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一

○労働基準法等の一部を改正する法律案

正

新旧対照条文

案

労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）（抄）

改

（略）

現

（傍線部分は改正部分）

行

（略）

第十二条
②

前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期

（略）

（略）

③

第十二条
②
前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期

間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前

③
間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前

（略）

二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一～三

二項の期間及び賃金の総額から控除する。
（略）

に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条第一号に規定

する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業（同法第六十

に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条第一号に規定

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

する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業（同法第六十

一条第三項（同条第六項において準用する場合を含む。）に規

四

一条第三項（同条第六項において準用する場合を含む。）に規

定する介護をするための休業を含む。第三十九条第八項におい

（略）

（略）

定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項におい
五

て同じ。）をした期間

（略）
（略）

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業

（契約期間等）

④～⑧

て同じ。）をした期間

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

一～三
四

五
④～⑧
（契約期間等）

第十四条

の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年（次の各号のい

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業

の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年（次の各号のい

ずれかに該当する労働契約にあつては、五年）を超える期間につ

第十四条

ずれかに該当する労働契約にあつては、五年）を超える期間につ

いて締結してはならない。

専門的な知識、技術又は経験（以下この号において「専門的

知識等」という。）であつて高度のものとして厚生労働大臣が

一

二第一項第一号において「専門的知識等」という。）であつて

定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者（当該高度

専門的な知識、技術又は経験（以下この号及び第四十一条の

いて締結してはならない。
一

高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的
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二

の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。）との間に

（略）

（略）

知識等を有する労働者（当該高度の専門的知識等を必要とする
二
②・③

締結される労働契約

（略）
（略）

行政官庁に届け出なければならない。

使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を

第三十二条の二
②

（略）

業務に就く者に限る。）との間に締結される労働契約
②・③
（略）

使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を

第三十二条の二
②
行政官庁に届け出なければならない。

半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を

者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過

数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働

委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半

り、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に

を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた

過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項

働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の

半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労

ゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過

り、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に

使用者は、就業規則その他これに準ずるものによ

定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期

期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働

第三十二条の三

間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時

時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週

使用者は、就業規則その他これに準ずるものによ

間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間

間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時

清算期間（その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三

こととされる労働者の範囲

この条の規定による労働時間により労働させることができる

において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間

一

間を超えて、労働させることができる。

この項の規定による労働時間により労働させることができる
こととされる労働者の範囲

二

十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる

清算期間（その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三
十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる

期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号におい
清算期間における総労働時間

期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。以下この条
三

て同じ。）

清算期間における総労働時間

その他厚生労働省令で定める事項

及び次条において同じ。）
三

四

（新設）

その他厚生労働省令で定める事項
清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定

四

二

一

を超えて、労働させることができる。

第三十二条の三

②

の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超え
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③

④

ない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をそ
の開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間（最後に一箇月未満
の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。）
ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を
超えない」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。
一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定に
より労働させる場合における同項の規定の適用については、同項
各号列記以外の部分（前項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。）中「第三十二条第一項の労働時間」とあるのは「第三
十二条第一項の労働時間（当該事業場の労働者の過半数で組織す
る労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表
する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当
該清算期間における所定労働日数に同条第二項の労働時間を乗じ
て得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数
を七で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間）」と、
「同項」とあるのは「同条第一項」とする。
前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定に
ついて準用する。ただし、清算期間が一箇月以内のものであると

使用者が、清算期間が一箇月を超えるもので

きは、この限りでない。
第三十二条の三の二

あるときの当該清算期間中の前条第一項の規定により労働させた
期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期
間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におい
ては、その超えた時間（第三十三条又は第三十六条第一項の規定
により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。）の労働につ
いては、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければ
ならない。

（新設）

（新設）

（新設）
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（時間外及び休日の労働）

（時間外及び休日の労働）

条の休日（以下この項において「休日」という。）に関する規定

の労働時間（以下この条において「労働時間」という。）又は前

おいては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条

る者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合に

組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表す

労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で

にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長

条の休日（以下この項において「休日」という。）に関する規定

の労働時間（以下この条において「労働時間」という。）又は前

おいては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条

る者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合に

組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表す

労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する

にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長

し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その

第三十六条

し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その

他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する

他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長

は、一日について二時間を超えてはならない。

項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に

係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、

項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に

厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前

係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、

時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることがで

②

福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めるこ

きる。

厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前

とができる。
代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当

該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなけれ

代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当

第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を

該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなけれ

ばならない。

第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を

ばならない。

行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者

及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助

行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者
及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助

（新設）

言及び指導を行うことができる。

前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保

働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段

業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労

第三十八条の三
一

（略）

言及び指導を行うことができる。

④

③

は、一日について二時間を超えてはならない。

第三十六条

②

③

④

⑤

されるよう特に配慮しなければならない。
（略）

業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労

第三十八条の三
一

働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及
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②

業務のうち、労働者に就かせることとする業務（以下この条に

的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める

及び次条第一項第一号において同じ。）等に関し使用者が具体

び時間配分の決定（始業及び終業の時刻の決定を含む。第三号

という。）

に就かせることとする業務（以下この条において「対象業務」

が困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者

及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすること

（略）
三

二

対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対

（略）

おいて「対象業務」という。）
二
対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対

（略）

象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしない

（略）

四～六

象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしない
（略）

こと。

三

②

こと。
四～六
（略）

よる議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者

事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数に

労働者を代表する者を構成員とするものに限る。）が設置された

意見を述べることを目的とする委員会（使用者及び当該事業場の

条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について

が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届

よる議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者

事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数に

労働者を代表する者を構成員とするものに限る。）が設置された

意見を述べることを目的とする委員会（使用者及び当該事業場の

条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について

賃金、労働時間その他の当該事業場における労働

が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届

け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働

第三十八条の四

け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働

者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、

賃金、労働時間その他の当該事業場における労働

者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、

当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲

第三十八条の四

当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲

げる時間労働したものとみなす。

析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するに

事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分

を適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に

はその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある

一

委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の

ため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用

次に掲げるいずれかの業務であつて、当該業務の性質上これ

げる時間労働したものとみなす。
一

決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務（

て「対象業務」という。）

者が具体的な指示をしないこととする業務（以下この条におい
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び

