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働き方改革を推進するための関係法律の整備 に関する法律案要綱
労働基準法の一部改正
フレックスタイム制（第三十二条の三及び第三十二条の三の二関係）

フレッ クスタイム制の 清算期間の上限 を三箇月とすると ともに、使用者は、清算期間が一箇月を 超

える 場合においては、 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 超えない範囲 内において労働させることができるも
のとすること。

一箇月を 超える清算期間 を定めるフレック スタイム制の労使 協定（その事業場に、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、労働者の 過半数で組織する労働組合がないときは労

働者の過半数を代 表する者との書面 による協定を いう。以下同じ。 ）については、行政官庁への届出
を要するものとすること。

フレックス タイム制が適用さ れる一週間の所定 労働日数が五日 の労働者について、労使 協定により

、労働時間の 限度について 、清算期間におけ る所定労働日数を 八時間に乗じて得た時間とする旨を定

二

４

１

めたときは、使用 者は、当該清算期 間を平均し一 週間当たりの労働 時間が当該清算期間における日数

を七で除 して得た数をもっ てその時間を除し て得た時間を超 えない範囲内で労働させることができる
ものとすること。

使用者 は、清算期間が 一箇月を超える ものであるときの 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 働者を労働させ 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とき

は、その超え た時間の労働につ いて法定割増賃金 に係る規定の 例により割増賃金を支払わなければな
らないものとすること。

時間外労働の上限規制（第三十六条、第百三十九条から第百四十二条まで関係）

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 をし、厚生労働省 令で定めるところ によりこれを 行政官庁に届け出た場合においては、第三

十 二条から第三十 二条の五まで若し くは第四十条の労 働時間又は第 三十五条の休日に関する規定にか

かわらず、そ の協定で定め るところによって 労働時間を延長し 、又は休日に労働させることができる

ものとすること。
１の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。

１により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

対象期間（１ により労働時 間を延長し、又は 休日に労働させる ことができる期間をいい、一年間

に限るものとする。以下同じ。）
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

対象 期間における一日 、一箇月及び一年 のそれぞれの期間 について労働時間を延長して労働させ

ること ができる時間又は労働させることができる休日の日数

労働時間 の延長及び休日 の労働を適正な ものとするために 必要な事項として厚生労働省令で定め

る事項

の労働時間を 延長して労働させ ることができ る時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の

に限るものとすること。

動 向その他の事情 を考慮して通常予 見される時間外労 働の範囲内に おいて、限度時間を超えない時間

２の

（四）

２

３
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（四）
（三）
（五）

４

５

３の限度時 間は、一箇月につ いて四十五時間 及び一年につい て三百六十時間（一年単位の変形労働

時間制の 対象期間として三 箇月を超える期間 を定めて労働さ せる場合にあっては、一箇月について四

から

十二時間及び一年について三百二十時間）とすること。
１の協定においては、２の

ま でに掲げるものの ほか、当該事業場における通常予見する こ

（五）

において、一 箇月について労働 時間を延長して労 働させ、及び 休日において労働させることができる

との できない業務量の 大幅な増加等に 伴い臨時的に３ の限度時間を超えて労働させる必要がある場合

（一）

に関して 協定した時間を含 め百時間未満の範 囲内に限る。）並びに一年について労働時

らないものとすること。

に関して協定し た時 間を含め七百二十時間を超え

い て四十二時間） を超えることがで きる月数（一年に ついて六箇月 以内に限る。）を定めなければな

形労働時 間制の対象期間と して三箇月を超え る期間を定め て労働させる場合にあっては、一箇月につ

て対象期間におい て労働時間を延長 して労働させ る時間が一箇月に ついて四十五時間（一年単位の変

ない範囲 内に限る。）を 定めることがで きるものとするこ と。この場合において、１の協定に、併せ

間を延長して労働させることができる時間（２の

（四）

時間（２の

（四）

６

７

使用者は、 １の協定で定める ところによって 労働時間を延長 して労働させ、又は休日において労働

させる場 合であっても、次 に掲げる時間につ いて、それぞれ 後段に定める要件を満たすものとしなけ
ればならないものとすること。

百時間未満で

坑内労働その 他厚生労働省 令で定める健康上 特に有害な業務に ついて、一日について労働時間を
二時間を超えないこと。

八十時間を超えないこと。

の必要な事項 について、労 働者の健康、福祉 、時間外労働の動 向その他の事情を考慮して指針を定め

時 間の延長及び休 日の労働について 留意すべき事項、 当該労働時間 の延長に係る割増賃金の率その他

厚 生労働大臣は、労 働時間の延長及び 休日の労働を 適正なものとするため、１の協定で定める労働

日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間

、四箇 月及び五箇月の期 間を加えたそ れぞれの期間にお ける労働時間を延長して労働させ、及び休

対象期間の初 日から一箇月ごと に区分した各期間 に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月

あること。

一箇月につい て労働時間を延長 して労働させ、及 び休日におい て労働させた時間

延長して労働させた時間

（一）
（二）
（三）

８

９

ることができるものとすること。

１ の協定をする使用 者及び労働組合又 は労働者の過半数 を代表する者は、当該協定で労働時間の延

長及 び休日の労働 を定めるに当たり 、当該協定の内容 が７の指針に適合したものとなるようにしなけ
ればならないものとすること。

行政官庁は、７ の指針に関し、１ 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、必要な助言及び指導を行うことができるものとすること。

