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女性の職 業生活に おける活 躍の推進に 関する法律 （平成二 十七年法 律第六十 四号）（抄 ）
第 一章・第二 章
第一節
一 般事業主 行動計画（ 第八条― 第十四条）

事業主 行動計画 策定指針 （第七条）

事業主行 動計画等

第二節
特定事業 主行動計 画（第十 五条）

第三章

第三節

女性の職 業生活に おける活躍 を推進す るための支 援措置（ 第十八条 ―第二十五 条）

女 性の職業選 択に資する 情報の公 表（第十 六条・第 十七条）

第四章
雑則 （第二十 六条―第二 十八条）

第 四節
第五 章
罰則（第二 十九条― 第三十四 条）
事業 主行動計 画等
事業主 行動計画策 定指針

内閣 総理大臣、 厚生労働大 臣及び総 務大臣は 、事業主 が女性の職 業生活にお ける活躍 の推進に 関する取 組を総合的 かつ効果的 に実施す るこ

第一節

第三 章

第六章
附則

第七 条

とができ るよう、 基本方針に 即して、 次条第一 項に規定す る一般事 業主行動計 画及び第 十五条第 一項に規定 する特定 事業主行動 計画（次 項におい
（略 ）
一般事 業主行動計 画

て「 事業主行 動計画」 と総称する 。）の策定 に関する 指針（以 下「事業 主行動計画 策定指針」 という。 ）を定め なければ ならない。
２・３
第二 節

（ 一般事業 主行動計画 の策定等）

国 及び地方 公共団体 以外の事 業主（以下 「一般事業 主」とい う。）で あって、 常時雇用す る労働者の 数が三百 人を超え るものは 、事業主行

二

一

実施しよ うとする 女性の職業 生活にお ける活躍 の推進に関 する取組 の内容及び その実施 時期

女性 の職業生 活におけ る活躍の 推進に関す る取組の実 施により 達成しよ うとする 目標

計画期 間

一 般事業主 行動計画 においては、 次に掲げ る事項を 定めるも のとする 。

下同じ。 ）を定め、 厚生労働 省令で定 めるとこ ろにより、 厚生労働大 臣に届け 出なけれ ばならな い。これを 変更したと きも、同 様とする 。

動計 画策定指 針に即し て、一般事 業主行動 計画（一般 事業主が 実施する 女性の職業 生活にお ける活躍の 推進に関 する取組 に関する計 画をいう 。以

第八条

２

三
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３

４
５
６
７
８

第一項に 規定する 一般事業 主は、一般 事業主行動 計画を定 め、又は 変更しよ うとすると きは、厚生 労働省令 で定める ところに より、採用 した労

働者に占 める女性 労働者の 割合、男 女の継続勤 務年数の差 異、労働 時間の状 況、管理 的地位にあ る労働者に 占める女 性労働者 の割合そ の他のその

事 業における 女性の職 業生活にお ける活躍 に関する 状況を把握 し、女性 の職業生活 における 活躍を推 進するため に改善す べき事情に ついて分 析し

た上で、 その結果 を勘案して 、これを 定めなけ ればならな い。この 場合におい て、前項 第二号の 目標につい ては、採 用する労働 者に占め る女性労

働者 の割合、 男女の継 続勤務年数 の差異の縮 小の割合 、労働時 間、管理 的地位にあ る労働者に 占める女 性労働者 の割合そ の他の数値を 用いて定 量
的に定めな ければな らない。

第 一項に規定 する一般事 業主は、 一般事業 主行動計 画を定め、 又は変更し たときは 、厚生労 働省令で 定めるとこ ろにより、 これを労 働者に周 知
さ せるため の措置を講 じなければ ならない 。

第一項 に規定す る一般事 業主は、 一般事業主 行動計画を 定め、又 は変更し たときは 、厚生労働 省令で定め るところ により、 これを公 表しなけれ
ばな らない。

第一項 に規定す る一般事業 主は、一 般事業主 行動計画に 基づく取組 を実施す るととも に、一般 事業主行動 計画に定め られた目 標を達成 するよう
努め なければ ならない。

一般事業 主であっ て、常時 雇用する労 働者の数が 三百人以 下のもの は、事業 主行動計画 策定指針に 即して、 一般事業 主行動計 画を定め、 厚生労

働省令で 定めると ころによ り、厚生 労働大臣に 届け出るよ う努めな ければな らない。 これを変更 したときも 、同様と する。

第三項の 規定は前項 に規定する 一般事業 主が一般 事業主行 動計画を定 め、又は変 更しよう とする場 合につい て、第四項 から第六項 までの規 定は
前項に規 定する一 般事業主が 一般事業 主行動計 画を定め、 又は変更 した場合に ついて、 それぞれ 準用する。

厚生 労働大臣 は、前条 第一項又 は第七項 の規定による 届出をし た一般事 業主から の申請に基 づき、厚生 労働省令 で定める ところに より、当

（基 準に適合 する一般 事業主の認 定）
第九条

該事 業主について 、女性の 職業生活 における 活躍の推 進に関する取 組に関し 、当該取 組の実施 の状況が優 良なもので あること その他の 厚生労働 省
令 で定める 基準に適合 するもので ある旨の 認定を行 うことが できる。
（認定一 般事業主 の表示等 ）

前条の 認定を受 けた一般事 業主（次 条及び第 二十条第一 項におい て「認定一 般事業主 」という 。）は、商 品、役務 の提供の用 に供する 物、

何人も、 前項の規 定による 場合を除く ほか、商品 等に同項 の表示又 はこれと 紛らわしい 表示を付し てはなら ない。

の定 める表示 を付するこ とができる 。

商品又は 役務の広告 又は取引 に用いる 書類若し くは通信そ の他の厚生 労働省令 で定める もの（次 項において 「商品等」 という。 ）に厚生 労働大臣

第十 条

２

厚 生労働大臣 は、認定一 般事業主 が次の各 号のいず れかに該当 するときは 、第九条 の認定を 取り消す ことができ る。

（認定の 取消し）
第十 一条
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三

二

一
不正の手 段により 第九条の認 定を受け たとき。

この 法律又は この法律 に基づく 命令に違反 したとき。

第九条 に規定す る基準に適 合しなくな ったと認 めるとき 。

（略 ）

（委託募 集の特例 等）
第十二 条
（略 ）

（略）
女性の 職業選択に 資する情 報の公表

者の 募集に従 事する者 」とする。

者」とあ るのは「 女性の職業 生活にお ける活躍 の推進に関 する法律 （平成二十 七年法律 第六十四 号）第十二 条第四項 の規定によ る届出を して労働

し て労働者の 募集に従 事させよう とする者 がその被 用者以外の 者に与え ようとする 」と、同 法第四十 二条の三中 「第三十 九条に規定 する募集 受託

職業 安定法第三 十六条第 二項及び 第四十二 条の三の規 定の適用に ついては 、同法第 三十六条 第二項中「 前項の」と あるのは 「被用者 以外の者 を

労 働者の募 集の業務 の廃止を 命じ、又は期 間」とあ るのは「 期間」と 読み替える ものとする 。

おけ る活躍の 推進に関す る法律第十 二条第四 項の規定 による届 出をして労働 者の募集 に従事し ようとす る者」と 、同法第四十 一条第二 項中「当 該

合につい て、それぞ れ準用す る。この 場合にお いて、同法 第三十七条 第二項中 「労働者 の募集を 行おうとす る者」とあ るのは「 女性の職 業生活に

に従 事する者 に対する 報酬の供与 について 、同法第五 十条第三 項及び第 四項の規定 はこの項 において準 用する同 条第二項 に規定する 職権を行 う場

一条の規 定は前項 の規定に よる届出を して労働 者の募集に 従事する 者につい て、同法第 四十条の 規定は同項 の規定に よる届出 をして労働 者の募集

条 、第四十 一条第二項 、第四十二 条第一項 、第四十 二条の二 、第四十八 条の三第一 項、第四 十八条の 四、第五 十条第一項 及び第二項 並びに第 五十

職 業安定法第 三十七条第 二項の規 定は前項 の規定に よる届出が あった場合 について 、同法第 五条の三 第一項及び 第四項、第 五条の四 、第三十 九

２～４
５

６

７
第四 節

（ 一般事業 主による女 性の職業選 択に資す る情報の 公表）

第八条第 一項に規 定する一 般事業主は 、厚生労働 省令で定 めるとこ ろにより 、職業生活 を営み、又 は営もう とする女 性の職業 選択に資す

第八条 第七項に 規定する一 般事業主 は、厚生 労働省令で 定めると ころにより 、職業生 活を営み 、又は営も うとする女 性の職業 選択に資 するよう

るよ う、その 事業にお ける女性の 職業生活 における活 躍に関す る情報を 定期的に公 表しなけ ればならな い。

第十六条
２

、そ の事業に おける女性 の職業生活 における 活躍に関 する情報 を定期的に 公表するよ う努めな ければな らない。

特定事業 主は、内 閣府令で 定めると ころにより 、職業生活 を営み、 又は営も うとする 女性の職業 選択に資す るよう、 その事務 及び事業 に

（ 特定事業 主による 女性の職 業選択に資す る情報の 公表）
第十七条

お ける女性の 職業生活 における活 躍に関す る情報を 定期的に公 表しなけ ればならな い。
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第四 章

