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一 短時間労 働者の雇 用管理 の改善等に 関する法律 （平成 五年法律 第七十六号 ）（抄）
目次
第一章 総 則（第一 条―第 四条）
第二 章 短時間 労働者対 策基本 方針（第五 条）
第三章 短時間労 働者の雇 用管理の 改善等に関 する措置 等
第一 節 雇用 管理の改 善等に関す る措置（ 第六条 ―第十六条 ）
第二節 職業能力 の開発及 び向上等に 関する措 置（第 十七条・第 十八条）
第 四章 紛 争の解決
第一節 紛争の解 決の援 助（第十九 条―第二 十一条）
第二節 調 停（第二十 二条― 第二十四 条）
第五 章 短時間 労働援助 センタ ー（第二十 五条―第 四十一条 ）
第六章 雑則（第四 十二条 ―第四十 七条）
附則

（ 労働条件 に関する 文書の交付 等）
第六条 事業主は 、短時間 労働者を 雇い入れた ときは 、速やか に、当該短 時間労働 者に対し て、労働 条件に関す る事項の うち労 働基準法（ 昭和二十二 年
法 律第四十 九号）第 十五条第 一項に規定 する厚生 労働省 令で定める 事項以外 のもので あって厚 生労働省令 で定める もの（次 項におい て「特定事 項」と
いう 。）を文書 の交付そ の他厚生 労働省令 で定める 方法（次 項において 「文書の 交付等」 という。 ）により明 示しなけ ればな らない。
（略 ）
２

（通常 の労働者と 同視すべ き短時間 労働者に 対する差別 的取扱い の禁止）
第八 条 事業 主は、業 務の内容 及び当該業 務に伴う 責任の程 度（以下 「職務の 内容」と いう。）が 当該事業 所に雇用 される通 常の労働者 と同一の 短時間
労働者 （以下「 職務内容 同一短時間 労働者」 という。 ）であっ て、当該事 業主と 期間の定め のない労 働契約を 締結して いるものの うち、当 該事業所 に
お ける慣行 その他の 事情から みて、当該 事業主と の雇用 関係が終了 するまで の全期間 において 、その職務 の内容及 び配置が 当該通常 の労働者の 職務の
内容及 び配置の 変更の範 囲と同一 の範囲で変 更され ると見込 まれるもの （以下「 通常の労 働者と同 視すべき短 時間労働 者」と いう。）に ついては、 短
時間労働 者であるこ とを理 由として、 賃金の決 定、教育 訓練の実 施、福利厚 生施設の 利用その 他の待遇 について、 差別的取 扱いを してはなら ない。
２ 前項の期 間の定めの ない労働 契約には 、反復し て更新され ることに よって 期間の定め のない労働 契約と 同視する ことが社会 通念上相 当と認め られる
期間の 定めのある 労働契約 を含むも のとする 。

（賃金 ）
第 九条 事業 主は、通 常の労 働者との均 衡を考慮し つつ、 その雇用 する短時間 労働者（ 通常の労 働者と同 視すべき短 時間労働 者を除く 。次条第 二項及び
第十一 条におい て同じ。 ）の職務 の内容、職 務の成 果、意欲 、能力又は 経験等を 勘案し、 その賃金 （通勤手当 、退職手 当その他 の厚生労 働省令で定 め
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る ものを除 く。次項 において 同じ。）を 決定する ように努 めるもの とする。
２ 事 業主は、前 項の規定 にかか わらず、職 務内容同 一短時間 労働者（ 通常の労働 者と同視 すべき短 時間労働 者を除く。 次条第 一項にお いて同じ。 ）で
あって、当 該事業所 におけ る慣行その 他の事情か らみて 、当該事 業主に雇用 される期 間のうち の少なく とも一定の 期間にお いて、 その職務の 内容及び
配置 が当該通常 の労働者 の職務 の内容及び 配置の変 更の範囲 と同一の 範囲で変更 されると 見込まれ るものに ついては、 当該変 更が行わ れる期間に おい
ては、通 常の労働 者と同一 の方法に より賃金を 決定する ように努 めるもの とする。

