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労働基準 法（昭和 二十二年 法律第四十 九号）（抄 ）
（略）

（略）

②

前二項 に規定す る期間中 に、次の各 号のいず れかに該当 する期間 がある場 合において は、その 日数及びそ の期間中 の賃金は、 前二項の 期間及び

第十二条
③
賃金 の総額か ら控除す る。
（ 略）

（ 略）

（略）

。第三十 九条第八 項におい て同じ。） をした期間

同 条第二号 に規定する 介護休業（ 同法第六 十一条第 三項（同 条第六項に おいて準用 する場合 を含む。 ）に規定 する介護を するための 休業を含 む

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 ）第二条第 一号に規 定する育 児休業又 は

一～三
四

五
④～⑧

労 働契約は 、期間の 定めのない ものを除き 、一定の 事業の完 了に必要 な期間を定 めるものの ほかは、 三年（次 の各号の いずれかに 該当す

（契 約期間等 ）
第十 四条

（略 ）

（略）

する専門 的知識等 を有する労 働者（当該 高度の専 門的知識 等を必要 とする業務 に就く者に 限る。） との間に 締結され る労働契約

専門的な 知識、技 術又は経験 （以下こ の号にお いて「専門 的知識等 」という。 ）であつ て高度の ものとして 厚生労働 大臣が定め る基準に 該当

る労働契 約にあつ ては、五 年）を超 える期間に ついて締結 してはな らない。
一
二
②・③

使 用者は、 労働契約の 締結に際し 、労働者 に対して 賃金、労 働時間その 他の労働条 件を明示 しなけれ ばならな い。この場 合において 、賃

（労 働条件の明示 ）
第十 五条
（略）

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 める方法に より明示 しなけれ ばならない 。
②・ ③
（労働時 間）

使 用者は、 労働者に、休 憩時間を 除き一週 間につい て四十時 間を超えて、 労働させ てはなら ない。

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

使用者は 、一週間 の各日に ついては、 労働者に、 休憩時間 を除き一 日につい て八時間を 超えて、労 働させて はならな い。

第三十 二条
②

第三十二 条の二

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、又は 就業規則 その他これ に準ずる ものにより 、一箇月 以内
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②

の 一定の期 間を平均 し一週間当 たりの労働 時間が前 条第一項 の労働時 間を超えな い定めをし たときは 、同条の 規定にか かわらず、 その定めに より

、特定さ れた週に おいて同 項の労働 時間又は特 定された日 において 同条第二 項の労働 時間を超え て、労働さ せること ができる 。

使 用者は、 就業規則そ の他これ に準ずるも のにより 、その労 働者に係る 始業及び 終業の時刻 をその労 働者の決定 にゆだね ることと

使用者は 、厚生労働 省令で定め るところ により、 前項の協 定を行政官 庁に届け出 なければ ならない 。

第三十二条 の三

した 労働者に ついては 、当該事業 場の労働者 の過半数 で組織す る労働組 合がある場 合において はその労 働組合、 労働者の 過半数で組織 する労働 組

合がない場 合におい ては労働 者の過半 数を代表する 者との書 面による 協定によ り、次に 掲げる事項を 定めたと きは、そ の協定で 第二号の清 算期間

とし て定められた 期間を平 均し一週 間当たり の労働時間 が第三十二 条第一項 の労働時 間を超え ない範囲内 において、 同条の規 定にかか わらず、 一
一

清算期間 （その期 間を平均し 一週間当 たりの労働 時間が第 三十二条 第一項の労 働時間を 超えない範 囲内にお いて労働 させる期間 をいい、 一箇

この 条の規定 による労 働時間によ り労働さ せることが できるこ ととされ る労働者の 範囲

週 間におい て同項の労 働時間又は 一日にお いて同条 第二項の 労働時間を 超えて、労 働させる ことがで きる。
二
清算期間 における総 労働時間

月以内の 期間に限る ものとする 。次号に おいて同 じ。）
三
その他 厚生労働 省令で定 める事項

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

四
第三十二 条の四

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、次に 掲げる事 項を定めた ときは、 第三十二条 の規定に かか

わらず、 その協定 で第二号の 対象期間 として定 められた期 間を平均 し一週間当 たりの労 働時間が 四十時間を 超えない 範囲内にお いて、当 該協定（

次項 の規定に よる定め をした場合 においては 、その定 めを含む 。）で定 めるところ により、特 定された 週におい て同条第 一項の労働 時間又は特 定
一

対象期 間（その期 間を平均し 一週間当 たりの労 働時間が 四十時間を 超えない範 囲内にお いて労働 させる期 間をいい、 一箇月を超 え一年以 内の

この条の規定 による労 働時間に より労働 させるこ とができるこ ととされ る労働者 の範囲

された日に おいて同 条第二項 の労働時 間を超えて 、労働させ ることが できる。
二

特定期間 （対象期 間中の特に 業務が繁 忙な期間を いう。第 三項にお いて同じ。 ）

期間に限 るものと する。以 下この条及 び次条にお いて同じ 。）
三

対象 期間におけ る労働日 及び当該 労働日ご との労働時 間（対象期 間を一箇 月以上の 期間ごと に区分する こととした 場合にお いては、 当該区分

（略 ）

その 他厚生労 働省令で 定める事 項

働 時間並び に当該最 初の期間を 除く各期間 における 労働日数 及び総労 働時間）

による 各期間の うち当該 対象期間の 初日の属 する期間（ 以下この 条におい て「最初の 期間」と いう。）に おける労 働日及び当 該労働日 ごとの労

四

五
②・ ③
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④

第三十二 条の二第 二項の規 定は、第一 項の協定に ついて準 用する。
（災害等 による臨 時の必要 がある場 合の時間外 労働等）

災害その他 避けること のできな い事由に よつて、 臨時の必要 がある場合 において は、使用 者は、行 政官庁の許 可を受けて 、その必 要の

公務のた めに臨時 の必要があ る場合にお いては、 第一項の 規定にか かわらず、 官公署の事 業（別表 第一に掲 げる事業 を除く。） に従事する 国家

時間 に相当する休 憩又は休 日を与え るべきこ とを、命ず ることがで きる。

前項ただ し書の規 定による 届出があ つた場合に おいて、行 政官庁が その労働 時間の延 長又は休日 の労働を不 適当と認 めるとき は、その 後にその

迫の ために行 政官庁の 許可を受け る暇がない 場合にお いては、 事後に遅 滞なく届け 出なければ ならない 。

限度にお いて第三 十二条から 前条まで 若しくは 第四十条の 労働時間 を延長し、 又は第三 十五条の 休日に労働 させるこ とができる 。ただし 、事態急

第三 十三条

②
③

公務員及 び地方公 務員につ いては、第 三十二条 から前条ま で若しく は第四十 条の労働時 間を延長 し、又は第 三十五条 の休日に 労働させる ことがで
きる 。
（時間外 及び休日の 労働）

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

行政官 庁は、第 二項の基 準に関し 、第一項の 協定をする 使用者及 び労働組 合又は労 働者の過半 数を代表す る者に対 し、必要 な助言及 び指導を行

前 項の基準 に適合した ものとなる ようにし なければ ならない 。

第 一項の協定 をする使用 者及び労 働組合又 は労働者 の過半数を 代表する者 は、当該 協定で労 働時間の 延長を定め るに当たり 、当該協 定の内容 が

率その他の 必要な事 項につい て、労働 者の福祉、 時間外労働 の動向そ の他の事 情を考慮 して基準を定 めること ができる 。

厚 生労働大 臣は、労 働時間の延 長を適正 なものとす るため、 前項の協 定で定める 労働時間の 延長の限 度、当該 労働時間 の延長に係 る割増賃金 の

の他厚生 労働省令 で定める健 康上特に 有害な業 務の労働時 間の延長 は、一日に ついて二 時間を超 えてはなら ない。

。 ）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 つて労働 時間を延長 し、又は 休日に労 働させるこ とができ る。ただし 、坑内労 働そ

十二条の 五まで若 しくは第 四十条の 労働時間（ 以下この条 において 「労働時 間」とい う。）又は 前条の休日 （以下こ の項にお いて「休 日」という

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、 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

第三十 六条

②
③
④
うこ とができ る。

使 用者が、 第三十三条又 は前条第 一項の規 定により 労働時間 を延長し、又 は休日に 労働させ た場合に おいては、 その時間又 はその日 の

（時間外 、休日及び 深夜の割 増賃金）
第三十 七条

労 働につい ては、通 常の労働 時間又は労働 日の賃金 の計算額 の二割五 分以上五 割以下の範囲 内でそれ ぞれ政令 で定める 率以上の率 で計算した 割増

賃金を支 払わなけ ればなら ない。た だし、当該 延長して労 働させた 時間が一 箇月につ いて六十時 間を超えた 場合にお いては、 その超え た時間の労

働 については 、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 を支払わ なければ ならない。
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②

使用 者が、当該 事業場に 、労働者 の過半数 で組織する 労働組合が あるとき 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

前項の政 令は、労 働者の福 祉、時間外 又は休日の 労働の動 向その他 の事情を 考慮して定 めるものと する。

第一項及び 前項の割 増賃金の基 礎となる 賃金には 、家族手当 、通勤手 当その他厚 生労働省 令で定め る賃金は算 入しない 。

算した割 増賃金を 支払わな ければなら ない。

ら 午前六時 まで）の間 において労 働させた 場合にお いては、 その時間の 労働につい ては、通 常の労働 時間の賃 金の計算額 の二割五分 以上の率 で計

使 用者が、午 後十時から 午前五時 まで（厚 生労働大 臣が必要で あると認め る場合に おいては 、その定 める地域又 は期間につ いては午 後十一時 か

得した休暇 に対応す るものと して厚生 労働省令で定 める時間 の労働に ついては 、同項た だし書の規定 による割 増賃金を 支払うこ とを要しな い。

とを 定めた場 合におい て、当該労 働者が当該 休暇を取 得したと きは、当 該労働者の 同項ただし 書に規定 する時間 を超えた 時間の労働の うち当該 取

に代えて 、通常の 労働時間の 賃金が支 払われる 休暇（第三 十九条の 規定による 有給休暇 を除く。 ）を厚生労 働省令で 定めるとこ ろにより 与えるこ

働 者の過半数 を代表す る者との書 面による 協定によ り、第一項 ただし書 の規定によ り割増賃 金を支払 うべき労働 者に対し て、当該割 増賃金の 支払

③

④

⑤

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

事業 の運営に 関する事項 について の企画、 立案、調査 及び分析 の業務であ つて、当 該業務の 性質上これ を適切に 遂行するに はその遂 行の方法

を大幅 に労働者 の裁量に ゆだねる 必要がある ため、当該 業務の遂 行の手段 及び時間 配分の決定 等に関し使 用者が具 体的な指 示をしな いこととす
る業務（以 下この条 において「 対象業務 」という 。）

対象業務を適 切に遂行 するため の知識、 経験等を 有する労働者 であつて 、当該対 象業務に 就かせたと きは当該決 議で定め る時間労 働したも の
対象 業務に従 事する前 号に掲げる 労働者の 範囲に属す る労働者 の労働時 間として算 定される 時間

と みなされ ることとな るものの範 囲
三

対象業務 に従事す る第二号に 掲げる労 働者の範囲 に属する 労働者の 労働時間の 状況に応 じた当該労 働者の健 康及び福 祉を確保す るための 措置
（略 ）

当該 委員会の 委員の半 数につい ては、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

前項の委 員会は、 次の各号 に適合する ものでなけ ればなら ない。

五～ 七

を当該決 議で定める ところによ り使用者 が講ずる こと。

四

二

一

、 当該労働者 は、厚生 労働省令で 定めると ころによ り、第三号 に掲げる 時間労働し たものと みなす。

議を行政 官庁に届 け出た場 合におい て、第二号 に掲げる労 働者の範 囲に属す る労働者 を当該事業 場における 第一号に 掲げる業 務に就か せたときは

そ の委員の 五分の四 以上の多 数による議決 により次 に掲げる 事項に関 する決議を し、かつ、 使用者が 、厚生労 働省令で 定めるとこ ろにより当 該決

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

第三十八条 の四

②
一

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 に厚生労 働省令で 定めると ころにより 任期を定め て指名さ れている こ
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③
④
⑤

