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第一章
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総則（第一条 ―第五条）
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第四章
雑則（第十八 条―第二十条）

総則

第五 章
附則
第一章

この法律 は、勤労青少年の福祉に 関する原理を明 らかにするとともに、勤 労青少年について、 職業指導の充実、職 業訓練の奨励、

（目的）
第一条

福 祉施設の設置等の措 置を計画的に推進し、 もつて勤労青少年 の福祉の増進を図るこ とを目的とする。

すべて勤労 青少年は、心身の成長 過程において勤労に従 事する者であり、 かつ、特に将来の産業 及び社会をになう者 であることに

（基本的理念 ）
第二条

勤労青少 年は、勤労に従事 する者としての自覚を もち、みずからすすんで 有為な職業人と して成育するように努め なければならな

かん がみ、勤労青少年が 充実した職業生活を 営むとともに、有為な 職業人としてすこ やかに成育するように配 慮されるものとする。
第三条
い。
（関係者の 責務）
事業主は 、その雇用する勤労青少 年の福祉を増進 するように努めなければ ならない。

国 及び地方公共団体 は、勤労青少年の福祉 を増進するように 努めなければならない 。

第四条
２
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３

事 業主がその雇用する勤 労青少年の福祉の 増進のための措置を講 じ、又は国若しく は地方公共団体が勤労青 少年の福祉の増進のた めの

施策を講ず るにあたつては、事業 主又は国若しくは 地方公共団体は、その 措置又は施策を通じ て、前二条に規定す る基本的理念が具現さ
れるように配慮 しなければならない。

ひろ く国民が勤労青少年の 福祉についての関心と 理解を深め、かつ 、勤労青少年がみずか らすすんで有為な 職業人としてすこやか

（勤 労青少年の日）
第五条
勤 労青少年の日は、 七月の第三土曜日とす る。

に成育しようと する意欲をたかめるため 、勤労青少年の日を設 ける。
２

国及び地 方公共団体は、 勤労青少年の日において 、その日の趣旨にふさ わしい事業が実施 されるように努めなけ ればならない。
勤労青少年福 祉対策基本方針等

３
第二章
（勤労青少 年福祉対策基本方針）

厚生労働 大臣は、勤労青少年の福 祉に関する施策 の基本となるべき方針（ 以下「勤労青少年福 祉対策基本方針」と いう。）を定め

一

勤労青少年の福 祉の増進について講 じようとする施策の基 本となるべき事項

勤労青少 年の職業生活の動向 に関する事項

勤 労青少年福祉対策 基本方針は、勤労青少 年の労働条件、意識並 びに地域別、産業 別及び企業規模別の就業 状況等を考慮して定 められ

二

勤労 青少年福祉対策基本 方針に定める事項は、次 のとおりとする 。

る ものとする。

第六条
２

３
なければな らない。

厚生労働大臣 は、勤労青少年福 祉対策基本方針を定め るに当たつては、あらか じめ、労働政策 審議会の意見を聴くほか 、都道府県知事

厚 生労働大臣は、勤労青 少年福祉対策基本 方針を定めたときは、 遅滞なく、その概要を公 表するものとする 。

４
５

前二項の 規定は、勤労青少年福 祉対策基本方針の 変更について準用する 。

の意見を求めるものと する。
６

（都 道府県勤労青少年 福祉事業計画）
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第七条

都道府県知事は、勤 労青少年福祉対策 基本方針を参酌して、 当該都道府県にお ける勤労青少年の福祉に 関する事業の基本とな るべ

２

都道府県知事は、都 道府県勤労青少年福祉 事業計画を定める に当たつて必要がある と認めるときは、 当該都道府県の区域内 の市町村の

都道府県勤労 青少年福祉事業計画にお いては、おおむ ね前条第二項各号に掲げ る事項について 定めるものとする。

き計画（以 下「都道府県勤労青少 年福祉事業計画」 という。）を策定する ように努めなければ ならない。
３

都道府県 知事は、都道府県勤労 青少年福祉事業計画を 定めたときは、遅 滞なく、その概要を公 表するよう努める ものとする。

長の 意見を聴くものとする 。
４

前条第三項の 規定は都道府県勤労青少 年福祉事業計画の策定 について、前二項 の規定は都道府県勤労 青少年福祉事業計 画の変更につい

福祉の措 置

５
て準 用する。
第三章

職業 安定機関は、勤労青少 年がその適性、能 力、経験、技能の程度 等にふさわしい職業を 選択することを促 進するため、勤労青少

（職 業指導等）
第八条

年その他関係者 に対して雇用情報、職業 に関する調査研 究の成果等を提供し、勤 労青少年の特性に適応 した職業指導を行 なう等必要な措

職業 安定機関は、勤労青少 年が職業に適応するこ とを容易にするた め、その就職後におい ても、勤労青少年その 他関係者に対して

置 を講ずるものとする 。
第九条

職業 安定機関の長は、 必要に応じ、勤労青少 年が職業に適応するこ とを容易にするた め、勤労青少年その他 関係者に対して、相 談

、相談に応じ、及び 必要な指導を行なう ことができる。
第十条

に応じ及び必要 な指導を行なうこと を当該業務について 熱意と識見を有する者に 委託することが できる。

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、勤労青少年が職業 に必要な技能（こ れに関する知識を含む 。

（職 業訓練に関する啓もう 宣伝等）
第十一条

）を習得するこ とを促進するため、勤労 青少年その他関係 者に対して、職業訓練 に関する啓もう宣伝を 行う等必要な措置 を講ずるように
努め なければならない 。
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事業主 は、その雇用する勤労青 少年が職業能力 開発促進法（昭和四十四 年法律第六十四 号）第二十七条第一項に 規定する準則訓

（職業訓練 又は教育を受ける勤労 青少年に対する配 慮）
第十二条

練又は学校教育法（昭 和二十二年法律第二十 六号）第四条第一 項に規定する高等学校 （中等教育学校の後 期課程を含む。）の 定時制の課

程若 しくは通信制の課程等 で行う教育を受ける場合 は、当該勤労青 少年が職業訓練又は教育 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 な配慮をするように努 めなければならない。
（勤 労青少年福祉推進 者）

事 業主は、その雇 用する勤労青少年が職場 に適応することを容易 にするため、事業 場ごとに、必要な指導 、相談、レクリエ ーシ

前項の事業場の範囲 及び勤労青少年福 祉推進者の資格に関す る事項は、厚生労働省 令で定める。

ヨン等の事項を 担当する者（以下 「勤労青少年福祉推進 者」という。）を選任す るように努めな ければならない。

第十三条
２

国及び 地方公共団体は、勤労青 少年の勤労によ る疲労の回復とすこやか な成育に資するため 、勤労青少年の勤労 の余暇の有効な

（余暇の有 効活用）
第十四条

活 用に必要なレクリエ ーシヨンその他の事業 が実施されるよう に努めるとともに、勤 労青少年の健全なクラブ 活動を援助する 等必要な措

福祉施設

置を講ず るように努めなけ ればならない。
第四章
（勤労青少 年ホーム）
地方公 共団体は、必要に 応じ、勤労青少年ホー ムを設置するように努め なければならな い。

厚生労働 大臣は、勤労青少年ホ ームの設置及び運 営についての望ましい 基準を定めるものとす る。

他勤 労の余暇に行なわれる 活動のための便宜を 供与する等勤労青少 年の福祉に関する事業を 総合的に行なうこ とを目的とする施設と する。

勤労青少年ホームは 、勤労青少年に対 して、各種の相談に応 じ、及び必要な指導を 行ない、並びにレ クリエーシヨン、クラ ブ活動その

第十五条
２
３

（勤 労青少年ホーム指 導員）
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勤労青少年ホーム には、勤労青少年 に対する相談及び指導 の業務を担当する 職員（以下「勤労青少年 ホーム指導員」という 。）