９ の助言及び指導を 行うに当たっては 、労働者の健康が 確保されるよう特に配慮しなければならな

いものとすること。
及び

に係る 部分に限る。）は 、新たな技術、商 品又は役務の研究開発に

係る業務については適用しないものとすること。

３から５まで及び６（

（三）

工作物 の建設の事業につ いては、この法律 の施行の日か ら五年間は、３から５まで及び６（

、工作物の建 設の事業のう ち災害時における 復旧及び復興の事 業については、５のうち一箇月につい

に 係る部分に限 る。）は適用しな いものとすること 。この法律の施行の日から五年間を経過した後

及び

（二）

（二）
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（三）

て労働時間を延長 して労働させ、及 び休日におい て労働させること ができる時間の制限並びに６（
に係る部分に限る。）は適用しないものとすること。

（三）

自 動車の運転の 業務については、 この法律の施行の 日から五年間は、３から５まで及び６（

限は九百六十時間を超えない範囲内に限るものとし、６（
いものとすること。

及び

に係 る部分に限る。）は適用しな

（三）

医業に従事する 医師については、 この法律の施 行の日から五年間は、３から５まで及び６（

は、３、５及 び６に定める 時間等を３の限度 時間等並びに労働 者の健康及び福祉を勘案して厚生労働

、 医業に従事する 医師のうち医療提 供体制の確保に必 要な者として 厚生労働省令で定める者について

に係る 部分に限る。）は 適用しないものと すること。こ の法律の施行の日から五年間を経過した後

及び

（二）

（二）

数の 制限を適用しない ものとし、一年に ついて労働時間を 延長して労働させることができる時間の制

時間並びに労 働時間を延長して 労働させる時間が 一箇月につい て四十五時間を超えることができる月

、５ のうち一箇月につ いて労働時間を 延長して労働さ せ、及び休日において労働させることができる

に係る部分 に限る。）は適 用しないものと すること。この法 律の施行の日から五年間を経過した後

及び

（二）

及び
13
（三）

14
（三）

（二）

三

２

１

省令で定めることができるものとし、４は適 用しないものとすること。

鹿児島 県及び沖縄県にお ける砂糖を製造す る事業については 、この法律の施行の日から五年間は、

間の制限並びに６（

及び

に係る部分に限る。）は適用しないものとすること。

（三）

１にか かわらず、労 働者の時季指定又 は計画的付与制度 により年次有給休暇を与えた場合は、当該

めることにより与えなければならないものとすること。

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

えなければならな いものとすること 。ただし、年 次有給休暇を当該 年次有給休暇に係る基準日より前

日をいう 。１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

をいう。）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

基準 日（継続勤務した 期間を六箇月経過 日（雇入れの日か ら起算して六箇月を超えて継続勤務する日

使用者 は、年次有給休暇 の日数が十日以上 の労働者に対 し、年次有給休暇のうち五日については、

年次有給休暇（第三十九条第七項及 び第八項関係）

（二）

５の うち一箇月に ついて労働時間を 延長して労働させ 、及び休日において労働させることができる時

15

四
１

与えた日数分につ いては、使用者は 時季を定める ことにより与える ことを要しないものとすること。
特定高度専門業務・成果型労働制（第四十一条の二関係）

賃金、労働 時間その他の当該 事業場における労 働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、当該委員会が委員の五分の四以上の多
から

ま でに掲げる事項に 関する決議を し、かつ、使用者が、当該決議を行政

。）であって 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

に掲げ る労働者の範囲に 属する労働者（以下「対象労働者」という

（二）

数による議決により

（九）

官庁に届け出た場合において、

（一）

から

に掲 げる業務に就か せたときは、労 働基準法第四章で 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 用しないものとす ること。ただし、
措置を使用者が講じていない場合は、この限りでないものとすること。

までの

（五）

高 度の専門的知識 等を必要とし、そ の性質上従事した 時間と従事して得た成果との関連性が通常

（三）

る

（一）

高くないと 認められるも のとして厚生労働 省令で定める業務 のうち、労働者に就かせることとする

（一）

特定高度 専門業務・成果型 労働制の下で労働 する期間におい て次のいずれにも該当する労働者で

業務（以下「対象業務」という。）

ロ

イ

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（以下「健康管理時間」

１ 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

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（

あること。

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

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

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って

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 の額を一年間当たりの賃金の額に換算

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 による合意に基づき職務が明確に定め

あって、対象業務に就かせようとするものの範囲

（二）
（三）

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

対象業務に従事する対象労働者に対し、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上

り使用者が講ずること。

ハ

ロ

イ

した一週間） （使用者が当 該期間において、 年次有給休暇を与 えたときは、その与えた日を除く

一年に一回 以上の継続した二 週間（労働者が請 求した場合にお いては、一年に二回以上 の継続

内とすること。

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

こと。

休息時間を確 保し、かつ、深夜 業の回数を一箇月 について厚生労働 省令 で定める回数以内とする

労働者ごとに始 業から二十四時間 を経過するまでに 厚生労働省令で定める時間以上の継続した

の他これに準ずるもの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１の決議及び就業規則そ

の休日を１ の決議及び就業 規則その他これ に準ずるもので定 めるところにより使用者が与えること。

（四）
（五）

２

ニ

。）について、休日を与えること。

健康管理時間の状況その他の事項が労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 に健康診断（厚生 労働省令で定める 項目を含むものに限る。）を実施すること。