以下この条において「対象業務」という。）
イ
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②

③

④

⑤

ロ

ハ

分析の業務（ロに掲げる業務を除く。）
事業の運営に関する事項について繰り返し、企画、立案、
調査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活用し、当該事
項の実施を管理するとともにその実施状況の評価を行う業務
法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画
、立案、調査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活用し
た商品の販売又は役務の提供に係る当該顧客との契約の締結
の勧誘又は締結を行う業務
（略）

二・三

（略）

対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労

働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確

四

働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確

保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講

対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労

二・三
四
保するための措置であつて、当該労働者に対する有給休暇（次

（略）

（略）

前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない
一～三

。

五～七

ずること。

②

条の規定による有給休暇を除く。第四十一条の二第一項第五号
において同じ。）の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省
令で定めるものを当該決議で定めるところにより使用者が講ず
ること。
（略）

（略）

前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない

五～七
。
一～三

の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各

厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件

の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各

号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針

③

号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針

を定め、これを公表するものとする。

厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件

を定め、これを公表するものとする。

第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定め

るところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状

④

るところにより、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官

況を行政官庁に報告しなければならない。

第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定め
庁に報告しなければならない。

第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による

議決により第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条

⑤

議決により第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項（同条

の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二

第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による
第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
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該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第四項中

働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当

中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労

、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第三項

あるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と

又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」と

三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、

び第九項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第

第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及

十四条第二項ただし書、第三十六条第二項、第三十七条第三項、

十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三

き、以下「決議」という。）」と、第三十二条の三第一項、第三

十八条の四第一項に規定する委員会の決議（第百六条第一項を除

第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三

条第四項、第六項及び第九項ただし書の規定の適用については、

第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次

三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、

三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項から第三項まで、第

について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項、第

項並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する事項

条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一

、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六

以下この項において同じ。）、第三十二条の四第一項及び第二項

する。

くは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と

第四項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若し

と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条

しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」

条第三項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若

場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同

場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た

を得て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た

」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意

第六項及び第七項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議

第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、

項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項、第三十七条

三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一

六条第一項を除き、以下「決議」という。）」と、第三十二条の

定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議（第百

用については、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協

第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書の規定の適

、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条

第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書

十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から

だし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三

の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項た

項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続

（年次有給休暇）

「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働
者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。
（年次有給休暇）

第三十九条

勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続

勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又

は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

第三十九条

は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
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②

③

前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した

箇月経過日」という。）から起算した継続勤務年数一年ごとに、

入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日（以下「六

継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した

前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した

箇月経過日」という。）から起算した継続勤務年数一年ごとに、

入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日（以下「六

使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇

継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した

有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を

②

有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を

六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間（最後に一年未満の

使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇

六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間（最後に一年未満の

労働日

期間を生じたときは、当該期間）の初日の前日の属する期間にお

六箇月経過日から起算した継続勤務年数

一労働日

期間を生じたときは、当該期間）の初日の前日の属する期間にお

労働日

一年

二労働日

いて出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当

六箇月経過日から起算した継続勤務年数
一労働日

二年

四労働日

いて出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当

一年

二労働日

三年

六労働日

該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない

二年

四労働日

四年

八労働日

該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない

三年

六労働日

五年

十労働日

。

四年

八労働日

六年以上

。

五年

十労働日

令で定める日数（第一号において「通常の労働者の週所定労働日

準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省

項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基

める時間以上の者を除く。）の有給休暇の日数については、前二

数」という。）と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間

令で定める日数（第一号において「通常の労働者の週所定労働日

準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省

項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基

める時間以上の者を除く。）の有給休暇の日数については、前二

次に掲げる労働者（一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定

六年以上

③

数」という。）と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間

当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定

次に掲げる労働者（一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定

当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定

一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比

める日数とする。
一

し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の

週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者

し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の
二

労働者
週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者

労働者

一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比

める日数とする。
一

二
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④

⑤

⑥

働省令で定める日数以下の労働者

労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労

定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする

については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で

働省令で定める日数以下の労働者

労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労

定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする

については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で

より、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労

がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に

があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合

働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求し

より、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労

がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に

があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合

働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求し

たときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲

④

たときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲

げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合

げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定

めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができ

その他厚生労働省令で定める事項

の日数（五日以内に限る。）

時間を単位として与えることができることとされる有給休暇

る労働者の範囲

時間を単位として有給休暇を与えることができることとされ

めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができ

三

二

一

る。

その他厚生労働省令で定める事項

の日数（五日以内に限る。）

時間を単位として与えることができることとされる有給休暇

る労働者の範囲

時間を単位として有給休暇を与えることができることとされ

る。
一
二
三

季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時

季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇

を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の

⑤

を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の

時季にこれを与えることができる。

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時

時季にこれを与えることができる。

休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定によ

書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給

労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との

がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する

る有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規

休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定によ

書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給

労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との

がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合

る有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規

定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる

⑥

定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる

。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合

。
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⑦

⑧

⑨

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇（これ
らの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が
十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次
項において同じ。）の日数のうち五日については、基準日（継続
勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間（最
後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間）の初日をいう。
以下この項において同じ。）から一年以内の期間に、労働者ごと
にその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、
第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係
る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令
で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることによ
り与えなければならない。
前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一
項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては
、当該与えた有給休暇の日数（当該日数が五日を超える場合には
、五日とする。）分については、時季を定めることにより与える
ことを要しない。