雑則

勤労青少年ホ ーム指導員は、その業務 について熱意と 識見を有し、かつ、厚生 労働大臣が定め る資格を有する者のうち から、選任する

を置くよう に努めなければならな い。

第十六 条
２

削除

ものとする。
第十七条
第五章

国は、勤労青 少年の福祉を増進 するための事業を推進 するために必要な助言 、指導その他の援 助を行なうように努め なければな

（国の助言等）
第十八条
らな い。
（調査等）

厚生 労働大臣は、この法 律の施行に関し、関係行 政機関の長に対 し、資料の提供その他必 要な協力を求めるこ とができる。

厚生労働大臣 は、勤労青少年福祉対 策基本方針を定め るについて必要な調査 を実施するものとする 。

２

厚生労働 大臣は、この法律の施 行に関し、都道府県知 事から必要な調査 報告を求めることがで きる。

第 十九条
３
（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

職 業安定法（昭和二 十二年法律第百四十一 号）（抄）

働政 策審議会」とあるのは 「交通政策審議会」 と、第十三条第二項 中「厚生労働省令」とあ るのは「国土交通 省令」とする。

）及び第十九条中「厚 生労働大臣」とある のは「国土交通大臣 」と、第六条第四項（ 同条第六項におい て準用する場合を含む 。）中「労

ては、第六条第 一項、同条第四項（ 同条第六項において 準用する場合を含む。） 、同条第五項（ 同条第六項において準用 する場合を含む。

第二十条

○
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（略）

（定義）
第四条
（略）

こ の法律において「職業 紹介事業者」とは、第三 十条第一項若し くは第三十三条第一項の 許可を受けて、又 は第三十三条の二第一 項、

②～⑥
⑦
（略）

第三十三条 の三第一項若しくは第 三十三条の四第一項の 規定による届出を して職業紹介事業を行 う者をいう。
⑧・⑨
（労働条件 等の明示）

公共 職業安定所及び職 業紹介事業者、労働者 の募集を行う者及び募 集受託者（第三十 九条に規定する募集受託 者をいう。）並

前二項の 規定による明示は、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

らない。

業 者に対し、それぞれ 、求職者又は供給され る労働者が従事す べき業務の内容及び賃 金、労働時間その他の労 働条件を明示し なければな

求人者は求人 の申込みに当たり公共職 業安定所又は職 業紹介事業者に対し、労 働者供給を受けよう とする者はあらかじ め労働者供給事

他の労働条 件を明示しなければな らない。

、求 職者、募集に応じて労 働者になろうとす る者又は供給される労 働者に対し、その者が従 事すべき業務の内 容及び賃金、労働時間 その

びに労働者供給事業者 （次条において「 公共職業安定所等」と いう。）は、それぞれ 、職業紹介、労働 者の募集又は労働者供 給に当たり

第五条の三

②

③
法により行わなけれ ばならない。
（求職者等 の個人情報の取扱い ）

公共 職業安定所等は、 それぞれ、その業務に 関し、求職者、募集に応 じて労働者にな ろうとする者又は供給さ れる労働者の個

公共職業安定 所等は、求職者等の個人 情報を適正に管 理するために必要な措置 を講じなければならな い。

、本人の同 意がある場合その他正 当な事由がある場合 は、この限りでない 。

に必 要な範囲内で求職者等 の個人情報を収集し 、並びに当該収集の 目的の範囲内でこれを保 管し、及び使用し なければならない。た だし

人情報（以下この条に おいて「求職者等の 個人情報」という。 ）を収集し、保管し、 又は使用するに当 たつては、その業務の 目的の達成

第五条の四

②
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公共職業安定所及び職 業紹介事業者は、 求人の申込みはすべて 受理しなければな らない。ただし、その 申込みの内容が法令に

（求 人の申込み）
第五条の五

違反するとき、 その申込みの内容である 賃金、労働時間 その他の労働条件が通常 の労働条件と比べ て著しく不適当である と認めるとき、

又は求人者が第五条の 三第二項の規定による 明示をしないとき は、その申込みを受理 しないことができる 。
（労働争議 に対する不介入）

公共職 業安定所は、労働争議に 対する中立の立場を維 持するため、同盟 罷業又は作業所閉鎖の 行われている事業 所に、求職者を

前項に規 定する場合の外 、労働委員会が公共職業 安定所に対し、事業所 において、同盟罷 業又は作業所閉鎖に至 る虞の多い争議が 発生

紹介 してはならない。

第二十条
②

していること及 び求職者を無制限 に紹介することによつ て、当該争議の解決が妨 げられることを 通報した場合においては 、公共職業安定

所は当該事業所に対し 、求職者を紹介し てはならない。但し、 当該争議の発生前、通 常使用されていた 労働者の員数を維持す るため必要
な限 度まで労働者を紹介す る場合は、この限 りでない。

公共職業安 定所は、学校教育法（ 昭和二十二年法律 第二十六号）第一条に 規定する学校（以下「 学校」という。） の学生若し

（学生生徒等の 職業紹介等）
第 二十六条

くは生徒 又は学校を卒業し た者（政令で定める者を 除く。以下「学 生生徒等」という。）の 職業紹介については、 学校と協力して、 学生

生徒等に対し 、雇用情報、職業に 関する調査研究の成果 等を提供し、職業 指導を行い、及び公共 職業安定所間の連絡によ り、学生生徒等

に対して紹介するこ とが適当と認められ るできる限り多くの求 人を開拓し、各学 生生徒等の能力に適合 した職業にあつせんす るよう努め
②

公共職業安定 所は、学生生徒等 に対する職業指導を効 果的かつ効率的に行うこ とができるよう 、学校その他の関係者と 協力して、職業

（略）

なけ ればならない。
③

を体験する機会の付与 その他の職業の選択 についての学生又は 生徒の関心と理解を深 めるために必要な 措置を講ずるものとす る。

（略）

有料の 職業紹介事業を行おうと する者は、厚生 労働大臣の許可を受けな ければならない。

（有料職業 紹介事業の許可）
第三十条
②～⑥
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無料 の職業紹介事業（職業安 定機関の行うも のを除く。以下同じ。） を行おうとする 者は、次条から第三十三 条の四までの規

（無料職業 紹介事業）
第三十三条
（略）

定により行う場合を除 き、厚生労働大臣の許 可を受けなければ ならない。
②～⑤

当該施設の 行う職業訓練を受ける 者又

次の各 号に掲げる施設の長は 、厚生労働大臣に届け 出て、当該各号に 定める者（これらの者に 準ずる者として 厚生労働省

（学校等の行う 無料職業紹介事業）
第三十 三条の二
学校（小学 校及び幼稚園を除 く。）

令で定める ものを含む。） について、無料の職業紹 介事業を行うことがで きる。
一
（略）

当該学校の学 生生徒等

二

職業能力開発促進法（ 昭和四十四年法律 第六十四号）第十五条 の六第一項各号に掲げる 施設

（略）

（略）

は当該職 業訓練を修了した者

三
四
② ～⑧

特 別の法律により設立さ れた法人であつて厚生 労働省令で定める ものは、厚生労働大臣 に届け出て、当該法 人の直接若し

（特別の法人 の行う無料職業紹介 事業）

（略）

を求職者と する無料の職業紹介 事業を行うことがで きる。

くは 間接の構成員（以下 この項において「構 成員」という。）を求 人者とし、又は当 該法人の構成員若しくは 構成員に雇用されてい る者

第三十三条の三

②

地方公共団体は、 当該地方公共団体 の区域内における福祉 サービスの利用者の支 援に関する施策、 企業の立地の促進を図

（地 方公共団体の行う無料 職業紹介事業）
第三十三条の 四

るための施策そ の他当該区域内の住民の 福祉の増進、産業 経済の発展等に資する 施策に関する業務に附 帯する業務として 無料の職業紹介

事業 を行う必要がある と認めるときは、厚生 労働大臣に届け出て 、当該無料の職業紹 介事業を行うことができ る。
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②

