
改正労働安全衛生法について

さいたま労働基準監督署安全衛生課



はじめに～用語解説～

労働安全衛生法 → 「安衛法」
労働安全衛生規則 → 「安衛則」

休憩時間を除き１週間当たり４０時間を超えて労働さ
せた場合におけるその超えた時間
→ 「時間外・休日労働時間」

※ 変形労働時間制を採用している場合
にはこの時間の算出に注意

安全衛生委員会又は衛生委員会
→ 「衛生委員会等」



改正の概要

① 産業医・産業保健機能の強化

② 面接指導等

施行日：平成３１年（２０１９年）４月１日



産業医・保健機能の強化



産業医・保健機能の強化

改正の趣旨

今回の改正で，長時間労働やメンタルヘルス不
調等により，健康リスクが高い状況にある労働者
を見逃さないため，産業医による面接指導や健康
相談等が確実に実施されるようにし，産業保健機
能を強化するとともに，産業医の独立性や中立性
を高めるなどにより，産業医等が産業医学の専門
的立場から労働者一人ひとりの健康確保のために
より一層効果的な活動を行いやすい環境を整備す
るため，産業医の在り方の見直しを行ったもので
ある。



産業医・保健機能の強化

長時間労働
メンタルヘルス

不調

長期休業・自殺・死亡

産業医・保健機能の強化

早期発見・早期治療

通常業務

面接指導
健康相談

産業医の
権限強化

労働者の健康管理・健康確保の強化



産業医・保健機能の強化

産業医への情報提供① 安衛法第１３条第４項（安衛則第１４条の２第１項第１号）

各種健康診断の「有所見者」について，医師等から，当該労働者の健康保
持のために必要な措置についての意見を聴かなければならない。医師等の意
見（下表参照）に応じ，労働者に対し，就業上の措置を講ずるほか，作業環
境等の改善や，当該意見を衛生委員会等に報告しなければならない。

また，長時間労働やストレスチェックの結果，高ストレスであった労働者
に係る面接指導を実施した場合も，医師等の意見に応じ，同様の措置を講じ
なければならない。

就業区分

就業上の措置の内容区 分
（医師等の意見）

内 容

通常勤務 通常の勤務でよいもの

就業制限
勤務に制限を加える必
要のあるもの

勤務による負荷を軽滅するため，労働時間の短縮，出張の制限，時間外労
働の制限，労働負荷の制限，作業の転換，就業場所の変更，深夜業の回数
の減少，昼間勤務への転換等の措置を講じる。

要休業
勤務を休む必要のある
もの

療養のため，休暇，休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。

「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」より

現状



医師等の意見に基づき，講じた措置又は講じようとする措置を産業医へ情
報を提供しなければならないこととした。また，何らかの事情で，措置を講
じなかった場合は，その旨及びその理由を提供しなければならない。

産業医・保健機能の強化

産業医への情報提供① 安衛法第１３条第４項（安衛則第１４条の２第１項第１号）

産業医への情報提供の流れ①

各種健康
診断実施

結果到達 意見聴取

New!

産業医へ
情報提供

遅滞なく
１ヶ月以内程度

遅滞なく
結果到達 面接指導

労働者か
らの申出

面接指導

ストレスチェック
実施

遅滞なく この期間に
措置を決定

ストレス
チェック

各種健康診断

長時間労働

改正後

遅滞なく

遅滞なく

遅滞なく



産業医・保健機能の強化

時間外・休日労働時間を月１回以上，一定の期日を定めて集計しなければ
ならない。

そして，その時間外・休日労働時間が１００時間を超えた労働者の氏名及
びその労働時間に関する情報を，速やかに産業医に提供しなければならない。

今回の改正で，１００時間となっていたところ，８０時間とした。

また，８０時間を超えた労働者に対し，その時間に関する情報を，速やかに
通知しなければならないとした。

改正後

締日

現状

時間算定
産業医へ情報提供
労働者へ通知 面接指導1ヶ月以内 速やかに

（2週間以内程度）

産業医への情報提供の流れ②

産業医への情報提供② 安衛法第１３条第４項（安衛則第１４条の２第１項第２号）

【安衛則第５２条の２第２項】

【安衛則第５２条の２第３項】

１００時間



前述の第1号，第2号のほか，労働者の健康管理等を適切に行うために必要

な情報を，産業医から追加で求められた場合は，その情報を速やかに提供し
なければならない。

産業医・保健機能の強化

新設

追加情報
の要請

追加情報
の提供

速やかに
（２週間以内程度）

産業医への情報提供の流れ③

産業医への情報提供③ 安衛法第１３条第４項（安衛則第１４条の２第１項第３号）



Q． 時間外・休日労働時間が８０時間を超えた労働者の情報提供について，
該当者がいなかった場合は，どのようにすればよいか。

A． 該当者がいない場合においては，「該当者がいなかった」という情報を
産業医に情報提供する必要があります。

Q． 「労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報」とは具体的には
どのようなものが含まれるのか。