（教育 訓練）
第十 条 事業 主は、通 常の労働 者に対して 実施する 教育訓 練であって 、当該通 常の労働 者が従事 する職務の 遂行に必 要な能力 を付与す るためのも のにつ
いては 、職務内 容同一短 時間労働者 が既に当 該職務 に必要な能 力を有して いる場 合その他 の厚生労働 省令で定 める場合 を除き、 職務内容同 一短時間 労
働者に対し ても、こ れを実施 しなけれ ばならない 。
２ 事業主は、 前項に定め るもの のほか、 通常の労働 者との均 衡を考慮 しつつ、 その雇用す る短時間 労働者 の職務の内 容、職務 の成果、 意欲、能 力及び
経験等に 応じ、当該 短時間 労働者に 対して教育 訓練を実 施するよ うに努め るものとす る。

（福利 厚生施設 ）
第十 一条 事 業主は、 通常の労 働者に対し て利用の 機会を 与える福利 厚生施設 であって 、健康の 保持又は業 務の円滑 な遂行に 資するも のとして厚 生労働
省令で 定めるも のについ ては、その 雇用する 短時間 労働者に対 しても、利 用の機 会を与え るように配 慮しなけ ればなら ない。

（通 常の労働者 への転換 ）
第十二条 （略）
２ 国は、通 常の労働者 への転換 を推進す るため、 前項各号に 掲げる措 置を講 ずる事業主 に対する援 助等必 要な措置 を講ずるよ うに努め るものと する。

（ 待遇の決 定に当たっ て考慮し た事項の 説明）
第十三条 事業主 は、その 雇用する 短時間労働 者から 求めがあ ったときは 、第六条 から第十 一条まで 及び前条第 一項の規 定により 措置を講 ずべきこと と
さ れている 事項に関 する決定 をするに当 たって考 慮した 事項につい て、当該 短時間労 働者に説 明しなけれ ばならな い。

（指針）
第十 四条 厚 生労働大臣 は、第六 条から第 十一条ま で、第十二 条第一項 及び前 条に定める もののほか 、第三 条第一項 の事業主が 講ずべき 雇用管理 の改善
等に関 する措置等 に関し、 その適切 かつ有効 な実施を図 るために 必要な指 針（以下 この節にお いて「 指針」と いう。）を 定めるも のとする 。
（略）
２

（ 短時間雇 用管理者 ）
第十五 条 事業主 は、常時 厚生労 働省令で定 める数以 上の短時 間労働者 を雇用する 事業所ご とに、厚 生労働省 令で定める ところ により、 指針に定め る事
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項 その他の 短時間労 働者の雇 用管理の改 善等に関 する事項 を管理さ せるため 、短時間 雇用管理者 を選任す るように 努めるも のとする。

職業 能力の 開発及び向 上等に関す る措置

（報告の徴 収並びに 助言、 指導及び勧 告）
第十 六条 厚生 労働大臣 は、短時 間労働者 の雇用管理 の改善等 を図るた め必要が あると認め るときは 、短時 間労働者を 雇用する 事業主に 対して、 報告を
求め、又 は助言、 指導若し くは勧告 をすること ができる 。
（略）
２
第二 節

（職業訓練 の実施等 ）
第十 七条 国、 都道府県及 び独立 行政法人 高齢・障害 ・求職者 雇用支援 機構は、 短時間労働 者及び短 時間労 働者になろ うとする 者がその 職業能力 の開発
及び向上 を図ること を促進 するため 、短時間労 働者、短 時間労働 者になろ うとする者 その他関 係者に 対して職業 能力の開発 及び向 上に関す る啓もう宣
伝 を行うよう に努める とともに 、職業訓 練の実施に ついて特 別の配慮 をするも のとする。

（ 職業紹介 の充実等 ）
第十八条 国は、 短時間労 働者にな ろうとする 者がそ の適性、 能力、経験 、技能の 程度等に ふさわし い職業を選 択し、及 び職業 に適応する ことを容易 に
す るため、 雇用情報 の提供、 職業指導及 び職業紹 介の充 実等必要な 措置を講 ずるよう に努める ものとする 。

（苦情の 自主的解決 ）
第十 九条 事 業主は、第 六条第一 項、第八 条第一項 、第十条第 一項、第 十一条 、第十二条 第一項及び 第十三 条に定め る事項に関 し、短時 間労働者 から苦
情の申 出を受けた ときは、 苦情処理 機関（事 業主を代表 する者及 び当該事 業所の労 働者を代表 する者 を構成員 とする当該 事業所の 労働者の 苦情を処 理
す るための 機関をいう 。）に対 し当該苦 情の処理 をゆだねる 等その自 主的な 解決を図る ように努め るもの とする。