女性 の職業生 活におけ る活躍を推 進するため の支援措 置

（職業指 導等の措 置等）

国 は、女性の 職業生活に おける活 躍を推進 するため 、職業指導 、職業紹介 、職業訓 練、創業 の支援そ の他の必要 な措置を講 ずるよう 努め

前項の 規定によ る委託に 係る事務 に従事する 者又は当該 事務に従 事してい た者は、 正当な理由 なく、当該 事務に関 して知り 得た秘密 を漏らして

る 者に委託 することが できる。

地 方公共団体 は、前項に 規定する 業務に係 る事務の 一部を、そ の事務を適 切に実施 すること ができる ものとして 内閣府令で 定める基 準に適合 す

その他の関 係者から の相談に 応じ、関 係機関の紹介 その他の 情報の提 供、助言 その他の 必要な措置を 講ずるよ う努める ものとす る。

地 方公共団 体は、女 性の職業生 活における 活躍を推 進するた め、前項 の措置と相 まって、職 業生活を 営み、又 は営もう とする女性 及びその家 族

るものと する。

第十 八条
２
３
４
はな らない。

国は 、女性の 職業生活にお ける活躍 の推進に 資するた め、国及び 公庫等（沖 縄振興開 発金融公 庫その他 の特別の法 律によって 設立され た

（国等か らの受注機 会の増大 ）

（略）

業 主等」とい う。）の 受注の機会 の増大そ の他の必 要な施策を 実施する ものとする 。

活におけ る活躍に 関する状 況又は女 性の職業生 活における 活躍の推 進に関す る取組の 実施の状況 が優良な一 般事業主 （次項に おいて「 認定一般事

法 人であっ て政令で 定めるも のをいう。） の役務又 は物件の 調達に関 し、予算の 適正な使用 に留意し つつ、認 定一般事 業主その他 の女性の職 業生

第二十 条

２
（協 議会）

当該地方 公共団体 の区域に おいて女 性の職業生活 における 活躍の推 進に関す る事務及び 事業を行う 国及び地 方公共団 体の機関 （以下こ

協議会 を組織す る関係機関 は、当該 地方公共 団体の区域 内におい て第十八条 第三項の 規定によ る事務の委 託がされて いる場合 には、当 該委託を

きる 。

に関する 取組が効 果的かつ 円滑に実施 されるよ うにするた め、関係 機関によ り構成され る協議会 （以下「協 議会」と いう。） を組織する ことがで

係 る事例そ の他の女性 の職業生活 における 活躍の推 進に有用 な情報を活 用すること により、 当該区域 において 女性の職業 生活におけ る活躍の 推進

の条 において「関 係機関」 という。 ）は、第 十八条第 一項の規定に より国が 講ずる措 置及び同 条第二項の 規定により 地方公共 団体が講 ずる措置 に

第二十三条

２
（略 ）

受け た者を協 議会の構成 員として加 えるもの とする。
３～ ５

協議会の事 務に従事す る者又は 協議会の 事務に従 事していた 者は、正当 な理由な く、協議 会の事務 に関して知 り得た秘密 を漏らし ては

（秘密保 持義務）
第二 十四条

-4-

な らない。
第五章

雑則

厚生労 働大臣は 、この法律 の施行に 関し必要が あると認 めるとき は、第八条 第一項に 規定する一 般事業主 に対して、 報告を求 め、又は

（ 報告の徴収 並びに助 言、指導及 び勧告）
第二十六条
助言 、指導若 しくは勧 告をするこ とができる 。

第八 条から第十 二条まで 及び前条 に規定す る厚生労働 大臣の権限 は、厚生 労働省令 で定める ところによ り、その一 部を都道 府県労働 局

（権限の委 任）
第二十 七条

第 十二条第 五項におい て準用す る職業安 定法第四十 一条第二 項の規定に よる業務 の停止の 命令に違反 して、労 働者の募集 に従事し た者

罰則

長 に委任す ることがで きる。
第六章
第二 十九条
は、一年 以下の懲役 又は百万 円以下の 罰金に処 する。
第十八 条第四項 の規定に 違反した者

次の 各号のい ずれかに該当 する者は 、一年以 下の懲役 又は五十万 円以下の罰 金に処す る。

一
第二 十四条の 規定に違 反した者

第三十 条
二
一

第十二条 第五項に おいて準用 する職業安 定法第三 十七条第 二項の規 定による指 示に従わな かった者

第十 二条第四 項の規定に よる届出 をしない で、労働者 の募集に 従事した者

次の各号の いずれかに 該当する 者は、六 月以下の 懲役又は三 十万円以下 の罰金に 処する。

二

第十二 条第五項 において 準用する 職業安定法 第三十九条 又は第四 十条の規 定に違反 した者

第三 十一条

三

第十条 第二項の規 定に違反し た者

次の 各号のいず れかに該 当する者 は、三十 万円以下の 罰金に処す る。

一

第十 二条第五 項におい て準用する 職業安定 法第五十条 第一項の 規定によ る報告をせ ず、又は 虚偽の報告 をした者

第三十 二条
二

第十二条 第五項に おいて準用 する職業 安定法第五 十条第二 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、 又は質問 に対

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、第二 十九条、 第三十一条 又は前

第十二条 第五項にお いて準用す る職業安 定法第五 十一条第 一項の規定 に違反して 秘密を漏 らした者

して答弁 をせず、若 しくは虚偽 の陳述を した者

三
四
第三 十三条

第二十六条 の規定によ る報告を せず、又 は虚偽の 報告をした 者は、二十 万円以下 の過料に 処する。

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、各本 条の罰金刑 を科する。
第三 十四条

-5-

附

則

（この法 律の失効 ）
（略 ）

協議会の 事務に従 事してい た者の当 該事務に関 して知り得 た秘密に ついては 、第二十 四条の規定 （同条に係 る罰則を 含む。） は、第一 項の規定

則を 含む。） は、前項 の規定にか かわらず、 同項に規 定する日 後も、な おその効力 を有する。

第十八 条第三項 の規定に よる委託に 係る事務 に従事して いた者の 当該事務 に関して知 り得た秘 密について は、同条 第四項の規 定（同項 に係る罰

第二 条
２
３
（略）

にか かわらず、同 項に規定 する日後 も、なお その効力を 有する。
４

労働施策の 総合的な 推進並びに 労働者の 雇用の安 定及び職業 生活の充 実等に関す る法律（ 昭和四十 一年法律第 百三十二 号）（抄）
総則 （第一条― 第九条）

◎
目次
第一 章

外国人の 雇用管理 の改善、 再就職の促 進等の措置 （第二十 八条―第 三十条）

（ 略）

第七章

国と 地方公共 団体との連 携等（第 三十一条 ・第三十二 条）

第 二章～第 六章
第 八章
雑則（第 三十三条― 第四十条 ）
総則

第九章
附則
第一章
（目 的）

この 法律は、 国が、少子 高齢化によ る人口構 造の変化 等の経済 社会情勢の 変化に対応 して、労 働に関し 、その政 策全般にわ たり、必要 な施

こ の法律の 運用に当 たつては、労 働者の職 業選択の 自由及び 事業主の 雇用の管理に ついての 自主性を 尊重しな ければなら ず、また、 職業能力 の

の向上と を図るとと もに、経 済及び社 会の発展 並びに完全 雇用の達成 に資する ことを目 的とする 。

性の 向上を促 進して、 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 にし、こ れを通じて 、労働者 の職業の 安定と経済 的社会的 地位

策を総合 的に講ず ることに より、労働 市場の機 能が適切に 発揮され 、労働者 の多様な事 情に応じ た雇用の安 定及び職 業生活の 充実並びに 労働生産

第一 条

２

開 発及び向 上を図り 、職業を 通じて自立し ようとす る労働者 の意欲を 高め、か つ、労働者の 職業を安 定させる ための事 業主の努力 を助長する よう
に努めな ければな らない。
（ 国の施策）
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国は 、第一条 第一項の 目的を達成 するため、 前条に規 定する基 本的理念 に従つて、 次に掲げる 事項につ いて、必 要な施策 を総合的に 講じな
（ 略）

前 各号に掲 げるものの ほか、職 業の安定 、産業の必 要とする 労働力の確 保等に資 する雇用 管理の改善 の促進そ の他労働者 がその有 する能力

国は、 第一項第 十二号に 規定する 施策を講ず るに際して は、外国 人の入国 及び在留 の管理に関 する施策と 相まつて 、外国人 の不法就 労活動（出

効 に発揮す ることの妨 げとなつて いる雇用 慣行の是 正を期す るように配 慮しなけれ ばならな い。

振興 等の諸施策と 相まつて 、雇用機 会の着実 な増大及び 地域間にお ける就業 機会等の 不均衡の 是正を図る とともに、 労働者が その有す る能力を 有

国は、前 項に規定 する施策 及びこれ に関連する 施策を講ず るに際し ては、国 民経済の 健全な発展 、それに即 応する企 業経営の 基盤の改 善、地域

を有効 に発揮す ることが できるよ うにするた めに必要な 施策を充 実するこ と。

十四

一 ～十三

ければな らない。

第四 条

２

３

入国 管理及び 難民認定 法（昭和二 十六年政 令第三百十 九号）第 二十四条 第三号の四 イに規定 する不法就 労活動を いう。） を防止し、 労働力の 不適

正な供給 が行われな いように すること により、 労働市場を 通じた需給 調整の機 能が適切 に発揮さ れるよう努 めなければ ならない 。
（事 業主の責 務）