A． ①作業環境，②労働時間，③作業様態，④作業負荷の状況，⑤深夜業等
の回数・時間数などのうち，労働者の健康管理等を適切に行うために必要
と認められるものが含まれます。
なお，必要と認められるものについては，事業場ごとに，あらかじめ，
産業医と相談しておくことが望ましいです。また，健康管理との関連性が
不明なものを産業医等から求められた場合には，産業医等に説明を求め，
個別に確認することが望ましいです。

Q． 産業医等への情報提供の方法は，書面により提供しなければならないの
か。また，提供した情報の内容は，保存しておく必要があるか。

A． 産業医等への情報提供の方法は書面による交付のほか，磁気ディスク等
に記録して提供する方法や電子メールにより提供する方法があります。ま
た，提供した情報については，記録・保存しておくことが望ましいです。

産業医・保健機能の強化

産業医への情報提供 安衛法第１３条第４項（安衛則第１４条の２第１項）



産業医・保健機能の強化

産業医は，事業者に対し，労働者の健康確保のため，健康管理等について，
必要な勧告をすることができる。
また，勧告を受けた事業者は，当該勧告を尊重しなければならない。

今回の改正で，この勧告についての具体的な対応等について定められた。

①産業医は，当該勧告を行う前に，事業者の意見を求めるものとした。

②産業医からの勧告の内容とこれを踏まえ，講じた措置の内容（講じな
かった場合はその旨及びその理由）を3年間保存しなければならない。

③当該勧告を受けた場合，衛生委員会等に，勧告の内容及びその措置内
容（措置を講じない場合はその理由等）を，遅滞なく報告しなければ
ならない。

産業医による勧告等 安衛法第１３条第５項，第６項（安衛則第１４条の３）

現状

改正後



産業医・保健機能の強化

産業医に対する権限付与 安衛則第１４条の４

（１）健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持
するための措置に関すること。

（２）長時間労働に係る面接指導等及びこれらの結果に基づく労
働者の健康を保持するための措置に関すること。

（３）ストレスチェックの実施並びに高ストレス者の面接指導の
実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための
措置に関すること。

（４）作業環境の維持管理に関すること。

（５）作業の管理に関すること。
（６）前各号に掲げるもののほか，労働者の健康管理に関するこ

と。
（７）健康教育，健康相談その他労働者の健康の保持増進を図る

ための措置に関すること。
（８）衛生教育に関すること。
（９）労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置

に関すること。

産業医に対し，その職務（安衛則第１４条第１項）をなしえる権限を付与
しなければならない。

現状

今回の改正で，この権限の内容の一部が明記された。

①事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること

②労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集す
ること

③労働者の健康を確保するため，緊急の必要がある場合において，労働
者に対して必要な措置を指示すること

改正後

＜参考＞



産業医・保健機能の強化

産業医に対する権限付与 安衛則第１４条の４

Q． 情報収集の方法は具体的には何があるのか。
A． 作業場等の巡視時に，対面により労働者から必要な情報を収集する方法
のほか，事業者から提供された情報（労働時間，業務内容等）を勘案し，
選定した労働者を対象にアンケート調査を実施する等，文書による情報収
集があります。
なお，情報収集に際しては，対象労働者の人事上の評価・処遇等におい
て不利益にならないようにしなければなりません。また，当該情報の取り
扱いについては，衛生委員会等において審議し，決定しておくことが望ま
しいです。

Q． 「緊急の必要がある場合」とは，どのような場合をいうのか。
A． 保護具等を使用せずに，有害な化学物質を取り扱い，労働災害が発生す
る危険がある場合のほか，熱中症等の徴候があり，健康を確保するため，
緊急の措置が必要と考えられる場合などがあります。