（ 紛争の解 決の促進 に関する 特例）
第二十 条 前条 の事項につ いての 短時間労働 者と事業 主との間 の紛争に ついては、 個別労働 関係紛争 の解決の 促進に関す る法律 （平成十 三年法律第 百十
二号）第 四条、第五 条及び 第十二条か ら第十九 条までの 規定は適 用せず、次 条から第 二十四条 までに定 めるところ による。

（紛争 の解決の援 助）
第二 十一条 都道府県 労働局長は 、前条に 規定する 紛争に関 し、当該紛 争の当 事者の双 方又は一方 からその 解決につ き援助を 求められた 場合には 、当該
紛争の 当事者に 対し、必要 な助言、 指導又は 勧告をす ることがで きる。
（略）
２
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（ 調停の委 任）
第二十 二条 都道 府県労働 局長は 、第二十条 に規定す る紛争に ついて、 当該紛争の 当事者の 双方又は 一方から 調停の申請 があっ た場合に おいて当該 紛争
の解決のた めに必要 がある と認めると きは、個別 労働関 係紛争の 解決の促進 に関する 法律第六 条第一項 の紛争調整 委員会に 調停を 行わせるも のとする 。
（略）
２

（ 調停）
第二十三 条 雇用 の分野に おける男女 の均等な 機会及 び待遇の確 保等に関す る法律 （昭和四 十七年法律 第百十三 号）第十 九条、第 二十条第一 項及び第 二
十 一条から 第二十六 条までの規 定は、前 条第一項 の調停の 手続につい て準用 する。こ の場合にお いて、同 法第十九 条第一項 中「前条第 一項」と あるの
は「短 時間労働 者の雇用 管理の改善 等に関す る法律 第二十二条 第一項」と 、同法 第二十条 第一項中「 関係当事 者」とあ るのは「 関係当事者 又は関係 当
事者と同一 の事業所 に雇用さ れる労働 者その他の 参考人 」と、同法 第二十五 条第一項 中「第十 八条第一項 」とある のは「短 時間労働 者の雇用管 理の改
善等 に関する法 律第二十 二条第 一項」と読 み替える ものとす る。

短時間 労働援助 センター

（ 厚生労働省 令への委 任）
第二十四 条 この 節に定め るもののほ か、調停 の手続 に関し必要 な事項は、 厚生労 働省令で 定める。
第五章

（指 定等）
第二十五 条 厚生労 働大臣は 、短時間 労働者の 雇用管理の 改善等の 援助を行 うことそ の他短時間 労働者 の福祉の 増進を図る ことを目 的とする 一般社団 法
人 又は一般財 団法人であ って、 第二十七 条に規定す る業務に 関し次に 掲げる基 準に適合す ると認め られる ものを、そ の申請に より、全 国に一を 限って
、同条 に規定する 業務を行 う者とし て指定す ることがで きる。
一 職員、 業務の方法 その他の 事項につ いての業 務の実施に 関する計 画が適 正なもので あり、かつ 、その 計画を確 実に遂行す るに足り る経理的 及び技
術的な基 礎を有す ると認 められるこ と。
二 前号に 定めるも ののほか 、業務の運 営が適正 かつ確 実に行われ 、短時間 労働者の 雇用管理 の改善等そ の他その 福祉の増 進に資す ると認めら れるこ
と。
２ 厚生 労働大臣は 、前項の 規定によ る指定を したときは 、同項の 規定によ る指定を 受けた者（ 以下「 短時間労働 援助セン ター」と いう。） の名称及び
住 所並びに事 務所の所在 地を公 示しなけ ればならな い。
３ 短時 間労働援 助センター は、その 名称及び 住所並び に事務所の 所在地を 変更し ようとする ときは、 あらかじ め、その 旨を厚生労 働大臣に 届け出な け
れ ばならな い。
厚生 労働大臣 は、前項 の規定に よる届出が あった ときは、当 該届出に 係る事項 を公示し なければな らない。
４

（指定 の条件）
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第 二十六条 前条第一 項の規 定による指 定には、条 件を付 け、及び これを変更 すること ができる 。
２ 前 項の条件は 、当該指 定に係 る事項の確 実な実施 を図るた めに必要 な最小限度 のものに 限り、か つ、当該 指定を受け る者に 不当な義 務を課する こと
となるもの であって はなら ない。