二
三

と。

当該 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 録が作成 され、かつ 、保存され るととも に、当該 事業場の 労働者に対
す る周知が図 られている こと。
前二 号に掲げ るもののほ か、厚生 労働省令 で定める要 件

厚 生労働大 臣は、対 象業務に従 事する労働 者の適正 な労働条 件の確保 を図るため に、労働政 策審議会 の意見を 聴いて、 第一項各号 に掲げる事 項
その他同項 の委員会 が決議す る事項に ついて指針を 定め、こ れを公表 するもの とする。

第 一項の規定 による届出 をした使 用者は、 厚生労働 省令で定め るところに より、定 期的に、 同項第四 号に規定す る措置の実 施状況を 行政官庁 に
報 告しなけ ればならな い。

第一項 の委員会 において その委員 の五分の四 以上の多数 による議 決により 第三十二 条の二第一 項、第三十 二条の三 、第三十 二条の四 第一項及び

第二 項、第三 十二条の 五第一項、 第三十四 条第二項た だし書、 第三十六 条第一項、 第三十七 条第三項、 第三十八 条の二第 二項、前条 第一項並 びに

次条第四 項、第六項 及び第七 項ただし 書に規定 する事項に ついて決議 が行われ た場合に おける第 三十二条の 二第一項、 第三十二 条の三、 第三十二

条の 四第一項 から第三項 まで、第三 十二条の 五第一項 、第三十 四条第二項た だし書、 第三十六 条、第三 十七条第 三項、第三十 八条の二 第二項、 前

条 第一項並 びに次条 第四項、 第六項及び第 七項ただ し書の規 定の適用 については 、第三十二 条の二第 一項中「 協定」と あるのは「 協定若しく は第

三十八条 の四第一 項に規定 する委員 会の決議（ 第百六条第 一項を除 き、以下 「決議」 という。） 」と、第三 十二条の 三、第三 十二条の 四第一項か

ら 第三項まで 、第三十 二条の五第 一項、第 三十四条 第二項ただ し書、第 三十六条第 二項、第 三十七条 第三項、第 三十八条 の二第二項 、前条第 一項

並びに次 条第四項 、第六項及 び第七項 ただし書 中「協定」 とあるの は「協定又 は決議」 と、第三 十二条の四 第二項中 「同意を得 て」とあ るのは「

同意 を得て、 又は決議 に基づき」 と、第三十 六条第一 項中「届 け出た場 合」とある のは「届け 出た場合 又は決議 を行政官 庁に届け出 た場合」と 、

「その協定 」とある のは「そ の協定又 は決議」と 、同条第三 項中「又 は労働者 の過半数 を代表する者 」とある のは「若 しくは労 働者の過 半数を代

表す る者又は同項 の決議を する委員 」と、「 当該協定 」とあるのは 「当該協 定又は当 該決議」 と、同条第 四項中「又 は労働者 の過半数 を代表す る
者 」とある のは「若し くは労働者 の過半数 を代表す る者又は 同項の決議 をする委員 」とする 。
（年次有 給休暇）

使 用者は、 その雇入れ の日から 起算して 六箇月間継 続勤務し 全労働日の 八割以上 出勤した 労働者に対 して、継 続し、又は 分割した 十労

使 用者は、 一年六箇 月以上継続勤 務した労 働者に対 しては、 雇入れの 日から起算し て六箇月 を超えて 継続勤務 する日（以 下「六箇月 経過日」 と

働日の有 給休暇を与 えなけれ ばならな い。

第三 十九条
②

い う。）か ら起算し た継続勤 務年数一年ご とに、前 項の日数 に、次の 表の上欄 に掲げる六箇 月経過日 から起算 した継続 勤務年数の 区分に応じ 同表

の下欄に 掲げる労 働日を加 算した有 給休暇を与 えなければ ならない 。ただし 、継続勤 務した期間 を六箇月経 過日から 一年ごと に区分し た各期間（

最 後に一年未 満の期間 を生じたと きは、当 該期間） の初日の前 日の属す る期間にお いて出勤 した日数 が全労働日 の八割未 満である者 に対して は、
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③

④

⑤
⑥

五年

四年

三年

二年

一年

六箇月経 過日から 起算した 継続勤務 年数

十 労働日

八労働 日

六労働日

四労働 日

二労働日

一 労働日

労働日

当 該初日以 後の一年 間において は有給休暇 を与える ことを要 しない。

六 年以上

次に掲 げる労働 者（一週 間の所定 労働時間が 厚生労働省 令で定め る時間以 上の者を 除く。）の 有給休暇の 日数につ いては、 前二項の 規定にかか

わら ず、これ らの規定 による有給 休暇の日 数を基準と し、通常 の労働者 の一週間の 所定労働 日数として 厚生労働 省令で定 める日数（ 第一号に おい

て「通常 の労働者の 週所定労 働日数」 という。 ）と当該労 働者の一週 間の所定 労働日数 又は一週 間当たりの 平均所定労 働日数と の比率を 考慮して
一

週以 外の期間 によつて 所定労働 日数が定め られている 労働者に ついては 、一年間 の所定労働 日数が、前 号の厚生 労働省令 で定める 日数に一日

一週間 の所定労 働日数が 通常の労働者 の週所定 労働日数 に比し相 当程度少な いものとし て厚生労 働省令で 定める日 数以下の労 働者

厚生 労働省令 で定める日 数とする。
二

を 加えた日数 を一週間の 所定労働 日数とす る労働者 の一年間の 所定労働日 数その他 の事情を 考慮して 厚生労働省 令で定める 日数以下 の労働者

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 定により 、次に掲 げる事項 を定めた場 合において 、第一号 に掲げる 労働者の 範囲に属す る労働者が 有

給休暇を時 間を単位 として請 求したと きは、前三 項の規定に よる有給 休暇の日 数のうち 第二号に掲げ る日数に ついては 、これら の規定に かかわら

二

一

その他厚 生労働省 令で定める 事項

時間 を単位と して与え ることがで きること とされる有 給休暇の 日数（五 日以内に限 る。）

時間を 単位として 有給休暇を 与えるこ とができ ることと される労働 者の範囲

ず、 当該協定で定 めるとこ ろにより 時間を単 位として 有給休暇を与 えること ができる 。

三

使用者 は、前各 項の規定に よる有給 休暇を労 働者の請求 する時季 に与えなけ ればなら ない。た だし、請求 された時季 に有給休 暇を与え ることが
事業 の正常な 運営を妨げ る場合にお いては、 他の時季 にこれを 与えること ができる。

使用者は 、当該事 業場に、 労働者の過 半数で組織 する労働 組合があ る場合に おいてはそ の労働組合 、労働者 の過半数 で組織す る労働組合 がない

場合にお いては労 働者の過 半数を代 表する者と の書面によ る協定に より、第 一項から 第三項まで の規定によ る有給休 暇を与え る時季に 関する定め

を したときは 、これら の規定によ る有給休 暇の日数 のうち五日 を超える 部分につい ては、前 項の規定 にかかわら ず、その 定めにより 有給休暇 を与
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⑦

⑧

え ることが できる。

使用 者は、第一 項から第 三項まで の規定に よる有給休 暇の期間又 は第四項 の規定に よる有給 休暇の時間 については 、就業規 則その他 これに準 ず

る もので定め るところ により、そ れぞれ、 平均賃金 若しくは所 定労働時 間労働した 場合に支 払われる 通常の賃金 又はこれ らの額を基 準として 厚生

労働省令 で定める ところによ り算定し た額の賃 金を支払わ なければ ならない。 ただし、 当該事業 場に、労働 者の過半 数で組織す る労働組 合がある

場合 において はその労 働組合、労 働者の過半 数で組織 する労働 組合がな い場合にお いては労働 者の過半 数を代表 する者と の書面による 協定によ り

、その期間 又はその 時間につ いて、そ れぞれ、健康 保険法（ 大正十一 年法律第 七十号） 第四十条第一 項に規定 する標準 報酬月額 の三十分の 一に相

当す る金額（その 金額に、 五円未満 の端数が あるときは 、これを切 り捨て、 五円以上 十円未満 の端数があ るときは、 これを十 円に切り 上げるも の

と する。） 又は当該金 額を基準と して厚生 労働省令 で定める ところによ り算定した 金額を支 払う旨を 定めたと きは、これ によらなけ ればなら ない。

労働者 が業務上 負傷し、 又は疾病 にかかり療 養のために 休業した 期間及び 育児休業 、介護休業 等育児又は 家族介護 を行う労 働者の福 祉に関する

法律 第二条第 一号に規 定する育児 休業又は 同条第二号 に規定す る介護休 業をした期 間並びに 産前産後の 女性が第 六十五条 の規定によ つて休業 した
期間は、 第一項及び 第二項の 規定の適 用につい ては、これ を出勤した ものとみ なす。

（略 ）

この章、 第六章及 び第六章の 二で定める 労働時間 、休憩及 び休日に 関する規定 は、次の各 号の一に 該当する 労働者に ついては適 用しな

（労 働時間等 に関する規 定の適用除 外）
第四 十一条
い。
一 ～三

（略 ）

第三 十二条の 二から第三 十二条の 五まで、第 三十六条 及び第四 十条の規定 は、満十八 才に満た ない者に ついては 、これを適 用しない。

（労働時 間及び休 日）
第六十 条
②・③

使 用者は、 この法律及 びこれに基 づく命令 の要旨、 就業規則 、第十八条 第二項、第 二十四条 第一項た だし書、 第三十二条 の二第一項 、第

（法 令等の周知義 務）

（略）

て、 労働者に 周知させな ければなら ない。

に規定す る決議を、 常時各作 業場の見 やすい場 所へ掲示し 、又は備え 付けるこ と、書面 を交付す ることその 他の厚生労 働省令で 定める方 法によつ

の二 第二項、 第三十八 条の三第一 項並びに 第三十九条 第四項、 第六項及 び第七項た だし書に 規定する協 定並びに 第三十八 条の四第一 項及び第 五項

三十二条 の三、第 三十二条 の四第一項 、第三十 二条の五第 一項、第 三十四条 第二項ただ し書、第 三十六条第 一項、第 三十七条 第三項、第 三十八条

第百 六条

②

裁判所は、 第二十条、 第二十六 条若しく は第三十 七条の規定 に違反した 使用者又 は第三十 九条第七 項の規定に よる賃金を 支払わな かつ

（付加金 の支払）
第百 十四条
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た 使用者に 対して、 労働者の請 求により、 これらの 規定によ り使用者 が支払わな ければなら ない金額 について の未払金 のほか、こ れと同一額 の付

加金の支 払を命ず ることが できる。 ただし、こ の請求は、 違反のあ つた時か ら二年以 内にしなけ ればならな い。
次の各号の 一に該当す る者は、 これを六 箇月以下 の懲役又は 三十万円以 下の罰金 に処する 。

第三 条、第四 条、第七条 、第十六 条、第十 七条、第十 八条第一 項、第十九 条、第二 十条、第 二十二条第 四項、第 三十二条、 第三十四 条、第三

第百 十九条
一

十五条 、第三十 六条第一 項ただし 書、第三十 七条、第三 十九条、 第六十一 条、第六 十二条、第 六十四条の 三から第 六十七条 まで、第七 十二条、
（略）

第七十五条 から第七 十七条まで 、第七十 九条、第八 十条、第 九十四条 第二項、第 九十六条 又は第百四 条第二項 の規定に 違反した者
二～ 四
次の各号 の一に該当 する者は、 三十万円 以下の罰 金に処す る。