事業 主は、そ の雇用す る労働者の 労働時間の 短縮その 他の労働 条件の改 善その他の 労働者が生 活との調 和を保ち つつその 意欲及び能 力に応

事業主は 、事業規模 の縮小等に 伴い離職 を余儀な くされる 労働者につ いて、当該 労働者が 行う求職 活動に対 する援助そ の他の再就 職の援助 を行

じて就業 すること ができる 環境の整 備に努めな ければなら ない。

第六 条
２

事業主 は、外国 人（日本の 国籍を有 しない者を いい、厚 生労働省 令で定める 者を除く。 以下同じ 。）が我 が国の雇 用慣行に関 する知識及 び

うことに より、そ の職業の安 定を図る ように努 めなければ ならない 。
第七条

求職活動に 必要な雇 用に関す る情報を 十分に有し ていないこ と等にか んがみ、 その雇用 する外国人が その有す る能力を 有効に発 揮できる よう、職

業に 適応すること を容易に するため の措置の 実施その 他の雇用管理 の改善に 努めると ともに、 その雇用す る外国人が 解雇（自 己の責め に帰すべ き

理 由による ものを除く 。）その他 の厚生労 働省令で 定める理 由により離 職する場合 において 、当該外 国人が再 就職を希望 するときは 、求人の 開拓
その他当 該外国人 の再就職 の援助に関 し必要な 措置を講ず るように 努めなけ ればならな い。

厚 生労働大 臣は、前条 に定める 事項に関 し、事業主 が適切に 対処するた めに必要 な指針を 定め、これ を公表する ものとす る。

（指 針）
第八条

事業 主は、労 働者がそ の有する能 力を有効に 発揮する ために必 要である と認められ るときとし て厚生労 働省令で 定めると きは、労働 者の募

（募 集及び採 用における 年齢にかか わりない 均等な機 会の確保 ）
第九 条

事業 主による再 就職の援 助を促進 するための 措置等

集及び採 用につい て、厚生 労働省令 で定めると ころにより 、その年 齢にかか わりなく 均等な機会 を与えなけ ればなら ない。
第六 章
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事業主 は、その 事業所に おける雇 用量の変動 （事業規模 の縮小そ の他の理 由により 一定期間内 に相当数の 離職者が 発生する ことをい う。

（ 大量の雇 用変動の 届出等）
第二十七 条

） であつて、 厚生労働 省令で定め る場合に 該当する もの（以下 この条に おいて「大 量雇用変 動」とい う。）につ いては、 当該大量雇 用変動の 前に
（略）

、厚生労 働省令で 定めるとこ ろにより 、当該離 職者の数そ の他の厚 生労働省令 で定める 事項を厚 生労働大臣 に届け出 なければな らない。
２・３

事業 主は、新た に外国人 を雇い入 れた場合 又はその雇 用する外国 人が離職 した場合 には、厚 生労働省令 で定めると ころによ り、その 者

（外国人雇 用状況の 届出等）
第二十 八条

の 氏名、在 留資格（出 入国管理及 び難民認 定法第二 条の二第 一項に規定 する在留資 格をいう 。次項に おいて同 じ。）、在 留期間（同 条第三項 に規
（略）
雑則

定する在 留期間を いう。） その他厚生 労働省令 で定める事 項につい て確認し 、当該事項 を厚生労 働大臣に届 け出なけ ればなら ない。
２～ ４
第九章

厚生労働 大臣は、 この法律の 施行に関し 必要があ ると認め るときは 、事業主に 対して、助 言、指導 又は勧告 をするこ とができる 。

（助 言、指導 及び勧告）
第三 十三条

厚生労働大 臣は、この 法律（第 二十七条 第一項及 び第二十八 条第一項を 除く。） を施行す るために 必要がある と認めると きは、事 業主

（資料の 提出の要 求等）
第三 十五条

に対して 、必要な 資料の提出 及び説明 を求める ことができ る。

都道府県 知事又は 公共職業 安定所長 は、職業転換 給付金の 支給を受 け、又は 受けた者か ら当該給付 金の支給 に関し必 要な事項 について

（報 告の請求 ）
第三十六条
報告 を求めること ができる 。
（ 適用除外 ）

この法 律は、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。

第六条から 第九条ま で及び第六 章（第二 十七条を 除く。）の 規定は、 国家公務員 及び地方 公務員に ついては、 適用しな い。

第三十八条
２
一

第二十 八条第一 項の規定 による届出を せず、又 は虚偽の 届出をし た者

第二十七 条第一項の 規定に違反 して届出 をせず、 又は虚偽 の届出をし た者

次の各号 のいずれか に該当す る者は、 三十万円以 下の罰金 に処する。

二

第三 十四条第 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 る当該職員 の質問に 対して答 弁せず、 若しくは虚

第四十条

三

偽 の陳述をし 、若しくは 同項の規 定による 検査を拒 み、妨げ、 若しくは忌 避した者

-8-

２

◎

四

第三十 六条の規 定による報 告をせず、 又は虚偽 の報告を した者

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、 前項の違反 行為をし たときは 、行為者 を

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）

罰 するほか、 その法人 又は人に対 しても、 同項の刑 を科する。

目次
（略）
（略）

第一 章
第一節
事業主 の講ずべ き措置（ 第十一条 ―第十三条 ）

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

第二 節
（略）

第 二章

第三節
紛争 の解決
紛 争の解決 の援助（第 十五条―第 十七条）

第三 章
第 一節
調停（第 十八条― 第二十七 条）
雑則 （第二十 八条―第三 十二条）

第二節
第 四章
（略）

事業主 の講ずべき 措置

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

第五章
附則
第二章
第二 節

（ 職場にお ける性的な 言動に起因 する問題 に関する 雇用管理 上の措置）

事業主は 、職場に おいて行 われる性的 な言動に対 するその 雇用する 労働者の 対応により 当該労働者 がその労 働条件に つき不利 益を受け、

第四 条第四項及 び第五項 の規定は 、指針の 策定及び変 更について 準用する 。この場 合におい て、同条第 四項中「聴 くほか、 都道府県 知事の意 見

」 という。 ）を定め るものと する。

厚 生労働大 臣は、前 項の規定に基 づき事業 主が講ず べき措置 に関して 、その適切か つ有効な 実施を図 るために 必要な指針 （次項にお いて「指 針

整備その 他の雇用管 理上必要 な措置を 講じなけ ればならな い。

又は 当該性的 な言動に より当該労 働者の就 業環境が害 されるこ とのない よう、当該 労働者か らの相談に 応じ、適 切に対応 するために 必要な体 制の

第十一条

２
３

を 求める」と あるのは 、「聴く」 と読み替 えるもの とする。
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（ 職場にお ける妊娠 、出産等に 関する言動 に起因す る問題に 関する雇 用管理上の 措置）

事業 主は、職 場におい て行われ るその雇用 する女性労 働者に対 する当該 女性労働 者が妊娠し たこと、出 産したこ と、労働 基準法第 六

第四条第 四項及び 第五項の規 定は、指針 の策定及 び変更に ついて準 用する。こ の場合にお いて、同 条第四項 中「聴く ほか、都道 府県知事の 意見

」と いう。）を定 めるもの とする。

厚生労働 大臣は、 前項の規 定に基づ き事業主が 講ずべき措 置に関し て、その 適切かつ 有効な実施 を図るため に必要な 指針（次 項におい て「指針

対応 するため に必要な 体制の整備 その他の雇 用管理上 必要な措 置を講じ なければな らない。

厚生労働 省令で定 めるものに 関する言 動により 当該女性労 働者の就 業環境が害 されるこ とのない よう、当該 女性労働 者からの相 談に応じ 、適切に

十 五条第一項 の規定に よる休業を 請求し、 又は同項 若しくは同 条第二項 の規定によ る休業を したこと その他の妊 娠又は出 産に関する 事由であ つて

第十一条 の二

２
３
を求める 」とある のは、「 聴く」と読 み替える ものとする 。

事業主は 、厚生労働 省令で定 めるとこ ろにより、 その雇用す る女性労 働者が母 子保健法 （昭和四十 年法律第百 四十一号 ）の規定 による保

（妊 娠中及び 出産後の 健康管理に 関する措 置）
第十二条

健指 導又は健 康診査を受 けるために 必要な時 間を確保 すること ができるよう にしなけ ればなら ない。

事 業主は、 その雇用 する女性労 働者が前条 の保健指 導又は健 康診査に 基づく指導 事項を守る ことがで きるよう にするた め、勤務時 間の変

第 四条第四 項及び第 五項の規定 は、指針 の策定及び 変更につ いて準用 する。この 場合におい て、同条 第四項中 「聴くほ か、都道府 県知事の意 見

」という 。）を定 めるものと する。

厚生労働 大臣は、前 項の規定に 基づき事 業主が講 ずべき措 置に関して 、その適切 かつ有効 な実施を 図るため に必要な指 針（次項に おいて「 指針

更、勤務 の軽減等 必要な措 置を講じ なければな らない。

第十 三条
２
３

紛 争の解決の 援助

紛争の解 決

を求める」 とあるの は、「聴 く」と読 み替えるも のとする。
第三章
第 一節

第五 条から第 七条まで、 第九条、 第十一条 第一項、第 十一条の 二第一項、 第十二条 及び第十 三条第一項 に定める 事項につい ての労働 者と

（紛争の 解決の促 進に関す る特例）
第十 六条

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 十七条ま でに定め るところに よる。

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

（ 紛争の解 決の援助 ）
第十七条

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 。
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２
調停

事業主は 、労働者 が前項の 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 。
第二節
（ 調停の委任 ）

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「

前 条第二項の 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。

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。

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

第十八条

２
（ 調停）

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。

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。

第十九条
２

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。

委 員会は、 第十一条 第一項及び第 十一条の 二第一項 に定める 事項につい ての労働者 と事業主 との間の 紛争に係 る調停のた めに必要が あると認 め

第二十条
２

、 かつ、関 係当事者 の双方の 同意があると きは、関 係当事者 のほか、 当該事件に 係る職場に おいて性 的な言動 又は同項 に規定する 言動を行つ たと

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

される者 の出頭を 求め、そ の意見を 聴くことが できる。
第二 十一条

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。

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

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。

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。

第二十三条
２

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

（ 時効の完 成猶予）
第二十四条

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 の完成猶 予に関して は、調停 の申請の時 に、訴え の提起が あつたもの とみなす 。