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

と。

までの措置の実施状

（六）

までに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

から

（四）

から

（八）

１の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、１の

（一）

使用者は、同意を しなかった対象労 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

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１の決議で定めるところにより

ること。

、健康診断 の実施その他の厚 生労働省令で定め る措置のうち １の決議で定めるものを使用者が講ず

確 保するための措置 であって、当該対 象労働者に対 する有給休暇（年次有給休暇を除く。）の付与

（六）
（七）
（八）
（九）

五

六

七

企画業務型裁量労働制の委員会に関する事項は、１の委員会について準用するものとすること。

況を行政官庁に報告しなければならないもの とすること。
３

１の決議を する委員は、当該 決議の内容が３に おいて準用する第三十八条の四第三項の指針に適合

行政官庁は、３ において準用する 第三十八条の 四第三項の指針に関し、１の決議をする委員に対し

したものとなるようにしなければならないものとすること。

４

５

、必要な助言及び指導を行うことができるものとすること。
罰則（第百十九条及び第百二十条関係）

一の２、二の６及び三に違反した使用者については、所要の罰則を科すものとすること。

中小 事業主に対する 一箇月について 六十時間を超える 時間外労働に対する割増賃金率の適用（第百三
十八条関係）

中小事業 主に対する一箇月 について六十時間 を超える時間 外労働に対する通常の労働時間の賃金の計

算 額の五割以上の率で計算した割増賃金の支払義務の適用猶予に係る規定を廃止すること。
その他

第二
一
１

２

３

４

その他所要の規定の整備を行うこと。
じん肺法の一部改正
労働者の心身の状態に関する情報の取扱い（第三十五条の三関係）

事業者 は、この法律又 はこれに基づく 命令の規定による 措置の実施に関し、労働者の心身の状態 に

関す る情報を収集し、 保管し、又は使 用するに当たっ ては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労

働者の心身の 状態に関する情報 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 ければならないも のとすること。た だし、本人の同意 がある場合その他正当な事由がある場合は
、この限りでないものとすること。

事 業者は、労働者の 心身の状態に 関する情報を適正 に管理するために必要な措置を講じなければな
らないものとすること。

厚 生労働大臣は、１ 及び２の事業者が 講ずべき措置 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こと。

厚生労 働大臣は、３ の指針を公表した 場合において必要 があると認めるときは、事業者又はその団

二

第三
一

二

体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行 うことができるものとすること。
その他
その他所要の規定の整備を行うこと。
雇用対策法の一部改正
題名（題名関係）