（新設）

その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法（大正十

いては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、

の労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合にお

に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはそ

定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場

はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算

金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又

の他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃

又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則そ

一年法律第七十号）第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三

その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法（大正十

いては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、

の労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合にお

に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはそ

定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場

はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算

金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又

の他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃

又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則そ

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間

一年法律第七十号）第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三

十分の一に相当する金額（その金額に、五円未満の端数があると

⑦

十分の一に相当する金額（その金額に、五円未満の端数があると

きは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間

きは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、
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⑩

定めたときは、これによらなければならない。

て厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を

これを十円に切り上げるものとする。）又は当該金額を基準とし

定めたときは、これによらなければならない。

て厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を

これを十円に切り上げるものとする。）又は当該金額を基準とし

た期間及び育児休業、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第二条第一号に規定する育児休業又は同条第

た期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業し

の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第

二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六

⑧

二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六

十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業し

十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定

の適用については、これを出勤したものとみなす。

（略）

の適用については、これを出勤したものとみなす。

（新設）

第四十一条

（労働時間等に関する規定の適用除外）

賃金、労働時間その他の当該事業場における労働

（略）

（労働時間等に関する規定の適用除外）
第四十一条
第四十一条の二

条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について
意見を述べることを目的とする委員会（使用者及び当該事業場の
労働者を代表する者を構成員とするものに限る。）が設置された
事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数に
よる議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者
が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届
け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働
者（以下この項において「対象労働者」という。）であつて書面
その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを
当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、この
章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規
定は、対象労働者については適用しない。ただし、第三号又は第
四号に規定する措置を使用者が講じていない場合は、この限りで
高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と

ない。
一

従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるもの
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二

三

四

として厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせるこ
ととする業務（以下この項において「対象業務」という。）
この項の規定により労働する期間において次のいずれにも該

労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の

よる合意に基づき職務が明確に定められていること。

使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法に

当する労働者であつて、対象業務に就かせようとするものの範
囲
イ
ロ
額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給
与額（厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎
月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定
めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額
をいう。）の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働
省令で定める額以上であること。
対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該
対象労働者が事業場内にいた時間（この項の委員会が厚生労働
省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは
、当該決議に係る時間を除いた時間）と事業場外において労働
した時間との合計の時間（次号ロ及び第五号において「健康管
理時間」という。）を把握する措置（厚生労働省令で定める方
法に限る。）を当該決議で定めるところにより使用者が講ずる
こと。
対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当
する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定
労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに厚生労

めるところにより使用者が講ずること。
イ

働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ
、第三十七条第四項に規定する時刻の間において労働させる
回数を一箇月について厚生労働省令で定める回数以内とする
こと。
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②

③

五

六
七
八

ロ
ハ

健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労
働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の
休日を確保すること。
対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じ

た当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつ
て、当該対象労働者に対する有給休暇の付与、健康診断の実施
その他の厚生労働省令で定めるものを当該決議で定めるところ
により使用者が講ずること。
対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措
置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
使用者は、この項の規定による同意をしなかつた対象労働者
に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
前項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定める
ところにより、同項第四号及び第五号に規定する措置の実施状況
を行政官庁に報告しなければならない。
第三十八条の四第二項、第三項及び第五項の規定は、第一項の
委員会について準用する。
（労働時間及び休日）
第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、

第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条及

（労働時間及び休日）
第六十条

び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを

第六十条

第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者に

（略）

使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業

（法令等の周知義務）

②・③

適用しない。

（略）

ついては、これを適用しない。
②・③

（法令等の周知義務）

第百六条

規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条

使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業

規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条

の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二

第百六条

の二第一項、第三十二条の三第一項（同条第二項及び第三項の規
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②

第四十一条の二第三項の規定により準用する場合を含む。）並び

だし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項（

十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項た

十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三

一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三

定により読み替えて適用する場合を含む。）、第三十二条の四第

書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて

、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、

る協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を

項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定す

第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一

条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、

（付加金の支払）

（略）

、労働者に周知させなければならない。

②

に第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見や
すい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することそ
の他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させな
ければならない。
（略）
（付加金の支払）

の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金

裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条

の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金

を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これら

第百十四条

を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これら

の規定により使用者が支払わなければならない金額についての未

裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条

の規定により使用者が支払わなければならない金額についての未

払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる

第百十四条

払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる

。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなけれ

次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲

。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなけれ

第百十九条

ばならない。

次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲

ばならない。
第百十九条

役又は三十万円以下の罰金に処する。

七条、第三十九条（第七項を除く。）、第六十一条、第六十二

第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十

一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、

から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条

七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三

第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十

一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、

第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第

条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十

まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条

一

五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条

又は第百四条第二項の規定に違反した者

第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第

役又は三十万円以下の罰金に処する。
一

第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
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第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の

二

第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の

第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者

二
三

第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令（第六十二条

三第一項の規定による命令に違反した者

第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四

三第一項の規定による命令に違反した者
三
第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令（第六十二条