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

（訴訟手 続の中止）
第二十 五条

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
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。

をするこ とができ る。
一
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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。

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。

２

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 。

二
３

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

（資料提 供の要求 等）
第二十 六条
力を求める ことがで きる。

雑則

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。

（厚 生労働省令へ の委任）
第二 十七条
第四章
（報 告の徴収 並びに助 言、指導及 び勧告）

厚生労 働大臣は、 この法律 の施行に 関し必要が あると認め るときは 、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

厚 生労働大臣 は、第五条 から第七 条まで、 第九条第 一項から第 三項まで、 第十一条 第一項、 第十一条 の二第一項 、第十二条 及び第十 三条

前項に定 める厚生 労働大臣 の権限は、 厚生労働省 令で定め るところ により、 その一部を 都道府県労 働局長に 委任する ことがで きる。

るこ とができ る。

第二十九条
２
（公表）
第三 十条

第一項の 規定に違 反している 事業主に 対し、前 条第一項の 規定によ る勧告をし た場合に おいて、 その勧告を 受けた者 がこれに従 わなかつ たときは
、そ の旨を公 表するこ とができる 。

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 船員及び 同項に規 定する船員 になろうと する者に 関しては 、

（船員に関 する特例 ）
第三十 一条

第 四条第一 項並びに同 条第四項及 び第五項 （同条第 六項、第 十条第二項 、第十一条 第三項、 第十一条 の二第三 項及び第十 三条第三項 において 準用

する場合 を含む。 ）、第十 条第一項、 第十一条 第二項、第 十一条の 二第二項 、第十三条 第二項並 びに前三条 中「厚生 労働大臣 」とあるの は「国土

交通 大臣」と 、第四条 第四項（同 条第六項 、第十条第 二項、第 十一条第 三項、第十 一条の二 第三項及び 第十三条 第三項に おいて準用 する場合 を含

む。）中 「労働政策 審議会」 とあるの は「交通 政策審議会 」と、第六 条第二号 、第七条 、第九条 第三項、第 十一条の二 第一項、 第十二条 及び第二

十九 条第二項 中「厚生労 働省令」と あるのは 「国土交 通省令」 と、第九条 第三項中「 労働基準 法（昭和 二十二年 法律第四十九 号）第六 十五条第 一

項 の規定に よる休業 を請求し 、又は同項若 しくは同 条第二項 の規定に よる休業 をしたこと」 とあるの は「船員 法（昭和 二十二年法 律第百号） 第八

十七条第 一項又は 第二項の 規定によ つて作業に 従事しなか つたこと 」と、第 十一条の 二第一項中 「労働基準 法第六十 五条第一 項の規定 による休業

を 請求し、又 は同項若 しくは同条 第二項の 規定によ る休業をし たこと」 とあるのは 「船員法 第八十七 条第一項又 は第二項 の規定によ つて作業 に従
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事 しなかつ たこと」 と、第十七 条第一項、 第十八条 第一項及 び第二十 九条第二項 中「都道府 県労働局 長」とあ るのは「 地方運輸局 長（運輸監 理部

長を含む 。）」と 、第十八 条第一項 中「第六条 第一項の紛 争調整委 員会（以 下「委員 会」という 。）」とあ るのは「 第二十一 条第三項 のあつせん

４

３

２

（ 略）

調停員は 、破産手 続開始の 決定を受 け、又は禁 錮以上の刑 に処せら れたとき は、その 地位を失う 。

前 項の調停 の事務は 、三人の調 停員で構成 する合議 体で取り 扱う。

（略）

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」 とする。

５

第二章 第一節及 び第三節 、前章、第 二十九条並 びに第三 十条の規 定は、国 家公務員及 び地方公務 員に、第 二章第二 節の規定 は、一般職

（ 適用除外 ）

則

労 働省設置 法（昭和 二十四年法 律第百六 十二号）の 一部を次 のように 改正する。

（労働省 設置法の 一部改正）

この法律 は、公布の 日から施行 する。

（施行期 日）

附

衛隊 法（昭和 二十九年法 律第百六十 五号）第 二条第五 項に規定 する隊員に関 しては適 用しない 。

法（昭和 二十六年法 律第二百 九十九号 ）の適用 を受ける裁 判所職員、 国会職員 法（昭和 二十二年 法律第八十 五号）の適 用を受け る国会職 員及び自

の国 家公務員 （行政執 行法人の労 働関係に 関する法律 （昭和二 十三年法 律第二百五 十七号） 第二条第二 号の職員 を除く。 ）、裁判所 職員臨時 措置

第三十二条

１
２

勤労 婦人福祉 法（昭和 四十七年 法律第百十 三号）に基 づいて、 勤労婦人 福祉対策 基本方針並 びに働く婦 人の家の 設置及び 運営につ

第四条中第 三十二号 の十を第三 十二号の 十一とし 、第三十二 号の九を 第三十二号 の十とし 、第三十二 号の八の 次に次の 一号を加え る。
三十二 の九

いて の望まし い基準を 定めること 。

勤労婦人福 祉対策基 本方針を 定めるこ とその他勤 労婦人福祉 法（第七 条及び第 八条の規 定を除く。 ）の施行に 関するこ と。

第九条中 第七号を 第八号と し、第三号 から第六号 までを一 号ずつ繰 り下げ、 第二号の次 に次の一号 を加える 。
三

第十条第 一項第八号 中「勤労青 少年福祉 法」を「 勤労婦人 福祉法（第 七条の規定 に限る。 ）、勤労 青少年福 祉法」に改 める。

第十条 の二第六 号中「勤 労青少年福 祉法」を 「勤労婦人 福祉法（ 第八条の 規定に限る 。）及び 勤労青少年 福祉法」 に改める。

第 十三条第 一項の表 婦人少年問 題審議会の 項中「勤 労青少年 福祉法」 を「勤労婦 人福祉法及 び勤労青 少年福祉 法」に改 める。
第十八条 第一項中 「港湾労 働法（こ れに基づく 命令を含む 。）」の 下に「、 勤労婦人 福祉法」を 加える。
（ 運輸省設置 法の一部 改正）
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３

◎

運輸省設 置法（昭 和二十四 年法律第百 五十七号） の一部を 次のよう に改正す る。
船員に 係る勤労 婦人福祉 対策基本 方針を定め ること。

第四条第 一項中第 二十四号 の二の次 に次の一号 を加える。
二 十四の二の 二

第五十七 条中「及 び勤労者財 産形成促進 法（昭和 四十六年 法律第九 十二号）」 を「、勤労 者財産形 成促進法 （昭和四 十六年法律第 九十二号 ）及

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）

び勤 労婦人福 祉法（昭 和四十七年 法律第百十 三号）」 に改める 。

目次
（略）

派遣 労働者の 保護等に関 する措置

第一章・ 第二章
第三 章
（ 略）

労働基 準法等の 適用に関す る特例等 （第四十四 条―第四 十七条の三 ）

第一節～ 第三節
第四節
紛 争の解決

紛争の解 決の援助 等（第四 十七条の四 ―第四十七 条の六）

第 四章
第一節

調停 （第四十七 条の七― 第四十七 条の九）
雑則（第 四十七条の 十―第五 十七条）

第 二節
第五章
（略 ）

労 働基準法等 の適用に 関する特 例等

派遣労働 者の保護等 に関する 措置

第六 章
附則
第三章
第 四節

労働者 派遣の役務 の提供を 受ける者 がその指揮 命令の下 に労働させ る派遣労 働者の当 該労働者派 遣に係る 就業に関し ては、当 該労

（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 法律の適 用に関する 特例）
第四 十七条の二

働者派遣 の役務の提 供を受け る者もま た、当該 派遣労働者 を雇用する 事業主と みなして 、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 ）第九条 第三項、 第十一条第 一項、第十 一条の二 第一項、 第十二条 及び第十三条 第一項の 規定を適 用

す る。この 場合にお いて、同 法第十一条第 一項及び 第十一条 の二第一 項中「雇 用管理上」と あるのは 、「雇用 管理上及 び指揮命令 上」とする 。

労働者 派遣の役務 の提供を 受ける者 がその指 揮命令の下 に労働させ る派遣労 働者の当 該労働者 派遣に係る 就業に関し ては、当 該労

（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 の適用に 関する特例 ）
第四 十七条の 三
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働 者派遣の 役務の提 供を受ける 者もまた、 当該派遣 労働者を 雇用する 事業主とみ なして、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 第十条（ 同法第十 六条、第十 六条の四及 び第十六 条の七に おいて準 用する場合 を含む。） 、第十六 条の十、 第十八条 の二、第二

紛 争の解決 の援助等

紛争の 解決

十 条の二、第 二十三条 の二及び第 二十五条 の規定を 適用する。 この場合 において、 同条中「 雇用管理 上」とある のは、「 雇用管理上 及び指揮 命令
上」とす る。
第四章
第一節
（苦 情の自主的解 決）

派遣 元事業主は 、第三十条 の三、第 三十条の 四及び第 三十一条の 二第二項か ら第五項 までに定 める事項 に関し、派 遣労働者か ら苦

派遣先 は、第四 十条第二項 及び第三 項に定め る事項に関 し、派遣労 働者から 苦情の申 出を受け たときは、 その自主的 な解決を 図るよう に努めな

に努 めなけれ ばならな い。

情の申出 を受けた とき、又 は派遣労働 者が派遣 先に対して 申し出た 苦情の内 容が当該派 遣先から 通知された ときは、 その自主 的な解決を 図るよう

第四 十七条の 四

２
けれ ばならな い。

前 条第一項 の事項に ついての 派遣労働者 と派遣元事 業主との 間の紛争 及び同条 第二項の事 項について の派遣労 働者と派 遣先との 間

（ 紛争の解 決の促進 に関する 特例）
第四十七 条の五

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 四十七条 の九まで に定めると ころによ る。
（紛 争の解決 の援助）

