基発第 0401006号
平 成 1 8年 4 月 1 日
都道府 県労働局長

殿

厚生労働省労働 基準局長
(公 印 省 略 )

労働 時間等の設定の改善に関す る特別措置法の施行 について

労働安全衛生法等の一部 を改正す る法律 (
平成 17年法律第 108号) については､
労働 安全衛生法
平成 17年 11月 2日に公布 され ､同 日付 け基発第 1102002号 ｢
等の一部 を改正す る法律 について｣ に よ り貴職 あて通達 した ところである｡本法律第 4
条 の規 定に よ り労働 時間の短縮 の促進 に関す る臨時措 置法 (
平成 4年法律第 90号｡以
下 ｢
時短促進法｣とい う｡)が､労働 時間等 の設 定の改善 に関す る特別措置法 (
以下 ｢
法｣
とい う｡) に改正 され､本 日か ら施行 され た とともに､労働安全衛生法等 の一部 を改正す
る法律 の施行 に伴 う関係 政令 の整備 及び経過措置 に関す る政令 (
平成 18年政令第 2号)
及び 労働 時間の短縮 の促進 に関す る臨時措置法施行規則等 の一部 を改正す る省令 (
平成
18年厚生労働省 令第 9号) が制 定 され ､同 日か ら施 行 された ところで ある｡法 の施行
については下記 によるこ ととす るので､ 了知 の上､ この円滑かつ的確 な実施 について遺
漏 なきを期 され たい｡
労働 時間の短縮 の促進 に関す る臨時措
なお ､平成 4年 9月 1日付 け基発第 4 94号 ｢
置法の施行 について｣ は､本 日をもって廃止す る｡
記
1 法改正 の趣 旨

年 間総実労働 時 間は平成 16年度 には 1834時 間 とな り､時短促進法 が掲 げた 1
800時間 とい う所期 の 目標 をおおむね達成で きた こと｡
しか し､その内実 をみ る と､全労働 者平均 の労働 時間が短縮 した原因は､主 に､労
働 時間が短 い者 の割合 が増加 した結果 で あ り､いわゆる正社員等 については､依然 と
して労働 時間は短縮 していない こ と｡ 一方 ､労働 時間が長い者 と短 い者 の割合が共 に
増加 し､いわ ゆる ｢
労働 時間分布 の長短 二極化｣ が進展 してお り､全労働者 を平均 し
て の年 間総実労働 時間 1800時 間 とい う目標 を用 い るこ とは時宜 に合 わな くなって
きた こ と｡ そ して､長 い労働 時間等 の業務 に起因 した脳 ･心臓疾患 に係 る労災認 定件
数 は高水 準で推移 してい るこ と｡急速 な少子高齢化 ､労働者 の意識や抱 える事情 の多
様化等が進んでい るこ と
｡
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このため､全 労働者 を平均 しての一律 の 目標 を掲 げ る時短促進法 を改正 し､労働 時
間の短縮 を含 め､労働 時間等 に関す る事項 を労働者 の健康 と生活 に配慮す る とともに
多様 な働 き方 に対応 した もの‑ と改善す るための 自主的取組 を促進 す ることを 目的 と
す る法 とした ものであるこ と｡

2 関係者 の責務
(
1
) 事業主の一般的な責務
法 は､主 に事 業主の労働 時間等 の設 定の改善 (
以下 ｢
労働 時間等設 定改善｣ とい
う｡) に向けての 自主的取組 を促 し､労働 時間等設 定改善 を促進 しよ うとす るもので
あるこ とか ら､事業主の責務 を定めた ものであること｡
具体的 には､事業場の労働 時間等設 定改善 を図 るため､例 えば､ フ レックスタイ
ム制や変形 労働 時間制 の活用 に よる業務 の繁 閑に応 じた労働者 の始業及 び終業の時
刻 の設定､年次有給休暇 を取得 しやす い環境 の整備等 の措置 を講 じるよ う努 めな け
れ ばな らない こととした もので あること｡
(
2) 特 に配慮 を必要 とす る労働者 に対す る事業主の責務
労働者 の健康や生活上の事情 に よ り特 に配慮 を要す る労働者 に対 して､その事情
を考慮 した労働 時間等の設定を行 う等 の事業主の責務 を定めた ものであること｡
具体的 には､特 に健康 の保持 に努 め る必要 があ る と認 め られ る労働者 に対 して､
休 暇 の付与 その他 の必要 な措置 を講 じるよ うに努 めるほか､子 の養育又 は家族 の介
護 を行 う労働者 ､単身赴任者 ､ 自 ら職 業 に関す る教育訓練 を受 け る労働者 その他 の
特 に配慮 を必要 とす る事情 を有す る労働者 に対 して､その事情 を考慮 した労働 時間
等 の設定 を行 う等､労働 時間等設 定改 善 に努 めなけれ ばな らない こ ととした もので
あ るこ と｡
(
3) 事業主の団体 の責務
事業主団体 を構成 してい る事業主 にあって は､構成 員 で ある事業主が同一歩調 で
労働 時間等設 定改善 を進 め るこ とが効 果的で あるので､その よ うな取組 が促進 され
るよ う事業主団体の責務 を定めた ものであるこ と｡
具体的 には､事業主団体 の構成員 で ある事業主が労働 時間等設 定改善 を進 めやす
くす るため､方策 の検討 ･実施等 に関す る事業主間の意 見交換 の場 を設 けることの
ほか､啓発資料 の作成 ･配布 ､各種情 報 の提供等 の援助 を行 うよ う努 めなけれ ばな
らない こととした ものであるこ と｡
(
4) 事業主の取引上 の配慮 に関す る責務
個 々の事業主 が労働 時間等設 定改善 に取 り組 も うとして も､週 末発注週 明け納入
等 の短納期発注や発注 内容 の頻繁 な変 更等取 引先 との関係 によ り､長時間労働 を余
儀 な くされ てい る状況がみ られ る ところで あるこ とか ら､ この よ うな状況 を改善す
るため､事業主 が こ うした取 引条件 を付す こ とに よ り他 の事業主 の労働 時間等設 定
改善 の取組 を阻害す ることがない よ う､納期 の適 正化､発注事務 の円滑化､発注内
容 の明確化等 について配慮す るこ とを責務 と した ものであるこ と｡
(
5) 国及び地方公共団体の責務
労働 時 間等設 定改善は､労使 のみ な らず 国及び地方公共団体 が一体 として取 り組
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むべ き課題 であるので､国及び地方公共 団体 の責務 を定めた ものであるこ と｡
具体 的 には､国の責務 としては､労働 時間等設 定改善 について広 く国民 の理解 を
促進す るよ う広報活動等 を行 うこと､労働 時間等設 定改善の円滑 な実施 を図 るため､
労働 時間等設 定改善指針 を定めるこ とをは じめ として法 に規 定す る施策 を実施す る
こ と等があ り､ また､地方公共団体 の責務 としては､国の施策 と協力 して､労働 時
間等設 定改善 について地域 にお ける住 民 の理解 の促進及び機 運 の醸成 を図 るための
広報活動や 国に対す る必要な情報提供等 を行 うこ と等があること｡

