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2019 年 3 月 29 日、第 23 回プレミアムフライデーセミナー「～働き方改革実践編第５弾～中小

企業の 36 協定上限規制の具体的対応」を東京オフィスセミナールームにて開催いたしました。 

詳細な資料は会員サイトに掲載しておりますので、ここではポイントをご紹介させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※有給休暇や労働時間の管理がポイントになりますので、ご利用されている勤怠管理システムの

働き方改革対応を確認してください。（以下はネット de 就業の対応例です） 

発行：社会保険労務士法人出口事務所 TEL 03-6205-5405 

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-24-16 内田ビル 3 階 

h t t p : / / w w w . d e g u c h i - o f f i c e . c o m / 

バックナンバー http://www.deguchi-office.com/blog/ 

  

経営・労務に役立つ・・・ 

M o n t h l y  T o p i c s   
 

プレミアムフライデーセミナー ～働き方改革実践編 第５弾～36 協定上限規制の具体的対応 

☑時間外労働（休日労働は含まず）の上限は、原則として、月 45 時間・年 360 時間となり、臨時的な特

別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。 

☑臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、 

・時間外労働 ・・・年 720 時間以内 

・時間外労働＋休日労働 ・・・月 100 時間未満、２～６か月平均 80 時間以内 

とする必要があります。 

☑原則である月 45 時間を超えることができるのは、年６か月までです。 

☑法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。 

☑大企業への施行は 2019 年４月ですが、中小企業への適用は１年猶予され 2020 年４月となります。 

法改正のポイント 
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平成31年度の社会保険料率

社会保険情報

2.引上げとなった介護保険料率

2019.4

3.その他の社会保険料率

全国健康保険協会（協会けんぽ）の健康保険料率および介護保険料率は、例年3月分（4月納

付分）から見直しが行われています。平成31年度の健康保険料率については各都道府県によっ

て、引上げ・引下げ・据え置きに分かれ、介護保険料率は引上げ（全国一律）となりました。

料率を確認し、徴収のタイミング間違いや保険料率の変更漏れがないようにしましょう。

1.3月分からの協会けんぽの健康保
険料率

協会けんぽの健康保険料率は、平成21年9

月より、全国一律の健康保険料率から、各都

道府県支部別の健康保険料率に変更されてお

り、平成31年3月分から適用される健康保険

料率は下表のとおりとなりました。

全都道府県のうち、もっとも高い保険料率

は佐賀県の10.75％、もっとも低い保険料率

は新潟県の9.63％となっており、両県の保険

料率には実に1.12％の開きがあります。

介護保険の保険料率は毎年見直しが行われ

ますが、平成31年3月分からは、1.57％から

1.73％への引上げとなりました。

①労災保険率

労災保険率はそれぞれの業種の過去3年間

の災害発生状況等により、原則3年ごとに見

直すことになっています。前回は平成30年度

に見直しが行われたため、平成31年度は変更

されません。

②雇用保険率

雇用保険率は毎年度、財政状況に照らして

見直しが行われますが、平成31年度は平成30

年度から据え置きとなります。

③厚生年金保険料率

厚生年金の保険料率は、平成16年から段階

的に引上げられましたが、平成29年9月を最

後に引上げが終了し、18.3％で固定されてい

ます。

支部 新保険料率 支部 新保険料率 支部 新保険料率 支部 新保険料率
北海道 10.31% 東京都 9.90% 滋賀県  9.87% 香川県 10.31%
⻘森県 9.87% 神奈川県  9.91% 京都府 10.03% 愛媛県 10.02%
岩手県 9.80% 新潟県 9.63% 大阪府 10.19% 高知県 10.21%
宮城県 10.10% 富山県 9.71% 兵庫県 10.14% 福岡県 10.24%
秋田県 10.14% 石川県 9.99% 奈良県 10.07% 佐賀県 10.75%
山形県 10.03% 福井県 9.88% 和歌山県 10.15% ⻑崎県 10.24%
福島県 9.74% 山梨県 9.90% 鳥取県 10.00% 熊本県 10.18%
茨城県 9.84% ⻑野県 9.69% 島根県 10.13% 大分県 10.21%
栃木県 9.92% 岐阜県 9.86% 岡山県 10.22% 宮崎県 10.02%
群馬県 9.84% 静岡県 9.75% 広島県 10.00% ⿅児島県 10.16%
埼玉県 9.79% 愛知県 9.90% 山口県 10.21% 沖縄県  9.95%
千葉県 9.81% 三重県 9.90% 徳島県 10.30%

平成31年3⽉分からの健康保険料率（各都道府県支部別）

Labor and Social Security Attorneys　Deguchi Labor Management Office
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すでに大企業では、1ヶ月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50％以上とされて