（業務）
第二 十七条 短時間労 働援助セン ターは、 次に掲げ る業務を 行うものと する。
一 短 時間労働 者の職業生 活に関す る情報及 び資料を 総合的に収 集し、並 びに短 時間労働者 、事業主 その他の 関係者に 対して提供 すること 。
二 次条第 一項に規 定する業務 を行うこ と。
三 前 二号に掲 げるもの のほか、短 時間労働 者の雇 用管理の改 善等の援助 を行う ための業 務その他短 時間労働 者の福祉 の増進を 図るために 必要な業 務
を行うこと 。

（短時間 労働援助セ ンター による短 時間労働者 雇用管理 改善等事 業関係業 務の実施）
第二 十八条 厚生労働 大臣は、短 時間労働 援助セン ターを指 定したとき は、短 時間労働援 助センタ ーに労働 者災害補 償保険法（ 昭和二十 二年法律 第五十
号）第 二十九条 の社会復帰 促進等事 業又は雇 用保険法 （昭和四十 九年法律 第百十六 号）第六 十二条の 雇用安定 事業のうち 、短時間 労働者を 雇用する 事
業 主又はそ の事業主 の団体に対 して支給 する給付 金であっ て厚生労働 省令で 定めるも のを支給す る事業及 びこれに 附帯する 事業に係る 業務の全 部又は
一部を 行わせる ものとす る。
２ 前項の 給付金に該 当する 労働者災害 補償保険 法第二十 九条又は 雇用保険法 第六十二 条の規定 に基づく 給付金の支 給要件及 び支給 額は、厚生 労働省令
で定 めなければ ならない 。
３ 短時 間労働援助 センター は、第一 項に規定 する業務（ 以下「短 時間労働 者雇用管 理改善等事 業関係 業務」と いう。）の 全部又は 一部を開 始する際 、
当 該業務の種 類ごとに、 当該業 務を開始 する日及び 当該業務 を行う事 務所の所 在地を厚生 労働大臣 に届け 出なければ ならない 。短時間 労働援助 センタ
ーが当 該業務を行 う事務所 の所在地 を変更し ようとする ときも、 同様とす る。
４ 厚生労働 大臣は、 第一項の 規定により 短時間労 働援助セ ンターに 行わせる 短時間労 働者雇用管 理改善等 事業関係 業務の種 類及び前項 の規定に よる届
出に係 る事項を 公示しな ければなら ない。

（業務 規程の認 可）
第二十九 条 短時間 労働援助 センター は、短時 間労働者雇 用管理改 善等事業 関係業務 を行うとき は、当 該業務の開 始前に、 当該業務 の実施に 関する規程
（ 以下「業務 規程」とい う。） を作成し 、厚生労働 大臣の認 可を受け なければ ならない。 これを変 更しよう とすると きも、同 様とする 。
２ 厚生 労働大臣 は、前項の 認可をし た業務規 程が短時 間労働者雇 用管理改 善等事 業関係業務 の適正か つ確実な 実施上不 適当となっ たと認め るときは 、
そ の業務規 程を変更す べきこと を命ずる ことがで きる。
業務 規程に記 載すべき 事項は、 厚生労働省 令で定 める。
３

（短時 間労働者 雇用管理 改善等事 業関係給付 金の支 給に係る 厚生労働大 臣の認可 ）

-5-

第 三十条 短 時間労働 援助セ ンターは、 短時間労働 者雇用 管理改善 等事業関係 業務のう ち第二十 八条第一 項に規定す る給付金 の支給に 係る業務 （次条及
び第三 十七条に おいて「 給付金業 務」という 。）を 行う場合 において、 自ら第二 十八条第 二項に規 定する労働 者災害補 償保険法 第二十九 条又は雇用 保
険法第六十 二条の規 定に基 づく給付金 の支給を受 けよう とすると きは、厚生 労働省令 で定める ところに より、厚生 労働大臣 の認可 を受けなけ ればなら
ない 。

（ 報告）
第三十一 条 短時 間労働援 助センター は、給付 金業務 を行う場合 において当 該業務 に関し必 要があると 認めると きは、事 業主に対 し、必要な 事項につ い
て 報告を求 めること ができる。

（事業計画 等）
第三 十二条 短 時間労働援 助セン ターは、 毎事業年度 、厚生労 働省令で 定めると ころにより 、事業計 画書及 び収支予算 書を作成 し、厚生 労働大臣 の認可
を受けな ければなら ない。 これを変 更しようと するとき も、同様 とする。
２ 短時間労 働援助セ ンターは、 厚生労働 省令で定 めるとこ ろにより、 毎事業 年度終了後 、事業報 告書、貸 借対照表 、収支決算 書及び財 産目録を 作成し
、厚生 労働大臣 に提出し、 その承認 を受けな ければな らない。