①各作業場の見やすい場所に掲示又は備え付け

②書面による交付

③PC等で確認する方法

①産業医の業務の具体的な内容

②産業医に対する健康相談の申出の方法

③産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取り扱い方法

産業医・保健機能の強化

周知すべき内容

周知方法

産業医の職務の周知 安衛法第１０１条第２項（安衛則第９８条の２）

産業医の業務内容等を労働者に周知しなければならないとした。

新設



産業医・保健機能の強化

委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し，３年間保存する。

現状

（１）今回の改正で，その記録の内容について，一部明記された。

① 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容

② 議事で重要なもの

（２）産業医は，衛生委員会等に対し，労働者の健康確保の観点から，必要
な調査審議を求めることができるよう明確化した。

改正後

委員会の会議 安衛則第２３条



面接指導等



・長時間労働と脳・心臓疾患の関連性は？

・ここでいう「残業時間」とは？

面接指導等

○○労働基準監督署は今年△月，脳疾患を発症する１ヶ月前の

『残業時間が月約１０５時間』

に達していたとして労災認定した。



19



長時間労働やそれによる睡眠不足に由来する
疲労の蓄積

血圧の上昇等

血管の病変等を自然経過を超えて著しく悪化させる

労災認定基準の考え方の基礎となった医学的な検討結果によると，

20

また，極度の長時間労働等「業務による強い心理的負荷」が認められる場合は，
精神障害のリスクも高まる。

面接指導等



日本の労働者の1日の平均的生活時間

（総務省 「平成８年社会生活基本調査報告）
（（財）日本放送協会「2000年国民生活時間調査報告書）

睡 眠

7.4

食事等

5.3

余暇

2.3

仕事（拘束時間）

9

（時間）

（注） １ 食事等は，食事，身の回りの用事，通勤等の時間。

２ 拘束時間は，法定労働時間（８時間）に休憩時間（１時間）を加えた時間。

３ 余暇は，２４時間から睡眠，食事等，仕事の各時間を差引いた趣味，娯楽等の時間。

削れない

21



①残業なし

睡 眠

7.4

食事等

5.3

②残業が月45時間（1日約２時間の残業）まで

余暇

2.3

仕事（拘束時間）

9

睡 眠

7.4

食事等

5.3

仕事（拘束時間）

11

睡 眠

5.2

食事等

5.3

仕事（拘束時間）

13.5

③残業が月１００時間（1日約４．５時間の残業）まで

以後，時間外・休日労働が多くなるほど，睡眠時間がさらに少なくなる。
22



過重労働とは

「過労死ライン」と呼ばれる月１００時間，２～６ヶ月平均８０時間の「残業時間」

ここでいう「残業時間」とは

３６協定上の残業時間
割増賃金に直結する時間

週４０時間を超えて実労働させた時間

（ 計算期間（1ヶ月間）の総歴日数／７ ）×４０

１ヶ月単位で考えると・・・

３１日の月 ൗ３１
７
【週】 ×４０【時間／週】 =１７７．１時間

１ヶ月は何週間か

３０日の月 ൗ３０
７
【週】 ×４０【時間／週】 =１７１．４時間

変形労働時間制の採用の有無は関
係なく単純な総労働時間で考える。

23

「残業時間数」（時間外・休日労働時間数）

１ヶ月の総労働時間
労働時間
延長時間
休日労働時間

平成１８年２月２４日基発第０２２４００３号
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について」



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

11月

1年変形を採用しており，１１月の休
日は毎週日曜日のみ。
定時は，
・１日８時間
・月２６日勤務
月の定時：８×２６＝２０８時間

時間外労働：２．５×２６＝６５時間
休日労働 ： １ ×１０＝１０時間
合計 ： ６５＋１０＝７５時間

（定時）２０８時間＋（時間外労働）６５時間＋（休日労働）１０時間 ＝２８３時間
２８３時間 － １７１時間 ＝ １１２時間

①通常の出勤日に１日あたり２時間半
の時間外労働を行った。

②１１月４日に休日労働（１０時間）
を行った。

面接指導の対象ではない

面接指導の対象



面接指導等

改正の趣旨

今回の改正で，長時間労働やメンタルヘル

ス不調等により，健康リスクが高い状況にあ

る労働者を見逃さないため，医師による面接

指導が確実に実施されるようにし，労働者の

健康管理を強化するものである。



長時間労働
メンタルヘルス

不調

長期休業・自殺・死亡

産業医・保健機能の強化

早期発見・早期治療

通常業務

面接指導
健康相談

産業医の
権限強化

労働者の健康管理・健康確保の強化

面接指導等



面接指導等

（新設）

タイムカード，PCのログ記録等の客観的な方法その他適切な方法による。