第百二十条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に

又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。）に違反した者

四

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に

又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。）に違反した者
第百二十条

処する。

て準用する場合を含む。）、第三十九条第七項、第五十七条か

だし書、第三十八条の二第三項（第三十八条の三第二項におい

場合を含む。）、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項た

十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する

条まで、第三十二条の二第二項（第三十二条の三第四項、第三

、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七

、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一

）、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条

第三項（第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。

二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二

三十二条の五第三項において準用する場合を含む。）、第三十

条まで、第三十二条の二第二項（第三十二条の四第四項及び第

、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七

第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項

ら第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第

項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条（第百条

一

九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項

第三項において準用する場合を含む。）又は第百六条から第百

令に違反した者

第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命

規定に係る部分に限る。）に違反した者

第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令（第十四条の

、第九十六条の二第一項、第百五条（第百条第三項において準

二

九条までの規定に違反した者

違反した者
第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令（第十四条の
規定に係る部分に限る。）に違反した者
第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命
令に違反した者

規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定

第百一条（第百条第三項において準用する場合を含む。）の

規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定

する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問

四

する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問

に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提

第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告

に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提
五

出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告

出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

第百一条（第百条第三項において準用する場合を含む。）の

三

用する場合を含む。）又は第百六条から第百九条までの規定に

第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項

処する。
一

二
三
四

五
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をし、又は出頭しなかつた者
（削除）

中小事業主（その資本金の額又は出資の総額が三億

をし、又は出頭しなかつた者
第百三十八条

円（小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については

五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円）

以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人（小

売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサ

ービス業を主たる事業とする事業主については百人）以下である

事業主をいう。）の事業については、当分の間、第三十七条第一

項ただし書の規定は、適用しない。
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二

正

案

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）（抄）

改
（健康診断実施後の措置）

現
（健康診断実施後の措置）

（傍線部分は改正部分）

行

、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の

深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施

情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、

意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実

衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員

、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の

深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施

情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、

意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実

事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の

衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員

会（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成四年法律

第六十六条の五

会（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成四年法律

第九十号）第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会を

事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の

第九十号）第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。

いう。以下同じ。）への報告その他の適切な措置を講じなければ

第六十六条の五

以下同じ。）への報告その他の適切な措置を講じなければならな

（略）
（面接指導等）

２・３

ならない。
（略）

い。
２・３
（面接指導等）
働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当す

る労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師によ

働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当す

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労

る労働者（次条第一項に規定する者を除く。以下この条において

る面接指導（問診その他の方法により心身の状況を把握し、これ

第六十六条の八

同じ。）に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師によ

に応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。）

事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労

る面接指導（問診その他の方法により心身の状況を把握し、これ

を行わなければならない。

を行わなければならない。

ればならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を

労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなけ

ればならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を

受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規

労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなけ
受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規

定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明す

２

に応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。）

第六十六条の八

２

定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明す
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３

４

５

る書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

る書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前

項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければ

３

項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければ
ならない。

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前
ならない。

結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置に

事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の

結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置に

ついて、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴か

４

ついて、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴か

なければならない。

事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の

なければならない。
あると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、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の措

あると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の

事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要が

変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措

置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生

５

置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生

委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措

事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要が

委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措

置を講じなければならない。
（新設）

第六十六条の九

う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについ

事業者は、前条第一項の規定により面接指導を行

置を講じなければならない。
事業者は、労働基準法第四十一条の二第一項

前条第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者

指導を行わなければならない。

のに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接

者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるも

第三号に規定する健康管理時間をいう。以下同じ。）が当該労働

の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間（同項

第六十六条の八の二

２

について準用する。この場合において、同条第五項中「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」
とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇（労働基準法第三十九
条の規定による有給休暇を除く。）の付与、健康管理時間が短縮

事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項

されるための配慮等」と読み替えるものとする。
第六十六条の九

の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康へ
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（健康診断等に関する秘密の保持）

より、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

の配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところに

（健康診断等に関する秘密の保持）

ように努めなければならない。

ては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずる

第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項

までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項の規定による

第百四条

までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項及び第六十六

面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三

第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項

条の八の二第一項の規定による面接指導、第六十六条の十第一項

項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施

第百四条

の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の

に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。

第百二十条

事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の

漏らしてはならない。
第百二十条

罰金に処する。

第二項、第五十七条の三第一項、第五十九条第一項（同条第二

条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは

ら第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四

項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項か

る場合を含む。）、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四

、第二十五条の二第二項（第三十条の三第五項において準用す

二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項

第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の

項において準用する場合を含む。）、第六十一条第二項、第六

第二項、第五十七条の三第一項、第五十九条第一項（同条第二

条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは

ら第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四

項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項か

る場合を含む。）、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四

、第二十五条の二第二項（第三十条の三第五項において準用す

二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項

第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の

第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条

項において準用する場合を含む。）、第六十一条第二項、第六

十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の

一

十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の

六、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第

第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条

罰金に処する。
一

六、第六十六条の八の二第一項、第八十七条第六項、第八十八

（略）

百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
二～六

条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項
（略）

の規定に違反した者
二～六
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三

改

正

案

第三章

（略）

（略）

現

第七条）

（傍線部分は改正部分）

行

労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等（第六条・

第一章・第二章

目次

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成四年法律第九十号）（抄）

目次
（略）

労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等（第六条―

第一章・第二章
第三章
第七条の二）

第四章
附則

（略）

附則

（定義）

第四章

（定義）

この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休

日及び年次有給休暇（労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号

第一条の二

日及び年次有給休暇（労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号

）第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを

この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休

）第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを

いう。以下同じ。）その他の休暇をいう。

数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業ま

を定めることをいう。

数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項

この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日

での時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。

（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

２

（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

例等）

この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日

いう。以下同じ。）その他の休暇をいう。

第一条の二

２

例）

設定改善委員会」という。）が設置されている場合において、労

に掲げる要件に適合するもの（以下この条において「労働時間等

働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による

設定改善委員会」という。）が設置されている場合において、労

に掲げる要件に適合するもの（以下この条において「労働時間等

前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次

働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による

議決により労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の三、

第七条

議決により労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の三第

第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三

前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次

一項（同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場

十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、

第七条

合を含む。以下この条において同じ。）、第三十二条の四第一項
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をする委員を含む。次項において同じ。）」と、「当該協定」と