第十 四条、第 十五条第 一項若しく は第三項 、第十八条 第七項、 第二十二 条第一項か ら第三項 まで、第二 十三条か ら第二十 七条まで、 第三十二

第百 二十条
一

条の 二第二項（ 第三十二 条の四第 四項及び 第三十二条 の五第三項 において 準用する 場合を含 む。）、第 三十二条の 五第二項 、第三十 三条第一 項

ただし書 、第三十八 条の二第三 項（第三 十八条の 三第二項 において準 用する場合 を含む。 ）、第五 十七条か ら第五十九 条まで、第 六十四条 、第

六十八 条、第八 十九条、 第九十条第 一項、第 九十一条、 第九十五 条第一項若 しくは第 二項、第 九十六条の 二第一項 、第百五条 （第百条 第三項に
（略）

お いて準用 する場合 を含む。） 又は第百六 条から第 百九条ま での規定 に違反した 者
二～五

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 る事業主に ついては五 千万円、 卸売

じん肺法 （昭和三 十五年法律 第三十号） （抄）

、第三十七 条第一項 ただし書 の規定は 、適用しな い。

につ いては五 十人、卸 売業又はサ ービス業を 主たる事 業とする 事業主に ついては百 人）以下で ある事業 主をいう 。）の事 業について は、当分の 間

業を主た る事業と する事業主 について は一億円 ）以下であ る事業主 及びその常 時使用す る労働者 の数が三百 人（小売 業を主たる 事業とす る事業主

第百 三十八条

◎

第七条 から第九条 の二まで 及び第十 六条第一項 のじん肺 健康診断の 実施の事 務に従事 した者は、 その実施 に関して知 り得た労 働者

（じん肺 健康診断 に関する 秘密の保持 ）
第三 十五条の三

の心身の 欠陥その他 の秘密を 漏らして はならな い。
次 の各号の 一に該当する 者は、三 十万円以 下の罰金 に処する 。

第六条 、第七条 、第八条 第一項、第九 条第一項 、第十二 条、第十 三条第四 項（第十六条 の二第二 項におい て準用す る場合を含 む。）、第 十四

第四十 五条
一

条第二項 （第十六 条第二項 及び第十 六条の二第 二項におい て準用す る場合を 含む。） 、第十四条 第三項（第 十六条第 二項及び 第十六条 の二第二

項 において準 用する場合 を含む。 ）、第十 七条、第 二十二条、 第三十五条 の二、第 三十五条 の三又は 第四十三条 の二第二項 の規定に 違反した 者
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◎

（ 略）

第四 十四条の 規定によ る報告を せず、若し くは虚偽の 報告をし た者

二 ～四
五

第六章

第五 章

第四章

第 三章

第二 章

第一章

国と 地方公共団 体との連携 等（第三 十一条・ 第三十二 条）

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）

事業 主による 再就職の援 助を促進 するための 措置等（ 第二十四 条―第二十 七条）

職業転換 給付金（ 第十八条― 第二十三 条）

職 業訓練等の 充実（第十 六条・第 十七条）

求職者及 び求人者 に対する 指導等（ 第十一条― 第十五条）

総 則（第一 条―第十 条）

雇用対 策法（昭 和四十一 年法律第百 三十二号 ）（抄）

第七 章
雑 則（第三 十三条― 第四十条）

目次

第 八章
附則
（ 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 、雇用に関 し、その 政策全般 にわたり、 必要な施

（略）

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。

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

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 働力の需給 が質量両面 にわたり 均衡する ことを促 進して、労 働者がその 有

第一条

２

労働者 は、その 職業生活の 設計が適 切に行わ れ、並びに その設計 に即した能 力の開発 及び向上 並びに転職 に当たつ ての円滑な 再就職の 促進

（基本的 理念）
第三 条

その他の 措置が効果 的に実施 されるこ とにより 、職業生活 の全期間を 通じて、 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。

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

（国 の施策）
第四 条

各人がそ の有する 能力に適合 する職業 に就くこ とをあつせ んするた め、及び産 業の必要 とする労 働力を充足 するため 、職業指導 及び職業 紹介

ければな らない。
一
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二
三
四
五
六
七

に 関する施 策を充実 すること。

各人 がその有 する能力 に適し、 かつ、技術 の進歩、産 業構造の 変動等に 即応した 技能及びこ れに関する 知識を習 得し、こ れらにふ さわしい評
価 を受けるこ とを促進す るため、 職業訓練 及び職業 能力検定に 関する施策 を充実す ること。

就職 が困難な 者の就職を 容易にし 、かつ、 労働力の需 給の不均 衡を是正す るため、 労働者の 職業の転換 、地域間 の移動、職 場への適 応等を援
助する ために必 要な施策 を充実す ること。

事業規 模の縮小 等（事業 規模若し くは事業活動 の縮小又 は事業の 転換若し くは廃止 をいう。以下 同じ。） の際に、 失業を予 防するとと もに、
離職を 余儀なくさ れる労働 者の円滑 な再就職 を促進する ために必要 な施策を 充実する こと。

女性の 職業の安定 を図るため 、妊娠、 出産又は 育児を理 由として休 業又は退職 した女性 の雇用の 継続又は 円滑な再就 職の促進、 母子家庭 の母
及び寡婦 の雇用の 促進その 他の女性の 就業を促進 するため に必要な 施策を充 実すること 。

青少年の 職業の安 定を図るた め、職業 についての 青少年の 関心と理 解を深める とともに 、雇用管理 の改善の 促進、実 践的な職業 能力の開 発及
び向上の 促進その他 の青少年の 雇用を促 進するた めに必要 な施策を充 実すること 。

高年齢者 の職業の安 定を図るた め、定年 の引上げ 、継続雇 用制度の導入 等の円滑 な実施の 促進、再 就職の促 進、多様な就 業機会の 確保その 他

の 高年齢者 がその年 齢にかかわ りなくその 意欲及び 能力に応 じて就業 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。

障害 者の職業 の安定を 図るため 、雇用の促 進、職業リ ハビリテ ーション の推進そ の他の障害 者がその職 業生活に おいて自 立するこ とを促進す

不安 定な雇用 状態の是正 を図るた め、雇用 形態及び就 業形態の 改善等を促 進するた めに必要 な施策を充 実するこ と。

八
九

高度の専 門的な知 識又は技術 を有する外 国人（日 本の国籍 を有しな い者をいう 。以下この 条におい て同じ。 ）の我が 国における 就業を促進 す

る ために必要 な施策を充 実するこ と。
十

るとともに 、労働に 従事するこ とを目的 として在 留する外国 人につい て、適切な 雇用機会 の確保が図 られるよ うにする ため、雇用 管理の改 善の
十一

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

地域 的な雇用構 造の改善を 図るため 、雇用機 会が不足 している地 域における 労働者の 雇用を促 進するた めに必要な 施策を充実 すること 。

促進及 び離職した 場合の再 就職の促 進を図る ために必要 な施策を充 実するこ と。
十二
２

国 は、第一 項第十号 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 入

（略）

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。
３

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 。
（ 地方公共団 体の施策 ）
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第五 条

地方 公共団体 は、国の 施策と相ま つて、当該 地域の実 情に応じ 、雇用に 関する必要 な施策を講 ずるよう に努めな ければな らない。

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

（事業主 の責務）
第六 条
第七条

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

削除

を行うこ 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。
第八条

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）
第九条

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）
第十条

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 。
（適用除 外）

第六条か ら第十条 まで及び 第五章（ 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。

（ 略）

２

労働安全 衛生法（ 昭和四十七 年法律第五 十七号） （抄）

第三十 八条

◎
目次

雑則（第 百一条― 第百十五 条）

（略 ）

第十一章

罰 則（第百十 五条の二― 第百二十 三条）

第一 章～第十 章
第十 二章
附則

事 業者は、政 令で定める 規模の事 業場ごと に、厚生 労働省令で 定めるとこ ろにより 、医師の うちから 産業医を選 任し、その 者に労働 者の

（産業医 等）
第十 三条
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（略 ）

健 康管理そ の他の厚 生労働省令 で定める事 項（以下 「労働者 の健康管 理等」とい う。）を行 わせなけ ればなら ない。
２

産業医は 、労働者の 健康を確保 するため 必要があ ると認め るときは、 事業者に対 し、労働 者の健康 管理等に ついて必要 な勧告をす ることが でき

事業者 は、前条 第一項の 事業場以外 の事業場に ついては 、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 を有する 医師その

事 業者は、 前項の勧 告を受けた ときは、こ れを尊重 しなけれ ばならな い。

る。

３
４
第十三条の二

他厚 生労働省令で 定める者 に労働者 の健康管 理等の全部 又は一部を 行わせる ように努 めなけれ ばならない 。

事業者は 、政令で 定める規 模の事業場 ごとに、次 の事項を 調査審議 させ、事 業者に対し 意見を述べ させるた め、衛生 委員会を 設けなけれ

（ 衛生委員 会）
第十八条

二

一

労働災 害の原因 及び再発 防止対策で、 衛生に係 るものに 関するこ と。

労働者の 健康の保持 増進を図る ための基 本となる べき対策 に関すること 。

労働 者の健康障 害を防止 するため の基本と なるべき対 策に関する こと。

ばな らない。

三

前三 号に掲げ るものの ほか、労 働者の健康 障害の防止 及び健康 の保持増 進に関す る重要事項
（略 ）

四
２～ ４

事業 者は、第 十七条及び 前条の規 定により安 全委員会 及び衛生 委員会を設 けなければ ならない ときは、 それぞれ の委員会の 設置に代え て

（安全衛 生委員会 ）
第十九 条
（略）

国は 、第十三 条の二の 事業場の労 働者の健康 の確保に 資するた め、労働 者の健康管 理等に関す る相談、 情報の提 供その他 の必要な援

、安全衛生 委員会を 設置する ことがで きる。
２～４
（ 国の援助 ）
第十九条の 三

助を 行うよう に努める ものとする 。

事業者 は、前条の規 定による 医師又は 歯科医師 の意見を 勘案し、その 必要があ ると認め るときは 、当該労働 者の実情を 考慮して 、

（健康診 断実施後の 措置）
第六十 六条の五

就 業場所の 変更、作 業の転換 、労働時間の 短縮、深 夜業の回 数の減少 等の措置 を講ずるほか 、作業環 境測定の 実施、施 設又は設備 の設置又は 整備

、当該医 師又は歯 科医師の 意見の衛 生委員会若 しくは安全 衛生委員 会又は労 働時間等 設定改善委 員会（労働 時間等の 設定の改 善に関す る特別措置

法 （平成四年 法律第九 十号）第七 条第一項 に規定す る労働時間 等設定改 善委員会を いう。以 下同じ。 ）への報告 その他の 適切な措置 を講じな けれ
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（略）

ば ならない 。
２・３
（ 面接指導等 ）

事 業者は、 その労働時 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 者に対し

労 働者は、前 項の規定に より事業 者が行う 面接指導 を受けなけ ればならな い。ただ し、事業 者の指定 した医師が 行う面接指 導を受け ることを 希

を行うこと をいう。 以下同じ 。）を行 わなければな らない。

、厚 生労働省 令で定め るところに より、医師 による面 接指導（ 問診その 他の方法に より心身の 状況を把 握し、こ れに応じ て面接により 必要な指 導

第六十六条 の八

２

望 しない場 合において 、他の医師 の行う同 項の規定 による面 接指導に相 当する面接 指導を受 け、その 結果を証 明する書面 を事業者に 提出した とき

事業者は、 厚生労働 省令で定め るところ により、 第一項及び 前項ただ し書の規定 による面 接指導の 結果を記録 しておか なければな らない。

は、この 限りでな い。
３

事業者 は、第一 項又は第二 項ただし 書の規定 による面接 指導の結果 に基づき 、当該労 働者の健 康を保持す るために必 要な措置 について 、厚生労

事業者は 、前項の 規定によ る医師の意 見を勘案し 、その必 要がある と認める ときは、当 該労働者の 実情を考 慮して、 就業場所 の変更、作 業の転

働省 令で定め るところに より、医師 の意見を 聴かなけ ればなら ない。

４
５

換、労働 時間の短 縮、深夜 業の回数 の減少等の 措置を講ず るほか、 当該医師 の意見の 衛生委員会 若しくは安 全衛生委 員会又は 労働時間 等設定改善

事 業者は、 前条第一項 の規定に より面接指 導を行う 労働者以 外の労働者 であつて 健康への配 慮が必要 なものに ついては、 厚生労働

委 員会への報 告その他 の適切な措 置を講じ なければ ならない。
第六十六条 の九

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。
（法令等の 周知）

事業者 は、この法 律及びこ れに基づ く命令の 要旨を常時 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