（区分 経理）
第 三十三条 短時間労 働援助 センターは 、短時間 労働者雇 用管理改 善等事業関 係業務を 行う場合 には、短 時間労働者 雇用管理 改善等 事業関係業 務に係る
経理 とその他の 業務に係 る経理と を区分し て整理し なければ ならない。

（ 交付金）
第三十四 条 国は 、予算の範 囲内にお いて、短 時間労働 援助センタ ーに対し 、短時 間労働者雇 用管理改 善等事業 関係業務 に要する費 用の全部 又は一部 に
相 当する金 額を交付す ることが できる。

（ 厚生労働 省令への 委任）
第三十 五条 こ の章に定め るもの のほか、短 時間労働 援助セン ターが短 時間労働者 雇用管理 改善等事 業関係業 務を行う場 合にお ける短時 間労働援助 セン
ターの財 務及び会計 に関し 必要な事項 は、厚生 労働省令 で定める 。

（役員 の選任及び 解任）
第三 十六条 短時間労 働援助セン ターの役 員の選任 及び解任 は、厚生労 働大臣 の認可を 受けなけれ ば、その 効力を生 じない。
２ 短時 間労働援 助センタ ーの役員 が、この章 の規定 （当該規定 に基づく 命令及び 処分を含 む。）若し くは第二 十九条第 一項の規 定により認 可を受け た
業 務規程に 違反する 行為をし たとき、又 は第二十 七条に規 定する業 務に関し 著しく不 適当な行為 をしたと きは、厚 生労働大 臣は、短時 間労働援 助セン
ターに 対し、そ の役員を 解任すべ きことを命 ずるこ とができ る。

-6-

（役員 及び職員 の公務員 たる性質 ）
第三十七条 給付金業 務に従 事する短 時間労働援 助センタ ーの役員 及び職員 は、刑法（ 明治四十 年法律 第四十五号 ）その他の 罰則の 適用につ いては、法
令に より公務に 従事する 職員と みなす。

（ 報告及び 検査）
第三十八 条 厚生 労働大臣 は、第二十 七条に規 定する 業務の適正 な運営を確 保する ために必 要な限度に おいて、 短時間労 働援助セ ンターに対 し、同条 に
規 定する業 務若しく は資産の状 況に関し 必要な報 告をさせ 、又は所属 の職員 に、短時 間労働援助 センター の事務所 に立ち入 り、業務の 状況若し くは帳
簿、書 類その他 の物件を 検査させる ことがで きる。
前項の 規定による 立入検 査をする 職員は、そ の身分を 示す証明 書を携帯 し、関係者 に提示し なければ ならない 。
第一項の規 定による立 入検査 の権限は 、犯罪捜査 のために 認められ たものと 解釈しては ならない 。
２
３

（ 監督命令）
第三十九 条 厚生 労働大臣 は、この章 の規定を 施行す るために必 要な限度に おいて 、短時間 労働援助セ ンターに 対し、第 二十七条 に規定する 業務に関 し
監 督上必要 な命令を することが できる。

（ 指定の取 消し等）
第四 十条 厚生 労働大臣は 、短時 間労働援 助センター が次の各 号のいず れかに該 当するとき は、第二 十五条第 一項の規 定による 指定（以 下「指定」 とい
う。）を 取り消し、 又は期 間を定め て第二十七 条に規定 する業務 の全部若 しくは一部 の停止を 命ずるこ とができ る。
一 第二十七 条に規定す る業務 を適正か つ確実に実 施するこ とができ ないと認 められると き。
二 指 定に関し不 正の行為 があった とき。
三 この章 の規定又は 当該規定 に基づく 命令若し くは処分に 違反した とき。
四 第 二十六条 第一項の 条件に違反 したとき 。
五 第二十 九条第一 項の規定 により認可 を受けた 業務規 程によらな いで短時 間労働者 雇用管理 改善等事業 関係業務 を行った とき。
厚 生労働大 臣は、前項 の規定 により、指 定を取り 消し、又 は第二十 七条に規定 する業務 の全部若 しくは一 部の停止を 命じた ときは、 その旨を公 示し
なければ ならない。
２

