問い合わせく

2019 年１月１５日

みんなで感謝の総点検 

笑顔で迎える 年末年始

慌ただしい年末

との趣旨で運動するものです。労働災害は

長期的には減少傾向をたどっているものの、平成 29

とも前年を上回りました。春日部労働基準監督署管内においても、平成

月末現在）の死傷者数は前年同期比約 17％増で推移するなど、予断を許

慌ただしい中での大掃除や機械設備の保守点検

日ごろ行っている確認作業が不十分になったり怠ったりするこ

とで，ミスや事故が生じる可能性も高まります。 

春日部労働基準監督署は、本運動中に、労働災害防止の広報や安全を先取り

管内事業場へのさまざまな働きかけを行います。

・・・大掃除などで一斉に設備を停止した上で点検や修理作業

通常とは違った非定常作業が多くなります。起動スイッチ等に施錠し、

禁」等表示する、合図は大きな声でハッキリと決め

安全装置、安全カバーは確実に元に戻す等作

業開始前ミーティング，事前準備をしっかり行いましょう。

・・・労働災害の中で最も多いのが「転倒」です。冬季は路面凍結等転倒

のリスクが高まります。大掃除等で床面が濡れている場合もあります。通路の安全が確

・・・身近な用具のため、使用頻度が高くなっていますが、

どの重篤な災害が多数発生し，負傷箇所によっては死亡に至る災害も少なくありませ

の上に乗らない、滑り止めのついている脚立を使用し、

 
春日部労働基準監督署

春日部市南

電話 048(735)522

FAX048(735)3748

労働保険等に関する情報

当監督署までお問い合わせく

年１月１５日

年末年始

年末を無事故で過ごし，明

との趣旨で運動するものです。労働災害は

29 年は死傷者数

とも前年を上回りました。春日部労働基準監督署管内においても、平成

％増で推移するなど、予断を許

慌ただしい中での大掃除や機械設備の保守点検・始動等の作業が

不十分になったり怠ったりするこ

春日部労働基準監督署は、本運動中に、労働災害防止の広報や安全を先取り

管内事業場へのさまざまな働きかけを行います。

・・・大掃除などで一斉に設備を停止した上で点検や修理作業

通常とは違った非定常作業が多くなります。起動スイッチ等に施錠し、

禁」等表示する、合図は大きな声でハッキリと決め

安全カバーは確実に元に戻す等作

業開始前ミーティング，事前準備をしっかり行いましょう。 

・・・労働災害の中で最も多いのが「転倒」です。冬季は路面凍結等転倒

のリスクが高まります。大掃除等で床面が濡れている場合もあります。通路の安全が確

・・・身近な用具のため、使用頻度が高くなっていますが、

どの重篤な災害が多数発生し，負傷箇所によっては死亡に至る災害も少なくありませ

の上に乗らない、滑り止めのついている脚立を使用し、開き止め金具を確実に

春日部労働基準監督署

春日部市南 3-10-13

048(735)522

FAX048(735)3748

労働保険等に関する情報

当監督署までお問い合わせく

年１月１５日 

年末年始 

を無事故で過ごし，明

との趣旨で運動するものです。労働災害は

年は死傷者数、死亡者数

とも前年を上回りました。春日部労働基準監督署管内においても、平成 30

％増で推移するなど、予断を許

・始動等の作業が

不十分になったり怠ったりするこ

春日部労働基準監督署は、本運動中に、労働災害防止の広報や安全を先取り

管内事業場へのさまざまな働きかけを行います。 

・・・大掃除などで一斉に設備を停止した上で点検や修理作業

通常とは違った非定常作業が多くなります。起動スイッチ等に施錠し、

禁」等表示する、合図は大きな声でハッキリと決め

安全カバーは確実に元に戻す等作

・・・労働災害の中で最も多いのが「転倒」です。冬季は路面凍結等転倒

のリスクが高まります。大掃除等で床面が濡れている場合もあります。通路の安全が確

・・・身近な用具のため、使用頻度が高くなっていますが、

どの重篤な災害が多数発生し，負傷箇所によっては死亡に至る災害も少なくありませ

開き止め金具を確実に

春日部労働基準監督署 

13 

048(735)522６ 

FAX048(735)3748 

労働保険等に関する情報

当監督署までお問い合わせく

を無事故で過ごし，明

との趣旨で運動するものです。労働災害は

、死亡者数

30 年

％増で推移するなど、予断を許

・始動等の作業が

不十分になったり怠ったりするこ

春日部労働基準監督署は、本運動中に、労働災害防止の広報や安全を先取り

・・・大掃除などで一斉に設備を停止した上で点検や修理作業

通常とは違った非定常作業が多くなります。起動スイッチ等に施錠し、操作

禁」等表示する、合図は大きな声でハッキリと決め

安全カバーは確実に元に戻す等作

・・・労働災害の中で最も多いのが「転倒」です。冬季は路面凍結等転倒

のリスクが高まります。大掃除等で床面が濡れている場合もあります。通路の安全が確