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

調停

派遣元事 業主及び 派遣先は、 派遣労働者 が前項の 援助を求 めたこと を理由とし て、当該派 遣労働者 に対して 不利益な 取扱いをし てはならな い。

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。

第四十七条の 六
２
第二節
（調 停の委任 ）

都 道府県労働 局長は、 第四十七 条の五に規 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 請があつ た場合に

前条 第二項の規 定は、派 遣労働者 が前項の 申請をした 場合につい て準用す る。

行 わせるも のとする 。

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

第四十七条 の七

２

（ 調停）
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第四 十七条の 八

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「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 る法律第四 十七条の 七第一項」 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「 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 律第四十 七条の七第 一項」と読 み替える ものとす る。

雑則

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。

（厚生労働 省令への 委任）
第四十 七条の九
第五 章
（事業主 団体等の 責務）

派遣元 事業主を直 接又は間 接の構成 員（以下こ の項にお いて「構成 員」とい う。）と する団体（ 次項にお いて「事業 主団体」 とい

国は、事 業主団体 に対し、 派遣元事業 主の労働者 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 し必要な 助言及び 協力を行う ように

うに 努めなけ ればならな い。

う。）は 、労働者派 遣事業の 適正な運 営の確保 及び派遣労 働者の保護 等が図ら れるよう 、構成員 に対し、必 要な助言、 協力その 他の援助 を行うよ

第四 十七条の十

２
努めるも のとする 。
（ 指針）

厚生労働 大臣は、第 二十四条 の三及び第 三章第一 節から第 三節までの 規定によ り派遣元事 業主及び 派遣先が 講ずべき措 置に関し

総則（第 一条―第 四条）

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）

て、 その適切 かつ有効 な実施を図 るため必要 な指針を 公表する ものとす る。

第四十七条 の十一

◎
目次
第一章

事業主が講 ずべき措 置（第二 十一条― 第二十九条 ）

（略 ）

第九章

（略 ）

第二 章～第八 章
第十 章

紛争の解 決の援助 （第五十 二条の二― 第五十二条 の四）

紛争の解 決

第一節

調停 （第五十二 条の五・ 第五十二 条の六）

第 十一章
第 二節
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第 十二章
（略）

雑則（第 五十三条― 第六十一条 ）

総則

第十三章
附則
第一章

この 法律（第 一号に掲 げる用語 にあっては 、第九条の 三並びに 第六十一 条第三十 三項及び第 三十四項を 除く。） において 、次の各 号に掲げ

（定 義）
第二条
育児休 業

労働者 （日々雇用 される者 を除く。 以下この 条、次章か ら第八章ま で、第二 十一条か ら第二十 六条まで、 第二十八条 、第二十 九条

る用 語の意義は、 当該各号 に定める ところに よる。
一

及び第十 一章にお いて同じ 。）が、次 章に定める ところに より、そ の子（民 法（明治二 十九年法律 第八十九 号）第八 百十七条 の二第一項 の規定

によ り労働者が 当該労働 者との間 における 同項に規定 する特別養 子縁組の 成立につ いて家庭 裁判所に請 求した者（ 当該請求 に係る家 事審判事 件

が裁判所 に係属して いる場合に 限る。） であって 、当該労 働者が現に 監護するも の、児童 福祉法（ 昭和二十 二年法律第 百六十四号 ）第二十 七条

第一項 第三号の 規定によ り同法第六 条の四第 二号に規定 する養子 縁組里親で ある労働 者に委託 されている 児童及び その他これ らに準ず る者とし

て 厚生労働 省令で定 める者に、 厚生労働省 令で定め るところ により委 託されてい る者を含む 。第四号 及び第六 十一条第 三項（同条 第六項にお い

事業主が 講ずべき措 置

（略 ）

て準用す る場合を 含む。） を除き、 以下同じ。 ）を養育す るために する休業 をいう。
二 ～五
第九章

（育 児休業等 に関する 定めの周知 等の措置）

事業主は 、育児休 業及び介 護休業に 関して、あら かじめ、 次に掲げ る事項を 定めるとと もに、これ を労働者 に周知さ せるため の措置（

二

一

前二 号に掲げる もののほ か、厚生 労働省令 で定める事 項

育児休業 及び介護 休業後にお ける賃金 、配置その 他の労働 条件に関 する事項

労働 者の育児 休業及び 介護休業中 における 待遇に関す る事項

事 業主は、 労働者が 育児休業申出 又は介護 休業申出 をしたと きは、厚 生労働省令で 定めると ころによ り、当該 労働者に対 し、前項各 号に掲げ る

三

る 措置を含 む。）を講 ずるよう努 めなけれ ばならな い。

労働 者若しくはそ の配偶者 が妊娠し 、若しく は出産し たこと又は労 働者が対 象家族を 介護して いることを 知ったとき に、当該 労働者に 対し知ら せ

第二十一条

２

事 項に関す る当該労 働者に係 る取扱いを明 示するよ う努めな ければな らない。

事業主は、 育児休業申 出及び介 護休業申 出並びに 育児休業及 び介護休業 後におけ る就業が 円滑に行 われるよう にするため 、育児休 業又

（雇用管 理等に関 する措置 ）
第二 十二条
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は 介護休業 をする労 働者が雇用 される事業 所におけ る労働者 の配置そ の他の雇用 管理、育児 休業又は 介護休業 をしてい る労働者の 職業能力の 開発
及び向上 等に関し て、必要 な措置を 講ずるよう 努めなけれ ばならな い。
（ 所定労働時 間の短縮 措置等）

事業主 は、その 雇用する労 働者のう ち、その三 歳に満た ない子を 養育する労 働者であ って育児休 業をして いないもの （一日の 所定労働

一

前号に掲 げるものの ほか、育児 のための 所定労働 時間の短 縮措置を講じ ないこと とするこ とについ て合理的 な理由がある と認めら れる労働 者

当該 事業主に引 き続き雇 用された 期間が一 年に満たな い労働者
と して厚生 労働省令 で定めるも の

前二 号に掲げ るものの ほか、業 務の性質又 は業務の実 施体制に 照らして 、育児の ための所定 労働時間の 短縮措置 を講ずる ことが困 難と認めら
れ る業務に従 事する労働 者

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 子を養育す るものに

事業主は 、その雇 用する労働 者のうち、 その要介 護状態に ある対象 家族を介護 する労働者 であって 介護休業 をしてい ないものに 関して、厚 生労

つつ 当該子を養育 すること を容易に するため の措置（ 第二十四条第 一項にお いて「始 業時刻変 更等の措置 」という。 ）を講じ なければ ならない 。

申出に基づ く育児休 業に関す る制度に 準ずる措置 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 ることそ の他の当 該労働者 が就業し

つい て育児の ための所 定労働時間 の短縮措置 を講じな いことと するとき は、当該労 働者に関し て、厚生 労働省令 で定める ところによ り、労働者 の

三

二

る労 働者につ いては、 この限りで ない。

表する者 との書面 による協 定で、次に 掲げる労 働者のうち 育児のた めの所定 労働時間の 短縮措置 を講じない ものとし て定めら れた労働者 に該当す

の 過半数で 組織する労 働組合があ るときは その労働 組合、そ の事業所の 労働者の過 半数で組 織する労 働組合が ないときは その労働者 の過半数 を代

て「 育児のための 所定労働 時間の短 縮措置」 という。） を講じなけ ればなら ない。た だし、当 該事業主と 当該労働者 が雇用さ れる事業 所の労働 者

間を短縮す ることに より当該 労働者が 就業しつつ当 該子を養 育するこ とを容易 にするた めの措置（以 下この条 及び第二 十四条第 一項第三号 におい

時間 が短い労 働者とし て厚生労働 省令で定め るものを 除く。） に関して 、厚生労働 省令で定め るところ により、 労働者の 申出に基づき 所定労働 時

第二十三条

２

３

働省令で 定めると ころによ り、労働者 の申出に 基づく連続 する三年 の期間以 上の期間に おける所 定労働時間 の短縮そ の他の当 該労働者が 就業しつ

つそ の要介護 状態にあ る対象家族 を介護す ることを容 易にする ための措 置（以下こ の条及び 第二十四条 第二項に おいて「 介護のため の所定労 働時

間の短縮 等の措置」 という。 ）を講じ なければ ならない。 ただし、当 該事業主 と当該労 働者が雇 用される事 業所の労働 者の過半 数で組織 する労働

組合 があると きはその労 働組合、そ の事業所 の労働者 の過半数 で組織する 労働組合が ないとき はその労 働者の過 半数を代表す る者との 書面によ る

協 定で、次 に掲げる 労働者の うち介護のた めの所定 労働時間 の短縮等 の措置を 講じないもの として定 められた 労働者に 該当する労 働者につい ては
当該事業 主に引き 続き雇用さ れた期間 が一年に 満たない労 働者

、この限 りでない 。
一
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４

二

前号に 掲げるも ののほか、 介護のため の所定労 働時間の 短縮等の 措置を講じ ないことと すること について 合理的な 理由がある と認められ る労
働者とし て厚生労 働省令で 定めるも の

事 業主は、 労働者が前 条の規定 による申出 をし、又 は同条の 規定により 当該労働 者に措置が 講じられ たことを理 由として 、当該労

前項本文 の期間は、 当該労働者 が介護の ための所 定労働時 間の短縮等 の措置の利 用を開始 する日と して当該 労働者が申 し出た日か ら起算す る。

第二十三条 の二
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。
（小学校就 学の始期 に達する までの子 を養育する労 働者等に 関する措 置）