（ 略）

労働者を雇 用しようとする者が、 その被用者以外の 者をして報酬を与えて 労働者の募集に従 事させようとするとき は、厚生労

（委託募集）
第三十六条
②

労働者を雇用 しようとする者が、その 被用者以外の者をして 報酬を与えること なく労働者の募集に従 事させようとする ときは、その旨

前項の報 酬の額については、あ らかじめ、厚生労働大 臣の認可を受けな ければならない。

働大 臣の許可を受けなけれ ばならない。
③
を厚 生労働大臣に届け 出なければならない。
（募集の制限）

厚生労働大 臣又は公共職業安 定所長は、厚生労働省 令で定めるところによ り、労働力の需要 供給を調整するため特 に必要があ

厚生労働大臣 は、前条第一項の規定に よつて労働者の 募集を許可する場合にお いては、労働者の募 集を行おうとする者 に対し、募集時

由を付して 制限することができる 。

ると きは、労働者の募集（ 前条第一項の規定 によるものを除く。） に関し、募集時期、募集 人員、募集地域そ の他募集方法について 、理

第三十七条

②

期 、募集人員、募集地 域その他募集方法に関 し必要な指示をす ることができる。

労働者 の募集を行う者及び第 三十六条第一項又は第 三項の規定により 労働者の募集に従事す る者（以下「募集受 託者」という

（報酬受領の 禁止）
第三十九条

。） は、募集に応じた労 働者から、その募集 に関し、いかなる名義 でも、報酬を受け てはならない。

労働者の募集 を行う者は、その 被用者で当該労働者の 募集に従事するもの又 は募集受託者に対 し、賃金、給料その他 これらに準

（報酬の供与の 禁止）
第四十条

ずる ものを支払う場合又は 第三十六条第二項の 認可に係る報酬を与 える場合を除き、報酬を 与えてはならない 。

厚生労働大 臣は、第三十六条第一 項の許可を受けて 労働者の募集を行う者 又は同項の規定により労 働者の募集に従 事する者が

（許可の取消し 等）
第四十 一条
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②

この 法律若しくは労働者派 遣法（第三章第四 節の規定を除く。次項 において同じ。）の 規定又はこれらの規定 に基づく命令若しくは 処分

に違反した ときは、同項の許可を 取り消し、又は期 間を定めて当該労働者 の募集の業務の停止 を命ずることができ る。

厚生労働大臣 は、第三十六条第三項の 届出をして労働 者の募集を行う者又は同 項の規定により 労働者の募集に従事する 者がこの法律若

しくは労働者派遣法の 規定又はこれらの規定 に基づく命令若し くは処分に違反したと きは、当該労働者の 募集の業務の廃止を 命じ、又は

第二十 条の規定は、労働者の 募集について準用する 。この場合におい て、同条第一項中「公共 職業安定所」と あるのは「

期間 を定めて当該労働者の 募集の業務の停止を命ず ることができる 。
（準用）
第四十 二条の二

労働者の募 集を行う者（厚 生労働省令で定める者を 除く。次項において同 じ。）及び募集受 託者（第三十九条に規 定する募集受託者 をい

う。同項におい て同じ。）」と、 「事業所に、求職者を 紹介してはならない」と あるのは「事業 所における就業を内容と する労働者の募

集をしてはならない」 と、同条第二項中 「求職者を無制限に紹 介する」とあるのは「 労働者を無制限に 募集する」と、「公共 職業安定所

は当 該事業所に対し、求職 者を紹介してはな らない」とあるのは「 公共職業安定所は、その 旨を労働者の募集 を行う者及び募集受託 者に

通報するも のとし、当該通報を受 けた労働者の募集 を行う者又は募集受託 者は、当該事業所にお ける就業を内容と する労働者の募集をし

厚生労働大臣は、 職業紹介事業者、労働 者の募集を行う者 、募集受託者又は労働 者供給事業者が、その 業務に関しこの法

てはならない」 と、同項ただし書中「紹 介する」とある のは「募集する」と読み 替えるものとする。
（改善命 令）
第四十八条の 三

律の規定又はこれに 基づく命令の規定に 違反した場合において 、当該業務の適正 な運営を確保するため に必要があると認める ときは、こ
れら の者に対し、当該業 務の運営を改善する ために必要な措置を講 ずべきことを命ず ることができる。
（厚生労働大臣 に対する申告）

職業紹 介事業者、労働者 の募集を行う者、募集 受託者又は労働者供給 事業者がこの法律 の規定又はこれに基づ く命令の規

厚生労働大臣 は、前項の規定による申 告があつたとき は、必要な調査を行い、 その申告の内容が事実 であると認めると きは、この法律

給事業者か ら供給される労働者は 、厚生労働大臣に対 し、その事実を申告 し、適当な措置を執る べきことを求める ことができる。

定に 違反する事実がある場 合においては、当該 職業紹介事業者に求 職の申込みをした求職者 、当該募集に応じ た労働者又は当該労働 者供

第四十八条の四

②

に基 づく措置その他適 当な措置を執らなけれ ばならない。
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行政庁 は、この法律を施行する ために必要な限 度において、厚生労働省 令で定めるとこ ろにより、職業紹介事業 、労働者の募集

（報告及び 検査）
第五十条
又は労働者供給事業を 行う者に対し、必要な 事項を報告させる ことができる。

行 政庁は、この法律を施 行するために必要な限度 において、所属 の職員に、職業紹介事業 、労働者の募集又 は労働者供給事業を行 う者

前項の規定に より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。

②
③

第 二項の規定による 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。

の事業所そ の他の施設に立ち入り 、関係者に質問させ、 又は帳簿、書類そ の他の物件を検査させ ることができる。
④

第三十三条第一項 の許可を受けて、又は 第三十三条の二第一項 、第三十三条の三 第一項若しくは第三十三 条の四第一項の

職業能力 開発促進法（昭和四十 四年法律第六十四号） （抄）

等並びに公共職 業安定所の業務に従事す る者及び無料職 業紹介事業者等の業務に 従事する者でなくなつ た後においても、 同様とする。

務に関して 知り得た個人情報その 他厚生労働省令で 定める者に関する情報 を、みだりに他人に知 らせてはならない 。無料職業紹介事業者

無料 職業紹介事業者等」と いう。）並びに公 共職業安定所の業務に 従事する者及び無料職業 紹介事業者等の業 務に従事する者は、そ の業

規定による届出をして 無料の職業紹介事 業を行う者、労働者の 募集を行う者、募集受 託者及び労働者供 給事業者（以下この条 において「

第五十一条の二

○

総 則（第一条―第四条 ）

目次
第一章

事業主等の行う 職業能力開発促進の措 置（第八条―第十 四条）

職業能 力開発計画（第五条 ―第七条）

第 一節

国及び都道府県による 職業能力開発促進の措 置（第十五条―第 十五条の五）

第二章

第二節

国及 び都道府県等による職業 訓練の実施等（第十 五条の六―第二十三 条）

職業能力開発 の促進

第三節

事業主等の 行う職業訓練の認定等 （第二十四条―第二十 六条の二）

第三章

第 四節
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第六節

第 五節
職業能力開発総合大学 校（第二十七条）

実習併用職業訓 練実施計画の認定 等（第二十六条の三― 第二十六条の七）

職業訓練法人 （第三十一条―第四十 三条）

職業 訓練指導員等（第二十七 条の二―第三十 条の二）

第四章
技能検定（第四十 四条―第五十一条）

第七節
第五 章
職 業能力開発協会
中央職 業能力開発協会（第五 十二条―第七十八条）

第六章
第一節
雑 則（第九十一条 ―第九十九条）

都道府県職 業能力開発協会（第七 十九条―第九十条）

第七章
罰則（ 第九十九条の二― 第百八条）

第 二節
第八章
附則

この法律 において「労働者」とは 、事業主に雇用 される者（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

（定義）
第二条

す る船員を除く。第九 十五条第二項において 「雇用労働者」と いう。）及び求職者（ 同法第六条第一項に規定 する船員となろ うとする者
この法律 において「職業能力」 とは、職業に必要な労 働者の能力をいう 。