事業者 は、第五 十七条の 二第一項 又は第二項 の規定によ り通知さ れた事項 を、化学 物質、化学 物質を含有 する製剤 その他の 物で当該 通知された

定 める方法 により、労 働者に周知 させなけ ればなら ない。

第百一 条
２

事項 に係るも のを取り 扱う各作業 場の見や すい場所に 常時掲示 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、 当該物を 取り
扱う労働 者に周知さ せなけれ ばならな い。

第 六十五条 の二第一 項及び第六 十六条第一 項から第 四項まで の規定に よる健康診 断、第六十 六条の八 第一項の 規定によ る面接指導 、第六

（健 康診断等 に関する秘 密の保持）
第百 四条

十六条の 十第一項 の規定に よる検査 又は同条第 三項の規定 による面 接指導の 実施の事 務に従事し た者は、そ の実施に 関して知 り得た労 働者の秘密
を 漏らしては ならない 。
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第百 五条

削除

製 造時等検 査、性能 検査、個 別検定又は 型式検定の 業務（以 下この条 において 「特定業務 」という。 ）に従事 する登録 製造時等 検

前三項の場 合におい て、犯人が 収受した 賄賂は、 没収する。 その全部 又は一部を 没収する ことがで きないとき は、その 価額を追徴 する。

つたこと に関して 、賄賂を 収受し、要 求し、又 は約束した ときは、 五年以下 の懲役に処 する。

特定業務 に従事す る特定機関 の役員又は 職員であ つた者が 、その在 職中に請託 を受けて、 職務上不 正の行為 をしたこ と又は相当 の行為をし なか

束し たときは、役 員又は職 員になつ た場合に おいて、五 年以下の懲 役に処す る。

特定業務 に従事す る特定機 関の役員 又は職員に なろうとす る者が、 就任後担 当すべき 職務に関し 、請託を受 けて賄賂 を収受し 、要求し 、又は約

とき は、七年 以下の懲 役に処する 。

に関して 、賄賂を 収受し、要 求し、又 は約束し たときは、 五年以下 の懲役に処 する。こ れによつ て不正の行 為をし、 又は相当の 行為をし なかつた

査 機関、登録 性能検査 機関、登録 個別検定 機関又は 登録型式検 定機関（ 以下この条 において 「特定機 関」という 。）の役 員又は職員 が、その 職務

第百十五 条の二

２
３
４

前 条第一項か ら第三項 までに規 定する賄賂 ろ
( を
)供与 し、又は その申込 み若しく は約束をし た者は、三 年以下の 懲役又は 二百五十

第 百十五条 の二第一 項から第 三項までの 罪は、刑法 第四条の 例に従う 。

前項の罪 を犯した 者が自首 したときは 、その刑を 減軽し、 又は免除 すること ができる。

万円 以下の罰 金に処する 。

第百十五条 の三
２
第百十五 条の四

次の各号の いずれかに 該当する 者は、六 月以下の 懲役又は五 十万円以下 の罰金に 処する。

第十 四条、第 二十条から 第二十五 条まで、 第二十五条 の二第一 項、第三十 条の三第 一項若し くは第四項 、第三十 一条第一項 、第三十 一条の二

第百 十九条
一

、第三 十三条第 一項若し くは第二 項、第三十 四条、第三 十五条、 第三十八 条第一項 、第四十条 第一項、第 四十二条 、第四十 三条、第 四十四条第

六項、第四 十四条の 二第七項、 第五十六 条第三項 若しくは第 四項、第 五十七条の 四第五項 、第五十七 条の五第 五項、第 五十九条第 三項、第 六十

一条第 一項、第六 十五条第 一項、第 六十五条 の四、第六 十八条、第 八十九条 第五項（ 第八十九 条の二第二 項において 準用する 場合を含 む。）、
（略）

第 九十七条 第二項、第 百四条又は 第百八条 の二第四 項の規定 に違反した 者
二～四

次 の各号の いずれかに 該当する 者は、五 十万円以下 の罰金に 処する。

第十 条第一項、 第十一条 第一項、 第十二条 第一項、第 十三条第一 項、第十 五条第一 項、第三 項若しくは 第四項、第 十五条の 二第一項 、第十六

第百 二十条
一

条第一 項、第十 七条第一 項、第十八 条第一項 、第二十五 条の二第 二項（第 三十条の三 第五項に おいて準用 する場合 を含む。） 、第二十 六条、第

三 十条第一 項若しく は第四項、 第三十条の 二第一項 若しくは 第四項、 第三十二条 第一項から 第六項ま で、第三 十三条第 三項、第四 十条第二項 、

第四十四 条第五項 、第四十 四条の二 第六項、第 四十五条第 一項若し くは第二 項、第五 十七条の四 第一項、第 五十九条 第一項（ 同条第二 項におい

て 準用する場 合を含む。 ）、第六 十一条第 二項、第 六十六条第 一項から第 三項まで 、第六十 六条の三 、第六十六 条の六、第 八十七条 第六項、 第
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◎

八 十八条第 一項から 第四項まで 、第百一条 第一項又 は第百三 条第一項 の規定に違 反した者
（略）

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）

二～六

目次
（ 略）

（略）

労 働者派遣契 約（第二十 六条―第 二十九条 の二）

派遣労働 者の保護 等に関す る措置

第一章・第 二章
第三 章
第 一節
第二節・ 第三節
雑則（第四 十七条の 四―第五 十七条）

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）

第四章
罰則 （第五十八 条―第六十 二条）

第四 節
第五 章
附則

自己の雇用 する労働 者を、当 該雇用関係 の下に、 かつ、他人 の指揮命 令を受け て、当該他 人のため に労働に従 事させる ことをい

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 。

（用語の 意義）
第二 条
労働 者派遣

二
（略）

派遣労 働者

一

三
紹介予 定派遣

労 働者派遣の うち、第 五条第一 項の許可 を受けた者 （以下「派 遣元事業 主」とい う。）が 労働者派遣 の役務の提 供の開始 前又

事 業主が雇 用する労 働者であつ て、労働者 派遣の対 象となる ものをい う。

い、当 該他人に 対し当該 労働者を 当該他人に 雇用させる ことを約 してする ものを含 まないもの とする。

四

は開始後 に、当該 労働者派 遣に係る派 遣労働者及 び当該派 遣労働者 に係る労 働者派遣の 役務の提供 を受ける 者（第三 章第四節 を除き、以 下「派

遣先 」という。 ）につい て、職業 安定法そ の他の法律 の規定によ る許可を 受けて、 又は届出 をして、職 業紹介を行 い、又は 行うこと を予定し て

するもの をいい、当 該職業紹介 により、 当該派遣 労働者が 当該派遣先 に雇用され る旨が、 当該労働 者派遣の 役務の提供 の終了前に 当該派遣 労働
者と当 該派遣先 との間で 約されるも のを含む ものとする 。

禁錮以上 の刑に処 せられ、又 はこの法 律の規定 その他労働 に関する 法律の規定 （次号に 規定する 規定を除く 。）であ つて政令で 定めるも の若

次の各号の いずれか に該当す る者は、 前条第一項 の許可を受 けること ができな い。

（ 許可の欠 格事由）
第六条
一
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し くは暴力 団員によ る不当な行 為の防止等 に関する 法律（平 成三年法 律第七十七 号）の規定 （同法第 五十条（ 第二号に 係る部分に 限る。）及 び

第五十二 条の規定 を除く。 ）により 、若しくは 刑法（明治 四十年法 律第四十 五号）第 二百四条、 第二百六条 、第二百 八条、第 二百八条 の二、第

二 百二十二条 若しくは第 二百四十 七条の罪 、暴力行 為等処罰に 関する法律 （大正十 五年法律 第六十号 ）の罪若し くは出入国 管理及び 難民認定 法

（昭和二 十六年政 令第三百十 九号）第七 十三条の 二第一項 の罪を犯 したことに より、罰金 の刑に処 せられ、 その執行 を終わり、又 は執行を 受け
（略）

ること がなくな つた日か ら起算し て五年を経 過しない者
二～十二
（許 可の取消し等 ）
（略 ）

厚 生労働大 臣は、派遣 元事業主が 次の各号 のいずれ かに該当 するときは 、第五条第 一項の許 可を取り 消すこと ができる。

一

この法律 （第二十 三条第三項 、第二十 三条の二、 第三十条 第二項の 規定により 読み替え て適用する 同条第一 項及び次 章第四節の 規定を除 く。

（略）

三・ 四

労働 者派遣契約

派遣労働 者の保護 等に関す る措置

（略 ）

）若しく は職業安定 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 。

二

第十 四条

２
第三章
第一 節

労 働者派遣 契約（当事 者の一方 が相手方に 対し労働 者派遣を することを 約する契約 をいう。 以下同じ 。）の当 事者は、厚 生労働省令 で

（契約の 内容等）
第二十 六条

定めるとこ ろにより 、当該労 働者派遣 契約の締結 に際し、次 に掲げる 事項を定 めるとと もに、その内 容の差異 に応じて 派遣労働 者の人数 を定めな
一

派遣 労働者が 労働者派 遣に係る労 働に従事 する事業所 の名称及 び所在地 その他派遣 就業の場 所並びに組 織単位（ 労働者の 配置の区分 であつて

派遣労 働者が従事 する業務の 内容

けれ ばならない。
二

、配 置された労 働者の業 務の遂行 を指揮命 令する職務 上の地位に ある者が 当該労働 者の業務 の配分に関 して直接の 権限を有 するもの として厚 生

五

四

三

安全及び 衛生に関 する事項

派遣 就業の開 始及び終 了の時刻 並びに休憩 時間

労働者 派遣の期 間及び派 遣就業をする 日

労働者派 遣の役務の 提供を受け る者のた めに、就 業中の派 遣労働者を 直接指揮命 令する者 に関する 事項

労働省令 で定めるも のをいう。 以下同じ 。）

六
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七

派遣 労働者の 新たな就 業の機会 の確保、派 遣労働者に 対する休 業手当（ 労働基準 法（昭和二 十二年法律 第四十九 号）第二 十六条の 規定により

派遣労 働者から 苦情の申出 を受けた場 合におけ る当該申 出を受け た苦情の処 理に関する 事項

前各号に掲げ るものの ほか、厚 生労働省 令で定める 事項

予定派遣に 関する事 項

労働者派 遣契約が 紹介予定派 遣に係るも のである 場合にあ つては、 当該職業紹 介により従 事すべき 業務の内 容及び労 働条件その他 の当該紹 介

の労働者 派遣契約 の解除に当 たつて講ず る派遣労 働者の雇 用の安定 を図るため に必要な措 置に関す る事項

使 用者が支払 うべき手当 をいう。 第二十九 条の二に おいて同じ 。）等の支 払に要す る費用を 確保する ための当該 費用の負担 に関する 措置その 他

八

九
十
（略 ）

派遣元 事業主か ら新たな 労働者派 遣契約に基 づく労働者 派遣（第 四十条の 二第一項 各号のいず れかに該当 するもの を除く。 次項にお いて同じ。

２・ ３
４

）の 役務の提 供を受け ようとする 者は、第 一項の規定 により当 該労働者 派遣契約を 締結する に当たり、 あらかじ め、当該 派遣元事業 主に対し 、当

該労働者 派遣の役務 の提供が 開始され る日以後 当該労働者 派遣の役務 の提供を 受けよう とする者 の事業所そ の他派遣就 業の場所 の業務に ついて同

労働者 派遣をす る事業主 は、当該 労働者派遣 の役務の提 供を受け る者が、 当該派遣 就業に関し 、この法律 又は第四 節の規定 により適 用

（略 ）

条第 一項の規 定に抵触す ることとな る最初の 日を通知 しなけれ ばならない。
５・ ６
第二十八 条

さ れる法律の 規定（こ れらの規定 に基づく 命令の規 定を含む。 第三十一 条及び第四 十条の六 第一項第 五号におい て同じ。 ）に違反し た場合に おい
ては、当 該労働者 派遣を停止 し、又は 当該労働 者派遣契約 を解除す ることがで きる。