3 労働 時間等設定改善指針
(
1
) 労働 時間等設 定改善指針 の策定
労働 時間等設 定改善は､行政及び労使 が一体 となって取 り組むべ き課題 で あるが､
そのためには､事業主及 び その団体 の 自主的取組 が重要 であ る ところ､事業主及び
その団体 が適切 に対処す るた めに留意 すべ き事項等 を国が示す こ とが適 当で ある こ
とか ら､そ うした事項等 を内容 とす る労働 時間等設 定改善指針 を厚生労働 大 臣が定
めるこ ととした ものであること｡
労働 時間等設 定改善指針 は､労使 の 自主的取組 を進 め る上で参考 とな る事項 を掲
げた もので あって､強制 にわた るものではな く､そのすべ ての内容 を実施す る必要
はない こ とに留意す るこ と｡
なお ､労働 時 間等設 定改善指針 の内容 につ いては､本 日か ら適 用 され た もので あ
ること｡
(
2) 労働 時間等設 定改善 に関す る事項 についての要請
労働 時 間等設 定改善 につ いては､労働 時間等設 定改善指針 の内容 を踏 まえた適切
な労働 時間等設 定改善の促進 が十分 に確保 され るよ う､ 関係 団体 に対す る要請 を規
定 した ものであ るこ と｡
具体的 には､本省 において､関係 労使 の全 国 レベル の団体 に対 して､指針 に記載
された事項 が労使 の間で十分具体化 され るよ う､労使 が取 り組 むべ き課題 等 につい
て要請 を行 うこ とを予定 してい るこ と｡
(
3) 労働 時間等設 定改善指針 を解釈す る際の留意点
イ 労使 間の話合いの整備
1
)イ (
ロ)において ｢この よ うな労使 間の話合いの機
労働 時間等設 定改善指針 2(
会 を設 けるに当た っては､委員会等 の構成員 について､労働 者 の抱 える多様 な事
情 が反 映 され るよ う､性別 ､年齢 ､家族構成 等並び に育児 ･介護 ､ 自発的な職業
能力開発等 の経験及び知見に配慮 す るこ とが望 ま しい｡｣ とされ てい る ところ､ こ
れは､事業主 に対 して次 のこ とを期待 してい ること｡
① 事業主は､事業主 を代 表す る者 について､労働者 の多様 な事情 を理解 した者 を
選ぶ こと｡
② 労働者 を代表す る者 について も､労働者 の多様 な事情 を理解 した者 が選 ばれ る
こ とが望 ま しい 旨､事業 主は労働者 等 に助言す るこ と｡特 に､ 当該 労使 間の話合
いの機 会 として労働 時間等設 定改善委員 会 を活用す るに当た っては､その 旨を､
労働 時間等設 定改善委員 会 の委員 の半数 を推薦す る労働 組合又 は労働者 の過 半数
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を代表す る者 にも助言す ること｡ この際､労働者 を代表す る者 を選ぶ こ とについ
ての労働者 の 自主性 を阻害 しない こ と｡ また､不 当労働行為 となる労働組合 に対
す る支配又は介入 になってはな らない こと｡
ロ 所 定外労働 の削減
1
)ニにおいて ｢
また､所定外労働 を行わせた場合に
労働時間等設定改善指針 2(
は､代休 の付与等によ り総実労働 時間の短縮 を図 ること｡｣ とされてい るところ､
｢
代休 の付与｣ とは､法定時間外 労働 については割増賃金 を支払 った上で代償措
置 として休 日を与 えるとい う趣 旨であること｡
労働時間等設定改善実施体制の整備
(
1
) 趣旨
労働 時間等設 定改善 を推進す るた めには､企業 内において労働 時間等 をめ ぐる様
々な問題 について労使 が 日常的に話 し合 うとともに､話合いの成果 を適切 に実施す
るための体制 を整備 す るこ とが必要で あることか ら､労働 時間等設定改善 のための
施策等に関 し労使協議 を行 う委員会 の設置等企業 内の労働時間等設定改善実施体制
の整備 を事業主の努力義務 とした ものであること｡
そ して､企業 内の労働時間等設 定改善 に向けての話合いの成果 をその企業 の労働
時間の諸制度 に活 か してい くことが重要であるこ とか ら､一定の要件 に適合す る労
働 時間等設定改善委員会は､労使協 定に代 えて､その委員の 5分 の 4以上の多数 に
よる議決 によ り､変形労働 時間制や時 間外及び休 日の労働等 について決議 を行い､
実施す ることがで きることとした ものであること｡ また､当該労働 時間等設 定改善
委員会 については､厳格 な要件 を課 してお り適正な運営が担保 されてい ることか ら､
その決議 について労働基準監督署長‑ の届 出を免 除 (
ただ し､時間外及び休 日の労
働 に係 る決議 を除 く｡) した ものであること｡
また､労働 時 間等設定改善委員会 を新たに設置せず とも､労働安全衛生法 (
昭和
47年法律第 57号)第 18条第 1項 の規 定によ り設置 された既存の衛生委員会 (
同
法第 19条第 1項の規定によ り設置 された安全衛生委員会を含む｡以下同 じ0)の活
用 も可能 とす ることで､労働 時間等 をめ ぐる様 々な問題 について労使 が話 し合 うと
ともに､話合いの成果 を適切 に実施す るための体制の整備 を一層促進 した ものであ
ること｡
(
2) 労働 時間等設定改善実施体制 の具体的内容
労働 時間等設 定改善実施体制は､事業場 の実情 に応 じた形で整備 され るべ きもの
であるが､具体的には､委員会の設置 ､既存の衛生委員会の活用 ､推進者 の選任 ､
プ ロジェク トチームの組織化 ､労働組合 との定期協議 の実施､労使懇談会 の開催等
があること｡
この よ うな実施体制の整備 にあたっては､労使双方 の代表 につ き､労働者 の多様
な事情 を理解 した者 が選 ばれ ることが望 ま しい こと｡
労働 時間等設 定改善実施体制の整備 が事業主の努力義務 とされ た こ とに伴 い､そ
の整備 が図 られ るよ うあ らゆる機会 を通 じて周知 を図 ること｡
また､衛生委員会 を労働 時間等設 定改善委員会 とみ なす ことについては､本来の