を除く。 以下同じ。）をい う。
２

この法律におい て「職業能力検定」と は、職業に必要な労働 者の技能及びこれ に関する知識について の検定（厚生労働省 の所掌に属し

この法律 において「職業生 活設計」とは、労働者 が、自らその長期にわ たる職業生活にお ける職業に関する目的 を定めるとともに、 そ

ない ものを除く。）をい う。

３
４

の目的の実現を 図るため、その適性 、職業経験その他の 実情に応じ、職業の選択 、職業能力の開 発及び向上のための取組 その他の事項に
ついて自ら計画するこ とをいう。

（略）

（職業能力 開発促進の基本理念）
第三条
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第三条 の二

（略）

（略 ）

職業能力検定 は、職業能力の評価に係 る客観的かつ公 正な基準の整備及び試験 その他の評価方 法の充実が図られ、並び に職業訓練、職

２～４
５

業に関する教育訓練及 び実務の経験を通じて 習得された職業に 必要な技能及びこれに 関する知識について の評価が適正になさ れるように

事業主は 、その雇用する労働者に 対して職業訓練を行う 場合には、その労 働者の業務の遂行の過 程内において又は 当該業務の遂行

行わ れなければならない。
第九条

の過 程外において、自 ら又は共同して行うほ か、第十五条の六第三 項に規定する公共 職業能力開発施設その他 職業能力の開発及 び向上に

事業主は、前条 の措置によるほか 、必要に応じ、次に掲 げる措置を講ずること 等により、その雇 用する労働者に係る職 業能力の開

ついて適切 と認められる他 の者の設置する施設によ り行われる職業訓練を 受けさせることに よつて行うことができ る。
第十条
一

自ら若しく は共同して行う職業能力 検定又は職業能 力の開発及び向上につい て適切と認められる他 の者の行う職業能 力検定を受けさ

他の者 の設置する施設により 行われる職業に関 する教育訓練を受けさ せること。

発及 び向上を促進するもの とする。
二
せ ること。

事業主は、必要に応じ 、実習併用職業訓練を 実施することによ り、その雇用する労働 者の実践的な職業能力 の開発及び向上を

二

一

前二号 に掲げるもののほか、 当該事業主以外の者 の設置する施設であ つて職業能力の開発及 び向上について適 切と認められるものに

第二十四条第三項に規 定する認定職業訓練

第十五条の六第三 項に規定する公共職 業能力開発施設によ り行われる職業訓練

厚 生労働大臣は、前 項に規定する実習併用 職業訓練の適切か つ有効な実施を図るた め事業主が講ずべき措置 に関する指針を 公表するも

より行われる 教育訓練

三

評価を行うもの をいう。

又は教育訓 練とを効果的に組み 合わせることにより 実施するものであつて 、これにより習得 された技能及びこれに 関する知識についての

前 項の実習併用職業 訓練とは、事業主が、 その雇用する労働者の 業務の遂行の過程 内において行う職業訓練 と次のいずれかの職 業訓練

促進するものとする 。

第十条の二
２

３
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事業 主は、前三条の措置によ るほか、必要に 応じ、次に掲げる措置を 講ずることによ り、その雇用する労働者 の職業生活設計

のと する。
第十条の三

労働者が実 務の経験を通じて自ら職 業能力の開発及び向上 を図ることができ るようにするために、 労働者の配置その 他の雇用管理に

識の内容 及び程度その他の事項 に関し、情報の提供、 相談の機会の確保 その他の援助を行うこ と。

労働者が自ら職業能力 の開発及び向上に関する 目標を定めるこ とを容易にするために、 業務の遂行に必要 な技能及びこれに関す る知

に即した自発的な職業 能力の開発及び向上を 促進するものとす る。
一
二
つ いて配慮すること 。
（事業主その他 の関係者に対する 援助）

国及び都 道府県は、事業主 等の行う職業訓練及び 職業能力検定並びに労 働者が自ら職業に 関する教育訓練又は職 業能力検定

七

六

五

四

三

二

一

前各号に掲 げるもののほか、第 十五条の六第三項に 規定する公共職業能力開 発施設を使用さ せる等の便益を提供する こと。

委託を 受けて職業訓練の一 部を行うこと。

第二十七条第一項に 規定する職業訓練指 導員を派遣すること。

職業能力開発推 進者に対する講習の 実施及び職業能力開発 推進者相互の啓発 の機会の提供を行うこ と。

情報及び 資料を提供すること 。

職業 能力の開発及び向 上の促進に関する技術的 事項について相 談その他の援助を行うこ と。

第十一条の計画の 作成及び実施に関する 助言及び指導を行 うこと。

第十条の三 第一号の相談に関する講 習の実施

第 一項及び第二項の 規定により国及び都道 府県が事業主等及 び労働者に対して援助 を行う場合には、中央職 業能力開発協会 又は都道府

措置を講ずるこ とができる。

国は、事 業主等及び労働者に対 する第一項第二号 から第四号までに掲げ る援助を適切かつ効果 的に行うため必要 な施設の設置等特別の

けれ ばならない。

国及び都道府県は、 職業能力の開発及 び向上を促進するため 、労働者に対し、前項 第三号及び第四号 に掲げる援助を行うよ うに努めな

八

る等のため に事業主の講ずる措置 に関し、次の援助 を行うように努めなけ ればならない。

を受 ける機会を確保するた めに必要な援助そ の他労働者が職業生活 設計に即して自発的な職 業能力の開発及び 向上を図ることを容易 にす

第十五条の二

２
３
４
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県職 業能力開発協会と密接 な連携の下に行う ものとする。

国は、事 業主等の行う職業訓練 及び職業能力検定 の振興を図り、及び労 働者に対する第十 条の四第二項に規定す る有給教育

（事業主等に対 する助成等）
第十五条の三

訓練 休暇の付与その他の労 働者が自ら職業に関する 教育訓練又は職 業能力検定を受ける機会 を確保するための 援助その他労働者が第 十五

条の六第三 項に規定する公共職業 能力開発施設等の行う 職業訓練、職業能 力検定等を受けること を容易にするための 援助等の措置が事業

主によつて講ぜ られることを奨励するた め、事業主等に対する 助成その他必要な 措置を講ずることがで きる。

国 は、中央職業能力 開発協会の協力を得て 、職業訓練、職業能力 検定その他職業能 力の開発及び向上に関し 、調査研究及び

（職業能力 の開発に関する 調査研究等）
第十五条の四

情報の収集整理を行い 、事業主、労働者 その他の関係者が当該 調査研究の成果及びそ の情報を利用する ことができるように努 めなければ
なら ない。

国は、職 業能力の開発及び向上 が円滑に促進され るような環境を整備す るため、職業に必要な 技能について事業 主その他国

（職業に必要な 技能に関する広報啓発等 ）
第 十五条の五

国及び都道 府県等による職業 訓練の実施等

民一般の 理解を高めるため に必要な広報その他の啓 発活動等を行う ものとする。
第三節

国及び都道府県 は、労働者が段階的か つ体系的に職業に必要 な技能及びこれに 関する知識を習得する ことができるように 、

（国 及び都道府県の行う 職業訓練等）
第十五条の六

次の各号に掲げ る施設を第十六条に 定めるところにより 設置して、当該施設の区 分に応じ当該各 号に規定する職業訓練を 行うものとする。

ただし、当該職業訓練 のうち主として知識 を習得するために行 われるもので厚生労働 省令で定めるもの （都道府県にあつては 、当該職業

訓練 のうち厚生労働省令で 定める要件を参酌し て条例で定めるもの ）については、当該施設 以外の施設におい ても適切と認められる 方法

職業能力開 発校（普通職業訓練（次 号に規定する高度 職業訓練以外の職業訓 練をいう。以下同じ。 ）で長期間及び短 期間の訓練課程

により行う ことができる。
一

の ものを行うための 施設をいう。以下同じ 。）
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２
３