（厚生 労働大臣に よる短時 間労働者 雇用管理 改善等事業 関係業務 の実施）
第四 十一条 厚生労働 大臣は、前 条第一項 の規定に より、指 定を取り消 し、若 しくは短 時間労働者 雇用管理 改善等事 業関係業 務の全部若 しくは一 部の停
止を命 じたとき 、又は短時 間労働援 助センタ ーが短時 間労働者雇 用管理改 善等事 業関係業務 を行うこ とが困難 となった 場合におい て必要が あると認 め
る ときは、 当該短時 間労働者 雇用管理改 善等事業 関係業務 を自ら行 うものと する。
厚 生労働大臣 は、前項 の規定 により短時 間労働者 雇用管理 改善等事 業関係業務 を行うも のとし、 又は同項 の規定によ り行っ ている短 時間労働者 雇用
２
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雑則

管 理改善等 事業関係 業務を行 わないもの とすると きは、あ らかじめ 、その旨 を公示し なければな らない。
３ 厚 生労働大臣 が、第一 項の規 定により短 時間労働 者雇用管 理改善等 事業関係業 務を行う ものとし 、又は同 項の規定に より行 っている 短時間労働 者雇
用管理改善 等事業関 係業務 を行わない ものとする 場合に おける当 該短時間労 働者雇用 管理改善 等事業関 係業務の引 継ぎその 他の必 要な事項は 、厚生労
働省 令で定める 。
第 六章

（ 雇用管理 の改善等 の研究等）
第四十 二条 厚生 労働大臣 は、短時 間労働者 がその有 する能力 を有効に発 揮するこ とができ るように するため、 短時間労 働者の その職域の 拡大に応じ た
雇用管理の 改善等に 関する措 置その他 短時間労働 者の雇 用管理の改 善等に関 し必要な 事項につ いて、調査 、研究及 び資料の 整備に努 めるものと する。

（適用除 外）
第四 十三条 この法律 は、国家公 務員及び 地方公務 員並びに 船員職業安 定法（ 昭和二十三 年法律第 百三十号 ）第六条 第一項に規 定する船 員につい ては、
適用し ない。

（罰則 ）
第 四十四条 次の各号 のいず れかに該当 する者は 、二十万 円以下の 罰金に処す る。
一 第三十一条 の規定に よる報告 をせず、 又は虚偽 の報告を した者
二 第三 十八条第一 項の規 定による 報告をせず 、若しく は虚偽の 報告をし 、又は同項 の規定に よる立入 り若しく は検査を拒 み、妨 げ、若しく は忌避し
た者

第四 十五条 法人の代 表者又は 法人若しく は人の代 理人、使 用人その 他の従業 者が、そ の法人又は 人の業務 に関して 前条の違 反行為をし たときは 、行為
者を罰 するほか 、その法 人又は人に 対しても 、同条の 刑を科す る。

第六 条第一項の 規定に違 反した者 は、十万 円以下の過 料に処す る。

第四十 六条 第 三十条の規 定によ り厚生労働 大臣の認 可を受け なければ ならない場 合におい て、その 認可を受 けなかった ときは 、その違 反行為をし た短
時間労働 援助センタ ーの役 員は、二十 万円以下 の過料に 処する。
第四十七 条
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二 労働基準 法（昭和 二十二 年法律第四 十九号）（ 抄）
（労働 条件の明 示）
第十五条 使用者は、 労働契 約の締結 に際し、労 働者に対 して賃金 、労働時 間その他の 労働条件 を明示 しなければ ならない。 この場 合におい て、賃金及
び労 働時間に関 する事項 その他 の厚生労働 省令で定 める事項 について は、厚生労 働省令で 定める方 法により 明示しなけ ればな らない。
②・③ （略）

三 個別 労働関係 紛争の解 決の促進に 関する法 律（平 成十三年法 律第百十二 号）（ 抄）
（ 当事者に 対する助 言及び指導 ）
第四条 都道府県 労働局長 は、個別 労働関係 紛争（労 働関係調 整法（昭和 二十一年 法律第二 十五号） 第六条に規 定する労 働争議 に当たる紛 争及び特定 独
立行政法人 の労働関 係に関す る法律（ 昭和二十三 年法律 第二百五十 七号）第 二十六条 第一項に 規定する紛 争を除く 。）に関 し、当該 個別労働関 係紛争
の当 事者の双方 又は一方 からそ の解決につ き援助を 求められ た場合に は、当該個 別労働関 係紛争の 当事者に 対し、必要 な助言 又は指導を すること がで
きる。
２ 都道府県 労働局長 は、前項に 規定する 助言又は 指導をす るため必要 がある と認めると きは、広 く産業社 会の実情 に通じ、か つ、労働 問題に関 し専門
的知識 を有する 者の意見を 聴くもの とする。
事業主は 、労働者 が第一項 の援助を求 めたこと を理由 として、当 該労働者 に対して 解雇その 他不利益な 取扱いを してはな らない。
３