4
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衛 生委員会に比べ､委員の半数が労働者 を代表す る委員で あるこ とその他 の要件 も
必要である (4 (
4)参照)ため､その適正な実施 を確保す るとともに､十分に周知を
行 うこ と｡
(
3) 労働 時間等設 定改善委員会の決議 に係 る労働基準法の適用の特例
イ 労働時間等設定改善委員会 の要件
法第 7条第 1項 に よ り労働基準法 の適 用の特例 の対象 とな る労働 時間等設定改
善委員会の要件 は次 の とお りであ り､ これ らの要件 の一つで も欠 く場合 には当該
労働 時間等設 定改善委員会の決議 について 4(
3)ハ (
イ)及び (
ロ)の特例 の適用はな
い ものであること｡
(
イ) 委員 の半数が､当該事業場 に労働者 の過 半数で組織す る労働組合 (
以下 ｢
過
半数組合｣ とい う｡)がある場合 にはその労働組合､ない場合には労働者 の過半
数 を代表す る者 (
以下 ｢
過 半数代表者｣ とい う｡)の推薦 に基づ き指名 されてい
ること｡
過半数代表者 は､労働 時間等 の設定の改善 に関す る特別措置法施行規則 (
以
下 ｢
省令｣ とい う｡)第 1条に よ り､下記のいずれ にも該 当す る者であること｡
① 労働基準法第 4 1条第 2号に規定す る監督 又は管理の地位 にある者 でない
こと｡
② 法 に規定す る推薦 をす る者 を選 出す ることを明 らかに して実施 され る投票､
挙手等の方法 による手続 によ り選 出 された者であること｡
(ロ) 省令第 2条によ り､労働 時間等設定改善委員会の議事について､開催 の都度
議事録が作成 され､ 3年間保存 されてい るこ と｡
なお､労働時間等設 定改善委員会の決議 それ 自体 について も､ もとよ り書面
に よ り保 存すべ きものであ るが､ これ については労働基準法 109条に規定す
る ｢
労働 関係 に関す る重要な書類｣に該 当す るものであ り､同条によ り3年 間
保存 しなければな らない もので あること｡
(
ハ) 省令第 3条によ り､委員 の任期､労働時間等設定改善委員会の招集､定足数､
議事等 を内容 とす る委員会の運営規程が定め られてい ること｡
ロ 委員の 5分の 4以上の多数 の意味について
決議 は委員 の 5分 の 4以上 の多数 によらなけれ ばな らない ものであるが､ ここ
でい う ｢
委員 の 5分 の 4以上の多数｣ とは､会議‑ の出席 の如何 を問わず ､当該
労働 時間等設 定改善委員会 の委員 の全員 の 5分 の 4以上の多数 を意味す るもので
あること｡
3)イ
また､決議 は書面に され ることが必要であるが､ここでい う書面 とは､ 4(
(ロ)の議事録 の一部で足 りるものではな く､独立 した書面 となっているこ とが必
要で あること｡
ハ 特例の内容
3)イのすべての要件 に適合す る労働時間等設定改善委員会は､労働基準法
(
イ) 4(
に定める労使協定に代 えて委員 の 5分の 4以上の多数 による決議 によ り､
1カ月単位 の変形労働時間制 (
労働基準法第 32条の 2第 1項)
フレックスタイム制 (
同法第 32条の 3)
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1年単位 の変形労働時間制 (
同法第 32条の 4第 1項)
･ 1週 間単位 の非定型的変形労働時間制 (
同法第 32条の 5第 1項)
･ 一斉休憩 の原則の例外 (
同法第 34条第 2項ただ し書)
･ 時間外及び休 日の労働 (
同法第 36条第 1項)
･ 事業場外労働 に関す るみな し労働 時間制 (
同法第 3 8条の 2第 2項)
･ 専門業務型裁量労働制 (
同法第 38条の 3第 1項)
･ 年次有給休暇の計画的付与 (
同法第 39条第 5項)
を行 うことができること｡
3)ハ (
イ)の中で労働 基準法上行政官庁‑の届 出を要す るものの うち､ 1カ
(ロ) 4(
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 間単位の非定型的
変形 労働時間制 ､事業場外 労働 に関す るみ な し労働 時間制及び専門業務型裁量
労働制 に係 る決議 については､労働基準監督署長‑ の届出を要 しない ものであ
ること｡
(
ハ) 4(
3)ハ (
イ)の決議の うち､時間外及び休 日の労働 に係 るものについては､労
働基準法施行規則様式 (
以下 ｢
規則様式｣ とい う｡)第 9号の 4によ り労働基準
監督署長‑ の届 出が必要で あるこ と｡ また､時間外及び休 日の労働 に関 し決議
がな され ､事業場外労働 に関す るみな し労働 時間制 に関 し協 定がな され てい る
場合 には､両者 を規則様式第 9号 の 2に よ り届 け出るこ とはできず､それぞれ
規則様式第 9号の 4及び規則様式第 12号に よる届出が必要であるこ と｡
ニ 決議 にかか る注意事項等
時間外及び休 日の労働 に係 る決議 については､時間外及び休 日の労働 に係 る協
定 と同様､ ｢
労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働 時間の延長の限度等
に関す る基準｣ に適合 した もの とな ることが必要で あ り､当該決議 について も､
同基準に基づ き､時間外及び休 日の労働 に係 る協定 と同様 の指導 を行 うこと｡
(
4) 衛生委員会の活用
法第 7条第 2項によ り､衛生委員会 を労働時間等設 定改善委員会 とみなす ための
要件 は次 の とお りであ り､ これ らの要件 の一つで も欠 く場合 には当該決議 について
4(
3)ハ (
イ)及び (
ロ)の特例 の適用 はない ものであるこ と｡
イ 労働時間等設定改善委員会が設置 されていない事業場であること｡
ロ 事業主が､過 半数組合がある場合 にはその労働組合 ､ない場合 には過半数代表
者 との間で書面による協定に よ り､衛生委員会 に､当該事業場 にお ける労働 時間
等設定改善に関す る事項 を調査審議 させ ､事業主に対 して意見 を述べ させ ること
を定めた こと｡
過 半数代表者 は､省令第 4条が準用す る同令第 ･
1条 によ り､下記 のいずれ にも
該 当す る者 であること｡
① 労働基準法第 4 1条第 2号に規 定す る監督又は管理 の地位 にある者 でないこ
と｡
② 法 に規定す る推薦 をす る者 を選 出す ることを明 らかに して実施 され る投票､
挙手等の方法による手続 によ り選 出 された者 であること｡
ハ 委員 の半数 が､当該事業場 に過 半数組合 が ある場合 にはその労働組合､ない場
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合 には過 半数代表者 の推薦 に基づ き指名 されてい ること｡
4)ロ と同様 の要件 を充たす ものであるこ とD
過 半数代表者 は､ 4(
ニ 省 令第 4条 が準用す る同令 第 2条 に よ り､当該衛生委員会 の議事 について､開
催 の都度議事録が作成 され ､ 3年 間保 存 されてい ること｡
なお､ 当該衛 生委員会 の決議 それ 自体 について も､ もとよ り書面 に よ り保存す
べ きもので あ るが､これ について は､労働 基準法 109条 に規 定す る ｢
労働 関係
に関す る重要 な書類｣ に該 当す る ものであ り､同条 に よ り 3年 間保 存 しな けれ ば
な らない ものであるこ と｡