４

二

職業能力開発短期大学 校（高度職業訓練 （労働者に対し、職業 に必要な高度の技能 及びこれに関する知識 を習得させるための職 業訓

練をいう 。以下同じ。）で長期 間及び短期間の訓 練課程（次号の厚生労 働省令で定める長期間 の訓練課程を除く 。）のものを行うため
の施設をいう 。以下同じ。）

職業能力開発大学 校（高度職業訓練で前 号に規定する長期 間及び短期間の訓練課 程のもの並びに高度 職業訓練で専門的か つ応用的な

職業能力開 発促進センター（普通職 業訓練又は高度職業訓 練のうち短期間の 訓練課程のものを行う ための施設をいう 。以下同じ。）

三

職業 能力を開発し、及び 向上させるためのものと して厚生労働省 令で定める長期間の訓練 課程のものを行うた めの施設をいう。以 下同
四

障害者職業能力開 発校（前各号に掲げる 施設において職業訓練 を受けることが困 難な身体又は精神に障害 がある者等に対し て行うそ

じ。）
五

の能力に 適応した普通職業 訓練又は高度職業訓練 を行うための施設をい う。以下同じ。）

国及び都道府 県が設置する前項 各号に掲げる施設は、 当該各号に規定する職 業訓練を行うほか 、事業主、労働者その他 の関係者に対し

、第十五条の二第一項 第三号、第四号及 び第六号から第八号ま でに掲げる援助を行う ように努めなけれ ばならない。

国 及び都道府県（第十六 条第二項の規定に より地方自治法（昭和 二十二年法律第六十七 号）第二百五十二条 の十九第一項の指定都 市（

以下「指定 都市」という。）が職 業能力開発短期大 学校、職業能力開発大 学校、職業能力開発促 進センター又は障 害者職業能力開発校（

次項及び第十六 条第二項において「職業 能力開発短期大 学校等」という。）を設 置する場合には、当該 指定都市を、市町 村が職業能力開

発 校を設置する場合に は、当該市町村を含む 。以下この項にお いて同じ。）が第一項 各号に掲げる施設を設置 して職業訓練を 行う場合に

は、その 設置する同項各号 に掲げる施設（以下「公 共職業能力開発 施設」という。）内にお いて行うほか、国にあ つては職業を転換 しよ

うとする労働 者等に対する迅速か つ効果的な職業訓練を 、都道府県にあつ ては厚生労働省令で定 める要件を参酌して条例 で定める職業訓

練を実施するため必 要があるときは、職 業能力の開発及び向上 について適切と認 められる他の施設によ り行われる教育訓練を 当該公共職
業能 力開発施設の行う職 業訓練とみなし、当 該教育訓練を受けさせ ることによつて行 うことができる。

公共職業 能力開発施設は、 第一項各号に規定する 職業訓練及び第二項に 規定する援助（指 定都市が設置する職業 能力開発短期大学校 等

前号に 掲げるもののほか、職 業訓練その他この法 律の規定による職業 能力の開発及び向上に 関し必要な業務で 厚生労働省令で定める

に 当該訓練を担当してい る者に対して、必要な 技能及びこれに関 する知識を習得させるた めの訓練を行うこ と。

開発途上にある海 外の地域において事 業を行う者に当該地 域において雇用されて いる者の訓練を担 当する者になろうとす る者又は現

及び市町村が設 置する職業能力開発 校に係るものを除く 。）を行うほか、次に掲 げる業務を行う ことができる。
一
二

ものを行うこ と。

- 16 -

国が設置する公共職 業能力開発施設の 行う職業訓練及び国が 行う前条第一項た だし書に規定する職業 訓練は、厚生労働大臣

（職 業訓練の実施に関する 計画）
第十五条の七

が厚生労働省令 で定めるところにより作 成する当該職業 訓練の実施に関する計画 に基づいて実施す るものとする。

国 は、職業能力開発短期 大学校、職業能力開発 大学校、職業能力 開発促進センター及び 障害者職業能力開 発校を設置し、都道府

（公 共職業能力開発施設）
第十六条

前 項に定めるものの ほか、都道府県及び指 定都市は職業能力開発 短期大学校等を、 市町村は職業能力開発校 を設置すること ができる。

県は、職業能力 開発校を設置する。
２

公共職業 能力開発施設の 位置、名称その他運営に ついて必要な事項は、 国が設置する公共 職業能力開発施設につ いては厚生労働省 令で

公共職業 能力開発施設の長は、 職業訓練に関し高 い識見を有する者でな ければならない。

支援 機構に行わせるものと し、当該厚生労働 省令で定めるもの以外 の障害者職業能力開発校 の運営を都道府県 に委託することができ る。

国は、第一項の規定 により設置した障 害者職業能力開発校の うち、厚生労働省令で 定めるものの運営 を独立行政法人高齢・ 障害者雇用

、都道府県又は 市町村が設置する 公共職業能力開発施設 については条例で定める 。

３
４
５
（ 職業訓練を受ける求 職者に対する措置）

公共職業訓練の うち、次に掲げるものは 、無料とする。

国が設置 する職業能力開発促 進センターにおいて職 業の転換を必要と する求職者その他の厚 生労働省令で定める求職 者に対して行う
国が設置する障害者 職業能力開発校にお いて求職者に対して行 う職業訓練

普通職業訓練（短期 間の訓練課程で厚 生労働省令で定めるも のに限る。）
二

都道府 県又は市町村が設置 する公共職業能力開 発施設の行う職業訓練 （厚生労働省令で 定める基準を参酌して 当該都道府県又は市町

公共職業能力 開発施設の長は、公共職 業安定所長との 密接な連携の下に、公共 職業訓練を受ける求職 者の就職の援助に 関し必要な措置

業能力開発 校において求職者に対 して行う職業訓練を 受ける求職者に対し て、雇用対策法の規定 に基づき、手当を 支給することができる 。

他の 厚生労働省令で定める 求職者に対して行う 普通職業訓練（短期 間の訓練課程で厚生労働 省令で定めるもの に限る。）並びに障害 者職

国及び都道府県は、 公共職業訓練のう ち、職業能力開発校及 び職業能力開発促進セ ンターにおいて職 業の転換を必要とする 求職者その

村の条例で定 めるものに限る。）

三

一

第二十三 条

２

３

を講 ずるように努めな ければならない。
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第二十七条

職業能力開発総合大学 校は、公共職業訓 練その他の職業訓練の 円滑な実施その他 職業能力の開発及び向 上の促進に資するため

、公共職業訓練 及び認定職業訓練（以下 「準則訓練」と いう。）において訓練を 担当する者（以下 「職業訓練指導員」と いう。）になろ

うとする者又は職業訓 練指導員に対し、必要 な技能及びこれに 関する知識を付与する ことによつて、職業 訓練指導員を養成し 、又はその

能力 の向上に資するための 訓練（以下「指導員訓練 」という。）、 職業訓練のうち準則訓練 の実施の円滑化に 資するものとして厚生 労働
省令で定め るもの並びに職業能力 の開発及び向上に関す る調査及び研究を 総合的に行うものとす る。