派 遣元事業 主は、そ の雇用す る有期雇 用派遣労働者 （期間を 定めて雇 用される 派遣労働者 をいう。以 下同じ。 ）であつ て派遣先 の事業所

（特 定有期雇 用派遣労 働者等の雇 用の安定等 ）
第三十条

その 他派遣就業の 場所にお ける同一 の組織単 位の業務 について継続 して一年 以上の期 間当該労 働者派遣に 係る労働に 従事する 見込みが あるもの と

し て厚生労 働省令で定 めるもの（ 以下「特 定有期雇 用派遣労 働者」とい う。）その 他雇用の 安定を図 る必要性 が高いと認 められる者 として厚 生労

働省令で 定めるも の又は派 遣労働者と して期間 を定めて雇 用しよう とする労 働者であつ て雇用の 安定を図る 必要性が 高いと認 められるも のとして

厚生 労働省令 で定める もの（以下 この項に おいて「特 定有期雇 用派遣労 働者等」と いう。） に対し、厚 生労働省 令で定め るところに より、次 の各
派遣先に 対し、特定 有期雇用派 遣労働者 に対して 労働契約 の申込みを することを 求めるこ と。

号の措置 を講ずるよ うに努め なければ ならない 。
一

派遣労 働者とし て就業さ せることがで きるよう に就業（ その条件 が、特定 有期雇用派遣 労働者等 の能力、 経験その 他厚生労働 省令で定め る事

派遣労働 者以外の 労働者とし て期間を 定めない で雇用する ことがで きるように 雇用の機 会を確保 するととも に、その 機会を特定 有期雇用 派遣

項に照ら して合理 的なもの に限る。 ）の機会を 確保すると ともに、 その機会 を特定有 期雇用派遣 労働者等に 提供する こと。

二
三
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２

四

労 働者等に 提供する こと。

前三 号に掲げ るものの ほか、特 定有期雇用 派遣労働者 等を対象 とした教 育訓練で あつて雇用 の安定に特 に資する と認めら れるもの として厚生

労 働省令で定 めるものそ の他の雇 用の安定 を図るた めに必要な 措置として 厚生労働 省令で定 めるもの を講ずるこ と。

派遣先 の事業所 その他派 遣就業の場 所におけ る同一の組 織単位の 業務につ いて継続し て三年間 当該労働者 派遣に係 る労働に従 事する見 込みがあ

る特 定有期雇 用派遣労 働者に係る 前項の規定 の適用に ついては 、同項中 「講ずるよ うに努めな ければ」 とあるの は、「講 じなければ」 とする。
（段階的か つ体系的 な教育訓 練等）

派 遣元事業主 は、その 雇用する 派遣労働 者が段階的 かつ体系的 に派遣就 業に必要 な技能及 び知識を習 得すること ができる ように教 育

派遣元 事業主は 、その雇用 する派遣 労働者の 求めに応じ 、当該派遣 労働者の 職業生活 の設計に 関し、相談 の機会の確 保その他 の援助を 行わなけ

らな い。

下同じ。 ）である ときは、 当該無期雇 用派遣労 働者がその 職業生活 の全期間 を通じてそ の有する 能力を有効 に発揮で きるよう に配慮しな ければな

訓 練を実施 しなければ ならない。 この場合 において 、当該派 遣労働者が 無期雇用派 遣労働者 （期間を 定めない で雇用され る派遣労働 者をいう 。以

第三十 条の二

２
れば ならない 。
（ 均衡を考 慮した待 遇の確保 ）

派遣 元事業主 は、その 雇用する 派遣労働者 の従事する 業務と同 種の業務 に従事す る派遣先に 雇用される 労働者の 賃金水準 との均衡 を

派 遣元事業 主は、そ の雇用する 派遣労働 者の従事す る業務と 同種の業 務に従事す る派遣先に 雇用され る労働者 との均衡 を考慮しつ つ、当該派 遣

欲、能力 若しくは 経験等を勘 案し、当 該派遣労 働者の賃金 を決定す るように配 慮しなけ ればなら ない。

考 慮しつつ、 当該派遣 労働者の従 事する業 務と同種 の業務に従 事する一 般の労働者 の賃金水 準又は当 該派遣労働 者の職務 の内容、職 務の成果 、意

第三十条 の三

２

労働者につ いて、教 育訓練及 び福利厚 生の実施そ の他当該派 遣労働者 の円滑な 派遣就業 の確保のため に必要な 措置を講 ずるよう に配慮し なければ
なら ない。

前三 条に規定 するもの のほか、派 遣元事業主 は、その 雇用する 派遣労働 者又は派遣 労働者とし て雇用し ようとす る労働者 について、

（ 派遣労働 者等の福祉 の増進）
第三十条の 四

各人 の希望、 能力及び 経験に応じ た就業の 機会（派遣 労働者以 外の労働 者としての 就業の機 会を含む。 ）及び教 育訓練の 機会の確保 、労働条 件の

向上その 他雇用の安 定を図る ために必 要な措置 を講ずるこ とにより、 これらの 者の福祉 の増進を 図るように 努めなけれ ばならな い。

派遣元事 業主は、 派遣先がそ の指揮命令 の下に派 遣労働者 に労働さ せるに当た つて当該派 遣就業に 関しこの 法律又は 第四節の規 定によ

（適 正な派遣 就業の確保 ）
第三 十一条

り適用さ れる法律 の規定に 違反する ことがない ようにその 他当該派 遣就業が 適正に行 われるよう に、必要な 措置を講 ずる等適 切な配慮 をしなけれ
ば ならない。
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（ 待遇に関 する事項 等の説明）
（ 略）

派遣元事 業主は、そ の雇用する 派遣労働 者から求 めがあつ たときは、 第三十条の 三の規定 により配 慮すべき こととされ ている事項 に関する 決定

第三十一 条の二
２
をするに 当たつて 考慮した事 項につい て、当該 派遣労働者 に説明し なければな らない。
（派 遣先への 通知）

二

一

当該 労働者派 遣に係る 派遣労働者 が第四十 条の二第一 項第二号 の厚生労 働省令で定 める者で あるか否か の別

当該労 働者派遣に 係る派遣労 働者が無 期雇用派 遣労働者 であるか有 期雇用派遣 労働者で あるかの 別

当該労働者派 遣に係る 派遣労働 者の氏名

派遣元事 業主は、 労働者派 遣をすると きは、厚生 労働省令 で定める ところに より、次に 掲げる事項 を派遣先 に通知し なければ ならない。

三

派遣 元事業主は 、前項の 規定によ る通知を した後に同 項第二号か ら第四号 までに掲 げる事項 に変更があ つたときは 、遅滞な く、その 旨を当該 派

その他 厚生労働 省令で定 める事項

あつて 厚生労働 省令で定 めるもの

第一項の 規定による 被保険者の 資格の取 得の確認 及び雇用 保険法第九 条第一項の 規定によ る被保険 者となつ たことの確 認の有無に 関する事 項で

当該労働 者派遣に 係る派遣労 働者に関 する健康保 険法第三 十九条第 一項の規定 による被 保険者の資 格の取得 の確認、 厚生年金保 険法第十 八条

五

四

第三十五条

２
遣 先に通知し なければ ならない。

派 遣元事業 主は、派遣 就業に関 し次に掲げ る事項を 行わせる ため、厚生 労働省令で 定めると ころによ り、第六 条第一号か ら第八号ま で

（派遣元 責任者）
第三十 六条

に該当しな い者（未 成年者を 除き、派 遣労働者に 係る雇用管 理を適正 に行うに 足りる能 力を有する者 として、 厚生労働 省令で定 める基準 に適合す

（略）

第三十 二条、第三 十四条、第 三十五条 及び次条 に定める 事項に関す ること。

るも のに限る。） のうちか ら派遣元 責任者を 選任しな ければならな い。
一
二～七

派遣元 事業主は、 厚生労働 省令で定 めるところ により、 派遣就業に 関し、派 遣元管理 台帳を作成 し、当該台 帳に派遣 労働者ご とに次に

（派 遣元管理 台帳）
第三十七条

第四十条 の二第一 項第二号の 厚生労働 省令で定 める者であ るか否か の別

派遣労働 者に係る 労働契約 の期間）

無期雇 用派遣労 働者であ るか有期雇用 派遣労働 者である かの別（ 当該派遣 労働者が有期 雇用派遣 労働者で ある場合 にあつては 、当該有期 雇用

掲げ る事項を 記載しなけ ればならな い。
一
二
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２

九

八

七

六

五

四

三

教育訓練（厚 生労働省 令で定め るものに 限る。）を 行つた日時 及び内容

第三十 条第一項 （同条第 二項の規 定により読み 替えて適 用する場 合を含む 。）の規 定により講じ た措置

従事する 業務の種 類

始業 及び終業 の時刻

労働者派 遣の期間 及び派遣就 業をする 日

事業 所の所在 地その他 派遣就業 の場所及び 組織単位

派遣先 の氏名又 は名称

紹 介予定派 遣に係る 派遣労働者 について は、当該紹 介予定派 遣に関す る事項

派遣労 働者から申 出を受けた 苦情の処 理に関す る事項

十一
その他 厚生労働 省令で定め る事項

十
十二
（略）
（適 正な派遣 就業の確保 等）
（ 略）

前項 に定めるも ののほか 、派遣先 は、第三 十条の二及 び第三十条 の三の規 定による 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

募 集に係る 事項を提 供するこ とその他の厚 生労働省 令で定め る措置を 講ずるよ うに配慮しな ければな らない。

せる 派遣労働 者が従事す る業務と同 種の業務 に従事す る当該派 遣先に雇用 される労働 者の賃金 水準に関 する情報 又は当該業務 に従事す る労働者 の

派遣先 は、第三 十条の三第 一項の規 定により 賃金が適切 に決定さ れるように するため 、派遣元 事業主の求 めに応じ、 その指揮 命令の下 に労働さ

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 に努めなけ ればなら ない。

るため、 適切な就 業環境の 維持、診療 所等の施 設であつて 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（前項 に規定する 厚生労働

前三項に 定めるも 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

省令 で定めるもの について は、その 指揮命令 の下に労 働させる派遣 労働者に 対しても 、利用の 機会を与え るように配 慮しなけ ればなら ない。

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 であつて、 業務の円滑 な遂行に 資するも のとして 厚生労働

なけ ればなら ない。

働者が既 に当該業 務に必要な 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、派 遣労働者に 対しても 、これを実 施するよ う配慮し

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

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 派遣元事業 主からの求 めに応じ 、当該派 遣労働者 が

第四 十条
２

３
４

５

６

め に応じ、そ の指揮命 令の下に労 働させる 派遣労働 者が従事す る業務と 同種の業務 に従事す る当該派 遣先に雇用 される労 働者に関す る情報、 当該
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派 遣労働者 の業務の 遂行の状況 その他の情 報であつ 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 うに努め なければな らない。