ホ 省 令第 4条 が準用す る同令第 3条 によ り､委員 の任期､当該衛 生委員会 の招集 ､
定足数､議事等 を内容 とす る委員会 の運営規程 が定め られ てい るこ と｡
5 労働 時間等設定改善実施計画の承認
(1) 趣 旨
我 が国で は､厳 しい企業 間競争 の下 で各企業の横 並び意識 が強 い こ と等 に よ り個
々の企業 が単独 で は労働 時間等設 定改善 を進 め るこ とが困難であ る とい う事情 があ
るこ とか ら､労働 時間等設 定改善 を進 め るためには業種 の実情 に応 じた業 界一体 の
自主的取組 を促 進す るための仕組 を整備す るこ とが有効で あるこ と｡ このた め､同
一 の業種 に属す る 2以上の事業主が共 同 して労働 時間等設定改善 をす るための実施
計画 を作成 し､それ を的確 に実施す ることがで きるよ うな環境整備 のために承認制
度 を設 けることとした ものであ るこ と｡
(2) 実施計画 の承認 申請
実施計画 の承認 を受 けよ うとす る同一 の業種 に属す る 2以上 の事業主は､厚生労
働 大 臣 (13に よ り権限の委任 が行 われ る場合 にあっては都道府 県労働 局長｡以下
同 じ｡)及 び事業所管大臣 (
法第 8条第 1項 に規定す る当該業種 に属す る事業 を所管
す る大 臣をいい､ 13に よ り権 限の委 任 が行 われ る場合 にあって は都道府 県知事又
は地方支分部局 の長｡以下同 じ｡) のそれぞれ を宛名 とす る ｢
労働 時間等設 定改善実
施計画承認 申請書｣ (
様式第 1号) を作成 し､提 出す ること｡ただ し､宛名 が空欄で
あ る場合又 は宛名 が誤 ってい る場合 で あって も､都道府 県労働 局長 (13に よ り権
限が委任 された場合 に限 る｡以下同 じ｡) は､ 申請事業主に説明 し､同意 を得 た上で
適切な補正又は修正 を行い､申請書 を受理す るこ と｡
実施計画 の策 定主体 を ｢
同一 の業種 に属す る 2以上 の事業主｣ とした趣 旨は､同
業他社 との横 並 び意識 が労働 時 間等設 定改善 の阻害要因 となってい る とい う現実 を
踏 まえ､ これ らの意識 が ｢
同‑ の業種 ｣ に属す る事業主相互 の間に生 じやす い こと
か ら､これ を克服 して労働 時間等設定改善 を推進 してい こ うとす るものであること｡
したがって､ ｢
同一の業種｣の判断 にあたっては､ 日本標準産業分類 の分類 に とらわ
れず､例 えば､工業団地 ､商店街 ､下請協力会 その他 の実態 として競争 関係 や横 並
び意識 の生 じてい る事業主 の集 ま りをで きるだ け広 く弾力的に とらえて差 し支 えな
い こ と｡ なお､判断が困難 な場合 につ いて は､都道府 県労働 局長 は事業所管大臣 と
協議すべ きものであるが､具体 的対応 については､厚生労働 本省 に照会 を行 うこ と｡
イ 申請書 の提 出先
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申請書の提 出は､厚 生労働 大 臣又 は事業所管大臣のいずれ か一方 に行 えば足 り
るものであ り､都道府 県労働 局長 が提 出を受 けた場合 には速や かに事業所 管大臣
‑ 申請書 を送付す るこ と｡ なお ､厚 生労働 大 臣を宛名 とす る申請書で あって も､
都道府 県労働局 を経 由 して提 出 して差 し支 えない こ と｡ また､事業 の所管 につい
て疑義がある場合 は都道府 県労働 局長 は厚 生労働 本省 に照会 を行 うこと｡
ロ 申請書の提 出部数
正本 は宛名 とされ てい る申請先別 に各 1部 を提 出 させ るこ と｡併せ て､それぞ
れの写 しを各 1部提 出 させ ること｡
ハ 申請書の記載事項の確認
記載事項が漏れ な く記載 されて い るか ど うか､確認す ること｡
なお､記載 内容 の確認 に当たっては､以下の事項 に留意す ること
(
イ) 申請事業主
申請事業 主すべ てが名 を連ね るのが原則 で あるが､代表者 が記名押印 し､申
請事業 主の名簿 を添付す るもの とす るこ とも差 し支 えない こと｡
｡

(ロ) 労働 時間等設定改善促進措置 .
の実施 に よ り達成 しよ うとす る目標
以下に掲 げる 目標 その他 の 目標 を一つ以上掲 げていること｡
a 労働 時間の短縮
この場合 には､ さらに､総 実労働 時 間の短縮 ､所 定労働 時間の短縮 ､所定
外労働 時間の削減 ､完全週休 2 日制の採 用等休 日の増加 ､年次有給休暇付与
日数 ･取得 目数の増加等細 目の 目標 を一つ以上付 していること0
b 健康上特 に配慮 を要す る労働者 について､労働者 の健康 回復 のた めに必要
な時間の確保
C
育児 のための生活時間の確保
d 介護 のための生活 時間の確保
e 単身赴任者 が家族 と接す る時間の確保
f 自発的な職業能力開発 を図 るための時間の確保
g 地域活動等 を行 うための時間の確保
(
ハ) 労働時間等設 定改善促進措置 を実施す る事業場
事業場 の名称及び所在 地 を具体 的に記載 すべ き もので あるが､建設業等すべ
て の事業場 を具体的 に特 定す るのが困難 な業種 においては､で きる限 り具体的
に記載 した上で事業場 の所在 の範 囲 を記載すれ ば足 りるものであるこ と｡
(
ニ) 労働 時間等設 定改善促進措置 の内容 ､措置 の実施時期
以下の a か ら gまでの各項 目中に掲 げ られ た内容 その他 の内容 の一つ以上 を
定めていること｡ この場合 には､その実施時期 も定めていること｡
a 労働 時間の短縮 を 目標 に掲 げる場合
営業時 間の設 定､営業 日数 の短縮 ､営業時間の短縮 ､休 日又 は営業 日の設
定､変形労働 時間制 の採 用 ､交替制の設 定､ ノー残業デーの設 定､年次有給
休暇 の計画的付与制度 の採用 ､取引先 に対す る発注方法等 に関す る要請
b 健康上特 に配慮 を要す る労働者 について､労働者 の健康 回復 のた めに必要
な時間の確保 を 目標 に掲 げる場合
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病気休暇 か ら復帰す る労働者 につ いての短 時間勤務 の導入 ､所 定外 労働 が
多い労働者 についての代休や ま とまった休 暇 の付与
育児 のための生活時間の確保 を 目標 に掲 げ る場合
育児休 業制度 の充実､子 の看護 のための休暇制度 の充実､時間外労働 の制
限制度 の充実 ､勤務時 間短縮 等 の措置 の充実､子 どもの出生時 にお け る父親
の休暇取得制度の整備
d 介護 のための生活時間の確保 を 目標 に掲 げる場合
介護休業制度 の充実､時 間外 労働 の制 限制度 の充実､勤務時間短縮 等 の措
置の充実
e 単身赴任者 が家族 と接す る時間の確保 を 目標 に掲 げ る場合
休 日の前 日の終業 時刻 の繰 り上 げ､休 日の翌 日の始業時刻 の繰 り下 げ､休
日前後 の年次有給休暇 の半 日単位 の付 与 ､家族 の誕 生 日につ いての休暇 の付
与
f 自発的 な職 業能力開発 を図 るた めの時間の確保 を 目標 に掲 げ る場合
有給教育訓練休暇 の付与 ､長期教育訓練休暇 の付 与､始業 ･終業時刻 の変
更､時間外労働 の制限制度 の充実
g 地域活動等 を行 うための時間の確保 を 目標 に掲 げる場合
特別 な休暇 の付 与､年次有給休暇の半 日単位 の付与
二 申請書の添付書類
関係 労働 組合又 は関係 労働 者 の代 表者 (
全事業場 を通 じて 1名 で足 りる) の意
見書 (
必ず しも添付す る必要 はない｡)
(3) 実施計画 の承認
実施計画 の承認 については､以下の手続 によ り進 め ること｡
イ 承認 要件 の確認
2)ハ (
ロ)aであ
申請 され た労働 時間等設 定改善実施計画 に掲 げ られ た 目標 が 5(
る場合 には､次 の (
イ)､ (
ハ)､ (
ニ)及 び (
ホ)の基準 に よ り､また､その他 の 目標
である場合 には､次 の (
ロ)､ (
ハ)､ (
ニ)及び (
ホ)の基準 に よ り､承認 要件 の確認
を行 うこ と｡
2)ハ (
ロ)aである場合
(
イ) 目標 が 5(
労働 時 間の短縮 の 目標 が､労働 時 間等設 定改善実施計画 に係 る事業場 の労働
者 の労働 時 間等 に関す る実情 に照 らして適切 な ものであ るこ と｡
a 目標 が､法 令等 の基準 を上回 るもので あ ること｡
b 目標 の水 準が､現状 か ら相 当程度 以上 の労働 時間の短縮 を図 るもので ある
こと｡
｢
相 当程度 以上｣ とは､
(
∋ 総実労働 時間 については､概 ね 5%以上短縮す るものであるこ と､
② 所 定労働 時間につ いては､概 ね週 1時間以上短縮す る もので ある こ と､
③ 所 定外 労働 時間につ いては､概 ね 10%以上短縮す るものである こ と｡
ただ し､現状 が当該業種 に係 る業 界全体 の実情 か ら見て低す ぎる ときはそ
れ以上 の努力 が必要で あ るこ と｡ なお ､① か ら③ はそれ ぞれ 単独 に判 断すれ
C
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ば足 りるもので あ り､必ず しもこれ らのすべ て の記載 を必 要 とす る ものでは
ない こ と｡
C
相 当の期 間内に達成 が見込 まれ るこ と｡
d 複 数 の細 目の 目標 を定 め る場 合 には､そ の 目標 間相互 が整合 的 な ものであ
るこ と｡
e 細 目の 目標 と して総 実 労働 時 間 の短縮 を掲 げていない ときは､少 な くとも
総実 労働 時間 を増加 させ るお それ のない こ とが必要で あ ること｡
2)ハ (
ロ)a以外 の もので あ る場合
(ロ) 目標 が 5(
その 目標 が､労働 時間等設 定改善 実施 計画 に係 る事業場 の労働者 の労働 時間
等 に関す る実情 に照 らして適切 な もので あ るこ と｡
a 目標 が､ 5(
2)ハ (
ロ)bか ら g まで に掲 げた もののいずれ かで あるこ と｡ そ
れ以外 の場合 ､労働 者 の生活 と健康 に資す る と認 め られ る もので あ る こ と｡
b 以 下 の例 の よ うな具体 的 な 目標 を掲 げ る ことは必 要で ないが ､掲 げてい る
方が望 ま しい こ と｡
例 えば､
① 健 康上特 に配慮 を要す る労働者 につ いて､所 定労働 時 間 を週 5時 間短縮
する