三十六条第三項中「代表する者」とあるのは「代表する者（決議

二項中「同意」とあるのは「同意（決議を含む。）」と、同法第

条の三第二項を除き、以下同じ。）」と、同法第三十二条の四第

十六条第三項及び第四項、第三十八条の二第三項並びに第三十八

三第四項、第三十二条の四第四項、第三十二条の五第三項、第三

第三項において「決議」という。）を含む。次項、第三十二条の

等設定改善委員会の決議（第三十二条の四第二項及び第三十六条

間等の設定の改善に関する特別措置法第七条に規定する労働時間

準法第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定（労働時

定する使用者をいう。次条において同じ。）については、労働基

等設定改善委員会に係る事業場の使用者（労働基準法第十条に規

）に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間

を含む。以下この条において「労働時間に関する規定」という。

者派遣法第四十四条第五項の規定により読み替えて適用する場合

八条の二第二項及び第三十八条の三第一項の規定にあっては労働

二項の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第三十

。以下この条において「労働者派遣法」という。）第四十四条第

び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号

条第一項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及

条の三第一項、第三十二条の四第一項及び第二項並びに第三十六

定（これらの規定のうち、同法第三十二条の二第一項、第三十二

、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項及び第六項の規

、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項

及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書

十二条の四第三項及び第三十六条第二項から第四項までの規定を

当該決議を含む。）」として、労働時間に関する規定（同法第三

項において同じ。）」と、「当該協定」とあるのは「当該協定（

表する者」とあるのは「代表する者（決議をする委員を含む。次

のは「同意（決議を含む。）」と、同法第三十六条第三項中「代

以下同じ。）」と、同法第三十二条の四第二項中「同意」とある

項、第三十八条の二第三項並びに第三十八条の三第二項を除き、

の四第四項、第三十二条の五第三項、第三十六条第三項及び第四

条第三項において「決議」という。）を含む。次項、第三十二条

間等設定改善委員会の決議（第三十二条の四第二項及び第三十六

の設定の改善に関する特別措置法第七条第一項に規定する労働時

第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定（労働時間等

準法第十条に規定する使用者をいう。）については、労働基準法

、当該労働時間等設定改善委員会に係る事業場の使用者（労働基

規定」という。）に規定する事項について決議が行われたときは

て適用する場合を含む。以下この項において「労働時間に関する

にあっては労働者派遣法第四十四条第五項の規定により読み替え

働基準法第三十八条の二第二項及び第三十八条の三第一項の規定

）第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を、労

法律第八十八号。以下この項において「労働者派遣法」という。

な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年

並びに第三十六条第一項の規定にあっては労働者派遣事業の適正

の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項

第四項及び第六項の規定（これらの規定のうち、同法第三十二条

第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条

（略）

含む。）及び同法第百六条第一項の規定を適用する。

一～三

あるのは「当該協定（当該決議を含む。）」として、労働時間に
関する規定（同法第三十二条の四第三項及び第三十六条第二項か
ら第四項までの規定を含む。）及び同法第百六条第一項の規定を
（略）

適用する。
一～三
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（削除）

事業主は、事業場ごとに、当該事業場における労働時

（労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る労働基準法の適用
の特例）
第七条の二

間等の設定の改善に関する事項について、労働者の過半数で組織
する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半
数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代
表する者との書面による協定により、第六条に規定する委員会の
うち全部の事業場を通じて一の委員会であって次に掲げる要件に
適合するもの（以下この条において「労働時間等設定改善企業委

２

労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場において

、事業主が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合

がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する

労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との

書面による協定により、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五

十七号）第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会（同

法第十九条第一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。）であって次に掲げる要件に適合するものに、当該

事業場における労働時間等の設定の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ときは、当

該衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなして、前項の規

前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

ろにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。

当該衛生委員会の議事について、厚生労働省令で定めるとこ

ること。

ては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されてい

働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合におい

働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労

当該衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に、労

定を適用する。
一

二
三

（新設）
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員会」という。）に調査審議させ、事業主に対して意見を述べさ
せることを定めた場合であって、労働時間等設定改善企業委員会
でその委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法第
三十七条第三項並びに第三十九条第四項及び第六項に規定する事
項について決議が行われたときは、当該協定に係る事業場の使用
者については、同法第三十七条第三項中「協定」とあるのは、「
協定（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条の二に
規定する労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む。第三十九
条第四項及び第六項並びに第百六条第一項において同じ。）」と
して、同項並びに同法第三十九条第四項及び第六項並びに第百六