事業 主は、その 雇用する 労働者の うち、そ の小学校就 学の始期に 達するま での子を 養育する 労働者に関 して、労働 者の申出 に基づく 育

その 一歳（当該 労働者が 第五条第 三項の規 定による申 出をするこ とができ る場合に あっては 一歳六か月 、当該労働 者が同条 第四項の 規定によ
始業時刻 変更等の措 置

る申出 をするこ とができ る場合にあ っては二 歳。次号に おいて同 じ。）に満 たない子 を養育す る労働者（ 第二十三 条第二項に 規定する 労働者を
除 く。同号 において 同じ。）で 育児休業を していな いもの
その 一歳から 三歳に達 するまで の子を養育 する労働者

育児休業 に関する 制度、第 十六条の八 の規定に よる所定外 労働の制 限に

育児休 業に関す る制度又 は始業時刻 変更等の措 置

二

その三歳 から小学 校就学の始 期に達す るまでの 子を養育す る労働者

事 業主は、 その雇用 する労働者 のうち、 その家族を 介護する 労働者に 関して、介 護休業若し くは介護 休暇に関 する制度 又は介護の ための所定 労

関する制 度、育児 のための所 定労働時間 の短縮措 置又は始 業時刻変 更等の措置

三

一

者の 区分に応 じ当該各 号に定める 制度又は 措置に準じ て、それ ぞれ必要 な措置を講 ずるよう 努めなけれ ばならな い。

れるもの を除き、 出産後の 養育につい て出産前 において準 備するこ とができ る休暇を含 む。）を 与えるため の措置及 び次の各 号に掲げる 当該労働

児 に関する 目的のため に利用する ことがで きる休暇 （子の看 護休暇、介 護休暇及び 労働基準 法第三十 九条の規 定による年 次有給休暇 として与 えら

第二十 四条

２

働時間の短 縮等の措 置に準じ て、その 介護を必要 とする期間 、回数等 に配慮し た必要な 措置を講ずる ように努 めなけれ ばならな い。

事業主は 、職場にお いて行われ るその雇 用する労 働者に対 する育児休 業、介護休 業その他 の子の養 育又は家 族の介護に 関する厚生 労働

（職 場における育 児休業等 に関する 言動に起 因する問 題に関する雇 用管理上 の措置）
第二 十五条

省令で定 める制度 又は措置 の利用に関 する言動 により当該 労働者の 就業環境 が害される ことのな いよう、当 該労働者 からの相 談に応じ、 適切に対
応す るために 必要な体 制の整備そ の他の雇 用管理上必 要な措置 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 配置の変 更で就業 の場所の 変更を伴うも のをしよ うとする 場合にお いて、その 就業の場所 の変更に よ

（労働者 の配置に関 する配慮 ）
第二十 六条

り 就業しつ つその子 の養育又 は家族の介護 を行うこ とが困難 となるこ ととなる 労働者がいる ときは、 当該労働 者の子の 養育又は家 族の介護の 状況
に配慮し なければ ならない 。
（ 再雇用特別 措置等）
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第二 十七条

事業主は 、妊娠、 出産若しく は育児又は 介護を理 由として 退職した 者（以下「 育児等退職 者」とい う。）に ついて、 必要に応じ 、再雇

用特別措 置（育児 等退職者 であって 、その退職 の際に、そ の就業が 可能とな ったとき に当該退職 に係る事業 の事業主 に再び雇 用される ことの希望

を 有する旨の 申出をし ていたもの について 、当該事 業主が、労 働者の募 集又は採用 に当たっ て特別の 配慮をする 措置をい う。第三十 条におい て同

厚生労働 大臣は、 第二十一 条から前条 までの規定 に基づき 事業主が 講ずべき 措置及び子 の養育又は 家族の介 護を行い 、又は行 うことと

じ。）そ の他これ に準ずる措 置を実施 するよう 努めなけれ ばならな い。
（指 針）
第二十八条

なる 労働者の職業 生活と家 庭生活と の両立が 図られるよ うにするた めに事業 主が講ず べきその 他の措置に 関して、そ の適切か つ有効な 実施を図 る
た めの指針 となるべき 事項を定め 、これを 公表する ものとす る。

事 業主は、 厚生労働省 令で定め るところ により、第 二十一条 から第二十 七条まで に定める 措置及び子 の養育又 は家族の介 護を行い 、又

（職業家 庭両立推 進者）
第二 十九条

は行うこ ととなる労 働者の職 業生活と 家庭生活 との両立が 図られるよ うにする ために講 ずべきそ の他の措置 の適切かつ 有効な実 施を図る ための業

紛争の 解決の援助

紛 争の解決

務を 担当する 者を選任す るように努 めなけれ ばならな い。
第十 一章
第一節

第 二十五条 に定める事 項及び前 条の事項に ついての 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

（ 紛争の解決 の促進に 関する特例 ）
第五十二条 の三

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 から第五 十二条の六 までに定め る
ところによ る。
（紛 争の解決の援 助）

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

都道 府県労働 局長は、第 五十二条の 三に規定 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

調停

事業主は、 労働者が 前項の援助 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。

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。

第五 十二条の 四
２
第二節
（調 停の委任 ）
第五 十二条の 五

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。
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２

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

前条第二 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。
（調停）

第五 十二条の 六

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「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 五十二条 の五第一 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

厚 生労働大臣 は、第六 条第一項 （第十二条 第二項、第 十六条の 三第二項 及び第十 六条の六第 二項におい て準用す る場合を 含む。）

雑則

条第 一項」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 法律第五十 二条の五第 一項」と 読み替え るものと す
る。
第十二章
（公 表）
第五十六条 の二

、第 十条（第 十六条、第 十六条の四 及び第十 六条の七 において 準用する場合 を含む。 ）、第十 二条第一 項、第十 六条の三第一 項、第十 六条の六 第

一 項、第十 六条の八 第一項（ 第十六条の九 第一項に おいて準 用する場 合を含む。 ）、第十六 条の十、 第十七条 第一項（ 第十八条第 一項におい て準

用する場 合を含む 。）、第 十八条の 二、第十九 条第一項（ 第二十条 第一項に おいて準 用する場合 を含む。） 、第二十 条の二、 第二十三 条第一項か

ら 第三項まで 、第二十 三条の二、 第二十五 条、第二 十六条又は 第五十二 条の四第二 項（第五 十二条の 五第二項に おいて準 用する場合 を含む。 ）の

規定に違 反してい る事業主に 対し、前 条の規定 による勧告 をした場 合において 、その勧 告を受け た者がこれ に従わな かったとき は、その 旨を公表
する ことがで きる。

厚生 労働大臣は 、第二条 第一号及 び第三号 から第五号 まで、第五 条第二項 、第三項 第二号及 び第四項第 二号、第六 条第一項 第二号（ 第

（労働政策 審議会へ の諮問）
第五十 七条

十 二条第二 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 用する場合 を含む。 ）及び第 三項、第 七条第二項 及び第三項 （第十三 条に

おいて準 用する場 合を含む 。）、第八 条第二項 及び第三項 （第十四 条第三項 において準 用する場 合を含む。 ）、第九 条第二項 第一号、第 十二条第

三項 、第十五 条第三項 第一号、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 六条の八 第一項第 二号、第三 項及び第 四項

第一号（ これらの規 定を第十 六条の九 第一項に おいて準用 する場合を 含む。） 、第十七 条第一項 第二号、第 三項及び第 四項第一 号（これ らの規定

を第 十八条第 一項におい て準用する 場合を含 む。）、 第十九条 第一項第二 号及び第三 号、第三 項並びに 第四項第 一号（これら の規定を 第二十条 第

一 項におい て準用す る場合を 含む。）、第 二十三条 第一項か ら第三項 まで並び に第二十五条 の厚生労 働省令の 制定又は 改正の立案 をしようと する

とき、第 二十八条 の指針を 策定しよ うとすると き、その他 この法律 の施行に 関する重 要事項につ いて決定し ようとす るときは 、あらか じめ、労働
政 策審議会の 意見を聴 かなければ ならない 。
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（ 船員に関 する特例 ）

第六章、 第七章、 第五十二 条の六か ら第五十四 条まで及び 第六十二 条から第 六十五条 までの規定 は、船員職 業安定法 （昭和二 十三年法 律

船 員等に関 しては、 第二条第一 号及び第三 号から第 五号まで 、第五条 第二項、第 三項第二号 、第四項 第二号及 び第六項 、第六条第 一項第二号 （

」という 。）に関 しては、適 用しない 。

第 百三十号） 第六条第 一項に規定 する船員 になろう とする者及 び船員法 （昭和二十 二年法律 第百号） の適用を受 ける船員 （次項にお いて「船 員等

第六十条

２

第十二条第 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 項、第九 条の二第 一

項 、第十一 条第三項、 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 一項から 第三項ま で、第十六 条の五第一 項から第 三項

まで、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 第一項第 三号及び 第二項、第 二十三条 第一項から 第三項ま で、第二 十五条、第 二十九条 、第

五十七条 、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「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 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 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 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 の措置」 とあるの は「短期 間航海船舶 に乗り組ま せること 等の措置 」と、同 項中「労働 基準法第三 十

九条の規定 による年 次有給休 暇」とあ るのは「船 員法第七十 四条から 第七十八 条までの 規定による有 給休暇」 と、同項 第三号中 「制度、 第十六条

の八 の規定による 所定外労 働の制限 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「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」 とあるの は「第二 章から第 五章まで、 第八章」と 、第五十 二条

の三中「 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 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 運輸局長 （運輸監 理部長を含 む。）」 と、同項中 「第六条 第一項の 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 」と、第五 十六条の二 中「第十 六条の六 第一項、