職業能力開発 総合大学校は、前項に規 定する業務を行うほか 、この法律の規定 による職業能力の開発 及び向上に関し必 要な業務で厚生

３

職業能力開発 総合大学校でない ものは、その名称中に 職業能力開発総合大学 校という文字を用 いてはならない。

国は、職 業能力開発総合 大学校を設置する。

２

４

第十五条の六第二項 及び第四項（第二 号を除く。）、第十六 条第三項（国が設置す る公共職業能力開 発施設に係る部分に限 る。）及び

労働 省令で定めるもの を行うことができる。

５

第五 項並びに第二十三条第 三項の規定は職業 能力開発総合大学校に ついて、第十九条から第 二十二条までの規 定は職業能力開発総合 大学

校において 行う職業訓練について 準用する。この場 合において、第十五条 の六第二項中「当該各 号に規定する職業 訓練」とあり、及び同

条第四項中「第 一項各号に規定する職業 訓練」とあるの は「第二十七条第一項に 規定する業務」と、第 二十一条第一項及 び第二十二条中

「 公共職業能力開発施 設」とあるのは「職業 能力開発総合大学 校」と、第二十三条第 三項中「公共職業訓練を 受ける」とある のは「指導

技能検定

員訓練（ 第二十七条第一項 に規定する指導員訓練を いう。）又は職 業訓練を受ける」と読み 替えるものとする。
第五章
（技能検定 ）

技能 検定は、厚生労働 大臣が、政令で定める 職種（以下この条におい て「検定職種」 という。）ごとに、厚生 労働省令で定め

ただし、検定職 種のうち、等級に区 分することが適当でな い職種として厚生 労働省令で定めるもの については

技 能検定は、実技試 験及び学科試験によつ て行う。

厚生労働省令で 定める。

前項の技 能検定（以下この章に おいて「技能検定 」という。）の合格に 必要な技能及びこれに 関する知識の程度 は、検定職種ごとに、

、等 級に区分しないで行う ことができる。

る等級に区分して行う 。

第四十四条

２
３
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（技能検定 の実施）

厚生 労働大臣は、毎年、技能 検定の実施計画 を定め、これを関係者に 周知させなけれ ばならない。

厚生 労働大臣は、厚生 労働省令で定めるとこ ろにより、事業主の団 体若しくはその連 合団体又は一般社団法人 若しくは一般財

都 道府県知事は、技 能検定試験の実施その 他技能検定試験に関す る業務の一部を都 道府県職業能力開発協会 に行わせること ができる。

試験に関する業 務の一部を中央職業能力 開発協会に行わせるこ とができる。

厚生労働 大臣は、技能検定試験 に係る試験問題及び試 験実施要領の作成 並びに技能検定試験の 実施に関する技術 的指導その他技能検定

の他 技能検定に関する業務 で、政令で定めるものを 行うものとする 。

都道府県知事は、前 項に規定する計画に従 い、第四十四条第 三項の実技試験及び学 科試験（以下「技 能検定試験」という。 ）の実施そ

第四十六条
２
３
４
第四十七条

団法人、法人である労 働組合その他の営 利を目的としない法人 であつて、次の各号の いずれにも適合し ていると認めるものと してその指

定す る者（以下「指定試験 機関」という。） に、技能検定試験に関 する業務のうち、前条第 二項の規定により 都道府県知事が行うも の以

職員、設備 、試験業務の実施の方法 その他の事項に ついての試験業務の実施 に関する計画が、試験 業務の適正かつ確 実な実施のため

外のもの（ 合格の決定に関するも のを除く。以下「 試験業務」という。） の全部又は一部を行わ せることができる 。
一
に 適切なものである こと。

前号 の試験業務の実施 に関する計画の適正かつ 確実な実施に必 要な経理的及び技術的な 基礎を有するものであ ること。

指定試験 機関の役員若しくは職 員又はこれらの職にあ つた者は、試験業 務に関して知り得た秘 密を漏らしてはならな い。

二
２

試験業務に従事 する指定試験機関の役 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

厚生労働 大臣は、指定試験 機関が次の各号のいず れかに該当するときは 、その指定を取り 消し、又は期間を定め て試験業務の全部若 し

公務 に従事する職員とみ なす。

３
４
一

不正な手段により第一 項の規定による指定 を受けたとき。

第一項各号の要件 を満たさなくなつた と認められるとき。

くは一部の停止 を命ずることができ る。
二

（略）

（合格者の名称 ）
第五十 条
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２～４

（略）

この章に定 めるもののほか、技能 検定に関して必要 な事項は、厚生労働省 令で定める。

（厚生労働省令 への委任）
第五十一条

国に よる公共職業能力開発施 設（障害者職業能力開 発校を除く。）及 び職業能力開発総合大 学校の設置及び運 営、第十五条の

（雇用保険 法との関係）
第九十六条

六第 一項ただし書に規 定する職業訓練の実施 、技能検定の実施に要 する経費の負担並 びに第十五条の二第一項 及び第二項（障害 者職業能

力開発校に 係る部分を除く 。）、第十五条の三、第 七十六条及び第八十七 条第二項の規定に よる助成等は、雇用保 険法（昭和四十九 年法
律第百十六号） 第六十三条 に規 定する能力開発事業とし て行う。
（手 数料）

第四十四条第一項の技 能検定を受けよう とする者又は第四十九 条の合格証書の再交付 を受けようとする 者は、政令で定めると

都道府県は、地方自 治法第二百二十七条の 規定に基づき技能 検定試験に係る手数料 を徴収する場合におい ては、第四十六条 第四項の規

ころにより、手 数料を納付しなければな らない。

第九十七条
２

定により 都道府県協会が行 う技能検定試験を受けよ うとする者に、 条例で定めるところによ り、当該手数料を当該 都道府県協会へ納 めさ

第二十 六条の六第五項におい 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、 訓練担

せ、その収入 とすることができる 。
第九十 九条の二

当者の募集 に従事した者は、一 年以下の懲役又は百 万円以下の罰金に処す る。

二

一

第二十六条 の六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

第二十 六条の六第五項におい 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 わなかつた者

第二十六条の六第四項 の規定による届出を しないで、訓練担当 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。