・・・身近な用具のため、使用頻度が高くなっていますが、骨折な 

どの重篤な災害が多数発生し，負傷箇所によっては死亡に至る災害も少なくありませ

開き止め金具を確実に



時間外労働の上限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です。

 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りま

す。

 

 

 

 

 

 

 

○時間外労働・休日労働は

○使用者は，時間外労働協定の範囲内であっても，

こと。

○時間外労働・休日労働を行う

○臨時的な特別の事情がなければ限度時間（１か月４５時間，１年３６０時間）を超え

られない

限度時間にできる限り近づけること。

○１か月未満の機関で労働する労働者の時間外労働は，目安時間（１週間１５時間，２

週間２７時間，４週間４３時間）を超えないよう努めること。

○休日労働に日数・時間数をできる限り少なく

○限度時間を超えて労働させる労働者の

○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。

法律による時間外労働上限（原則）

１か月４５時間，１年３６０時間

（１年単位の変形労働時間制の場合は

１か月４２時間，１年３２０時間）

法改正にあわせて，時間外労働・休日労働に関する協定届の様式も変更されます。

新しい協定には，以下の事項の記載が必要です。

・対象労働者の

・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

・時間外労働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

時間外労働の上限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です。

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りま

す。 

○時間外労働・休日労働は

○使用者は，時間外労働協定の範囲内であっても，

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

臨時的な特別の事情がなければ限度時間（１か月４５時間，１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。

○１か月未満の機関で労働する労働者の時間外労働は，目安時間（１週間１５時間，２

週間２７時間，４週間４３時間）を超えないよう努めること。

休日労働に日数・時間数をできる限り少なく

○限度時間を超えて労働させる労働者の

○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。

法律による時間外労働上限（原則）

１か月４５時間，１年３６０時間

（１年単位の変形労働時間制の場合は

１か月４２時間，１年３２０時間）

法改正にあわせて，時間外労働・休日労働に関する協定届の様式も変更されます。

新しい協定には，以下の事項の記載が必要です。

・対象労働者の

・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

・時間外労働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

時間外労働の上限を法律で罰則付きで規制

（大企業は２０１９年４月，中小企業は２０２０年４月から）

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です。

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りま

○時間外労働・休日労働は

○使用者は，時間外労働協定の範囲内であっても，

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

臨時的な特別の事情がなければ限度時間（１か月４５時間，１年３６０時間）を超え

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。

○１か月未満の機関で労働する労働者の時間外労働は，目安時間（１週間１５時間，２

週間２７時間，４週間４３時間）を超えないよう努めること。

休日労働に日数・時間数をできる限り少なく

○限度時間を超えて労働させる労働者の

○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。

時間外労働の上限規制について

法律による時間外労働上限（原則）

１か月４５時間，１年３６０時間

（１年単位の変形労働時間制の場合は

１か月４２時間，１年３２０時間）

 