第十 六条の八 第一項（第 十六条の九 第一項に おいて準 用する場 合を含む。 ）、第十六 条の十、 第十七条 第一項（ 第十八条第一 項におい て準用す る

場 合を含む 。）、第 十八条の 二」とあるの は「第十 六条の六 第一項」 と、第五 十七条中「第 十六条の 五第一項 及び第二 項、第十六 条の八第一 項第

二号、第 三項及び 第四項第 一号（こ れらの規定 を第十六条 の九第一 項におい て準用す る場合を含 む。）、第 十七条第 一項第二 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 の五第一項 及び第二 項」と、「 労働政策 審議
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３

会 」とある のは「交 通政策審議 会」とする 。

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 法律第二 十条第一 項、第二 十一条から 第二十六条 まで並び に第三十 一条第三 項

及 び第四項の 規定は、 前項の規定 により読 み替えら れた第五十 二条の五 第一項の規 定により 指名を受 けて調停員 が行う調 停について 準用する 。こ

の場合に おいて、 同法第二十 条第一項 、第二十 一条から第 二十三条 まで及び第 二十六条 中「委員 会は」とあ るのは「 調停員は」 と、同項 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 第二十一 条中「当該委 員会が置 か

れる都道府 県労働局 」とある のは「当 該調停員を指 名した地 方運輸局 長（運輸 監理部長 を含む。）が 置かれる 地方運輸 局（運輸 監理部を含 む。）

」と 、同法第二十 五条第一 項中「第 十八条第 一項」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 法律第五 十

二 条の五第 一項」と、 同法第二十 六条中「 当該委員 会に係属 している」 とあるのは 「当該調 停員が取 り扱つて いる」と、 同法第三十 一条第三 項中

「前項」 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 第五十二条 の五第一 項」と読 み替えるも のとする 。

第二章 から第九章 まで、第 三十条、 前章、第五 十三条、第 五十四条 、第五十 六条、第 五十六条の 二、前条、 次条から 第六十四 条まで及

（公 務員に関 する特例 ）
第六十一条
（略 ）

び第 六十六条 の規定は、 国家公務員 及び地方 公務員に 関しては 、適用しない 。
２～

◎

行政執行 法人の長 は、職場 において 行われる当 該行政執行 法人の職 員に対す る国家公 務員の育児 休業等に関 する法律 第三条第 一項の規 定による

務環境が 害される ことのない よう、当 該職員か らの相談に 応じ、適 切に対応す るために 必要な体 制の整備そ の他の雇 用管理上必 要な措置 を講じな
けれ ばならな い。

地方公務員 法第六条 第一項に規 定する任 命権者又 はその委任 を受けた 者は、職場 において 行われる同 法第四条 第一項に 規定する職 員に対す る地

方公 務員の育児休 業等に関 する法律 第二条第 一項の規 定による育児 休業、第 六項にお いて準用 する第三項 の規定によ る休業そ の他の子 の養育又 は

家 族の介護 に関する厚 生労働省令 で定める 制度の利 用に関す る言動によ り当該職員 の勤務環 境が害さ れること のないよう 、当該職員 からの相 談に
応じ、適 切に対応 するため に必要な体 制の整備 その他の雇 用管理上 必要な措 置を講じな ければな らない。

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

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）（抄 ）
（調 停）

第七 十四条の 八

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「障害 者の雇用の 促進等に 関する法 律第七十四 条の七第 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
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32

育 児休業、第 三項の規 定による休 業その他 の子の養 育又は家族 の介護に 関する厚生 労働省令 で定める 制度の利用 に関する 言動により 当該職員 の勤

33
34

又 は障害者 の医療に 関する専門 的知識を有 する者そ 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「 障害者の雇 用の
促進等に 関する法 律第七十 四条の七 第一項」と 読み替える ものとす る。
（ 船員に関す る特例）
（ 略）

（ 略）

第八十五条 の二
２

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 律第二十 条第一項 、第二十一 条から第二 十六条ま で並びに 第三十一 条第三項

社会保険 労務士法（ 昭和四十三 年法律第 八十九号 ）（抄）

促 進等に関 する法律 第七十四 条の七第一項 」と読み 替えるも のとする 。

中「 当該委員 会に係属し ている」と あるのは 「当該調 停員が取 り扱つている 」と、同 法第三十 一条第三 項中「前 項」とあるの は「障害 者の雇用 の

」と、同 法第二十五 条第一項 中「第十 八条第一 項」とある のは「障害 者の雇用 の促進等 に関する 法律第七十 四条の七第 一項」と 、同法第 二十六条

れる 都道府県 労働局」 とあるのは 「当該調 停員を指名 した地方 運輸局長 （運輸監理 部長を含 む。）が置 かれる地 方運輸局 （運輸監理 部を含む 。）

係当事者 」とある のは「関 係当事者又 は障害者 の医療に関 する専門 的知識を 有する者そ の他の参 考人」と、 同法第二 十一条中 「当該委員 会が置か

こ の場合に おいて、同 法第二十条 第一項、 第二十一 条から第 二十三条ま で及び第二 十六条中 「委員会 は」とあ るのは「調 停員は」と 、同項中 「関

及び 第四項の規定 は、前項 の規定に より読み 替えて適用 する第七十 四条の七 第一項の 規定によ り指名を受 けて調停員 が行う調 停につい て準用す る。

３

◎

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 。

（社会保 険労務士 の業務）
第二条
（略）

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

一～一の三
一の 四

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、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）第四十 七条の七 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 者及び有 期雇用労 働者の雇 用管理の改 善等に関す る法律（ 平成
（略）

五年法 律第七十 六号）第 二十五条第 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 。
（略）

一 の五～三
２～４
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◎

建設労働 者の雇用 の改善等 に関する法 律（昭和五 十一年法 律第三十 三号）（ 抄）
（労働者 派遣法の 規定の読 替え適用 等）

第十五条第 二項に定め るものの ほか、送 出事業主 が行う建設 業務労働者 就業機会 確保事業 に関して は、労働者 派遣法第二 章第二節 、第

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

短 時間労働 者及び有 期雇用労働者 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 ）

（表 略）

掲げる字 句とする 。

主 を同号に 規定する派 遣先とみな す。この 場合にお いて、次 の表の上欄 に掲げる労 働者派遣 法の規定 中同表の 中欄に掲げ る字句は、 同表の下 欄に

管理 責任者を労働 者派遣法 第三十六 条に規定 する派遣元 責任者と、 送出事業 主を労働 者派遣法 第二条第四 号に規定す る派遣元 事業主と 、受入事 業

第四十七条 の十、第 四十八条 第二項及 び第三項並び に第五十 四条の規 定は適用 しないも のとし、労働 者派遣法 の他の規 定の適用 については 、雇用

、第 三十五条 の三、第 三十五条の 四第二項、 第三十五 条の五、 第四十条 の三から第 四十条の五 まで、第 四十条の 六第一項 第四号、第四 十条の九 、

二十三条 第三項及 び第五項、 第二十三 条の二、 第二十六条 第一項、 第三十条第 一項第一 号及び第 二項、第三 十四条第 一項第三号 、第三十 四条の二

第四 十四条

◎
（ 調停）

則

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 （平成三 十年法律第 七十一号） （抄）

るのは「短 時間労働 者及び有 期雇用労 働者の雇用 管理の改善 等に関す る法律第 二十五条 第一項」と読 み替える ものとす る。

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

とあるの は「短時 間労働者及 び有期雇 用労働者 の雇用管理 の改善等 に関する法 律第二十 五条第一 項」と、同 法第二十 条第一項中 「関係当 事者」と

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」

第二十六 条

◎
附

（派 遣労働者 に係る紛 争の解決の 促進に関 する特例に 関する経 過措置）

附 則第一条 第二号に掲 げる規定 の施行の 際現に紛争 調整委員 会（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

国土交通 省設置法（ 平成十一年 法律第百 号）（抄 ）

働 者派遣法 第四十七 条の五に 規定する紛争 に該当す るものに ついては 、同条の 規定にかかわ らず、な お従前の 例による 。

）第 六条第一 項の紛争調 整委員会を いう。附 則第十一 条におい て同じ。） に係属して いる同法 第五条第 一項のあ っせんに係る 紛争であ って、新 労

第九条

◎
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三

交 通政策審 議会は、 次に掲げる 事務をつか さどる。
（略）

労働基 準法（昭 和二十二 年法律第四 十九号） （抄）

（略 ）

さ せられた 事項を処 理すること 。

号）、 空港法、 気象業務 法（昭和二 十七年法 律第百六十 五号）及 び海上交通 安全法（ 昭和四十 七年法律第 百十五号 ）の規定に よりその 権限に属

和二十五 年法律第二 百十八号） 、港湾整 備促進法 （昭和二 十八年法律 第百七十号 ）、広域 臨海環境 整備セン ター法（昭 和五十六年 法律第七 十六

律第 百三十号） 、船舶職 員及び小 型船舶操 縦者法（昭 和二十六年 法律第百 四十九号 ）、水先 法（昭和二 十四年法律 第百二十 一号）、 港湾法（ 昭

）、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） 、船員職 業安定法 （昭和二十 三年法

促 進法（昭 和四十六年 法律第九十 二号）、 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

の促進 に関する法 律（昭和 四十二年 法律第六 十一号）、 青少年の雇 用の促進 等に関す る法律（ 昭和四十五 年法律第九 十八号） 、勤労者 財産形成

、最低賃金 法（昭和 三十四年法 律第百三 十七号）、 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）、船員 災害防止 活動