題名を「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」に

国 が、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、必要な施策を総合的

目的等（第一条第一項及び第三条第二項関係）

改めること。

１

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ものとすること。

三

２

労働者は、 職務の内容及び職 務に必要な能力 、経験その他の 職務遂行上必要な事項（２において「

能力等」 という。）の内容 が明らかにされ、 並びにこれらに 即した評価方法により能力等を公正に評

価さ れ、当該評価 に基づく処遇を受 けることその他の 適切な処遇を確保するための措置が効果的に実

施されることにより、その職業の安定が図られるように配慮されるものとすること。
国の施策（第四条第一項関係）

国が二の１の 目的を達成するた め、必要な施策を 総合的に講じ なければならない事項として、次に掲

女 性の職業及び子の 養育又は家族の介 護を行う者の 職業の安定を図るため、雇用の継続、円滑な再

間の均衡のとれた待遇の確保に関する施策を充実すること。

の短縮そ の他の労働条件 の改善、多様な 就業形態の普及及 び雇用形態又は就業形態の異なる労働者の

各人が生 活との調和を保 ちつつその意欲及 び能力に応じて就 業することを促進するため、労 働時間

げるものを規定するものとすること。
１

２

就 職の促進、母子 家庭の母及び父子 家庭の父並びに寡 婦の雇用の促 進その他のこれらの者の就業を促
進するために必要な施策を充実 すること。

四

五

３

疾病、負傷 その他の理由によ り治療を受ける 者の職業の安定 を図るため、雇用の継続、離職を余儀

なくされ る労働者の円滑な 再就職の促進その 他の治療の状況 に応じた就業を促進するために必要な施
策を充実すること。
事業主の責務（第六条第一項関係）

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も

基本方針に 定める事項は、労 働者がその有する 能力を有効に発 揮することができるよう にすること

ものとすること。

る施策の総合的な 推進に関する基本 的な方針（以 下「基本方針」と いう。）を定めなければならない

国 は、労働者がその 有する能力を 有効に発揮するこ とができるようにするために必要な労働に関す

基本方針（第十条関係）

のとすること。

１

２

の意義に関する事項、国の施策 に関する基本的事項等とするものとすること。

六

３

厚 生労働大臣は、基 本方針の案を作成 しようとするとき は、あらかじめ、都道府県知事の意見を求

厚生労働大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなけ ればならないものとすること。

国は、労 働に関する施策 をめぐる経済社会 情勢の変化を勘案 し、基本方針に検討を加え、必 要があ

し、資料の提出その他必要な協力を求めることができるものとすること。

厚生労 働大臣は、基本方 針の案を作成する ため必要があ ると認めるときは、関係行政機関の長に対

ないものとすること。

厚生労 働大臣は、３に よる閣議の決定 があったときは、 遅滞なく、基本方針を公表しなければな ら

めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならないものとすること。

４

５

６

７

ると認めるときは、これを変更しな ければならないものとすること。
関係行政機関への要請（第十条の二関係）

厚生労働 大臣は、必要があ ると認めるときは 、関係行政機 関の長に対し、基本方針において定められ

た 施策で、関係 行政機関の所管に 係るものの実施に ついて、必要な 要請をすることができる ものとする
こと。

七

第四
一
１

その他
その他所要の規定の整備を行うこと。
労働安全衛生法の一部改正
産業医・産業保健機能の強化

産業医の活動環境の整備（第十三条から第十三条の三まで及び第百一条関係）

産業医は、労 働者の健康管理等 を行うのに必 要な医学に関する 知識に基づいて、誠実にその職務

条に規 定する者が労働者 の健康管理等を適 切に行うために必 要な情報として厚生労働省令で定める

定する者に対し 、厚生労働省令で 定めるところによ り、労働者の 労働時間に関する情報その他の同

第十三条 の二に規定する者 に労働者の健 康管理等の全部又 は一部を行わせる事業者は、同条に規

労働省令で定めるものを提供しなければならないものとすること。

時間に 関する情報そ の他の産業医が労 働者の健康管理等 を適切に行うために必要な情報として厚生

産業医を選任 した事業者は、産 業医に対し、厚生 労働省令で定 めるところにより、労働者の労働

を行わなければなら ないものとすること。

（一）
（二）
（三）

ものを提供するように努めなければならないものとすること。

事業者は 、産業医の勧告を 受けたときは、厚 生労働省令で定 めるところにより、当該勧告の内容

場における 同条に規定す る者の業務の内容 その他の同条に規 定する者の業務に関する事項で厚生労

第 十三条の二に規 定する者に労働者 の健康管理等の全 部又は一部を行わせる事業者は、その事業

と。

ことその他の厚 生労働省令で定め る方法により 、労働者に周知さ せなければならないものとするこ

する事 項で厚生労働省令 で定めるもの を、常時各作業場 の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける

産業医を選任 した事業者は、そ の事業場における 産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関

体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならないものとすること。

ため、産業 医又は同条に規定 する者が労働者か らの健康相談 に応じ、適切に対応するために必要な

事業 者は、産業医又は 第十三条の二に 規定する者によ る労働者の健康管理等の適切な実施を図る

のとするこ と。

そ の他の厚生労 働省令で定める事 項を衛生委員会又 は安全衛生委員会に報告しなければならないも

（四）
（五）
（六）
（七）

２

働省令で定める ものを、常時各作 業場の見やすい 場所に掲示し、 又は備え付けることその他の厚生

労働省 令で定める方法に より、労働者に周 知させるように努 めなければならないものとすること。
労働者の心身の状態に関する情報の取扱い（第百四条関係）

事業者は、こ の法律又はこ れに基づく命令の 規定による措置の 実施に関し、労働者の心身の状態

及び

ならないものとすること。
厚生労働大臣は、

厚生労働大臣は、

を 公表するものとすること。

（一）

の事業者が講ずべ き措置の適切 かつ有効な実施を図るため必要な指針

の指針 を公表した場合に おいて必要がある と認めるときは、事業者又はその

（三）

（二）

事業者は 、労働者の心身 の状態に関する 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

る場合 は、この限りでないものとすること。

び 使用しなければな らないものとする こと。ただし、本 人の同意がある場合その他正当な事由があ

で労働者の 心身の状態に関す る情報を収集し、 並びに当該収 集の目的の範囲内でこれを保管し、及

に 関する情報を収集 し、保管し、又は 使用するに当 たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内