詳細は今後，「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」に準じた方法を示す予定とのこと。

労働者種別 現状 改正後

通常の労働者 ○ ○

裁量労働制対象者 △ ○

管理監督者
△

（任意）
○

高度プロフェッショナル制度対象者 ×
△

（健康管理時間）

把握方法

労働時間の把握 安衛法第６６条の８の３（安衛則第５２条の７の３）

高度プロフェッショナル制度対象者除く全ての労働者の「労働時間の状況」
の把握が義務づけられた。

新設



面接指導等

Q． 「労働時間の状況」として，どのようなことを把握すればよいか。
A． 労働者の健康確保措置を適切に実施する観点から，労働者がいかなる時
間帯にどの程度の時間，労務を提供し得る状態にあったかを把握するもの
です。把握する方法としては，タイムカード，PCの使用時間等の客観的な
記録により，労働者の労働日ごとの出退勤時刻や入退室時刻の記録等を把
握しなければなりません。

Q． 個々の事業場の事情により，休憩時間等を含めた時間をもって，面接指
導の要否を判断してもよいか。

A． 原則は，休憩時間等を除き，週40時間を超えた労働時間により判断する
ものでありますが，個々の事業場の事情により，休憩時間等を除くことが
できない場合は，休憩時間等を含めた時間により労働時間の状況を把握し
た労働者については，その時間をもって判断してください。

労働時間の把握 安衛法第６６条の８の３（安衛則第５２条の７の３）



面接指導等

Q． 「その他適切な方法」とは，どのようなものか。
A． 「その他適切な方法」としては，やむを得ず客観的な方法により把握し

難い場合において，労働者の自己申告による把握が考えられるが，その場合
には，以下の①～⑤までの措置を全て講じる必要があります。

① 自己申告制の対象労働者に対して，労働時間の状況の実態を正しく記録し，適正に自己申告
を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

② 労働時間の状況の管理者に対して，自己申告制の適正な運用を含め，講ずべき措置について
十分な説明を行うこと。

③ 自己申告により把握した労働時間の状況が実際の労働時間の状況と合致しているか否かにつ
いて，必要に応じて実態調査を実施し，所要の労働時間の状況の補正をすること。

④ 自己申告した労働時間の状況を超えて事業場内にいる時間又は事業場外において労務を提供
し得る状態であった時間について，その理由等を労働者に報告させる場合には，当該報告が適
正に行われているかについて確認すること。その際に，休憩や自主的な学習等であるため労働
時間の状況ではないと報告されていても，実際には，事業者の指示により業務に従事している
など，事業者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については，労働時間の状況とし
て扱わなければならないこと。

⑤ 自己申告制は，労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため，事業
者は，労働者が自己申告できる労働時間の状況に上限を設け，上限を超える申告を認めないな
ど，労働者による労働時間の状況の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。また，
時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の
措置が，労働者の労働時間の状況の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認
するとともに，当該阻害要因となっている場合においては，改善のための措置を講ずること。

労働時間の把握 安衛法第６６条の８の３（安衛則第５２条の７の３）



面接指導等

Q． 「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」とは，どのような場
合か。

A． 「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」としては、例えば、
労働者が事業場外において行う業務に直行又は直帰する場合など、事業
者の現認を含め、労働時間の状況を客観的に把握する手段がない場合が
あり、この場合に該当するかは、当該労働者の働き方の実態や法の趣旨
を踏まえ、適切な方法を個別に判断します。
ただし、労働者が事業場外において行う業務に直行又は直帰する場合
などにおいても、例えば、事業場外から社内システムにアクセスするこ
とが可能であり、客観的な方法による労働時間の状況を把握できる場合
もあるため、直行又は直帰であることのみを理由として、自己申告によ
り労働時間の状況を把握することは、認められません。
また、タイムカードによる出退勤時刻や入退室時刻の記録やパーソナ
ルコンピュータの使用時間の記録などのデータを有する場合や事業者の
現認により当該労働者の労働時間を把握できる場合にもかかわらず、自
己申告による把握のみにより労働時間の状況を把握することは、認めら
れません。