前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

存されていること。

労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保

当該全部の事業場を通じて一の委員会の議事について、厚生

表する者の推薦に基づき指名されていること。

織する労働組合がない場合においては当該労働者の過半数を代

がある場合においてはその労働組合、当該労働者の過半数で組

は、当該事業主の雇用する労働者の過半数で組織する労働組合

当該全部の事業場を通じて一の委員会の委員の半数について

条第一項の規定を適用する。
一

二

三
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四

正

案

地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）（抄）

改

（略）

（他の法律の適用除外等）
第五十八条

現

（略）

（他の法律の適用除外等）
第五十八条

（傍線部分は改正部分）

行

定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定

第百条まで、第百二条及び第百八条中勤務条件に関する部分の規

条中勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九条から

）第六条中労働基準法第二条に関する部分、第三十条、第三十七

八の二及び第九十二条の規定、船員法（昭和二十二年法律第百号

十三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第六十六条の

条第六項から第八項まで、第四十一条の二、第七十五条から第九

第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九

一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二

適用しない。ただし、労働基準法第百二条の規定、労働安全衛生

の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して

分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条

条から第百条まで、第百二条及び第百八条中勤務条件に関する部

三十七条中勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九

第百号）第六条中労働基準法第二条に関する部分、第三十条、第

、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法（昭和二十二年法律

条第六項、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定

第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九

一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二

（略）

並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用し

法第九十二条の規定、船員法第三十七条及び第百八条中勤務条件

２

ない。ただし、労働基準法第百二条の規定、労働安全衛生法第九

に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律

（略）

十二条の規定、船員法第三十七条及び第百八条中勤務条件に関す

第六十二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地

２

る部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十

方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び

労働基準法第二条、第十四条第二項及び第三項、第二十四条第

二条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共

第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法

３

団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三

第七十五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十

労働基準法第二条、第十四条第二項及び第三項、第二十四条第

号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十

六条までの規定は、地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第

３

五条から第八十八条まで及び船員法第八十九条から第九十六条ま

百二十一号）第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適

（略）

での規定は、地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十

４・５

用する。
（略）

一号）第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適用する
。
４・５
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五

正

案

第四十四条

（略）

（労働基準法の適用に関する特例）

現

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）（抄）

改
（労働基準法の適用に関する特例）
（略）

（傍線部分は改正部分）

行

ることができるもの」と、「当該事業場の」とあるのは「派遣元

者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させ

当該労働者に係る労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働

り」と、「とした労働者」とあるのは「とした労働者であつて、

るのは「派遣元の使用者が就業規則その他これに準ずるものによ

の三第一項中「就業規則その他これに準ずるものにより、」とあ

元の事業をいう。以下同じ。）の事業場に」と、同法第三十二条

使用者」という。）が、当該派遣元の事業（同項に規定する派遣

四十四条第三項に規定する派遣元の使用者（以下単に「派遣元の

働者の保護等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第

に」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

。この場合において、同法第三十二条の二第一項中「当該事業場

令の規定（これらの規定に係る罰則の規定を含む。）を適用する

条から第六十八条までの規定並びに当該規定に基づいて発する命

第六十三条まで、第六十四条の二、第六十四条の三及び第六十六

まで、第三十六条第一項、第四十条、第四十一条、第六十条から

三十二条の四第一項から第三項まで、第三十三条から第三十五条

第三十二条、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第

派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第七条、

当該派遣元の事業の事業場の」と、同法第三十二条の四第一項及

るもの」と、「当該事業場の」とあるのは「派遣元の使用者が、

基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができ

係る労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約に

した労働者」とあるのは「とした労働者であつて、当該労働者に

元の使用者が就業規則その他これに準ずるものにより」と、「と

「就業規則その他これに準ずるものにより、」とあるのは「派遣

業をいう。以下同じ。）の事業場に」と、同法第三十二条の三中

」という。）が、当該派遣元の事業（同項に規定する派遣元の事

条第三項に規定する派遣元の使用者（以下単に「派遣元の使用者

保護等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）第四十四

あるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

場合において、同法第三十二条の二第一項中「当該事業場に」と

定（これらの規定に係る罰則の規定を含む。）を適用する。この

第六十八条までの規定並びに当該規定に基づいて発する命令の規

三条まで、第六十四条の二、第六十四条の三及び第六十六条から

第三十六条第一項、第四十条、第四十一条、第六十条から第六十

条の四第一項から第三項まで、第三十三条から第三十五条まで、

第三十二条、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二

派遣中の労働者を使用する事業とみなして、労働基準法第七条、

派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、

の使用者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、同法第三十二条

び第二項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当

２

の四第一項及び第二項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の

該派遣元の事業の事業場に」と、同法第三十六条第一項中「当該

派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、

第四十四条
２

使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、同法第三十六条第
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遣元の事業の事業場に」と、「これを行政官庁に」とあるのは「