（一）
（二）
（三）
（四）

二
１

団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができるものと すること。
面接指導等

新たな技術 、商品又は役務の 研究開発に係る業 務に従事する労働者に対する面接指導等（第六十六
条の八の二関係）

事業 者は、その労働時 間が厚生労働省 令で定める時間 を超える労働者（新たな技術、商品又は役

の面接指導を 受けなければなら ないものとすること。また、事業者は、

師による面接指導を行わなければならないものとすること。
の労働者は、

（一）

接指導の結果を記録しておかなければならないものとするこ と。

（一）

の面

の面 接指導の結果に基 づく必要な措 置について医師の意見を聴かなければならない

において同じ。） の付与、労働時 間の短縮、深夜業の回数 の減少

等の措置を講じなければならないものとすること。

暇（年次有給休暇を除く。３の

（三）

ものと するとともに、そ の必要があると認 めるときは、 就業場所の変更、職務内容の変更、有給休

事業者は、

（一）

（一）

務の研究開 発に係る業務に従 事する者に限る。 ）に対し、厚 生労働省令で定めるところにより、医

（一）
（二）
（三）

労働時間の状況の把握（第六十六条の八の三関係）

事業者 は、第六十六条の 八第一項又は１の 面接指導を実施す るため、厚生労働省令で定める方法に

より、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないものとすること。

特定高 度専門業務・成果型労働制の対象労働者に対する面接指導等（第六十六条の八の四関係）

事業 者は、特定高度専 門業務・成果型 労働制の対象労 働者であって、その健康管理時間が厚生労

働省令で定 める時間を超える ものに対し、厚生 労働省令で定 めるところにより、医師による面接指

の面接指導を 受けなければなら ないものとすること。また、事業者は、

の面 接指導の結果に基 づく必要な措 置について医師の意見を聴かなければならない

の面

（一）

導を行わなければならないものとすること。
の労働者は、

（一）

その他（第六十六条の九関係）

理 時間が短縮されるための配慮等の措置を講じなければならないものとすること。

ものと するとともに、そ の必要があると認 めるときは、 職務内容の変更、有給休暇の付与、健康管

事業者は、

（一）

接指導の結果を記録しておかなければならないものとするこ と。

（一）

２

３

４

（一）
（二）
（三）

三

四

第五
一
１

事業者は、１又 は３の面接指導を 行う労働者以外 の労働者のうち 健康への配慮が必要なものについ

て、厚生 労働省令で定める ところにより、必 要な措置を講ず るように努めなければならないものとす
ること。

及び３の

罰則（第百二十条関係）
二の１の
その他

に違反した事業者 に対し、所要の罰則を科すものとすること。

（一）

情報その他の厚生労働省令で定 める情報を提供しなければならないものとすること。

該 労働者派遣に係 る派遣労働者が従 事する業務ごとに 、比較対象労 働者の賃金その他の待遇に関する

締結する に当たっては、あ らかじめ、派遣元 事業主に対し 、厚生労働省令で定めるところにより、当

労働者派遣 の役務の提供を受 けようとする 者は、第二十六条 第一項の規定により労働者派遣契約を

待遇に関する情報の提供等（第 二十六条第七項から第十一項まで関係）

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の一部改正

その他所要の規定の整備を行うこと。

（一）

２

３

４

５

１の「比較 対象労働者」とは 、当該労働者派 遣の役務の提供 を受けようとする者に雇用される通常

の労働者 であって、その業 務の内容及び当該 業務に伴う責任 の程度（以下「職務の内容」という。）

並び に当該職務の 内容及び配置の変 更の範囲が、当該 労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見

込まれるもの その他の当該 派遣労働者と待遇 を比較すべき労働 者として厚生 労働省令で定めるものを
いうものとすること。

派遣元 事業主は、労働者 派遣の役務の提供 を受けようと する者から１による情報の提供がないとき

は、 当該者との間で、 当該労働者派遣に 係る派遣労働者が 従事する業務に係る労働者派遣契約を締結
してはならないものとすること。

派 遣先は、１の情報 に変更があっ たときは、遅滞な く、厚生労働省令で定めるところにより、派遣

元事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならないものとすること 。

労 働者派遣の役務の 提供を受けようと する者及び派 遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額につ

から

ま でに掲げる事項に関する協定の定めを

（五）

い て、派遣元事業 主が、二の３の協 定に係る労働者派 遣以外の労働 者派遣にあっては二の１及び２、
二の３の協定に係る労働者派遣にあっては二の３の

（二）

二
１

２

遵守することができるものとなるように配慮 しなければならないものとすること。
不合理な待遇の禁止等（第三十条の三及び第三十条の四関係）

派遣元事業 主は、その雇用す る派遣労働者の基 本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該

待遇に対応す る派遣先に雇 用される通常の労 働者の待遇との間 において、当 該派遣労働者及び通常の

労働 者の職務の内容、 当該職務の内容 及び配置の変更 の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及

び当該待遇を 行う目的に照らし て適切と認められ るものを考慮 して、不合理と認められる相違を設け
てはならないものとすること。

派遣元事 業主は、職務の 内容が派遣先に雇 用される通常の労 働者と同一の派遣労働者であっ て、当

該労働者 派遣契約及び当 該派遣先におけ る慣行その他の事 情からみて、当該派遣先における派遣就業

が終了するまでの 全期間において、 その職務の内 容及び配置が当該 派遣先との雇用関係が終了するま

での全期 間における当該通 常の労働者の職務 の内容及び配 置の変更の範囲と同一の範囲で変更される

こ とが見込まれる ものについては、 正当な理由がなく 、基本給、賞 与その他の待遇のそれぞれについ

て、当該待遇 に対応する当 該通常の労働者の 待遇に比して不利 なものとしてはならないものとするこ

３

と。

派 遣元事業主は、厚 生労働省令で定め るところにより、 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 、その雇用する派 遣労働者の待 遇（八の１の教育訓練、

、

若しくは

に掲 げる範囲に属する派遣労働者の待遇に

（一）

八の ２の福利厚生施設 その他の厚生労 働省令で定める ものに係るものを除く。３において同じ。）に

イ

に掲げる事項であって当該協定で定

（五）

ついて、次に掲げる事項を定めたときは、１及び２は、
ついては適用しないものとすること。ただし、

（四）

に関する当 該協定の定めによ る公 正な評価に取り組んでいない

（二）

その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲

場合は、この限りでないものとする こと。

めたものを遵守していない場合又は

（三）

に掲げ る範囲に属する派 遣労働者の賃金の 決定の方法（ イ及びロ（通勤手当その他の厚生労働

（一）

派遣労 働者が従事す る業務と同種の業 務に従事する一般 の労働者の平均的な賃金の額として厚

省 令で定めるものにあっては、イ）に該当するものに限る。）

（二）
（一）

ロ

生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の 額となるものであること。

派 遣労働者の職務の 内容、職務の成果 、意欲、能力又は 経験その他の就業の実態に関する事項
の向上があった場合に賃金が改善されるものであること。
派遣元事業主は、

に掲げ る賃金の決定の方 法により賃金を決 定するに当たっては、派遣労働者

（二）

、その賃金を決定すること。
（一）

も のに限る。）
派遣元事業主は、

において同じ。）の決定の方法（派

に掲げ る範囲に属する派 遣労働者に対して 第三十条の二第一項の規定による

（一）

的に照 らして適切と認め られるものを考慮 して、不合理 と認められる相違が生じることとならない

当該職務の内容 及び配置の変更の 範囲その他の 事情のうち、当該 待遇の性質及び当該待遇を行う目

（派遣 労働者を除く。） の待遇との間 において、当該派 遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、