いますが、2023年4月1日より中小企業にもその適用が拡大されます。今回は、割増賃金率と中

小企業への適用拡大について確認しておきましょう。

1.割増賃金率の確認

中小企業にも適用されることと
なる月60時間超の時間外労働への
割増賃金率引上げ

労働基準法情報

2019.4

時間外労働が多い会社にとっては、この割増賃金率の引上げは人件費の大幅な増加になる

可能性もあります。また、タイムカードの集計方法の変更や、勤怠システムの導入等の費用

の負担が発生することもあります。働き方改革により時間外労働の削減が社会的なテーマに

なっていますので、将来的な割増賃金率の引上げも念頭に置きながら取組みを強化していき

たいものです。

2.中小企業への適用拡大

割増賃金率は大きく分けると、下表の3種類

となります。

①時間外労働

労働基準法では原則として1日8時間、1週40

時間を上限とする法定労働時間が定められて

おり、法定労働時間を超える労働（時間外労

働）には25％以上の率で計算した割増賃金の

支払いが必要とされます。さらに、1ヶ月の時

間外労働が60時間を超えるときには、この割

増賃金率が25％以上から50％以上に引上げら

れています。

②法定休日労働

労働基準法における休日は、少なくとも週1

日または4週間に4日であり、この法定休日に

おける労働（法定休日労働）に対しては、

35％以上の率で計算した割増賃金の支払いが

求められます。

③深夜業

①の時間外労働と②の休日労働とは別に、

午後10時から翌日午前5時までの深夜に労働さ

せたときには、25％以上の率で計算した割増

賃金の支払いが必要です。

現在、1ヶ月60時間を超えた際の割増賃金率

（50％以上）は大企業のみの適用となってい

ますが、2023年4月1日より中小企業にも適用

が拡大され全ての企業が対象となります。

50％以上の割増が必要となる時間は、①の時

間外労働のみであり、②の法定休日労働は含

めません。

一方で、①の時間外労働が深夜に及んだと

きは、③の深夜業に対する割増賃金の支払い

も必要となり、その結果、割増賃金率は①の

1ヶ月60時間超と②の深夜業を合わせた75％以

上で計算することになります。

1ヶ⽉45時間以内 25％以上

限度時間（1ヶ⽉45時間、
1年360時間）を超えたとき

25％以上
（※1）

1ヶ⽉60時間超（※2） 50％以上

35％以上

25％以上

①時間外労働

②法定休日労働

③深夜業
※1　25％を超える率とする努⼒義務
※2　現在、大企業にのみ適用
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このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長と
の会話形式で、分かりやすくお伝えします。

男性はいつから
育児休業を取得できますか

会話で学ぶ人事労務管理の勘どころ

2019.4

【ワンポイントアドバイス】

1. 男性は、出産予定日から育児休業を取得することができる。

2. 男性も、要件を満たしていれば育児休業給付金を受給することができるが、出産日が出産

予定日より遅くなった場合、雇用保険から受給できる育児休業給付金は、出産日から対象

となる。

今度子どもが生まれる男性従業員から、育児休業の取得を考えているという相談が
ありました。まだ、取得時期について具体的な話はありませんが、男性の場合、い
つから育児休業を取得できるのでしょうか？

総務部長女性が出産をし、引き続き育児休業を取得するケースでは、産後休業の後に育児休
業が開始となります。これに対し、男性の場合は、産前産後休業はありませんので、
出産予定日から育児休業を取得することができます。

社労士 出産日からではなく、出産予定日から取得することができるのですか。子どもが出
産予定日より早く生まれたり、遅く生まれたりしたときはどのような取扱いになる
のですか。

そうです。育児休業の取得のために、会社としてはすでに育児休業期間中の人員手
配や業務分担等を進めていますので、たとえ子どもが生まれていなくても予定通り
取得することになります。もちろん、出産予定日より遅く生まれたときは、従業員
からの申出により育児休業開始日を繰下げることができるという規定も考えられま
す。

はい。出産予定日より早く生まれたときは、育児休業開始日を繰り上げることがで
きます。これに対し、出産予定日に生まれていないときは、出産予定日から取得す
ることになります。

え！ 生まれていないのに育児休業を取得できるのですか！？

これまでは育児休業の取得の申出は女性からが多く、会社ではその対応をスムーズ
に行ってきましたが、今後は、男性からの申出が増加すると予想されますので、そ
の対応も重要になります。また疑問点が出てきましたら、いつでもご相談ください。

そうか、男性も要件を満たせば、育児休業給付金を受給することができるのですね。

この場合、出産予定日から子どもが1歳まで育児休業を取得することができますので、
1年よりも長い期間となります。育児休業の期間はこのようになりますが、雇用保険
から支給される育児休業給付金は取扱いが異なり、出産日（出生日）からが対象と
なります。

なるほど。育児休業は、原則子どもが1歳に達するまでとなっていますが、出産日が
出産予定日より遅くなった場合、この終了日はどのように考えるのでしょうか。

Labor and Social Security Attorneys　Deguchi Labor Management Office
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