一項中「当該事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派

事業場に」と、「これを行政官庁に」とあるのは「及びこれを行

事業場に」とあるのは「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の

（略）

政官庁に」とする。
３・４

及びこれを行政官庁に」とする。
（略）

場合を含む。）又は同条第三項の規定」と、同法第百六条第一項

る命令の規定（労働者派遣法第四十四条の規定により適用される

る命令」とあるのは「この法律若しくはこの法律に基づいて発す

と、同法第百四条第一項中「この法律又はこの法律に基いて発す

よる第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の罪を含む。）」

より適用される場合を含む。）の違反の罪（同条第四項の規定に

の罪」とあるのは「この法律（労働者派遣法第四十四条の規定に

派遣先の使用者を含む。）」と、同法第百二条中「この法律違反

第百六条第一項及び第百九条中「使用者」とあるのは「使用者（

百一条第一項、第百四条第二項、第百四条の二、第百五条の二、

のは「この法律及び労働者派遣法第四十四条の規定」と、同法第

百条第一項及び第三項並びに第百四条の二中「この法律」とある

ときを含む。）」と、同法第九十九条第一項から第三項まで、第

規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。）が就かせた

二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の第十条に

たとき（派遣先の使用者（労働者派遣法第四十四条第一項又は第

法第三十八条の三第一項中「就かせたとき」とあるのは「就かせ

法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業の事業場）」と、同

。）第二十三条の二に規定する派遣就業にあつては、労働者派遣

法律（昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という

者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する

八条の二第二項中「当該事業場」とあるのは「当該事業場（労働

中「この法律」とあるのは「この法律（労働者派遣法第四十四条

場合を含む。）又は同条第三項の規定」と、同法第百六条第一項

る命令の規定（労働者派遣法第四十四条の規定により適用される

る命令」とあるのは「この法律若しくはこの法律に基づいて発す

と、同法第百四条第一項中「この法律又はこの法律に基いて発す

よる第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の罪を含む。）」

より適用される場合を含む。）の違反の罪（同条第四項の規定に

の罪」とあるのは「この法律（労働者派遣法第四十四条の規定に

派遣先の使用者を含む。）」と、同法第百二条中「この法律違反

第百六条第一項及び第百九条中「使用者」とあるのは「使用者（

百一条第一項、第百四条第二項、第百四条の二、第百五条の二、

のは「この法律及び労働者派遣法第四十四条の規定」と、同法第

百条第一項及び第三項並びに第百四条の二中「この法律」とある

ときを含む。）」と、同法第九十九条第一項から第三項まで、第

規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。）が就かせた

二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の第十条に

たとき（派遣先の使用者（労働者派遣法第四十四条第一項又は第

法第三十八条の三第一項中「就かせたとき」とあるのは「就かせ

法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業の事業場）」と、同

。）第二十三条の二に規定する派遣就業にあつては、労働者派遣

法律（昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という

者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する

八条の二第二項中「当該事業場」とあるのは「当該事業場（労働

前各項の規定による労働基準法の特例については、同法第三十

中「この法律」とあるのは「この法律（労働者派遣法第四十四条

の規定を含む。以下この項において同じ。）」と、「協定並びに

５

の規定を含む。以下この項において同じ。）」と、「協定並びに

第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議」とあるのは「

前各項の規定による労働基準法の特例については、同法第三十

３・４
５

第三十八条の四第一項及び第五項（第四十一条の二第三項の規定
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６

法第百十二条中「この法律及びこの法律に基いて発する命令」と

者にあつては、この法律及びこれに基づく命令の要旨）」と、同

。）並びに第四十一条の二第一項に規定する決議（派遣先の使用

第五項（第四十一条の二第三項の規定により準用する場合を含む

定する決議」とあるのは「協定並びに第三十八条の四第一項及び

により準用する場合を含む。）並びに第四十一条の二第一項に規

を含む。）並びに同条第三項の規定」として、これらの規定（こ

令の規定（労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合

る命令」とあるのは「この法律及びこの法律に基づいて発する命

）」と、同法第百十二条中「この法律及びこの法律に基いて発す

遣先の使用者にあつては、この法律及びこれに基づく命令の要旨

協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議（派

（略）

れらの規定に係る罰則の規定を含む。）を適用する。

６

あるのは「この法律及びこの法律に基づいて発する命令の規定（
労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。）
並びに同条第三項の規定」として、これらの規定（これらの規定
に係る罰則の規定を含む。）を適用する。
（略）

- 28 -

六

正

案

第二十三条

（略）

（所定労働時間の短縮措置等）

現

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）（抄）

改
（所定労働時間の短縮措置等）
（略）

（傍線部分は改正部分）

行

置又は労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させる

により、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措

するときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところ

養育するものについて所定労働時間の短縮措置を講じないことと

より同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を

の他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にす

置又は労働基準法第三十二条の三の規定により労働させることそ

により、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措

するときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところ

養育するものについて所定労働時間の短縮措置を講じないことと

より同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を

事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定に

ことその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容

るための措置（第二十四条第一項において「始業時刻変更等の措

２

易にするための措置（第二十四条第一項において「始業時刻変更

（略）

（略）

（船員に関する特例）
第六十条

３

置」という。）を講じなければならない。

（略）

等の措置」という。）を講じなければならない。

事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定に

第二十三条
２

３
（船員に関する特例）
（略）

項、第九条の二第一項、第十一条第二項第一号及び第二号ロ並び

において準用する場合を含む。）、第九条第二項第一号及び第三

する場合を含む。）、第八条第二項及び第三項（第十四条第三項

する場合を含む。）及び第三項、第七条（第十三条において準用

二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用

項、第三項第二号及び第四項、第六条第一項第二号（第十二条第

に第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号及び第四項、

項、第九条の二第一項、第十一条第二項第一号及び第二号ロ並び

において準用する場合を含む。）、第九条第二項第一号及び第三

する場合を含む。）、第八条第二項及び第三項（第十四条第三項

する場合を含む。）及び第三項、第七条（第十三条において準用

二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用

項、第三項第二号及び第四項、第六条第一項第二号（第十二条第

船員等に関しては、第二条第三号から第五号まで、第五条第二

に第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号及び第四項、

第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項

２

第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項

、第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四

船員等に関しては、第二条第三号から第五号まで、第五条第二

第六十条
２

、第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四
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と、第五十六条の二中「第十六条の六第一項、第十六条の八第一