三

第四十七条第二項 の規定に違反して秘密 を漏らした者

第百条

四
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五

第七十七条第一項又は 第八十九条第一項 の規定に違反して秘密 を漏らし、又は盗用 した者

第二十六条の五第 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

第二十六条の六第五項 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

第百二条
二

第二十 六条の六第五項におい 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

第四十七条第四項 の規定による厚生 労働大臣の命令に違反 した場合には、その違 反行為をした指定試 験機関の役員は、五十 万円

第五十条第 四項の規定に違反 した者

たもの

第五十条第三項の 規定により技能士の名 称の使用の停止を命ぜ られた者で、当該 停止を命ぜられた期間中 に、技能士の名称 を使用し

、又は質問に対 して答弁をせず、若し くは虚偽の陳述をした 者

三
四
五
第百五 条
以下の過料 に処する。

この法律で 、学校とは、幼稚園、 小学校、中学校、高等 学校、中等教育学 校、特別支援学校、大 学及び高等専門学校 とする。

学校 教育法（昭和二十二 年法律第二十六号）（抄 ）

第一条

次の 各号に掲げる学校 の設置廃止、設置者の 変更その他政令で定め る事項（次条にお いて「設置廃止等」と いう。）は、それぞ れ

○

第四条

当該各号に定め る者の認可を受けな ければならない。こ れらの学校のうち、高等 学校（中等教育 学校の後期課程を含む。 ）の通常の課程

（以下「全日制の課程 」という。）、夜間 その他特別の時間又 は時期において授業を 行う課程（以下「 定時制の課程」という 。）及び通

信に よる教育を行う課程（ 以下「通信制の課程 」という。）、大学 の学部、大学院及び大学 院の研究科並びに 第百八条第二項の大学 の学

（略）

（略）

科について も、同様とする。
一～三
②～④
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○

船員職業安定 法（昭和二十三年法律第 百三十号）（抄 ）

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

（定 義）
第六条
り組むものをい う。
（略）

この法律 で「無料船員職 業紹介事業者」とは、第 三十四条第一項の許可 を受けて、又は第 四十条第一項の規定に よる届出をして、 無料

２・３
４
（略）

の船員職業紹介 事業を行う者をい う。
５～

地方運 輸局長は、いかなる求人 又は求職の申込 みについてもこれを受理 しなければならない 。ただし、求人若し くは求職の申込

（申込みの 受理）

（略）

あると認 めるとき、又は求 人者が次条第一項の規定 による労働条件 の明示をしないときは、 その申込みを受理しな いことができる。

み の内容が法令に違反 するとき、求人の申込 みの内容である賃 金、労働時間その他の 労働条件が通常の労働条 件に比べて著し く不適当で

第十五条

２
（委 託募集）
（略）

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）

有者のため募集を行つ てはならない。

船員の募集を 行う者（船舶所有 者及び船員の募集に従 事する被用者を除く。以 下「募集受託者 」という。）は、同時に 二以上の船舶所

第四十四条
２

○
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16

（障 害者職業センター相互 の連絡及び協力等 ）
（略）

（略）

第二十五条
２

障害者職業センター は、公共職業安定所の 行う職業紹介等の 措置、第二十七条第二 項の障害者就業・ 生活支援センターの行 う業務並び

行政不服審査 法（昭和三十七年 法律第百六十号）（抄 ）

が推進されるよ うに努めるものとする。

総合大学校 （第八十三条において 「公共職業能力開発施 設等」という。） の行う職業訓練と相ま つて、効果的に職業 リハビリテーション

に職 業能力開発促進法（昭 和四十四年法律第六十四 号）第十五条の 六第三項の公共職業能力 開発施設及び同法 第二十七条の職業能力 開発

３

○

処分庁に上 級行政庁があるとき。た だし、処分庁が 主任の大臣又は宮内庁長 官若しくは外局若しく はこれに置かれる 庁の長であると

行政 庁の処分についての審 査請求は、次の場 合にすることができる 。

（処 分についての審査請求 ）
一

前号 に該当しない場合 であつて、法律（条例に 基づく処分につ いては、条例を含む。） に審査請求をすること ができる旨の定め があ
るとき。

前項の審査請求 は、同項第一号の場合 にあつては、法律（条 例に基づく処分に ついては、条例を含む 。）に特別の定めが ある場合を除

事業 主は、青少年が将来の 産業及び社会を担 う者であることにかん がみ、その有する能力 を正当に評価する ための募集及び採用の

雇用対策法（昭和四 十一年法律第百三 十二号）（抄）

くほ か、処分庁の直近上 級行政庁に、同項第 二号の場合にあつては 、当該法律又は条 例に定める行政庁に対し てするものとする。

二

き を除く。

第五条

２

○
第七条

方法の改善その 他の雇用管理の改善並び に実践的な職業能 力の開発及び向上を図 るために必要な措置を 講ずることにより 、その雇用機会
の確 保等が図られるよ うに努めなければなら ない。
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第八条

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 二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）
第九条

登 録免許税法（昭和四十 二年法律第三十五 号）（抄）

税率

課税範 囲、課税標準及び税率の 表（第二条、第 五条、第九条、第十条、 第十三条、第十五条 ―第十七条、第十七 条の三―第十九

課税標準

（略）

（ 略）

（ 略）
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○
別表第一

条 、第二十三条、第二 十四条、第三十四条― 第三十四条の五関 係）
登記、登録、 特許、免許、許可、 認可、認定、指定又は 技能証明の事項
（略）

社会保険労務士法（昭 和四十三年法律第 八十九号）第十四条の 十一の三第一項（ 紛争解決手続代理業務 の付記）の規定に

人の資格の登録 若しくは認定又は技 能証明

一～三十一
三十 二
（注）

より社会保険 労務士の登録にする紛 争解決手続代理業 務試験に合格した旨の 付記は、新たな当 該登録とみなし、作業 環境測

定法（昭和五十年 法律第二十八号）第七条 （登録）の第二 種作業環境測定士の登録 を受けている者が 、同法第五条（作業環

境 測定士の資格）の規定 により第一種作業環境 測定士となる資格 を有することとなつた ことに伴い作業環 境測定士登録証の
（略）
作業環境測 定法第七条（登録）の 作業環境測定士の登録

（略）

書換え の申請をした場合におけ る当該書換えは、新た な同法第七条の第 一種作業環境測定士の 登録とみなす。
二 十二

～二十一

（一）

イ・ロ

（略）

二十三～ 三十五

（略）

（略）

（略）

（略）

有料職業紹介 事業若しくは一般労働 者派遣事業の許可 、港湾労働者派遣事業 の許可又は建設業務 有料職業紹介事業若 しくは

三十三～八十
八十一
建設 業務労働者就業機会 確保事業の許可

の許 可とみなす。
（略 ）

（略）

（略）

備考

（略）

非課税の登記等
（略）

（略）

（略）

職業能 力開発促進法（ 昭和四十四年法律第六十 四号） （略）

（ 略）

（略）

（略）

根拠法

法第三十条第一 項（有料職業紹介事業 の許可）の規定による 許可とみなされる 場合における当該届出は 、有料の職業紹介 事業

（注）高 年齢者等の雇用の安定 等に関する法律第四十 二条第二項（業務 等）の規定による届出 が同条第三項の規定に より職業安定

～
（略）

名称

非課税の登記等の 表（第四条関係）

八十二～百六十
別表第 三

（略）
（略）

職 業訓練法人で政令 で定めるもの

一 ～十二
十三
十四～二十四

社会保険 労務士法（昭和四 十三年法律第八十九号 ）（抄）

別表第 一に掲げる労働及び社 会保険に関する法令 （以下「労働社会保 険諸法令」という。） に基づいて申請書 等（行政機関等に提出

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）
一

する申請書、 届出書、報告書、審査請 求書、異議申立書、 再審査請求書その他 の書類（その作成に代 えて電磁的記録（ 電子的方式、磁

第二条

○

（六）

気 的方式その他人の 知覚によつては認識で きない方式で作られる 記録であつて、電 子計算機による情報処理 の用に供される ものをいう。
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（一）

（略）

以 下同じ。）を作成する 場合における当該 電磁的記録を含む。） をいう。以下同じ。） を作成すること。
（略）

一の二～三
２～４

二十の二十三

生活困 窮者自立支援法（平成 二十五年法律第百五号 。第十条第一項及 び第十五条第二項の規定 に限る。）

職業訓練の実施等による 特定求職者の就職の支 援に関する法律（ 平成二十三年法律第四 十七号）

（略）

二十 の二十四

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）

健康保 険法
（略 ）

雇用保険法（ 昭和四十九年法律第百十 六号）（抄）

二十二～三十三

二十一

二十の二十 五

一～二十の 二十二

別表第 一（第二条関係）

○

政府は、被保険者等に 関し、職業生活の全期 間を通じて、これ らの者の能力を開発し 、及び向上させること を促進するため、

（能力開 発事業）
第六十三条
一

公共職 業能力開発施設（公 共職業能力開発施設 の行う職業訓練を受け る者のための宿泊 施設を含む。以下この 号において同じ。）又

（略）

能力開発事業として 、次の事業を行うこ とができる。
二

は職業能力開 発総合大学校（職業能 力開発総合大学校 の行う指導員訓練又は職 業訓練を受ける 者のための宿泊施設を含 む。）を設置し

、又は運営すること 、職業能力開発促進法 第十五条の六第一 項ただし書に規定する 職業訓練を行うこ と及び公共職業能力開 発施設を設

（略）

（ 略）

置 し、又は運営する都道 府県に対して、これら に要する経費の全 部又は一部の補助を行う こと。
三～七
２・３
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○

厚生労働 省設置法（平成十一年 法律第九十七号） （抄）

（略）

に属させられ た事項を処理すること 。

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）及び家 内労働法（昭和四 十五年法律第六十号） の規定によりその権限

律 第百十三号）、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）、短時間 労働

少年福祉法（昭和四 十五年法律第九十 八号）、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

の確保の促進 に関する法律（平 成八年法律第四十五号 ）、雇用保険法（ 昭和四十九年法律第百 十六号）、職業能力開発 促進法、勤労青

改善等に 関する法律（平 成四年法律第六十三号） 、看護師等の人 材確保の促進に関する法 律（平成四年法律第八 十六号）、林業労 働力

確 保及び良好な雇用 の機会の創出のための 雇用管理の改善の 促進に関する法律（平 成三年法律第五十七号） 、介護労働者の 雇用管理の

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）、港湾労働法（昭 和六十三年法律第四十 号）、中小企業に おける労働力の

関する法 律（昭和四十六年法律 第六十八号）、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）、建設労働者の