（ あっせん の委任）
第五 条 都道府 県労働局長 は、前 条第一項 に規定する 個別労働 関係紛争 （労働者 の募集及び 採用に関 する事項 について の紛争を 除く。） について、 当該
個別労働 関係紛争の 当事者 （以下「 紛争当事者 」という 。）の双 方又は一 方からあっ せんの申 請があっ た場合に おいて当該 個別労 働関係紛争 の解決の
た めに必要が あると認め るとき は、紛争 調整委員会 にあっせ んを行わ せるもの とする。
前条 第三項の 規定は、労 働者が前 項の申請 をした場 合について 準用する 。
２

（委員 会の設置 ）
第 六条 都道 府県労働 局に、 紛争調整委 員会（以下 「委員 会」とい う。）を置 く。
２ （ 略）

（ あっせん）
第十二条 委員会 によるあっ せんは、 委員のう ちから会 長が事件ご とに指名 する三 人のあっせ ん委員に よって行 う。
２ あっせん 委員は、 紛争当事者 間をあっ せんし、 双方の主 張の要点を 確かめ 、実情に 即して事件 が解決さ れるよう に努めな ければなら ない。

第 十三条 あ っせん委 員は、 紛争当事者 から意見を 聴取す るほか、 必要に応じ 、参考人 から意見 を聴取し 、又はこれ らの者か ら意見書 の提出を 求め、事
件の解 決に必要 なあっせ ん案を作 成し、これ を紛争 当事者に 提示するこ とができ る。

-9-

２

前項のあ っせん案 の作成 は、あっせ ん委員の全 員一致 をもって 行うものと する。

第十四条 あっせん委 員は、 紛争当事 者からの申 立てに基 づき必要 があると 認めるとき は、当該 委員会 が置かれる 都道府県労 働局の 管轄区域 内の主要な
労働 者団体又は 事業主団 体が指 名する関係 労働者を 代表する 者又は関 係事業主を 代表する 者から当 該事件に つき意見を 聴くも のとする 。

第十 五条 あ っせん委 員は、あっ せんに係 る紛争に ついて、 あっせんに よって は紛争の 解決の見込 みがない と認める ときは、 あっせんを 打ち切る ことが
できる 。

（時効 の中断）
第十六条 前条の規定 により あっせん が打ち切ら れた場合 において 、当該あ っせんの申 請をした 者がその 旨の通知 を受けた日 から三 十日以内に あっせん
の目 的となった 請求につ いて訴 えを提起し たときは 、時効の 中断に関 しては、あ っせんの 申請の時 に、訴え の提起があ ったも のとみなす 。

（ 資料提供の 要求等）
第十七条 委員会 は、当該 委員会に係 属してい る事件 の解決のた めに必要が あると 認めると きは、関係 行政庁に 対し、資 料の提供 その他必要 な協力を 求
め ることが できる。

（ あっせん 状況の報 告）
第十 八条 委員 会は、都道 府県労 働局長に 対し、厚生 労働省令 で定める ところに より、あっ せんの状 況につい て報告し なければ ならない 。

（ 厚生労働省 令への委任 ）
第十九条 この法 律に定める もののほ か、委員 会及びあ っせんの手 続に関し 必要な 事項は、厚 生労働省 令で定め る。

四 雇用 の分野に おける男 女の均等 な機会及び 待遇の 確保等に 関する法律 （昭和四 十七年法 律第百十 三号）（抄 ）
（ 調停の委 任）
第十八 条 都道 府県労働局 長は、 第十六条に 規定する 紛争（労 働者の募 集及び採用 について の紛争を 除く。） について、 当該紛 争の当事 者（以下「 関係
当事者」 という。） の双方 又は一方か ら調停の 申請があ つた場合 において当 該紛争の 解決のた めに必要 があると認 めるとき は、個 別労働関係 紛争の解
決 の促進に関 する法律第 六条第 一項の紛 争調整委員 会（以下 「委員会 」という 。）に調停 を行わせ るものと する。
（略 ）
２