②

育児 を行 う労働者 につい て､総実労働 時 間 を週 10時間短縮す る
C
相 当の期 間内に効果 が出 る と見込 まれ ること｡
d 他 の 目標 として総 実 労働 時 間 の短縮 を掲 げて い ない ときは､総実労働 時間
を増加 させ るおそれ が少 ない こ とが必要で あ るこ と｡
(
ハ ) 労働 時間 等設 定改善促 進 措 置 の内容 及 び実施時期 が ､ 目標 を確 実に達成す る
た めに必要 かつ適切 な ものであ るこ と
a 当該措置が､達成 しよ うとす る 目標 と密接 に関連 した もので あって､かつ ､
目標 達成 のた めに効果 的で あ るこ と｡
例 えば､
①

所 定内労働 時間の削減 を 目標 に掲 げた場合 で あって､ 当該 削減 時 間数 に
相 当す る営業時間の短縮 を掲 げてい るもの｡
例) 1 日の営業 時間 を〇〇 時間 とす る
しか しなが ら､営業方法 ､営業形 態 ､取 引関係 等 に関す る措置 で あって達
成 しよ うとす る 目標 と密 接 な 関連性 を有す る と認 め られ ない もの (
原 則 とし
て､モデル チ ェンジの長期化 ､過剰包 装 の抑制 は これ に該 当す る0) につい'
て
は､ この要件 に適合 しない もので あるこ と｡
② 育児 のた めの生活 時 間の確保 を 目標 に掲 げた場合で あって､勤務 時間短
縮 等 の措置 の充実 を掲 げてい る もの｡
例 )小学校 就 学の始期 に達 す るまで の子 を養 育す る従 業員 は､ 申 し出 るこ
とに よ り､所 定労働 時間 を午前 9時 か ら午後 4時 まで (うち休憩時間は､
午前 12時か ら午後 1時 まで の 1時間 とす る｡) の 6時間 とす るこ とがで
きるもの とす る (1歳 に満 た ない子 を育て る女性従 業員 は更 に別途 30
分ず つ 2回の育児 時間 を請求す るこ とがで きるもの とす る0)
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当該措置 が､事業場 の実態 か らみて実現可能であること｡
例 えば､
① 休 業 日数 を相 当程度増加 させ る場合､採算性 等 の観 点 か ら経営が成 り立
たない場合は､ この要件 に適合 しない もので あること｡
② 通 常､休 前 日が繁忙 を極 め､人手不足 にな りが ちな ところ､単身赴任者
について休前 日の終業時刻 を繰 り上 げる場合､代 替要員 の確保 を行 わない
ときは､ この要件 に適合 しない ものであるこ と｡
C
計画 の策 定主体で ある事業 主 が､当該計画 の実施 によって､下請事業主等
の労働 時間等 に大 きな影響 を与 える場合 には､ 当該 下請事業主等 の労働 時間
等‑ の配慮 に関す る適切 な事項 を含む こ と｡
d 目標 が 5(
2)ハ (
ロ)a以外 の もので ある場合には､
年次有給休暇 の付与 日数､
育児休 業等法令で下限が定め られ てい る措置 については､法令等 の基準 を上
回 るものであるこ と｡
(
ニ) 一般消費者及 び関連事業 主の利 益 を不 当に害す るお それ が ある ものでない こ
と
a 申請 に係 る事業主の供給す る商品やサー ビスの市場 占有率の程度
b 当該商品やサー ビスの必需性 ､非代替性 の度合い
C
閉店輪番制等 の採用等 ､商 品やサー ビスの安 定 した供給 を担保 す るための
代替措置 の有無
を総合 的に勘案 して､判断す るもの とす るこ と｡
例 えば､統一的な休業 日の設 定について
① 当該商品やサー ビスの必 需性 の度 合いが高 くないか､又は代 替品の利 用
が可能で あれ ば この要件 に適合す るものであること｡
② 当該商品やサー ビスを供 給す る事業主 の所在 の状況 か らみて､ 申請 に係
る事業 主の グルー プに属 さない事業 主に よる当該 商品等 の供給 に よ り消費
者 の利益が損なわなけれ ば この要件 に適合す るものであるこ と｡
③ ② に該 当 しない場 合であ って も､閉店輪番制等 によって消費者 の利 益が
損 なわれ なけれ ばこの要件 に適合す るもので あるこ と｡
④ また､休業 日の設 定 日の如何 に よって需要者 のニーズが大 き く左 右 され
る場合 には､ この点 も考慮す るこ と｡
⑤ なお､当該地域 にお ける当該業界 の 日曜休 日が一般化 してい る実情 にあ
る場合 において 日曜休 日を設 定す るよ うな ときは､概 ね この要件 には適合
す るものであること｡
(
ホ) 労働 時 間等設 定改善実施計画 の実施 に参加 し､又 はその実施 か ら脱退す るこ
とを不 当に制限 しない こと
例 えば､過度 の違約金 を課す こ とによって実施計画‑ の参加 の強制 ､脱退の
制 限をす る ものは ｢
不 当に制限｣す るに該 当す るが､単に参加す ることや脱退
しない こ とを説得す るに とどま る よ うな場合 には ｢
不 当に制 限｣す るものに該
当 しない こ と｡
なお､以上 5(
3)イ (
イ)か ら(
ホ)までの承認要件 の判断は､ 申請事業 主の数 に影
b

