○厚生労働省告示第三百二十四号

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の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備

等に関する省令（平成三十年厚生労働省令第百十二号）の施行に伴い、及び専門的知識等を有する有

期雇用労働者等に関する特別措置法（平成二十六年法律第百三十七号）第三条第一項の規定に基づき

、事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針（平

加藤

勝信

成二十七年厚生労働省告示第六十九号）の一部を次の表のように改正し、平成三十一年四月一日から
適用することとしたので、同条第四項の規定に基づき公表する。
平成三十年九月七日

厚生労働大臣
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第２ 事業主が行う特 定有 期雇用労働者の特 性に応じた雇用管理に 第 ２ 事業主 が行う特定有期雇 用労働者の特性に応じ た雇用管理に
関する措置の内容に関する事項
関する措置の内容に関する事項
１・２ （略）
１・２ （略）
３ その他の雇用管理等に関する留意事項
３ その他の雇用管理等に関する留意事項
⑴ 個別労働関係紛争の未然防止
⑴ 個別労働関係紛争の未然防止
法に基 づく労 働契 約法の特例の適用 に当たっては、個別労
法 に基づ く労働契約法 の特例の適用に当たっ ては、個別労
働 関係紛 争を未 然に 防止するため、特 定有期雇用労働者に係
働関 係紛争 を未然に防止 するため、特定有期雇 用労働者に係
る 労働基 準法施行規則第 五条の特例を定める 省令（平成27年
る労 働基準 法施行規則第五条の 特例を定める省令 （平 成27年
厚 生労働 省令第36号 ）の規定に基づき 、事業主は、労働契約
厚生 労働省 令第36号）の 規定に基づき、事業主 は、労働契約
の 締結・ 更新時 に、 ①計画対象第一種 特定有期雇用労働者に
の締 結・更 新時に、①計 画対象第一種特定有期 雇用労働者に
対 しては 、特定有期業務 の期間（最長10年）、計画対象第二
対し ては、 特定有期業務の期間 （最長10年）、 計画対象第二
種 特定有 期雇用 労働 者に対しては、定 年後引き続いて雇用さ
種特 定有期 雇用労働者に 対しては、定年後引き 続いて雇用さ
れ ている 期間、 無期 転換申込権は発生 しないことを明示する
れて いる期 間、無期転換 申込権は発生しないこ とを書面で明
と ともに 、②計 画対 象第一種特定有期 雇用労働者に対しては
示す るとと もに、②計画 対象第一種特定有期雇 用労働者に対
、 特例の 対象と なる 業務の具体的な範 囲も明示することが必
して は、特 例の対象とな る業務の具体的な範囲 も書面で明示
要である。
する ことが 必要である。 また、その際は、モデ ル労働条件通
知書の活用を図ることが望ましい。
また、 法の第 一種 計画（法第４条第 １項に規定する第一種
ま た、法 の第一種計画 （法第４条第１項に規 定する第一種
計 画をい う。以 下同 じ。）又は第二種 計画（法第６条第１項
計画 をいう 。以下同じ。 ）又は第二種計画（法 第６条第１項
に 規定す る第二 種計 画をいう。⑵にお いて同じ。）が認定さ
に規 定する 第二種計画を いう。⑵において同じ 。）が認定さ
れ たこと により 有期 労働契約の期間中 に無期転換申込権発生
れた ことに より有期労働 契約の期間中に無期転 換申込権発生
ま での期 間が変 更と なる場合や、第一 種計画に記載された特
まで の期間 が変更となる 場合や、第一種計画に 記載された特
定 有期業 務の完 了の 日が変更となるこ とにより無期転換申込
定有 期業務 の完了の日が 変更となることにより 無期転換申込
権 発生ま での期 間が 変更となる場合に は、速やかに特例の対
権発 生まで の期間が変更 となる場合には、速や かに特例の対
象となる労働者にその旨を明示することが適当である。
象となる労働者にその旨を明示することが適当である。
事業主 が計画 対象 第一種特定有期雇 用労働者又は計画対象
第 二種特 定有期 雇用 労働者に対して労 働条件を明示する際の
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方 法は、 特定有 期雇 用労働者に係る労 働基準法施行規則第五
条 の特例 を定め る省 令第１条第２項又 は第２条第２項に規定
す る事項 が明ら かと なる書面の交付と する。ただし、同令第
１ 条第３ 項ただ し書 又は第２条第３項 ただし書の規定に基づ
き 、当該 労働者 が① ファクシミリを利 用してする送信の方法
又 は②電 子メー ル等 の送信の方法（当 該労働者が当該電子メ
ー ル等の 記録を 出力 することにより書 面を作成することがで
き るもの に限る 。） のいずれかの方法 によることを希望した
場合には、当該方法により明示することができる。
また、 労働条 件を 明示する際は、モ デル労働条件通知書の
活用を図ることが望ましい。
⑵ （略）
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⑵

（略）