（調停 ）
第 十九条 前 条第一項 の規定 に基づく調 停（以下こ の節に おいて「 調停」とい う。）は 、三人の 調停委員 が行う。
２ 調 停委員は、 委員会の 委員の うちから、 会長があ らかじめ 指名する 。
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第二十 条 委員会 は、調停 のため 必要がある と認める ときは、 関係当事 者の出頭を 求め、そ の意見を 聴くこと ができる。
２ （略）

委員会は 、調停案 を作成し、 関係当事 者に対 しその受諾 を勧告す ることが できる。

第二十一 条 委員 会は、関係 当事者か らの申立 てに基づ き必要があ ると認め るときは 、当該委 員会が置 かれる都 道府県労働 局の管轄 区域内の 主要な労 働
者 団体又は 事業主団体 が指名す る関係労 働者を代 表する者又 は関係事 業主を代 表する者 から当該事 件につ き意見を聴 くものと する。
第二 十二条

第二十三条 委員会は 、調停 に係る紛 争について 調停によ る解決の 見込みが ないと認め るときは 、調停を 打ち切る ことができ る。
２ 委員会は、 前項の規定 により 調停を打 ち切つたと きは、そ の旨を関 係当事者 に通知しな ければな らない 。

（ 時効の中断 ）
第二十四 条 前条 第一項の 規定により 調停が打 ち切ら れた場合に おいて、当 該調停 の申請を した者が同 条第二項 の通知を 受けた日 から三十日 以内に調 停
の 目的とな つた請求 について訴 えを提起 したとき は、時効 の中断に関 しては 、調停の 申請の時に 、訴えの 提起があ つたもの とみなす。

（ 訴訟手続 の中止）
第二 十五条 第 十八条第一 項に規 定する紛 争のうち民 事上の紛 争である ものにつ いて関係当 事者間に 訴訟が係 属する場 合におい て、次の 各号のいず れか
に掲げる 事由があり 、かつ 、関係当 事者の共同 の申立て があると きは、受 訴裁判所は 、四月以 内の期間 を定めて 訴訟手続を 中止す る旨の決定 をするこ
と ができる。
一 当 該紛争につ いて、関 係当事者 間におい て調停が実 施されて いること 。
二 前号に 規定する場 合のほか 、関係当 事者間に 調停によつ て当該紛 争の解 決を図る旨 の合意があ ること 。
受訴 裁判所は 、いつで も前項の 決定を取り 消すこ とができ る。
第一項の 申立てを 却下す る決定及び 前項の規定 により 第一項の 決定を取り 消す決定 に対して は、不服 を申し立て ることが できな い。
２
３

第二十六 条 委員会 は、当該 委員会に 係属して いる事件の 解決のた めに必要 があると 認めるとき は、関 係行政庁に 対し、資 料の提供 その他必 要な協力を
求 めることが できる。

五 船員職業 安定法（ 昭和二十三 年法律第 百三十号 ）（抄）
（定義 ）
第 六条 この 法律で「 船員」 とは、船員 法（昭和二 十二年 法律第百 号）による 船員及び 同法によ る船員で ない者で日 本船舶以 外の船舶 に乗り組 むものを
いう。
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六 社 会保険労務 士法（昭 和四十 三年法律第 八十九号 ）（抄）
（社会保険 労務士の 業務）
第二 条 社会保 険労務士 は、次の 各号に掲 げる事務を 行うこと を業とす る。
一～一の 三 （略 ）
一 の四 個 別労働関係 紛争の解 決の促進 に関する 法律（平成 十三年法 律第百十 二号）第 六条第一項 の紛争 調整委員会 における 同法第五 条第一項 のあつ
せんの手 続並びに 障害者の 雇用の促進 等に関す る法律 （昭和三十 五年法律 第百二十 三号）第 七十四条の 七第一項 、雇用の 分野にお ける男女の 均等な
機会 及び待遇 の確保等 に関する 法律（昭和 四十七 年法律第 百十三号） 第十八条 第一項、 育児休業 、介護休業 等育児又 は家族 介護を行う 労働者の福 祉
に関す る法律（平 成三年 法律第七十 六号）第 五十二条 の五第一 項及び短時 間労働者 の雇用管 理の改善 等に関する 法律（平 成五年 法律第七十 六号）第
二十二条第 一項の調停 の手続 について 、紛争の当 事者を代 理するこ と。
一の 五～三 （ 略）
２～４ （略）
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