遣労働者の待 遇のそれぞれに ついて、当該待遇 に対応する派遣元 事業主に雇用される通常の労働 者

に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇（賃金を除く。

（四）

の 職務の内容、職務 の成果、意欲、能 力又は経験そ の他の就業の実態に関する事項を公正に評価し

（三）
（四）
（五）

三

四

教育訓練を実施すること。
から

までに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

（五）

派遣元事業主 は、派遣先に雇用 される通常の労働 者との均衡を 考慮しつつ、その雇用する派遣労働者

職務の内容等を勘案した賃金の決定 （第三十条の五関係）

る労働者に周知しなければならないものとすること。

３の協定を 締結した派遣元事 業主は、厚生労働 省令で定めるところにより、当該協定をその雇用す

（一）

あらかじめ 、当該事業所 において雇用する 派遣労働者の過半 数を代表すると認められるものの意見を聴

派 遣元事業主は、 派遣労働者に係る 事項について就業 規則を作成し 、又は変更しようとするときは、

就業規則の作成の手続（第三十条の六関係）

するように努めなければならないものとすること。

実態に 関する事項を勘案 し、その賃金 （通勤手当その他 の厚生労働省令で定めるものを除く。）を決定

象派遣労働者 」という。）を 除く。）の職務の 内容、職務の成果 、意欲、能力又は経験その他の 就業の

（ 二の２の派遣労働 者及び二の３の協 定で定めるところ による待遇とされる派遣労働者（以下「協定対

４

（六）

五

くように努めなければならないものとすること。
待遇に関する事項等の説明（第三十一条の二第二項から第五項まで関係）

派遣元事業 主は、労働者を派 遣労働者として雇 い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者

に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、

に対し、文書 の交付その他 厚生労働省令で定 める方法（２にお いて「文書の 交付等」という。）によ
り、

に掲げる措置の内

（二）

に掲げる事項を除 く。）に関し講ずることとしてい

派遣元事業 主は、労働者派遣 （二の３の協定に 係るものを除く 。）をしようとするとき は、あらか

る措置の内容

項に規定する厚生労働省令で定める事項及び

二の１か ら３まで及び三 により措置を講 ずべきこととされ ている事項（労働基準法第十五条第一

以外の ものであって厚生労働省令で定めるもの

労働 条件に関する事項 のうち、労働基準 法第十五条第一項 に規定する厚生労働省令で定める事項

容を説明しなければならないものとすること。

（一）

じめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、

に掲げる事項を明示すると

（一）

１

２

（一）

（一）
（二）

六

３

４

ともに、厚生労働省令で定めるところにより、

に掲げる措置の内 容を説明しなければならないもの

労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び１の

に掲げる措置の内容

に掲げる事項（厚生

（一）

とすること。

（二）

派遣元事業主 が労働者派遣 をするときに派遣 先に通知しなけれ ばならない事項に、当該労働者派遣に

派遣先への通知（第三十五条第一項関係）

の他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。

派遣元事業 主は、派遣労働者 が３の求めを したことを理由と して、当該派遣労働者に対して解雇そ

ならないものとすること。

措置を講ずべ きこととされてい る事項に関する決 定をするに当たっ て考 慮した事項を説明しなければ

派遣 労働者と一の２の 比較対象労働者と の間の待遇の相違 の内容及び理由並びに二から四までにより

派遣元 事業主は、その雇 用する派遣労働者 から求めがあ ったときは、当該派遣労働者に対し、当該

１の

（二）

労働省令で 定めるものを除く。）

（一）
（二）

七

八

係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別を追加するこ と。
派遣元管理台帳（第三十七条第一項関係）

派遣 元管理台帳に 記載しなければな らない事項に、協 定対象派遣労働者であるか否かの別を追加する

派遣先は、 当該派遣先に雇用 される労働者に対 して利用の機会 を与える福利厚生施設で あって、業

実施する等必要な措置を講じなければならないものとすること。

能力を有している 場合その他厚生労 働省令で定め る場合を除き、当 該派遣労働者に対しても、これを

業務に必 要な能力を習得 することができ るようにするため 、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な

者が従事する 業務の遂行に必要 な能力を付与する ための教育訓練に つい ては、当該派遣労働者が当該

事業 主からの求めに応 じ、当該派遣労働 者が従事する業務 と同種の業務に従事するその雇用する労働

派遣先 は、その指揮命令 の下に労働させる 派遣労働者に ついて、当該派遣労働者を雇用する派遣元

適正な派遣就業の確保等（第四十条 第二項から第五項まで関係）

こと。

１

２

務の円滑な遂 行に資するも のとして厚生労働 省令で定めるもの については、その指揮命令の下に労働

九

３

４

させる派遣労働者に対しても、利用の機会を 与えなければならないものとすること。

第 四十条第一項に定 めるもの並びに１ 及び２のもののほ か、派遣先は、その指揮命令の下に労働さ

せる 派遣労働者に ついて、当該派遣 就業が適正かつ円 滑に行われるようにするため、適切な就業環境

の維持、診療 所等の施設で あって現に当該派 遣先に雇用される 労働者が通常 利用しているもの（２の

厚生 労働省令で定める 福利厚生施設を 除く。）の利用 に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるよう
に配慮しなければならないものとすること。

派遣先は、第三 十条の二の規定に よる措置並びに二 の１から３まで及び五の３の措置が適切に講じ

られるように するため、派遣元 事業主の求めに応 じ、当該派遣先に 雇用 される労働者に関する情報、

当該派遣 労働者の業務の 遂行の状況その 他の情報であって 当該措置に必要なものを提供する等必要な
協力をするように配慮しなければならないものとすること。
派遣先管理台帳（第四十二条第一項関係）