Il
l
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響 され るものではないが､ 申請事業 主 の当該業種 にお けるシェアが極 めて小 さい
等他 の事業主 が実施計画 に参加 しな けれ ば実効性 を上 げ るこ とが期待 で きない よ
うな場合 には､他 の事業主 に実施計 画‑ の参加 を呼び かけるよ う申請事業 主 に助
言 を行 うこと｡
また､ これ らの承認 要件 は､厚生 労働 大臣及び事業所管大 臣がそれ ぞれ確認す
るもので あ り､都道府 県労働 局長 は､承認 要件 に適合す るか ど うかの判 断 を事業
所管大 臣に通 知す る とともに､事業所管大 臣の判断 を確認す るこ と｡ 承認 は､両
者 が承認 要件 に適合す る旨の判断 を した場合 に限 り行 うもので あるが､都 道府 県
労働 局長 は､実際に事業所管 大臣の判断 と異 なった場合 には､調整 を行 うよ う努
めること｡
さ らに､労働 時間等設 定改善促進 措置 に､中小企業者 を当事者 とす る取 引関係
に関す る記述 が含 まれ る場合 には､都道府 県労働 局長 は､経済 産業局長 に協議 を
行 うこと｡
ロ 承認要件 に適合 しない場合 の取扱 い
実施計画に記載 され た事項 が承認 要件 に適合 しない場合 には､そ の事項 ､要件
及び理 由を明 らかに して 申請事業主 にその 旨伝 える とともに､必要 に応 じ承認 要
件 に適 合す るこ ととな るよ う助言指 導 を行 うこ と｡ 申請事業主 が助言指導 に応 じ
ず ､承認要件 に適合す るに到 らない こ とが明 らか となった場合 には､承認 を行 わ
ない旨を理 由 を添 えて様式第 3号 に よ り申請事業主 に通知す るこ と｡
ハ 公正取 引委員会 との調整
承認 に当た って､必要が あ る と認磨 る ときは､公 正取 引委員 会 に 申請書 の写 し
を送付 し意見調整 を行 うこと｡
(
イ) ｢
必要が ある と認 めるとき｣ の判断基準
｢
必要 が ある と認 める とき｣ とはJ
t独 占禁止法 上 の問題 が生ず る可能性 があ
る場合 をい うこ と｡
ただ し､ 申請事業主か ら要請 があった場合 は ｢
必要があ る と認 め る とき｣ に
該 当す るもの として扱 うこ と｡
なお､ この点 に関 し疑義 が あ る場合 には公正取 引委員会 に事実上 の相 談 を行
うこと｡ ただ し､承認 に係 る運用 が定着す るまでの間は､承認要件 に適 合す る
と判断 した案件すべ てにつ いて､公正取引委員会 に事実上の相談 を行 うもの と
す るこ と｡
(ロ) 公正取引委員会に対 して述べ る意 見の具体的内容
労働 時 間等設 定改善促 進措 置 に係 る競争 の状況 に関す る事項 につ いて必要な
意 見を述べ るこ と｡
具体 的には､承認 要件 について確認 した事項 に即 して､
a 労働 時間等設 定改善の 目標 が適切で あ り､そ の 目標 実現 のために実施計画
の措置が必要かつ有効な ものであ るこ と､
b 措置 の実施 が需要者 の利益 を不 当に害す るものでない こ と､
C
当該計画の実施‑の参加又 は脱退 を不当に制限す るものでない こ と
等 につ いて意見 を述べ るこ と｡
‑1
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(
ハ) 公正取引委員会か ら意見がある場合の対応
公正取引委員会か ら､実施計画 に対 し異論がない 旨の回答があった場合 には､
実施計画の承認 の手続 を進 めること｡
公正取引委員会か ら､労働 時 尚等設 定改善促進措置 が独 占禁止法上の問題 が
あ ると思料 され る旨の意見の陳述 があった場合には､公正取 引委員会 と意見の
調整 を行いっつ､必要 に応 じ当該意見 を踏 まえて､独 占禁止法上の問題 を解消
す るよ う申請事業主に対 し助言指導 を行 うこと｡ その結果､申請事業主がその
助 言指導 に応 じ､実施計画 が独 占禁止法上の問題 が解消 され た場合 に限 り承認
3
)ロに準 じ､申請事
を行 うことができること｡ それ以外の場合 については､ 5(
業 主に対 し承認 しない 旨の通知 を行 うこと｡ また､公正取引委員会 よ り問題 が
ある旨の意見 を受 理 した場合 にあっては､対応 について厚生労働本省 に相談す
ること｡
(
ニ) 公正取引委員会か ら意見がない場合の対応
公正取引委員会は､ ｢
必要がある と認 めるとき｣ に意見 を述べ るものであるの
で､厚生労働大臣及び事業所管大 臣が意見 を述べた後相 当期 間経過後に も公正
取引委員会か らの意見の陳述がない場合 には､十分に時間的な余裕 を置いた後
に事実上の確認 を行 った上で意見がない もの として取 り扱 って差 し支 えない こ
と｡
(
ホ) ここでい う公正取引委員会は､実施計画 に記載 され た事業場のすべてが‑の
地方事務所 の管轄地域 内にある場合 には､当該 区域 を管轄す る地方事務所長 を
指す もの とす ることo
ニ 審議会の意見聴取
3)ハ の手続が終了 し､実施計画 を承認 して差 し支 えな
都道府 県労働局長 は､ 5(
い と判断す るに到 った段階で地方労働審議会の意見聴取を行 うこと｡
ホ 労働者 の意見聴 取
労働者の意見聴取は､実施計画の 申請書‑の関係 労働組合又 は関係 労働者 の代
表者の意見書の添付 によるもの とす るが､添付 され ていない場合 にあっては､実
施計画 の申請 があった 旨を公示 し関係 労働組合又は関係 労働者 の代表者 の意見書
の提 出を求め るこ とによ り行 うもの とす ること｡ 当該公示 に基づ き意見書 の提 出
があった場合 には､その写 しを事業所管大臣に送付す ること｡
‑ 承認 の通知
5(
3)イか らホのすべての手続 きが終了 し承認す ることが適 当 と判断 され るに到
った ときは､ ｢
労働時間等設定改善実施計画承認 通知書｣ (
様式第 2号) を申請事
業主に交付す るこ と｡ また､当該承認通知書の写 しを公正取引委員会に送付す る
こ と｡ その際､当該承認通知書 に係 る実施計画 の うち､申請書 の写 しを公正取引
委員会に送付 しなかった ものについては､当該 申請書の写 しを添付す ること｡
労働時間等設定改善実施計画 の変更 の承認
労
実施計画の変更 の承認 を受 けよ うとす る同一 の業種 に属す る 2以上の事業主は､ ｢
働時間等設定改善実施計画変更承認 申請書｣ (
様式第 4号) を作成 し､厚生労働大臣及
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び事業所管大 臣あて提 出す ること｡
承認 申請 の手続 き (5(
2)イ及び ロ参照)及び承認 要件等 (5(
3)ィ､ロ及びハ参照)
は､変更 の承認 の場合 について準用す るこ と｡変更 の承認 を した場合 には､変更承認
通知書 (
様式第 5号) によ り申請事業主に対 し通知す ること｡
(1) 変更の承認 が必要な場合
イ 実施計画に参加す る事業主 に変更が ある場合
口 労働 時間等設定改善促進措置 の実施 に よ り達成 しよ うとす る 目標 を変更す る場
合