ん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」

一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせ

地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）」と、同項中「第六条第

の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「

五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条

の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の

」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、第五十二条

「国土交通大臣」と、第五十二条の二中「第二章から第八章まで

十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは

制限に関する制度」とあるのは「制度」と、第二十八条及び第五

置」と、同項第三号中「制度、第六章の規定による所定外労働の

の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措

ませること」と、同項及び第二十四条第一項中「始業時刻変更等

労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組

十三条第二項中「労働基準法第三十二条の三第一項の規定により

第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第二

は第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法第八十七条

ない」と、第九条の二第一項中「労働基準法第六十五条第一項又

員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事し

条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船

第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五

より作業に従事しなかった」と、第九条第二項第三号、第十五条

「船員法（昭和二十二年法律第百号）第八十七条第二項の規定に

四十九号）第六十五条第二項の規定により休業した」とあるのは

通省令」と、第五条第二項中「労働基準法（昭和二十二年法律第

、第五十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交

第一項第三号及び第二項、第二十三条、第二十九条、第五十七条

を含む。）並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条

項第一号（これらの規定を第二十条第一項において準用する場合

五十六条の二中「第十六条の六第一項、第十六条の八第一項、第

補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第

紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候

輸局長（運輸監理部長を含む。）」と、同項中「第六条第一項の

一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運

第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第

「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び

るのは「第二章から第五章まで、第八章」と、第五十二条の三中

交通大臣」と、第五十二条の二中「第二章から第八章まで」とあ

から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土

関する制度」とあるのは「制度」と、第二十八条及び第五十五条

、同項第三号中「制度、第六章の規定による所定外労働の制限に

」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と

こと」と、同項及び第二十四条第一項中「始業時刻変更等の措置

せること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませる

十三条第二項中「労働基準法第三十二条の三の規定により労働さ

第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第二

は第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法第八十七条

ない」と、第九条の二第一項中「労働基準法第六十五条第一項又

員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事し

条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船

第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五

より作業に従事しなかった」と、第九条第二項第三号、第十五条

「船員法（昭和二十二年法律第百号）第八十七条第二項の規定に

四十九号）第六十五条第二項の規定により休業した」とあるのは

通省令」と、第五条第二項中「労働基準法（昭和二十二年法律第

、第五十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交

第一項第三号及び第二項、第二十三条、第二十九条、第五十七条

を含む。）並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条

項第一号（これらの規定を第二十条第一項において準用する場合
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３

項」とあるのは「並びに第二十三条」と、「労働政策審議会」と

項」と、「、第二十三条並びに第三十九条第一項第二号及び第二

おいて準用する場合を含む。）」とあるのは「第十六条の五第一

号、第三項及び第四項第一号（これらの規定を第十八条第一項に

八第一項第二号、第三項及び第四項第一号、第十七条第一項第二

六第一項」と、第五十七条中「第十六条の五第一項、第十六条の

用する場合を含む。）、第十八条の二」とあるのは「第十六条の

項、第十六条の九、第十七条第一項（第十八条第一項において準

あるのは「並びに第二十三条」と、「労働政策審議会」とあるの

、「、第二十三条並びに第三十九条第一項第二号及び第二項」と

準用する場合を含む。）」とあるのは「第十六条の五第一項」と

三項及び第四項第一号（これらの規定を第十八条第一項において

項第二号、第三項及び第四項第一号、第十七条第一項第二号、第

項」と、第五十七条中「第十六条の五第一項、第十六条の八第一

場合を含む。）、第十八条の二」とあるのは「第十六条の六第一

十六条の九、第十七条第一項（第十八条第一項において準用する

（略）

は「交通政策審議会」とする。
３

あるのは「交通政策審議会」とする。
（略）
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七

正

案

現

（職員に関する労働基準法等の適用）

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）（抄）

改
（職員に関する労働基準法等の適用）

（傍線部分は改正部分）

行

祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条第一号」とあ

号中「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

十九条第十項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四

るのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項」と

祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条第一号」とあ

号中「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

十九条第八項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四

職員に関する労働基準法第十二条第三項第四号及び第三

るのは「地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第

、同法第三十九条第八項中「育児休業、介護休業等育児又は家族

第二十条

百十号）第二条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休

介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは

職員に関する労働基準法第十二条第三項第四号及び第三

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

（略）

「地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項」とする。

条第十項中「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第二条第一号」とあるのは「地方公務員の
育児休業等に関する法律第二条第一項」と、「同条第二号」とあ
るのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律第二条第二号」とする。
（略）

２

律（平成三年法律第七十六号）第二条第二号」と、同法第三十九

第二十条

２
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八

正

案

独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）（抄）

改

（略）

（職員に係る他の法律の適用除外等）
第五十九条
（略）

現

（職員に係る他の法律の適用除外等）
（略）
（略）

第五十九条
２～４

（傍線部分は改正部分）

行

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」

第二号」と、同法第三十九条第十項中「育児休業、介護休業等育

う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条

二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行

する法律（平成三年法律第百九号）第三条第一項」と、「同条第

六号）第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関

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

、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は

二条第三項第四号及び第三十九条第十項の規定の適用については

とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」

第二号」と、同法第三十九条第八項中「育児休業、介護休業等育

う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条

二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行

する法律（平成三年法律第百九号）第三条第一項」と、「同条第

六号）第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関

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

、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休業等育児又は

二条第三項第四号及び第三十九条第八項の規定の適用については

職員に関する労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第十

とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項

」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又

５

」と、「同条第二号」とあるのは「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第二条第二号」とす
（略）

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とす
６

る。

（略）

る。

職員に関する労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第十

２～４
５

６
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