派 遣先管理台帳に 記載しなければな らない事項に、協 定対象派遣労働者であるか否かの別を追加する
こと。

十
１

２

３

紛争の解決
苦情の自主的解決（第四十七条の四関係）

派遣 元事業主は、 二及び五に関し、 派遣労働者から苦 情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が

都道府県労働 局長は、２の 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

紛争の解決の援助（第四十七条の六関係）

及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、３及び４によるものとすること。

働者と派遣先との 間の紛争について は、個別労働 関係紛争の解決の 促進に関する法律第四条、第五条

二及び 五についての派遣 労働者と派遣 元事業主との間の 紛争並びに八の１及び２についての派遣労

紛 争の解決の促進に関する特例（第四十七条の五関係）

を図るように努めなければならないものとすること。

派遣先は、八 の１及び２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

ように努めなければならないものとすること。

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

（一）
（二）
（一）

４

十一

助を求められた 場合には、当該紛 争の当事者に対 し、必要な助言 、指導又は勧告をすることができ
るものとすること。
派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が

の援助を 求めたことを理由として、当該派遣労働者

（一）

３の
（一）

は、派遣労働者が

の申請を した場合について準用するものとすること。

（一）

厚生労働大臣 による勧告及 び公表の対象に、 一の１若しくは４ 又は八の１若しくは２に違反している

公表等（第四十九条の二関係）

律の規定を準用するものとするとともに、必要な読替えを行うものとすること。

の調停の手続に ついては、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

（二）

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こと。

っ た場合において当 該紛争の解決のた めに必要があると 認めるときは、個別労働関係紛争の解決の

都道府県労働 局長は、２の紛争 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

調停（第四十七条の七及び第四十七条の八関係）

に対して不利益な取扱いをしてはならないものとすること。

（二）
（一）
（三）
（二）

場合及びこれら に違反して第四十 八条第一項の規 定による指導又 は助言を受けたにもかかわらずなおこ

その他

れらに違反するおそれがあると認める場合を追加すること。
十二

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正

その他所要の規定の整備を行うこと。
第六

「労働時間等の設定」の定義（第一条の二第二項関係）

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（第七条の二関係）

一定の要件を満たす衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなす規定を廃止すること。

一定の要件を満たす衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなす規定（第七条第二項関係）

定を講ずるように努めなければならないことを追加すること。

事業主等 の責務として、 労働者の健康及 び福祉を確保する ために必要な終業から始業までの時間の設

事業主等の責務（第二条第一項関係）

「労働時間等の設定」の定義に、深夜業の回数及び終業から始業までの時間を追加すること。

一

二

三

四

事業場ごとに、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、全部の事業場を通じて一つの委

員会であっ て、１から３ま での要件に適合 するもの（四にお いて「労働時間等設定改善企業委員会」 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、代替休暇、年次有給休暇の時間

単 位取得及び計画的 付与制度に関する 事項について決議 が行われたときは、当該決議はこれらの事項に

全部の事業 場を通じて一つの 委員会の議事につ いて、厚生労働 省令で定めるところによ り、議事録

い場合におい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ること。

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

全 部の事業場を通じ て一つの委員 会の委員の半数に ついては、当該事業主の雇用する労働者の過半

関する 労使協定と同様の効果を有するものとすること。
１

２

が作成され、かつ、保存されて いること。

五

第七
一

二

３

１

２

１及び２に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
その他
その他所要の規定の整備を行うこと。
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正
題名（題名関係）

題名を「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」に改めること。
定義（第二条関係）

「短時間 労働者」とは、 一週間の所定労働 時間が同一の事業 主に雇用される通常の労働者（ 当該事

業主に雇 用される通常の 労働者と同種の 業務に従事する当 該事業主に雇用される労働者にあっては、

厚生労働省令で定 める場合を除き、 当該労働者と 同種の業務に従事 する当該通常の労働者）の一週間
の所定労働時間に比し短い労働者をいうものとすること。

「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいうものと
すること。

三

四

五

３

「短時間・有期雇用労働者」とは、短時間労働者及び有期雇用労 働者をいうものとすること。
基本的理念（第二条の二関係）

短時 間・有期雇用 労働者及び短時間 ・有期雇用労働者 になろうとする者は、生活との調和を保ちつつ

その意欲及 び能力に応じて 就業することが できる機会が確保 され、職業生活の充実が図られるように 配
慮されるものとすること。
不合理な待遇の禁止（第八条関係）

事業 主は、その雇用す る短時間・有期雇 用労働者の基本給 、賞与その他の待遇のそれぞれについて、

当該待遇に対 応する通常の労 働者の待遇との間 において、当該短 時間・有期雇用労働者及び通常 の労働

者の業 務の内容及び当該 業務に伴う責 任の程度（以下「 職務の内容」という。）、当該職務の内容及び

配置の変更の範 囲その他の事情の うち、当該待 遇の性質及び当該 待遇を行う目的に照らして適切と認め

られるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないものとすること。

通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止（第九条関係）

事業主は、職 務の内容が通 常の労働者と同一 の短時間・有期雇 用労働者であって、当該事業所におけ

六

七

る慣行その他の 事情からみて、当 該事業主との雇 用関係が終了す るまでの全期間において、その職務の

内容及 び配置が当該通常 の労働者の職務の 内容及び配置の変 更の範囲と同一の範囲で変更されることが

見 込まれるもの （六において「通 常の労働者と同視 すべき短時間・有期雇用労働者」という。）につい

ては、短時 間・有期雇用労 働者であること を理由として、基 本給、賞与その他の待遇のそれぞれにつ い
て、差別的取扱いをしてはならないものとすること。
賃金（第十条関係）