派遣先は、 派遣就業に 関し次に 掲げる事 項を行わ せるため、 厚生労働省 令で定め るところ により、 派遣先責任 者を選任し なければ なら

（派遣先 責任者）
第四 十一条

次に掲げ る事項の 内容を、当 該派遣労働 者の業務 の遂行を 指揮命令 する職務上 の地位にあ る者その 他の関係 者に周知 すること。

ない。
一
（ 略）
（ 略）

当 該派遣労働 者に係る 第三十五 条の規定 による通知

イ・ロ
ハ
二 ～五

派 遣先は、 厚生労働省 令で定め るところ により、派 遣就業に 関し、派遣 先管理台 帳を作成 し、当該台 帳に派遣 労働者ごと に次に掲 げる

（派遣先 管理台帳 ）
第四 十二条

八

七

六

五

四

三

二

一

教育訓 練（厚生労 働省令で定 めるもの に限る。 ）を行つ た日時及び 内容

紹介予定派遣 に係る派 遣労働者 について は、当該 紹介予定派遣 に関する 事項

派遣労 働者から 申出を受 けた苦情 の処理に関 する事項

従事した 業務の種 類

派遣 就業をし た日ごとの 始業し、 及び終業 した時刻並 びに休憩 した時間

派遣就業 をした日

派遣 元事業主 の氏名又 は名称

第四十 条の二第 一項第二 号の厚生労働 省令で定 める者で あるか否 かの別

無期雇用 派遣労働者 であるか有 期雇用派 遣労働者 であるか の別

事項を記 載しなけれ ばならな い。

九

その 他厚生労 働省令で 定める事項
（略）

十
２

派遣先 は、厚生 労働省令で 定めると ころによ り、第一項 各号（第 三号を除く 。）に掲 げる事項 を派遣元事 業主に通知 しなけれ ばならな い。
労働 基準法等の 適用に関す る特例等

３
第四 節

（ 労働基準 法の適用 に関する 特例）
（略）

派遣中の 労働者の派 遣就業に関 しては、 派遣先の 事業のみ を、派遣中 の労働者を 使用する 事業とみ なして、 労働基準法 第七条、第 三十二条 、第

第四十四 条
２
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三 十二条の 二第一項 、第三十二 条の三、第 三十二条 の四第一 項から第 三項まで、 第三十三条 から第三 十五条ま で、第三 十六条第一 項、第四十 条、

第四十一 条、第六 十条から 第六十三 条まで、第 六十四条の 二、第六 十四条の 三及び第 六十六条か ら第六十八 条までの 規定並び に当該規 定に基づい

て 発する命令 の規定（ これらの規 定に係る 罰則の規 定を含む。 ）を適用 する。この 場合にお いて、同 法第三十二 条の二第 一項中「当 該事業場 に」

とあるの は「労働 者派遣事業 の適正な 運営の確 保及び派遣 労働者の 保護等に関 する法律 （以下「 労働者派遣 法」とい う。）第四 十四条第 三項に規

定す る派遣元 の使用者 （以下単に 「派遣元の 使用者」 という。 ）が、当 該派遣元の 事業（同項 に規定す る派遣元 の事業を いう。以下同 じ。）の 事

業場に」と 、同法第 三十二条 の三中「 就業規則その 他これに 準ずるも のにより 、」とあ るのは「派遣 元の使用 者が就業 規則その 他これに準 ずるも

のに より」と、「 とした労 働者」と あるのは 「とした労 働者であつ て、当該 労働者に 係る労働 者派遣法第 二十六条第 一項に規 定する労 働者派遣 契

約 に基づき この条の規 定による労 働時間に より労働 させるこ とができる もの」と、 「当該事 業場の」 とあるの は「派遣元 の使用者が 、当該派 遣元

の事業の 事業場の 」と、同 法第三十二 条の四第 一項及び第 二項中「 当該事業 場に」とあ るのは「 派遣元の使 用者が、 当該派遣 元の事業の 事業場に

」と 、同法第 三十六条 第一項中「 当該事業 場に」とあ るのは「 派遣元の 使用者が、 当該派遣 元の事業の 事業場に 」と、「 これを行政 官庁に」 とあ
るのは「 及びこれを 行政官庁 に」とす る。

労 働者派遣 をする事 業主の事業（ 以下この 節におい て「派遣 元の事業」 という。） の労働基 準法第十 条に規定 する使用者 （以下この 条におい て

（略）

３

「 派遣元の 使用者」 という。 ）は、労働者 派遣をす る場合で あつて、 前項の規定 により当該 労働者派 遣の役務 の提供を 受ける事業 主の事業の 同条

に規定す る使用者 とみなさ れること となる者が 当該労働者 派遣に係 る労働者 派遣契約 に定める派 遣就業の条 件に従つ て当該労 働者派遣 に係る派遣

労 働者を労働 させたな らば、同項 の規定に より適用 される同法 第三十二 条、第三十 四条、第 三十五条 、第三十六 条第一項 ただし書、 第四十条 、第

六十一条 から第六 十三条まで 、第六十 四条の二 若しくは第 六十四条 の三の規定 又はこれ らの規定 に基づいて 発する命 令の規定（ 次項にお いて「労
４

前 各項の規定 による労働 基準法の 特例につ いては、 同法第三十 八条の二第 二項中「 当該事業 場」とあ るのは「当 該事業場（ 労働者派 遣事業の 適

働基 準法令の 規定」と いう。）に 抵触するこ ととなる ときにお いては、 当該労働者 派遣をして はならな い。
５

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 。以下「 労働者派 遣法」と いう。）第 二十三条の 二に規定 する

派遣就業 にあつて は、労働 者派遣法第 四十四条 第三項に規 定する派 遣元の事 業の事業場 ）」と、 同法第三十 八条の三 第一項中 「就かせた とき」と

ある のは「就 かせたと き（派遣先 の使用者 （労働者派 遣法第四 十四条第 一項又は第 二項の規 定により同 条第一項 に規定す る派遣先の 事業の第 十条

に規定す る使用者と みなされ る者をい う。以下 同じ。）が 就かせたと きを含む 。）」と 、同法第 九十九条第 一項から第 三項まで 、第百条 第一項及

び第 三項並び に第百四条 の二中「こ の法律」 とあるの は「この 法律及び労 働者派遣法 第四十四 条の規定 」と、同 法第百一条第 一項、第 百四条第 二

項 、第百四 条の二、 第百五条 の二、第百六 条第一項 及び第百 九条中「 使用者」 とあるのは「 使用者（ 派遣先の 使用者を 含む。）」 と、同法第 百二

条中「こ の法律違 反の罪」 とあるの は「この法 律（労働者 派遣法第 四十四条 の規定に より適用さ れる場合を 含む。） の違反の 罪（同条 第四項の規

定 による第百 十八条、 第百十九条 及び第百 二十一条 の罪を含む 。）」と 、同法第百 四条第一 項中「こ の法律又は この法律 に基いて発 する命令 」と
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６

あ るのは「 この法律 若しくはこ の法律に基 づいて発 する命令 の規定（ 労働者派遣 法第四十四 条の規定 により適 用される 場合を含む 。）又は同 条第

三項の規 定」と、 同法第百 六条第一 項中「この 法律」とあ るのは「 この法律 （労働者 派遣法第四 十四条の規 定を含む 。以下こ の項にお いて同じ。

） 」と、「協 定並びに 第三十八条 の四第一 項及び第 五項に規定 する決議 」とあるの は「協定 並びに第 三十八条の 四第一項 及び第五項 に規定す る決

議（派遣 先の使用 者にあつて は、この 法律及び これに基づ く命令の 要旨）」と 、同法第 百十二条 中「この法 律及びこ の法律に基 いて発す る命令」

とあ るのは「 この法律 及びこの法 律に基づい て発する 命令の規 定（労働 者派遣法第 四十四条の 規定によ り適用さ れる場合 を含む。）並 びに同条 第
三項の規定 」として 、これら の規定（ これらの規定 に係る罰 則の規定 を含む。 ）を適用 する。
（ 略）
（ 労働安全 衛生法の適 用に関する 特例等）

労働者 がその事 業におけ る派遣就業 のために派 遣されて いる派遣 先の事業 に関しては 、当該派遣 先の事業 を行う者 もまた当 該派遣中の

その 事業に使用 する労働 者が派遣 先の事業 における派 遣就業のた めに派遣 されてい る派遣元 の事業に関 する労働安 全衛生法 第十条第 一項、第 十

は 、当該事 項のうち 厚生労働 省令で定める ものを除 く。）」 とする。

働省 令で定め るものを除 く。第三項 及び次条 において 」と、同 法第十八条 第一項中「 次の事項 」とある のは「次 の事項（派遣 中の労働 者に関し て

生労働省 令で定める 事項（以 下」とあ るのは「 健康管理そ の他の厚生 労働省令 で定める 事項（派 遣中の労働 者に関して は、当該 事項のう ち厚生労

適用 される場 合を含む 。）」と、 「同条第 一項各号」 とあるの は「第二 十五条の二 第一項各 号」と、同 法第十三 条第一項 中「健康管 理その他 の厚

は「派遣 先安全衛 生管理業 務」と、「 第二十五 条の二第二 項」とあ るのは「 第二十五条 の二第二 項（労働者 派遣法第 四十五条 第三項の規 定により

十 二条の二 において「 派遣先安全 衛生管理 業務」と いう。） 」と、同法 第十二条第 一項及び 第十二条 の二中「 第十条第一 項各号の業 務」とあ るの

項た だし書の規定 による健 康診断に 係るもの に限る。 ）及び第五号 の業務（ 厚生労働 省令で定 めるものに 限る。）を 除く。第 十二条第 一項及び 第

であつて厚 生労働省 令で定め るものを 含む。）及 び当該健康 診断に係 る同条第 四項の規 定による健康 診断並び にこれら の健康診 断に係る 同条第五

衛生 のための 特別の教 育に係るも のを除く。 ）、第三 号の業務 （第六十 六条第一項 の規定によ る健康診 断（同条 第二項後 段の規定に よる健康診 断

条第一項 に規定す る派遣中の 労働者（ 以下単に 「派遣中の 労働者」 という。） に関して は、第二 号の業務（ 第五十九 条第三項に 規定する 安全又は

派 遣法」とい う。）第 四十五条第 三項の規 定により 適用される 場合を含 む。）」と 、「次の 業務」と あるのは「 次の業務 （労働者派 遣法第四 十四

五条の二 第二項」 とあるの は「第二 十五条の二 第二項（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（以 下「労働者

一 項、第六 十九条及 び第七十 条の規定（こ れらの規 定に係る 罰則の規 定を含む。 ）を適用す る。この 場合にお いて、同 法第十条第 一項中「第 二十

第十 三条（第 二項を除く 。）まで、 第十三条 の二、第 十八条、 第十九条の二 、第五十 九条第二 項、第六 十条の二 、第六十二条 、第六十 六条の五 第

と、当該 派遣中の労 働者を当 該派遣先 の事業を 行う者にも また使用さ れる労働 者とみな して、同 法第三条第 一項、第四 条、第十 条、第十 二条から

労働 者を使用 する事業 者（労働安 全衛生法 （昭和四十 七年法律 第五十七 号）第二条 第三号に 規定する事 業者をい う。以下 この条にお いて同じ 。）

第四十五条

２

二 条第一項、 第十二条 の二、第十 三条第一 項及び第 十八条第一 項の規定 の適用につ いては、 同法第十 条第一項中 「次の業 務」とある のは「次 の業
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務 （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（ 以下「労働 者派遣法 」という 。）第四 十四条第一 項に規定す る派

遣中の労 働者（以 下単に「 派遣中の 労働者」と いう。）に 関しては 、労働者 派遣法第 四十五条第 一項の規定 により読 み替えて 適用され るこの項の

規 定により労 働者派遣 法第四十四 条第一項 に規定す る派遣先の 事業を行 う者がその 選任する 総括安全 衛生管理者 に統括管 理させる業 務を除く 。第

十二条第 一項及び 第十二条の 二におい て「派遣 元安全衛生 管理業務 」という。 ）」と、 同法第十 二条第一項 及び第十 二条の二中 「第十条 第一項各

号の 業務」と あるのは 「派遣元安 全衛生管理 業務」と 、同法第 十三条第 一項中「健 康管理その 他の厚生 労働省令 で定める 事項（以下」 とあるの は

「健康管理 その他の 厚生労働 省令で定 める事項（派 遣中の労 働者に関 しては、 当該事項 のうち厚生労 働省令で 定めるも のに限る 。第三項及 び次条

にお いて」と、同 法第十八 条第一項 中「次の 事項」とあ るのは「次 の事項（ 派遣中の 労働者に 関しては、 当該事項の うち厚生 労働省令 で定める も
（ 略）