労働時間の把握 安衛法第６６条の８の３（安衛則第５２条の７の３）



面接指導等

面接指導の基準については，改正，新設も含め，

① ②③以外の労働者（以下，「一般労働者」という。）に係る面接指導の基準

② 研究開発業務に従事する労働者に係る面接指導の基準

③ 高度プロフェッショナル制度対象者に係る面接指導の基準

の基準がある。

※③ 高度プロフェッショナル制度対象者に係る面接指導の基準
については，説明省略

面接指導について 安衛法第６６条の８ 安衛則第５２条の２
〃 第６６条の８の２ 〃 第５２条の７の２
〃 第１２０条（罰則）



面接指導等

面接指導について
① 一般労働者に係る面接指導の基準

時間外休日労働時間が１００時間を超え，疲労の蓄積が認められる労働者
であって，労働者からの申出があった場合，医師との面接指導を実施しなけ
ればならない。

現状

この「１００時間」という基準が「８０時間」へと変更となった。
面接指導の流れについては，変更はない。

また，時間外休日労働時間は，毎月算定し，８０時間を超えた場合は，該
当労働者（高度プロフェッショナル制度対象者を除く）に対し，その労働時
間に関する通知を行い，また，産業医に対し，情報提供を行わなければなら
ない。

改正後

安衛法第６６条の８（安衛則第５２条の２）



面接指導等

面接指導について

Q． 労働者に通知する「労働時間に関する情報」とは，どのようなものか。
A． 「労働時間に関する情報」とは，時間外・休日労働時間数を指すもので
す。この通知は，疲労の蓄積が認められる労働者の面接指導の申し出を
促すものであり，労働時間に関する情報のほか，面接指導の実施方法・
時期等の案内を合わせて行うことが望ましいです。

Q． 労働時間に関する情報の通知は，どのような方法で行えばよいか。
A． 1月当たりの時間外・休日労働時間の算定を毎月1回以上，一定の期日を
定めて行う必要があり，この時間の算定後，速やかに（おおむね2週間以
内），1月当たり80時間を超えた労働者に対して，この超えた時間数を書
面や電子メール等により通知する方法が適当です。
なお，給与明細に時間外・休日労働時間数が記載されている場合には，
これをもって労働時間に関する情報の通知としても差し支えありません。
ただし，この場合においては，時間外・休日労働時間数は時間外労働時間
数＋休日労働時間数と一致しない場合がありますのでご注意ください。

安衛法第６６条の８（安衛則第５２条の２）



面接指導等

（新設）

※ 研究開発業務に従事者であっても，時間外休日労働時間が，８０
時間を超えた場合は，一般労働者と同様に，申出により，面接指導を
実施すること。

面接指導について
② 研究開発業務に従事する労働者に係る面接指導の基準

安衛法第６６条の８の２
（安衛則第５２条の７の２）

時間外・休日労働時間が１００時間を超えた場合，「労働者の申出の有無
には関係なく」，面接指導を実施しなければならない（実施義務）。
また，該当労働者は，この面接指導を受けなければならない（受診義務）。

面接指導の基準が異なるだけで，面接指導の流れは，一般労働者と同様。

なお，対象労働者に対しては，労働時間に関する情報と併せて，面接指導
の案内を通知する必要がある。

新設



面接指導等

意見聴取

産業医へ措置内容を
情報提供

労働者からの申出

面接指導

労働者へ通知
産業医へ情報提供

時間外・休日労
働時間の算定

締め日

＜確認事項＞
① 勤務状況
② 疲労蓄積の状況
③ 心身の状況
＜面談記録＞
５年間保存

１ヶ月以内

速やかに

遅滞なく

遅滞なく

遅滞なく

研究開発業務従事者で，１００時間
を超えた場合は，申出の有無に関わ
らず，面接指導を実施

【１ヶ月の総労働時間】
から

【１７１時間（月日数３０日）】
または，

【１７７時間（月日数３１日）】
を引く。

この期間に措置内容を決定
・就業場所の変更
・作業の転換
・労働時間の短縮
・深夜業の回数の減少 等々

衛生委員会等へ報告

「遅滞なく」・・・概ね1ヶ月以内
「速やかに」・・・概ね2週間以内

８０時間を
超えていた場合



基発1228第16号平成30年12月28日

「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による改正
後の労働安全衛生法及びじん肺法関
係の解釈等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000465070.p

df

基発1228第15号平成30年12月28日
「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による改正
後の労働基準法関係の解釈につい
て」
https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.p

df

働き方改革関連法に関する解釈について （厚生労働省HP）



各種リーフレット （厚生労働省HP）

働き方改革関連リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits

uite/bunya/0000148322_00001.html

安全衛生関連リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits

uite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun

/gyousei/anzen/index.html



ご清聴ありがとうございました。