事業 主は、通常の労働 者との均衡を考慮 しつつ、その雇用 する短時間・有期雇用労働者（通常の労働

者と同視すべ き短時間・有期 雇用労働者を除く 。七において同じ 。）の職務の内容、職務の成果 、意欲

、能力 又は経験その他の 就業の実態に 関する事項を勘案 し、その賃金（通勤手当その他の厚生労働省令
で定めるものを除く。）を決定するように努めるものとすること。
福利厚生施設（第十二条関係）

事 業主は、通常の 労働者に対して利 用の機会を与える 福利厚生施設 であって、健康の保持又は業務の

円滑な遂行 に資するもの として厚生労働省 令で定めるものに ついては、その雇用する短時間・有期雇用

八

事業主 は、短時間・ 有期雇用労働者が ２の求めをしたこ とを理由として、当該短時間・有期雇用労

と。

たって考 慮した事項につい て、当該短時間・ 有期雇用労働 者に説明しなければならないものとするこ

、第十一条及び第 十三条の規定によ り措置を講ず べきこととされて いる事項に関する決定をするに当

労働者と 通常の労働者と の間の待遇の相 違の内容及び理由 並びに四から七まで並びに第六条、第七条

事業主は 、その雇用する 短時間・有期雇用 労働者から求めが あったときは、当該短時間・有 期雇用

て、当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければならないものとすること。

のものであっ て厚生労働省令で 定めるものを除く 。）に関し講 ずることとしている措置の内容につい

する 厚生労働省令で定 める事項及び労 働条件に関する 事項のうち当該厚生労働省令で定める事項以外

及び第十三条 の規定により 措置を講ずべきこ ととされている事 項（労働基準 法第十五条第一項に規定

事業主は、 短時間・有期雇用 労働者を雇い入れ たときは、速やかに、四から七まで並びに第十一条

事業主が講ずる措置の内容等の説明（第十四条関係）

労働者に対しても、利用の機会を与えなければならないものとするこ と。

１

２

３

九

十

働者に対して解雇その他不利益な取扱いをし てはならないものとすること。
指針（第十五条第一項関係）

事業 主が講ずべき 雇用管理の改善等 に関する措置等の 適切かつ有効な実施を図るための指針の対象に

、四から八 までによる措置 並びに第六条、 第七条、第十一条 及び第十三条に定める措置を追加するこ と。
紛争の解決（第二十二条から第二十 六条まで関係）

この法律に規 定する紛争の解決 に関する規定の対 象に、四につ いての苦情及び紛争を追加すること。

四 から八までのもののほか、この法律の規定の対象に有期雇用労働者を追加すること。

その他

１

その他所要の規定の整備を行うこと。

十一

２
労働契約法の一部改正

期間 の定めがあること による不合理な労 働条件の禁止 に関する規定を削除すること。（第二十条関係）

第八
一

その他所要の規定の整備を行うこと。
附則

二
第九

一

二

施行期日（附則第一条関係）

この法律 は、平成三十一年 四月一日から施行 すること。ただ し、第三にあっては公布の日、第五、第

七 及び第八にあ っては平成三十二 年四月一日、第一 の六にあっては平成三十五年四月一日から施行する

１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 する者は、当該協定をす るに当たり

平成三十二年四月一日から適用するものとすること。

において同じ。） の事業に係る協定 について、第 一による改正後の 労働基準法第三十六条の規定は、

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。４及び５

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

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

中小事 業主（その資本金 の額又は出資の総 額が三億円（ 小売業又はサービス業を主たる事業とする

経過措置等（附則第二条から第十一 条まで及び第十三条から第三十条まで関係）

こと。

１

２

、第一による 改正後の労働 基準法第三十六条 第一項から第五項 までの規定により当該協定に定める労

３

４

５

働時間を延長して 労働させ、又は休 日において労 働させることがで きる時間数を勘案して協定をする
ように努めなければならないものとすること。

政府は、２ の者に対し、２の 協定に関して、必 要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとす
ること。

行政官庁は、当 分の間、中小事業 主に対し第一 の二の９の助言及び指導を行うに当たっては、中小

企業における 労働時間の動向、 人材の確保の状況 、取引の実態 その他の事情を踏まえて行うよう配慮
するものとすること。

中小事業 主については、 平成三十三年三月 三十一日までの間 、第七による改正後の短時間労 働者及

び有期雇 用労働者の雇用 管理の改善等に 関する法律第二条 第一項、第三条、第三章第一節（第十五条

及び第十八条第三 項を除く。）及び 第四章（第二 十六条及び第二十 七条を除く。）の規定は、適用し

ないもの とすること。この 場合において、第 七による改正 前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関

す る法律第二条、 第三条、第三章第 一節（第十五条及 び第十八条第 三項を除く。）及び第四章（第二

十六条及び第 二十七条を除 く。）の規定並び に第八による改正 前の労働契約法第二十条の規定は、な

三

６

１

２

おその効力を有するものとすること。

１ から５までのほか 、この法律の施行 に伴い必要な経過 措置を定めるとともに、関係法律について
所要の規定の整備を行うこと。
検討規定（附則第十二条関係）

政府は、この法 律の施行後五年を 目途として、 改正後の各法律の規定について、その施行の状況等

を勘案しつつ 検討を加え、必要 があると認めると きは、その結 果に基づいて所要の措置を講ずるもの
とすること。

政府は、 この法律の施行 後の労働時間の動 向その他の事情を 勘案しつつ、工作物の建設の事 業及び

自動車の運転の業務について、その 特例の廃止について引き続き検討するものとすること。