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）、高 年齢者等の雇用の安定 等に

済法、中小企業退職 金共済法の一部を 改正する法律（平成十 年法律第四十六号）、 職業安定法（昭和 二十二年法律第百四十 一号）、労

の徴収等に関 する法律（昭和四 十四年法律第八十四号 ）、勤労者財産形成促進 法（昭和四十六 年法律第九十二号）、中 小企業退職金共

）、労働 災害防止団体法（ 昭和三十九年法律第百 十八号）、労働者災害 補償保険法（昭和 二十二年法律第五十号 ）、労働保険の保険 料

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 ）、労働安全衛生法（昭 和四十七年法律第五 十七号

労働基準法 （昭和二十二年法律第四 十九号）、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 ）、専門的知識

（ 略）

労働政策審議会は、 次に掲げる事務をつかさ どる。

（労働政策審議会）

四

一～三

第九条

２

都道 府県労働局は、厚生労働 省の所掌事務の うち、第四条第一項第四 十一号から第四十七号 まで、第五十号、 第五十三号から

（都道府県 労働局）
第二十一条

第六 十二号まで、第六 十五号（職業訓練の実 施等による特定求職 者の就職の支援に関 する法律（平成二十三年 法律第四十七号 ）第四条第
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二項 に規定する認定職業訓 練に係るものに限 る。）、第六十六号か ら第七十三号まで、 第百二号、第百六号及 び第百十一号に掲げる 事務
を分掌する 。
（略）

（ 略）

交通政策審議 会は、次に掲げる事務 をつかさどる。

国土交通 省設置法（平成十一年 法律第百号）（抄）

２・３

○
第十四 条
一・二

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

（略）

三

上運送法（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）、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）、最 低賃金法（昭和三 十四年法律第百三十七 号）、船員災害防止活 動の促進に関する 法律（昭和四十二年法

律第六十一号 ）、勤労青少年福祉法（ 昭和四十五年法 律第九十八号）、勤労者 財産形成促進法（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）、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 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 属さ
２

独立行政 法人高齢・障害・求職 者雇用支援機構法 （平成十四年法律第百 六十五号）（抄）

せられた 事項を処理すること。

○

（業 務の範囲）
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第十四 条

機構は、第三条の 目的を達成するた め、次の業務を行う。
（ 略）

障害者職業 能力開発校（職業能力開 発促進法（昭和 四十四年法律第六十四号 ）第十五条の六第 一項第五号に規定する 障害者職業能力

一～四
五

（略 ）

（略）

開発校をいう。）の うち同法第十六条第四 項の規定により機 構にその運営を行わせ るものの運営を行うこ と。
六～ 九
２～４

機構が行う第十 四条第一項第五号に掲げ る業務及び職業能力開 発業務に関する職 業能力開発促進法第十 二条、第十五条の 二、

（職 業能力開発促進法 の適用の特例等）
第二十四条
２

行政不服審査 法（平成二十六年法律第 六十八号）（抄 ）

（略）

第十五条の四、 第十五条の六第二 項及び第三項、第十八 条並びに第八十八条の規 定の適用につい ては、機構は、国とみな す。

○
（執行停 止）
（略）

処分庁の 上級行政庁又は処 分庁のいずれでもない 審査庁は、必要がある と認める場合には 、審査請求人の申立て により、処分庁の意 見

処分 の執行又は手続の続 行の全部又は一部の 停止その他の措置（以 下「執行停止」と いう。）をとることがで きる。

処分庁の上級行 政庁又は処分庁である 審査庁は、必要がある と認める場合には 、審査請求人の申立て により又は職権で、 処分の効力、

第二十五条
２
３

を聴取した上、 執行停止をすること ができる。ただし、 処分の効力、処分の執行 又は手続の続行 の全部又は一部の停止以 外の措置をとる
（略）

ことはできない。
４～７

処分（事実 上の行為を除く。以下 この条及び第四十 八条において同じ。） についての審査請求が理 由がある場合（ 前条第三項

（処分について の審査請求の認容）
第四十 六条
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２

の規 定の適用がある場合を 除く。）には、審 査庁は、裁決で、当該 処分の全部若しくは 一部を取り消し、又は これを変更する。ただ し、

審査庁が処 分庁の上級行政庁又は 処分庁のいずれで もない場合には、当該 処分を変更すること はできない。

前項の規定に より法令に基づく申請を 却下し、又は棄 却する処分の全部又は一 部を取り消す場 合において、次の各号に 掲げる審査庁は
処分庁の上級行政庁で ある審査庁当該処分庁に 対し、当該処分 をすべき旨を命ずること 。

、当該申請に対して一 定の処分をすべきもの と認めるときは、 当該各号に定める措置 をとる。
一
処分庁 である審査庁当該処分 をすること。

事実上の行為に ついての審査請求が理由 がある場合（第四十五 条第三項の規定の 適用がある場合を除く 。）には、審査庁 は、

（略）

二
３・４
第四十七条

裁決で、当該事 実上の行為が違法 又は不当である旨を宣 言するとともに、次の各 号に掲げる審査 庁の区分に応じ、当該各 号に定める措置
一

処分庁 である審査庁当該事実 上の行為の全部若 しくは一部を撤廃し、 又はこれを変更するこ と。

処分庁以外の審査庁当 該処分庁に対し、 当該事実上の行為の全 部若しくは一部を撤廃し 、又はこれを変更 すべき旨を命ずること 。

をとる。ただし、審査 庁が処分庁の上級 行政庁以外の審査庁で ある場合には、当該事 実上の行為を変更 すべき旨を命ずること はできない。
二
（ 不作為についての審 査請求の裁決）
（略）

（略）

２

不作為について の審査請求が理由があ る場合には、審査庁は 、裁決で、当該不 作為が違法又は不当で ある旨を宣言する。 この場合にお

第四十九 条
３

不作為 庁の上級行政庁であ る審査庁当該不作為 庁に対し、当該処分を すべき旨を命ずる こと。

いて 、次の各号に掲げる 審査庁は、当該申請 に対して一定の処分を すべきものと認め るときは、当該各号に定 める措置をとる。
一

不作為庁で ある審査庁当該処分 をすること。

号）（抄）

二
（略）

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

４・５

○
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附

則

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

号）（抄）

号）

第一条この法律 は、公布の日から施行 する。ただし、第 三章（第七条を除く。 ）、第五章（第二 十八条を除く。）及び 第六章（第

（施行期日）
第一条

三十 条を除く。）の規定並 びに附則第五条の規定は 、平成二十八年 四月一日から施行する。
（社会保険労務 士法の一部改正）
社会保険労務士 法（昭和四十三年法律 第八十九号）の一部を 次のように改正す る。

則

外国人の 技能実習の適正な実施 及び技能実習生の 保護に関する法律（平 成二十七年法律第

二十の二十六

別表第一 第二十号の二十五 の次に次の一号を加え る。

第五条

○
附

この法律は 、平成二十八年三月三 十一日までの間におい て政令で定める日 から施行する。ただし 、第一章、第三章、 第百三条、第

（施行期日）
第一条

百六 条、第百七条、第百 十条（第八十条（第 八十六条及び第八十八 条第二項において 準用する場合を含む。） に係る部分に限る。） 、第

百十二条（ 第十二号に係る部分 に限る。）、第百十 四条及び第百十五条の 規定並びに附則第 五条から第九条まで、 第十一条、第十四条か

ら第十七条まで 、第十八条（登録免 許税法（昭和四十二 年法律第三十五号）別表 第三の改正規定 に限る。）、第二十条か ら第二十三条ま
で及び第二十六条の規 定は、公布の日から 施行する。

厚生 労働省設置法（平成十一 年法律第九十七 号）の一部を次のように 改正する。

（厚生労働 省設置法の一部改正）
第二十四条

第 九条第一項第四号 中「職業能力開発促進 法」の下に「、外国人 の技能実習の適正 な実施及び技能実習生の 保護に関する法 律（平成二
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十七 年法律第

号）」 を加える。

第二十一 条第一項中「（職業訓 練の実施等による 特定求職者の就職の支 援に関する法律（平成 二十三年法律第四 十七号）第四条第二項
に規定する認定 職業訓練に係るものに限 る。）、第六十 六号」を削る。
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