ハ
二

労働時間等設定改善促進措置 を実施す る事業場 を変更す る場令
労働 時間等設定改善促進措置 の内容 ､実施時期 を変更す る場合
なお､例 えば､申請事業主 に関す る事項 (
事業場 の名称 ､所在 地 ､代表者 ､常用
労働者 数) の変更の場合 は､ ｢
労働 時間等設 定改善実施計画変更届 出書｣ (
様式第 4
号) の届 出で足 りることO この届 出については､変更事 由の発生 が頻繁 で ある等 に
よ り変更の生 じた都度行 うこ とが困難 な場合 には､ 1年以内の範 囲内の変更事 由の
発生 を一括 して届 け出ることがで きるものであるこ と｡
(2) 変更承認 申請書の添付書類
変更後の内容 を記載 した ｢
労働 時間等設定改善実施計画承認 申請書｣
労働時間等設定改善実施計画の変更 の指示､取消
実施時期 を相 当期 間以上過 ぎていて労働 時間等設 定改善促進措置 が実施 され ていな
い場合等労働 時間等設 定改善促進措置 の実施 に遅滞 がある と認 め られ る場合 には､承
認事業主 に対 し､当該措置 の実施 が円滑 に行 われ るよ う指導す るほか､必要に応 じ､
実施計画 の変更 を指示す るこ と｡ 変更 の指示 は､文書に よ り行 うこと｡変更の指示 に
よ り自動的 に実施計画 が変更 され るものではな く､ この指示 に承認事業 主が応 じる場
合 には法第 9条第 1項 の手続 (6参照) を とること｡ したが って､変更 の指示 は強制
にわた るものであってはな らない こと｡
また､措置 の実施 に著 しい支障が生 じて 当該措置 を実施す る見込みがな くな った場
合､実施計画が承認基準 に適合 しない もの となった場合 (
公正取引委員 会か ら独 占禁
止法 の規定に違反す る事実がある と思料す る旨の通知があった場合 を含む｡) には､承
認 を取 り消す こと｡承認 を取 り消す場合 については取消通知書 (
様式第 6号) に よ り
承認事業 主に通知す るもの とす るこ と｡

7

労働時間等設定改善実施計画の承認 後 の公正取引委員会 との関係
(1) 公正取引委員会 よ り､独 占禁止 法 に違反す る事実がある と思料す る旨の通知があ
った場合､厚生労働 大臣及び事業所 管大 臣は､労働 時間等の動 向及び経済的事情の
変化 に即 して意 見を述べ るこ とがで きるこ と｡ したが って､公正取 引委員会 か ら通
知があった場合 には､都道府 県労働 局長 は､承認事業主の事業場 の労働 時間等の動
向及び経済的事情 の変化 (
需要 の変化及び今後の動 向､市場 占有率 の変化)等に関
して承認事業主 か ら報告 を徴収 し､ これ に基づ き意見 を述べ るもの とす るが､具体
的な 対応 については厚生労働本省 と協議 の上行 うこと｡
8
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(2) この場合､都道府 県労働 局長 は､承認事業主に対 し必要 に応 じ承認要件 に適合す
るよ う助言指導 を行 うこと｡承認要件 に適合 しない ことが明 らか となった場合 には､
承認 を取 り消 し､その旨を承認事業主及び公正取引委員会に通知す ること｡
9 承認事業主‑の援助
法第 1 1条第 1項 に基づ く援助 については､都道府 県労働局 において実施す ること
としてお り､当該援助 の内容 については別途指示す るこ ととしていること｡

10 取引先事業主等‑の協力要請
実施計画の円滑な実施のために､必要があると認 める ときは､承認事業主の取引先
事業主に対 し法第 11条第 2項に基づ く協力の要請 を行 うこと｡
具体的には､実施計画の円滑な実施 を阻害 してい る取引上の問題 (
例 えば､短納期
発注､発注方法 の頻繁 な変更等) があると認 め られ る場合で あって､特 に必要がある
と認 め られ る場合 に､協力の要請 を行 うもの とす ること｡特 に､労働 時間等設 定改善
促進措置 に取引関係 に関す る措置 が含 まれてい る場合 (
例 えば､親企業 に納期の適正
化 を要請す ること)であって､取引先事業主の協力が得 られ ないために当該措置の実
施の効果 があがっていない場合又 は当該措置の実施が阻まれ ているよ うな場合 には､
適切 な協力の要請 を行 うよ う留意す ること｡要請の内容 は､承認計画の内容の理解 に
主眼 を置 き､強制にわたることのない よ う留意す ること｡
なお､承認事業主 と取引先事業主が同一の業種 に属 さない場合 には､要請 を行 う前
に取引先 の事業 を所管す る大臣に協議す ること｡
11 報告 の徴収
(1) 実施計画の承認後に公正取引委員会 か ら問題 がある旨の意見を受理 した場合又は
実施計画が適正 に実施 され ていない疑 いが生 じた場合等 には､承認事業主に対 し実
施計画の実施状況 について報告 を求 めること｡
(2) 承認事業主 は､実施計画 の実施が完 了 した場合には ｢
承認実施計画実施結果報告
書｣ (
様式第 7号) を承認者 あて提 出す ること｡