の に限る。 ）」とする 。
３～

前各 項の規定に よる労働 安全衛生 法の特例 については 、同法第九 条中「事 業者、」 とあるの は「事業者 （労働者派 遣事業の 適正な運 営の確保 及

14

び派遣労 働者の保護 等に関す る法律（ 以下「労 働者派遣法 」という。 ）第四十 四条第一 項に規定 する派遣先 の事業を行 う者（以 下「派遣 先の事業

者」 という。 ）を含む。 以下この条 において 同じ。） 、」と、 同法第二十八 条第四項 、第三十 二条第一 項から第 四項まで、第 三十三条 第一項、 第

三 十四条、 第六十三 条、第六 十六条の五第 三項、第 七十条の 二第二項 、第七十一 条の三第二 項、第七 十一条の 四、第九 十三条第二 項及び第三 項、

第九十七 条第二項 、第九十 八条第一 項、第九十 九条第一項 、第九十 九条の二 第一項及 び第二項、 第百条から 第百二条 まで、第 百三条第 一項、第百

六 条第一項並 びに第百 八条の二第 三項中「 事業者」 とあるのは 「事業者 （派遣先の 事業者を 含む。） 」と、同法 第三十一 条第一項中 「の労働 者」

とあるの は「の労 働者（労働 者派遣法 第四十四 条第一項に 規定する 派遣中の労 働者（以 下単に「 派遣中の労 働者」と いう。）を 含む。） 」と、同

法第 三十一条 の二、第 三十一条の 四並びに第 三十二条 第四項、 第六項及 び第七項中 「労働者」 とあるの は「労働 者（派遣 中の労働者 を含む。） 」

と、同法第 三十一条 の四及び 第九十七 条第一項中 「この法律 又はこれ に基づく 命令の規 定」とあるの は「この 法律若し くはこれ に基づく 命令の規

定（ 労働者派遣法 第四十五 条の規定 により適 用される 場合を含む。 ）又は同 条第六項 、第十項 若しくは第 十一項の規 定若しく はこれら の規定に 基

づ く命令の 規定」と、 同法第九十 条、第九 十一条第 一項及び 第百条中「 この法律」 とあるの は「この 法律及び 労働者派遣 法第四十五 条の規定 」と

、同法第 九十二条 中「この 法律の規定 に違反す る罪」とあ るのは「 この法律 の規定（労 働者派遣 法第四十五 条の規定 により適 用される場 合を含む

。） に違反す る罪（同 条第七項の 規定によ る第百十九 条及び第 百二十二 条の罪を含 む。）並 びに労働者 派遣法第 四十五条 第十二項及 び第十三 項の

罪」と、 同法第九十 八条第一 項中「第 三十四条 の規定」と あるのは「 第三十四 条の規定 （労働者 派遣法第四 十五条の規 定により 適用され る場合を

含む 。）」と 、同法第百 一条第一項 中「この 法律」と あるのは 「この法律 （労働者派 遣法第四 十五条の 規定を含 む。）」と、 同法第百 三条第一 項

中 「この法 律又はこ れに基づ く命令の規定 」とある のは「こ の法律又 はこれに 基づく命令の 規定（労 働者派遣 法第四十 五条の規定 により適用 され

る場合を 含む。） 」と、同 法第百十 五条第一項 中「（第二 章の規定 を除く。 ）」とあ るのは「（ 第二章の規 定を除く 。）及び 労働者派 遣法第四十
五 条の規定」 として、 これらの規 定（これ らの規定 に係る罰則 の規定を 含む。）を 適用する 。
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15

・

（略 ）
（略）

（ 略）

粉 じん作業 に係る事 業における 派遣中の労 働者の派 遣就業に 関しては 、当該派遣 元の事業を 行う者（ 事業者に 該当する 者を除く。 次項及び第 六

項において 同じ。） を事業者 と、当該 派遣先の事業 を行う者 もまた当 該派遣中 の労働者 を使用する事 業者と、 当該派遣 中の労働 者を当該派 遣先の

事業 を行う者にも また使用 される労 働者とみ なして、じ ん肺法第二 十条の二 から第二 十一条ま で及び第二 十二条の二 の規定（ 同法第二 十一条の 規
（略）

定 に係る罰 則の規定を 含む。）を 適用する 。
５

派遣先の事 業におい て常時粉じ ん作業に 従事した ことのある 労働者で あつて現に 派遣元の 事業を行 う者に雇用 されるも ののうち、 常時粉じ ん作

７～

（略）

生法第六十 六条第二 項の」と 、同法第 三十五条の 二中「この 法律」と あるのは 「この法 律（労働者派 遣法第四 十六条の 規定を含 む。）」 とする。

あつ ては労働 安全衛生 法第六十六 条第一項又 は第二項 の、労働 者派遣法 第四十四条 第一項に規 定する派 遣先の事 業を行う 者にあつて は労働安全 衛

中の労働 者であつ た者に対し てじん肺 健康診断 を」と、「 労働安全 衛生法第六 十六条第 一項又は 第二項の」 とあるの は「派遣元 の事業を 行う者に

第 三項に規定 する派遣 元の事業（ 以下単に 「派遣元 の事業」と いう。） を行う者が 同条第一 項に規定 する派遣中 の労働者 又は同項に 規定する 派遣

康診断を 」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（以下「 労働者派 遣法」と いう。） 第四十四条

の 二及び第 三十五条 の二の規 定（これらの 規定に係 る罰則の 規定を含 む。）を適 用する。こ の場合に おいて、 同法第十 条中「事業 者は、じん 肺健

事業 を行う者 を事業者と みなして、 じん肺法 第八条か ら第十四 条まで、第十 五条第三 項、第十 六条から 第十七条 まで、第二十 条の二、 第二十二 条

業に従事 する労働者 以外の者 （当該派 遣先の事 業において 現に粉じん 作業以外 の作業に 常時従事 している者 を除く。） について は、当該 派遣元の

６

４

２・３

第四 十六条

（じん肺 法の適用 に関する 特例等）

17

前 各項の規 定によるじ ん肺法の特 例につい ては、同 法第三十 二条第一項 中「事業者 」とある のは「事 業者（労 働者派遣事 業の適正な 運営の確 保

11

及び派遣 労働者の 保護等に 関する法律 （以下「 労働者派遣 法」とい う。）第 四十六条の 規定によ り事業者と みなされ た者を含 む。第四十 三条の二

第二 項及び第 四十四条 において「 事業者等 」という。 ）」と、 同法第三 十九条第二 項及び第 三項中「こ の法律」 とあるの は「この法 律（労働 者派

遣法第四 十六条の規 定により 適用され る場合を 含む。）」 と、同条第 三項中「 第二十一 条第四項 」とあるの は「第二十 一条第四 項（労働 者派遣法

第四 十六条第 四項の規定 により適用 される場 合を含む 。）」と 、同法第四 十条第一項 中「粉じ ん作業を 行う事業 場」とあるの は「粉じ ん作業を 行

う 事業場（ 労働者派 遣法第四 十六条の規定 により事 業者とみ なされた 者の事業 場を含む。第 四十二条 第一項に おいて同 じ。）」と 、同法第四 十一

条及び第 四十二条 第一項中 「この法 律」とある のは「この 法律及び 労働者派 遣法第四 十六条の規 定」と、同 法第四十 三条中「 この法律 の規定に違

反 する罪」と あるのは 「この法律 の規定（ 労働者派 遣法第四十 六条の規 定により適 用される 場合を含 む。）に違 反する罪 並びに同条 第十項及 び第
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16
12

２

十 一項の罪 」と、同 法第四十三 条の二第一 項中「こ の法律又 はこれに 基づく命令 の規定」と あるのは 「この法 律若しく はこれに基 づく命令の 規定

（労働者 派遣法第 四十六条 の規定に より適用さ れる場合を 含む。） 又は同条 第七項か ら第九項ま での規定若 しくはこ れらの規 定に基づ く命令の規

定 」と、同条 第二項及 び同法第四 十四条中 「事業者 」とあるの は「事業 者等」とし て、これ らの規定 （これらの 規定に係 る罰則の規 定を含む 。）
（略）

を適用す る。
・
雑則

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

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
うに 努めなけ ればなら ない。

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
努め るものと する。
（ 指針）

厚 生労働大 臣は、第 二十四条 の三及び前 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 に関して 、

厚 生労働大 臣は、この 法律（前 章第四節の 規定を除 く。第四 十九条の三 第一項、第 五十条及 び第五十 一条第一 項において 同じ。）の 施

（略 ）

（略 ）

厚 生労働大 臣は、派遣 元事業主 が当該労 働者派遣事 業に関し この法律（ 第二十三 条第三項 、第二十三 条の二及 び第三十条 第二項の 規定

の 他当該労 働者派遣 事業の運 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。

場合 において 、適正な派 遣就業を確 保するた め必要が あると認 めるときは 、当該派遣 元事業主 に対し、 派遣労働 者に係る雇用 管理の方 法の改善 そ

により読 み替えて適 用する同 条第一項 の規定を 除く。）そ の他労働に 関する法 律の規定 （これら の規定に基 づく命令の 規定を含 む。）に 違反した

第四 十九条

（改善命 令等）

２・ ３

適正 な派遣就業を 確保する ために必 要な指導 及び助言 をすることが できる。

行に関し必 要がある と認める ときは、 労働者派遣 をする事業 主及び労 働者派遣 の役務の 提供を受ける 者に対し 、労働者 派遣事業 の適正な 運営又は

第四十 八条

（指導及 び助言等 ）

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 条の五

２

第四 十七条の 四

（事 業主団体等の 責務）

第四章

14

（ 公表等）
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13

（略）

厚生 労働大臣 は、労働者 派遣の役務 の提供を 受ける者 が、第四 条第三項、 第二十四条 の二、第 四十条の 二第一項 、第四項若 しくは

遣就 業を是正 するため に必要な措 置又は当該 派遣就業 が行われ ることを 防止するた めに必要な 措置をと るべきこ とを勧告 することがで きる。

、第四条 第三項、 第二十四条 の二、第 四十条の 二第一項、 第四項若 しくは第五 項、第四 十条の三 若しくは第 四十条の 九第一項の 規定に違 反する派

若 しくは助言 を受けた にもかかわ らずなお これらの 規定に違反 するおそ れがあると 認めると きは、当 該労働者派 遣の役務 の提供を受 ける者に 対し

第五項、 第四十条 の三若し くは第四 十条の九第 一項の規定 に違反し ていると き、又は これらの規 定に違反し て第四十 八条第一 項の規定 による指導

第四 十九条の 二

２
（厚 生労働大臣に 対する申 告）

労働 者派遣をす る事業主又 は労働者 派遣の役 務の提供 を受ける者 がこの法律 又はこれ に基づく 命令の規 定に違反す る事実があ る場

労働者派遣 をする事 業主及び労 働者派遣 の役務の 提供を受け る者は、 前項の申告 をしたこ とを理由 として、派 遣労働者 に対して解 雇その他 不利

合におい ては、派 遣労働者 は、その事 実を厚生 労働大臣に 申告する ことがで きる。

第四 十九条の 三
２

厚 生労働大 臣は、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、労働 者派遣事 業を行う事 業主及

益な取扱 いをしては ならない 。
（報 告）
第五 十条

び当該事 業主から 労働者派 遣の役務 の提供を受 ける者に対 し、必要 な事項を 報告させ ることがで きる。

厚生労 働大臣は 、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、労 働者派遣事 業を行う 事業主及 び当該事業 主から労