ポ イ ン ト ！ ！

法改正にあわせて，時間外労働・休日労働に関する協定届の様式も変更されます。

新しい協定には，以下の事項の記載が必要です。

・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

・時間外労働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

・「１年」の起算日 

時間外労働の上限を法律で罰則付きで規制

（大企業は２０１９年４月，中小企業は２０２０年４月から）

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です。

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りま

○時間外労働・休日労働は必要最小限

○使用者は，時間外労働協定の範囲内であっても，

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

臨時的な特別の事情がなければ限度時間（１か月４５時間，１年３６０時間）を超え

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。

○１か月未満の機関で労働する労働者の時間外労働は，目安時間（１週間１５時間，２

週間２７時間，４週間４３時間）を超えないよう努めること。

休日労働に日数・時間数をできる限り少なく

○限度時間を超えて労働させる労働者の

○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。                                                                                                                             

時間外労働の上限規制について

法律による時間外労働上限（原則） 

１か月４５時間，１年３６０時間 

（１年単位の変形労働時間制の場合は

１か月４２時間，１年３２０時間） 

ポ イ ン ト ！ ！

法改正にあわせて，時間外労働・休日労働に関する協定届の様式も変更されます。

新しい協定には，以下の事項の記載が必要です。

・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

・時間外労働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 

時間外労働の上限を法律で罰則付きで規制 

（大企業は２０１９年４月，中小企業は２０２０年４月から）

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です。 

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りま

必要最小限にとどめる。

○使用者は，時間外労働協定の範囲内であっても，

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

業務の区分を細分化

臨時的な特別の事情がなければ限度時間（１か月４５時間，１年３６０時間）を超え

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。 

○１か月未満の機関で労働する労働者の時間外労働は，目安時間（１週間１５時間，２

週間２７時間，４週間４３時間）を超えないよう努めること。

休日労働に日数・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

○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

                                                                                                                             

時間外労働の上限規制について

（１年単位の変形労働時間制の場合は 複数月平均８０時間（休日労働含む）

月１００時間未満（休日労働含む）

ポ イ ン ト ！ ！

法改正にあわせて，時間外労働・休日労働に関する協定届の様式も変更されます。

新しい協定には，以下の事項の記載が必要です。

・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

・限度時間を超えて労働させることができる場合

・時間外労働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 

（大企業は２０１９年４月，中小企業は２０２０年４月から）

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

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りま

にとどめる。 

○使用者は，時間外労働協定の範囲内であっても，労働者に対する安全配慮義務

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

業務の区分を細分化し，業務の範囲を明確

臨時的な特別の事情がなければ限度時間（１か月４５時間，１年３６０時間）を超え

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。

○１か月未満の機関で労働する労働者の時間外労働は，目安時間（１週間１５時間，２

週間２７時間，４週間４３時間）を超えないよう努めること。

するよう努めること。

健康・福祉を確保すること。

○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

                                                                                                                             

時間外労働の上限規制について

法律による上限（例外）

１年７２０時間

複数月平均８０時間（休日労働含む）

月１００時間未満（休日労働含む）

ポ イ ン ト ！ ！

法改正にあわせて，時間外労働・休日労働に関する協定届の様式も変更されます。

新しい協定には，以下の事項の記載が必要です。 

・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

・限度時間を超えて労働させることができる場合 

・時間外労働を超える労働者への健康福祉確保措置 

（大企業は２０１９年４月，中小企業は２０２０年４月から）

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

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りま

労働者に対する安全配慮義務

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

業務の範囲を明確

臨時的な特別の事情がなければ限度時間（１か月４５時間，１年３６０時間）を超え

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。

○１か月未満の機関で労働する労働者の時間外労働は，目安時間（１週間１５時間，２

週間２７時間，４週間４３時間）を超えないよう努めること。 

するよう努めること。 

すること。 

○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

                                                                                                                             

時間外労働の上限規制について 

法律による上限（例外）

１年７２０時間

複数月平均８０時間（休日労働含む）

月１００時間未満（休日労働含む）

ポ イ ン ト ！ ！ 

法改正にあわせて，時間外労働・休日労働に関する協定届の様式も変更されます。

・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

（大企業は２０１９年４月，中小企業は２０２０年４月から）

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

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りま

労働者に対する安全配慮義務を負う

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 

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（１か月４５時間，１年３６０時間）を超え

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。

○１か月未満の機関で労働する労働者の時間外労働は，目安時間（１週間１５時間，２

 

 

○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

                                                                                                                             

法律による上限（例外） 

１年７２０時間 

複数月平均８０時間（休日労働含む）

月１００時間未満（休日労働含む）

 

法改正にあわせて，時間外労働・休日労働に関する協定届の様式も変更されます。

・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

（大企業は２０１９年４月，中小企業は２０２０年４月から） 

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

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りま

を負う

にすること。 

臨時的な特別の事情がなければ限度時間（１か月４５時間，１年３６０時間）を超え

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。

○１か月未満の機関で労働する労働者の時間外労働は，目安時間（１週間１５時間，２

○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

                                                                                                                             

 

複数月平均８０時間（休日労働含む） 

月１００時間未満（休日労働含む） 

法改正にあわせて，時間外労働・休日労働に関する協定届の様式も変更されます。 

・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
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