12 事業所管大臣 との調整等
5か ら 11まで (5(
3)ニ及び ホ並び に 9を除 く｡)の対応 については､事業所管大
臣 と密接 な連携 を取 り､十分な調整 を行 った上で共同で行 うものであ り､ したがって
両者が当該対応 を取 ることについて合意 した場合のみ行 うものであるこ と｡ 両者 の意
見が異な り､調整が困難な場合 には､厚生労働本省 に相談 を行 うこと｡ また､ 5 (
3)イ
(
ニ)については､事業所管大臣が中心 となって判断 を行 うこと｡
厚生労働大臣及び事業所管大 臣か ら申請者及び公正取引委員会 に対す る通知等 につ
いては､原則 としてそれぞれ別 々の文書で行 うもの とす るが､その場合 ､ 目付 けを同
日付 け とす る とともに､極力､通知等 の発出も同一時点 とす るよ うに努めること｡
なお､ 5か ら 11までの事務 手続等 については､都道府 県知事 か らの要請が ある場
合等必要 に応 じて都道府 県労働 局長 が とりま とめを行 うこと｡ また､公正取引委員会
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か らの意 見の陳述等 は､事業所管大 臣あての もの も都道府 県労働 局長 あての もの とと
もに都道府 県労働 局長 に対 して送付 され るので ､ これ らを受理 した場合 には､速やか
に事業所管大 臣に回付す るこ と｡

13 権限の委任
5か ら 11 (9を除 く｡) までの厚 生労働 大 臣及び事業所管大臣の権 限は下記 によ り
委任す るものであるこ と｡
(1) 厚生労働 大 臣の権 限は､労働 時間等設 定改善実施計画 に記載 され る事業場 のすべ
てが‑都道府 県内にある場 合 には､都 道府 県労働 局長 に委任す る もので あるこ と｡
なお ､都 道府 県労働 局長 は権 限が委任 され ない場合 であって も､必要 に応 じて厚
生労働 大 臣が指 定す る都道府 県労働 局長 に事務処理 を委任す るこ とが あ り得 るもの
であること｡
(2) 事業所管大 臣の権 限は､労働 時間等設定改善実施計画 に記載 され る事業場 のすべ
てが一都道府 県内にある場合 (
次 のイか らホに係 る事業の場合 を除 く｡) には､都道
府 県知事 に委任 す るものであるこ と｡
イ 内閣総理 大 臣の所管 に属す る事業 (
当該事業 に係 る内閣総理 大 臣の権 限が法令
に基づ き金融庁長官 に委任 され てい るもの (
中小企業等協 同組 合法第 9条 の 8第
1項及び第 2項 の事業 で あって信用協 同組合が行 うもの並び に同法第 9条 の 9第
1項第 1号 の事業 であって協 同組合連 合会が行 うもの並び に貸金業 の規制等 に関
す る法律第 2条第 1項 に規定す る貸金 業 を除 く｡) に限 る｡)
ロ 総務大 臣の所管 に属す る事業
ハ 財務大 臣の所管 に属す る事業
二 経済産業大臣の所管 に属す る事業
ホ 国土交通大 臣の所管 に属す る事業 (
次 に掲げ るものに限 る｡)
･廃油処理事業
･倉庫業その他 の保管事業
･貨物利用運送事業
･石油パイプ ライ ン事業
･観 光事業 (
旅行業 (
本 邦外 の企画旅行 (
参加す る旅行者 の募集 をす るこ とに よ
り実施 す るもの に限 る｡) を実施 しない ものに限 る｡)､旅 行 業者代理 業及 び通
訳 案内 に関す る事業 (
その事業場 の所在地 の属す る都道府 県の知事 の登録 を受
けた地域限定通訳案 内士のみ に よ り行われ るものに限 る｡) を除 く｡)
･鉄道 ､軌道及び索道 による運送事業
･鉄道 ､軌道及び索道 の用 に供す る車両､信号保 安装置 その他 の陸運機器 の製造
に関す る事業
･道路運送事業その他 の道路運送 に関す る事業
･自動車 ター ミナル事業
･自動車 の整備事業
･軽車両及び 自動車用代燃装置 の製造 に関す る事業
･自動車販売事業
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様 式第 2号

労働時間等設定改善実施計画承認通知書

年

月

日

殿

(

年

月

労働 局長 )

目付 けで 申請 の あ った 労働 時 間等設 定 改善 実施 計 画 につ い て ､労

働 時 間等 の設 定 の改 善 に 関す る特 別 措 置 法 第 8条第 3項 の規 定 に よ り承認 した の で通 知
します｡
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様式第 3号

労働 時間等設定改善実施計画不承認通知書
年

月

日

殿

(

労働 局長)

年
月
日付 けで 申請 の あ った労働 時 間等設 定改善実施計 画 につ いて は､
下記 の理 由に よ り承認で きない と判 断す るに到 りま したので通知 します｡
なお､ この処 分 に不服 の あ る場合 には ､ この処分 の あった こ とを知 った 日の翌 日か ら
処分 が あ
起 算 して 60日以 内に厚 生労働 大 臣に対 して審査請 求 をす るこ とがで きます (
った 日か ら 1年 を経過 した場合 を除 きます｡)0
この処分 に対す る取消訴訟 につ いて は､国 を被告 として (
訴訟 において国 を代表 す る
者 は法務 大 臣 とな ります｡)､ この処分 が あった こ とを知 った 日の翌 日か ら起算 して 6箇
月以 内に提 起 す る こ とが で きます (
処 分 が あ った 目か ら 1年 を経 過 した場合 を除 きま
す｡)｡
ただ し､処分 があった こ とを知 った 日の翌 日か ら起算 して 60日以 内 に審 査請求 を し
た場合 には､処分 の取消訴訟 は､その審 査請 求 に対す る裁決 の送達 を受 けた 目の翌 日か
ら起算 して 6箇 月以 内に提 起 しな けれ ば な りませ ん (
裁決 が あった 目か ら 1年 を経過 し
た場合 を除 きます｡)｡
記

‑21‑

様 式第 5号

労働時間等設定改善実施計画変更承認通知書

年

月

日

殿

(

労働 局長)

年
月
日付 けで 申請 のあ った労働 時 間等設 定改善 実施計 画 の変更 にづい
て ､労働 時 間等 の設 定 の改善 に関す る特 別措 置法 第 9条第 3項 の規 定に よ り承認 したの
で通知 します｡
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様式第 6号

労働時間等設定改善実施計画承認取消通知書

年

月

日

殿

(

労働局長)

年
月
目付 けで承認 を した貴殿の労働 時間等設定改善実施計画 の変更は､
下記 の理 由に該 当す る と認 め られ ます ので､労働 時間等の設定の改善 に関す る特別措置
法第 9条第 2項の規定によ り､承認 を取 り消 したので通知 します｡
なお､この処分 に不服 のある場合 には､ この処分 のあった ことを知 った 目の翌 日か ら
起算 して 60日以内に厚生労働大 臣に対 して審査請求 をす ることがで きます (
処分があ
った 日か ら 1年 を経過 した場合 を除きます｡)a
この処分 に対す る取消訴訟 については､国を被告 として (
訴訟 において国を代表す る
者 は法務大臣 とな ります｡)､ この処分が あった こ とを知 った 日の翌 日か ら起算 して 6箇
月以 内に提起す るこ とがで きます (
処分 があった 目か ら 1年 を経過 した場合 を除 きま
す｡)0
ただ し､処分 があった こ とを知 った 日の翌 日か ら起算 して 60日以内に審査請求を し
た場合には､処分 の取消訴訟 は､その審査請求 に対す る裁決の送達 を受 けた 日の翌 日か
ら起算 して 6箇月以内に提起 しなけれ ばな りませ ん (
裁決があった 日か ら 1年 を経過 し
た場合 を除きます｡)0
記
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