）、造 船法（昭 和二十五 年法律第 百二十九号 ）、臨時船 舶建造調 整法（昭 和二十八 年法律第百 四十九号） 、船員法 （昭和二 十二年法律 第百号）

（昭和二 十四年法 律第百八十 七号）、本 州四国連 絡橋の建 設に伴う 一般旅客定 期航路事業 等に関す る特別措 置法（昭 和五十六年法 律第七十 二号

交通政策 基本法、 観光立国推 進基本法 （平成十 八年法律第 百十七号 ）、全国新 幹線鉄道 整備法（ 昭和四十五 年法律第 七十一号） 、海上運 送法

一・二

第十 四条

２
◎

使用者は 、六週間 （多胎妊 娠の場合 にあつては、 十四週間 ）以内に 出産する 予定の女性 が休業を請 求した場 合におい ては、そ の者を就

（産 前産後）
第六十五条
業さ せてはならな い。

使用者は 、産後八 週間を経過 しない女性 を就業さ せてはな らない。 ただし、産 後六週間を 経過した 女性が請 求した場 合において 、その者に つい
使用者は、 妊娠中の 女性が請求 した場合 において は、他の軽 易な業務 に転換させ なければ ならない 。

②
③

国 会職員法 （昭和二 十二年法律第 八十五号 ）（抄）

て医師が 支障がな いと認め た業務に就 かせるこ とは、差し 支えない 。

◎

各議 院事務局 の事務総 長、参事 、常任委員 会専門員及 び常任委 員会調査 員並びに 衆議院事務 局の調査局 長及び調 査局調査 員

この 法律にお いて国会 職員とは、 次に掲げる 者をいう 。

一

各議院法 制局の法 制局長及び 参事

第一 条
二
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◎

五

四

三

前各号に 掲げる者 を除くほか 、各議院 事務局、 各議院法制 局、国立 国会図書館 、弾劾裁 判所事務 局及び訴追 委員会事 務局の職員

裁判 官弾劾裁 判所事務 局（以下 「弾劾裁判 所事務局」 という。 ）及び裁 判官訴追 委員会事務 局（以下「 訴追委員 会事務局 」という 。）の参事

国立国 会図書館 の館長、副 館長、司書 、専門調 査員、調 査員及び 参事

船 員法（昭 和二十二 年法律第百 号）（抄）
（妊産婦の 就業制限 ）

船舶 所有者は、 妊娠中の 女子を船 内で使用 してはなら ない。ただ し、次の 各号の一 に掲げる 場合は、こ の限りでな い。

女子の船 員が妊娠 中であるこ とが航海 中に判明し た場合に おいて、 その者が当 該船舶の 航海の安全 を図るた めに必要 な作業に従 事すると き。

いと医師 が認めた とき。

国土交 通省令で定 める範囲の 航海に関 し、妊娠 中の女子 が船内で作 業に従事す ることを 申し出た 場合にお いて、その 者の母性保 護上支障 がな

第八十 七条
一
二

船舶所 有者は、 出産後八週 間を経過 しない女 子を船内で 使用しては ならない 。ただし 、出産後 六週間を経 過した女子 が船内で 作業に従 事するこ
とを 申し出た 場合におい て、その者 の母性保 護上支障 がないと 医師が認めた ときは、 この限り でない。

船舶所有 者は、第 一項ただ し書の規定 に基づき、 妊娠中の 女子を船 内で作業 に従事させ る場合にお いて、そ の女子の 申出があ つたときは 、その
者を軽易 な作業に 従事させ なければ ならない。
船員職 業安定法 （昭和二 十三年法律 第百三十 号）（抄）

独立行政 法人通則法（ 平成十一 年法律第 百三号） 第二条第 四項に規定す る行政執 行法人を いう。
行政執 行法人に 勤務する 一般職に属 する国家公 務員をい う。
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②
③

◎

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

（定 義）
第六条
（略 ）

のを いう。
２～

行政執行法 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）（抄 ）

職員

行政執 行法人

この法 律におい て、次の各号 に掲げる 用語の意 義は、当 該各号に 定めるところ による。

（定義）

二

一

第二条

◎

16

◎

地方公務 員法（昭 和二十五 年法律第二 百六十一号 ）
（この法 律の適用 を受ける 地方公務 員）
この 法律の規定 は、一般職 に属する すべての 地方公務 員（以下「 職員」とい う。）に 適用する 。

（略）

第四 条
２

地方 公共団体 の長、議 会の議長 、選挙管理 委員会、代 表監査委 員、教育 委員会、 人事委員会 及び公平委 員会並び に警視総 監、道府 県警察本

（任 命権者）
第六条

部長 、市町村の消 防長（特 別区が連 合して維 持する消防 の消防長を 含む。） その他法 令又は条 例に基づく 任命権者は 、法律に 特別の定 めがある 場

合 を除くほ か、この法 律並びにこ れに基づ く条例、 地方公共 団体の規則 及び地方公 共団体の 機関の定 める規程 に従い、そ れぞれ職員 の任命、 人事

評価（任 用、給与 、分限そ の他の人事 管理の基 礎とするた めに、職 員がその 職務を遂行 するに当 たり発揮し た能力及 び挙げた 業績を把握 した上で
２
自衛隊法 （昭和二 十九年法 律第百六十 五号）（抄 ）

（略）

行わ れる勤務 成績の評 価をいう。 以下同じ 。）、休職 、免職及 び懲戒等 を行う権限 を有する ものとする 。

◎
（略 ）

（定義）
第二 条
（ 略）

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）

定め る職にある職 員以外の ものをい うものと する。

官、防衛大 臣政策参 与、防衛 大臣秘書 官、第一項 の政令で定 める合議 制の機関 の委員、 同項の政令で 定める部 局に勤務 する職員 及び同項 の政令で

こ の法律（ 第九十四 条の七第三 号を除く 。）におい て「隊員 」とは、 防衛省の職 員で、防衛 大臣、防 衛副大臣 、防衛大 臣政務官、 防衛大臣補 佐

２～４
５

◎

（当 事者に対 する助言 及び指導）

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 争及び行

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

ことがで きる。

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

政執 行法人の 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

第四条

２
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３

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。
（ あっせんの 委任）

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、

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。

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。

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

第五条

２
（ 委員会の 設置）

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。

委員会は、 前条第一 項のあっせ んを行う 機関とす る。

第六条
２
（あっせ ん）

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 。

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 。

第十二 条
２

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

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

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。

、 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。

第十三条
２
第十四 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

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
と ができる 。

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

（時効の 完成猶予 ）
第十 六条

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、 時効の完成 猶予に関 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 。

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

（資 料提供の 要求等）
第十 七条

を求める ことがで きる。
（ あっせん状 況の報告 ）
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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。

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。

（厚生労 働省令へ の委任）
第十 九条
（船員に 関する特 例）

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 る船員及び 同項に規 定する船 員になろ うとする者 に関しては 、

第一項の規 定により 読み替えら れた第三 条、第四 条第一項及 び第二項 並びに第五 条第一項 並びに前 項の規定に より読み 替えて準用 される第 十八

ものとす る。

長 」とある のは「地方 運輸局長（ 運輸監理 部長を含 む。）」 と、同条及 び第十九条 中「厚生 労働省令 」とある のは「国土 交通省令」 と読み替 える

ある のは「あっせ ん員は」 と、「当 該委員会 に係属し ている」とあ るのは「 当該あっ せん員が 取り扱って いる」と、 第十八条 中「都道 府県労働 局

該あっせん 員を指名 した地方 運輸局長 （運輸監理 部長を含む 。）が置 かれる地 方運輸局 （運輸監理部 を含む。 ）」と、 第十七条 中「委員 会は」と

せん 員候補者 名簿を作 成した地方 運輸局長（ 運輸監理 部長を含 む。）」 と、第十四 条中「当該 委員会が 置かれる 都道府県 労働局」と あるのは「 当

「あっせ ん員」と 、第十二条 第一項中 「委員の 」とあるの は「あっ せん員候補 者名簿に 記載され ている者の 」と、「 会長」とあ るのは「 当該あっ

失 う」と、第 十二条か ら第十五条 までの規 定中「あ っせん委員 」とあり 、並びに第 十二条第 一項、第 十八条及び 第十九条 中「委員会 」とある のは

「あっせ ん員候補 者」と、 同条第二 項中「委員 」とあるの は「あっ せん員又 はあっせ ん員候補者 」と、「当 然失職す る」とあ るのは「 その地位を

第九条及 び第十二 条から第 十九条まで の規定は、 第二項の あっせん について 準用する。 この場合に おいて、 第九条第 一項中「 委員」とあ るのは

らな い。

わせるた め、二年ご とに、学 識経験を 有する者 のうちから あっせん員 候補者三 人以上を 委嘱し、 あっせん員 候補者名簿 を作成し ておかな ければな

地方運輸局 長（運輸 監理部長を 含む。） は、第一 項の規定に より読み 替えられた 第五条第 一項の規 定により指 名するあ っせん員に あっせん を行

定は、適 用しない 。

前項の規 定により 読み替えら れた第五条 第一項の 規定によ り指名を 受けてあっ せん員が行 うあっせ んについ ては、第 六条から第 十九条まで の規

「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 補者名簿 に記載さ れている 者のうちか ら指名する あっせん 員」とす る。

第三条、第 四条第一 項及び第 二項並び に第五条第一 項中「都 道府県労 働局長」 とあるの は「地方運輸 局長（運 輸監理部 長を含む 。）」と、 同項中

第二十 一条

２
３

４

５

条に規定 する地方運 輸局長（ 運輸監理 部長を含 む。）の権 限は、国土 交通省令 で定める ところに より、運輸 支局長又は 地方運輸 局、運輸 監理部若
しく は運輸支 局の事務所 の長に委任 すること ができる 。
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