（ 立入検査）
第五十一条

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。

働者 派遣の役 務の提供 を受ける者 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。
２

第 一項の規定 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。
罰則

３
第五 章

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。
（略 ）

第三 十五条の規 定による 通知をせ ず、又は 虚偽の通知 をした者
（略 ）

労働 時間等の設 定の改善 に関する 特別措置 法（平成四 年法律第九 十号）（ 抄）

五・ 六

四

一～ 三

第六十一条

◎
目次
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労働時間 等の設定 の改善の 実施体制の 整備等（第 六条・第 七条）

（ 略）

第三章
（略 ）

第 一章・第 二章
第 四章
附則
（定 義）
（略）

こ の法律にお いて「労働 時間等の 設定」と は、労働 時間、休日 数、年次有 給休暇を 与える時 季その他 の労働時間 等に関する 事項を定 めること を

第一条の二
２
い う。

事業主 は、その 雇用する労 働者の労 働時間等 の設定の改 善を図る ため、業務 の繁閑に 応じた労 働者の始業 及び終業 の時刻の設 定、年次 有給

（事業主 等の責務 ）
第二 条
（略）

休暇を取 得しやすい 環境の整 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。
２～４

事業主は、 事業主を 代表する 者及び当 該事業主の 雇用する労 働者を代 表する者 を構成員 とし、労働 時間等の設 定の改善 を図るた めの措置 そ

（ 労働時間 等の設定 の改善の 実施体制の整 備）
第六条

の 他労働時間 等の設定 の改善に関 する事項 を調査審 議し、事業 主に対し 意見を述べ ることを 目的とす る全部の事 業場を通 じて一の又 は事業場 ごと

の委員会 を設置す る等労働時 間等の設 定の改善 を効果的に 実施する ために必要 な体制の 整備に努 めなければ ならない 。

前条 に規定す る委員会 のうち事 業場ごと のものであっ て次に掲 げる要件 に適合す るもの（以 下この条に おいて「 労働時間 等設定改 善委員会

（労 働時間等 設定改善 委員会の決 議に係る労 働基準法 の適用の 特例等）
第七条

」と いう。）が設 置されて いる場合 において 、労働時 間等設定改善 委員会で その委員 の五分の 四以上の多 数による議 決により 労働基準 法第三十 二

条 の二第一 項、第三十 二条の三、 第三十二 条の四第 一項及び 第二項、第 三十二条の 五第一項 、第三十 四条第二 項ただし書 、第三十六 条第一項 、第

三十七条 第三項、 第三十八 条の二第二 項、第三 十八条の三 第一項並 びに第三 十九条第四 項及び第 六項の規定 （これら の規定の うち、同法 第三十二

条の 二第一項 、第三十 二条の三、 第三十二 条の四第一 項及び第 二項並び に第三十六 条第一項 の規定にあ っては労 働者派遣 事業の適正 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。 以下この 項におい て「労働 者派遣法」 という。） 第四十四 条第二項 の規定に

より 読み替え て適用する 場合を、労 働基準法 第三十八 条の二第 二項及び第 三十八条の 三第一項 の規定に あっては 労働者派遣法 第四十四 条第五項 の

規 定により 読み替え て適用す る場合を含む 。以下こ の項にお いて「労 働時間に 関する規定」 という。 ）に規定 する事項 について決 議が行われ たと

きは、当 該労働時 間等設定 改善委員 会に係る事 業場の使用 者（労働 基準法第 十条に規 定する使用 者をいう。 ）につい ては、労 働基準法 第三十二条

の 二第一項中 「協定」 とあるのは 「協定（ 労働時間 等の設定の 改善に関 する特別措 置法第七 条第一項 に規定する 労働時間 等設定改善 委員会の 決議
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２

◎

（ 第三十二 条の四第 二項及び第 三十六条第 三項にお いて「決 議」とい う。）を含 む。次項、 第三十二 条の四第 四項、第 三十二条の 五第三項、 第三

十六条第 三項及び 第四項、 第三十八 条の二第三 項並びに第 三十八条 の三第二 項を除き 、以下同じ 。）」と、 同法第三 十二条の 四第二項 中「同意」

と あるのは「 同意（決 議を含む。 ）」と、 同法第三 十六条第三 項中「代 表する者」 とあるの は「代表 する者（決 議をする 委員を含む 。次項に おい

て同じ。 ）」と、 「当該協定 」とある のは「当 該協定（当 該決議を 含む。）」 として、 労働時間 に関する規 定（同法 第三十二条 の四第三 項及び第
（ 略）

三十 六条第二 項から第 四項までの 規定を含む 。）及び 同法第百 六条第一 項の規定を 適用する。
一～三

労 働時間等設 定改善委員 会が設置 されてい ない事業 場において 、事業主が 、当該事 業場に、 労働者の 過半数で組 織する労働 組合があ る場合に お

い てはその 労働組合、 労働者の過 半数で組 織する労 働組合が ない場合に おいては労 働者の過 半数を代 表する者 との書面に よる協定に より、労 働安

全衛生法 （昭和四 十七年法 律第五十七 号）第十 八条第一項 の規定に より設置 された衛生 委員会（ 同法第十九 条第一項 の規定に より設置さ れた安全

衛生 委員会を 含む。以 下同じ。） であって 次に掲げる 要件に適 合するも のに、当該 事業場に おける労働 時間等の 設定の改 善に関する 事項を調 査審

議させ、 事業主に対 して意見 を述べさ せること を定めたと きは、当該 衛生委員 会を労働 時間等設 定改善委員 会とみなし て、前項 の規定を 適用する 。

当該衛生 委員会の委 員の半数に ついては 、当該事 業場に、 労働者の過半 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

当該 衛生委員 会の議事 について 、厚生労働 省令で定め るところ により、 議事録が 作成され、 かつ、保存 されてい ること。

一
二

前二号に 掲げるも ののほか、 厚生労働 省令で定 める要件

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 表する者の 推薦に基づ き指名さ れている こと。
三

（略）

短 時間労働 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 ）
第一 章

短 時間労働者 対策基本方 針（第五 条）

目次
第 二章

短時間労 働者の雇 用管理の改 善等に関 する措置等
雇用管 理の改善 等に関す る措置（ 第六条―第 十八条）

第三章
第一 節
（略）
紛争 の解決

（ 略）

第二節
第四 章

（略）

第 一節・第 二節
第五章
附則
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この法律は 、我が国 における 少子高齢 化の進展、 就業構造の 変化等の 社会経済 情勢の変 化に伴い、 短時間労働 者の果た す役割の 重要性が 増

（ 目的）
第一条

大 しているこ とにかん がみ、短時 間労働者 について 、その適正 な労働条 件の確保、 雇用管理 の改善、 通常の労働 者への転 換の推進、 職業能力 の開

発及び向 上等に関 する措置等 を講ずる ことによ り、通常の 労働者と の均衡のと れた待遇 の確保等 を図ること を通じて 短時間労働 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、 もってそ の福祉の 増進を図 り、あわせ て経済及び 社会の発 展に寄与 すること を目的とする 。

この法律 において「 短時間労 働者」と は、一週 間の所定労 働時間が同 一の事業 所に雇用 される通 常の労働者 （当該事業 所に雇用 される通 常

（定義）
第二条

の 労働者と 同種の業務 に従事する 当該事業 所に雇用 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。
（事 業主等の 責務）

事 業主は、 その雇用す る短時間 労働者に ついて、そ の就業の実 態等を考 慮して、 適正な労 働条件の確 保、教育訓 練の実施 、福利厚 生の充実

事業主の 団体は、そ の構成員で ある事業 主の雇用 する短時 間労働者の 雇用管理の 改善等に 関し、必 要な助言 、協力その 他の援助を 行うよう に努

図り、当 該短時間 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 うに努め るものとす る。

以 下同じ。 ）の推進 （以下「 雇用管理の改 善等」と いう。） に関する 措置等を講 ずることに より、通 常の労働 者との均 衡のとれた 待遇の確保 等を

その 他の雇用 管理の改善 及び通常の 労働者へ の転換（ 短時間労 働者が雇用さ れる事業 所におい て通常の 労働者と して雇い入れ られるこ とをいう 。

第三条

２
めるもの とする。
（国 及び地方 公共団体 の責務）

国は 、短時間 労働者の 雇用管理 の改善等 について事業 主その他 の関係者 の自主的 な努力を尊 重しつつそ の実情に 応じてこ れらの者 に対し必

短時間労働 者対策基本 方針

地方公共団 体は、前 項の国の施 策と相ま って、短 時間労働者 の福祉の 増進を図る ために必 要な施策 を推進する ように努 めるものと する。

かつ効果 的に推進 するよう に努めるも のとする 。

ほ か、その 職業能力の 開発及び向 上等を図 る等、短 時間労働 者の雇用管 理の改善等 の促進そ の他その 福祉の増 進を図るた めに必要な 施策を総 合的

要な 指導、援助等 を行うと ともに、 短時間労 働者の能 力の有効な発 揮を妨げ ている諸 要因の解 消を図るた めに必要な 広報その 他の啓発 活動を行 う

第四条

２
第二章

厚生労 働大臣は 、短時間労働 者の福祉 の増進を 図るため 、短時間 労働者の雇用 管理の改 善等の促 進、職業 能力の開発 及び向上等 に関する 施

短時間労 働者の職 業生活の動 向に関す る事項

短時 間労働者対 策基本方 針に定め る事項は 、次のとお りとする。

策 の基本と なるべき 方針（以 下この条にお いて「短 時間労働 者対策基 本方針」 という。）を 定めるも のとする 。

第五条
２
一
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短時間 労働者の 雇用管理の 改善等を促 進し、並 びにその 職業能力 の開発及び 向上を図る ために講 じようと する施策 の基本とな るべき事項

短時間労 働者対策基 本方針は、 短時間労 働者の労 働条件、 意識及び就 業の実態等 を考慮し て定めら れなけれ ばならない 。

二
３

厚生労 働大臣は 、短時間 労働者対策 基本方針 を定めるに 当たって 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。

前二 号に掲げ るものの ほか、短 時間労働者 の福祉の増 進を図る ために講 じようと する施策の 基本となる べき事項

４

厚 生労働大 臣は、短 時間労働者 対策基本方 針を定め たときは 、遅滞な く、これを 公表しなけ ればなら ない。

三

５
前二項の 規定は、 短時間労 働者対策 基本方針の 変更につい て準用す る。
雇 用管理の改 善等に関 する措置

短時間労 働者の雇用 管理の改 善等に関 する措置 等

６
第三章
第 一節
（労働条 件に関す る文書の 交付等）

事業主 は、短時 間労働者を 雇い入れ たときは 、速やかに 、当該短 時間労働者 に対して 、労働条 件に関する 事項のう ち労働基準 法（昭和 二十

（略 ）

け ればなら ない。

一項 において 「特定事項 」という。 ）を文書 の交付そ の他厚生 労働省令で定 める方法 （次項に おいて「 文書の交 付等」という 。）によ り明示し な

二年法律 第四十九号 ）第十五 条第一項 に規定す る厚生労働 省令で定め る事項以 外のもの であって 厚生労働省 令で定める もの（次 項及び第 十四条第

第六 条

２

事 業主は、 短時間労 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、当該 事業所に おいて雇 用する短時 間労働者

（ 就業規則の 作成の手 続）
第七条

の過 半数を代 表すると 認められる ものの意見 を聴くよ うに努め るものと する。

事業主が 、その雇用 する短時 間労働者 の待遇を 、当該事業 所に雇用さ れる通常 の労働者 の待遇と 相違するも のとする場 合におい ては、当 該

（短時間労 働者の待 遇の原則 ）
第八条

待 遇の相違 は、当該短 時間労働者 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 を考慮し て、不合理 と認めら れるもの であっては ならない 。

事 業主は、 職務の内容 が当該事 業所に雇 用される通 常の労働 者と同一の 短時間労 働者（第 十一条第一 項において 「職務内 容同一短 時間労働

（通 常の労働 者と同視 すべき短時 間労働者 に対する差 別的取扱 いの禁止 ）
第九条

者」 という。 ）であって 、当該事業 所におけ 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 されると 見込まれ るもの（ 次条及び同 項において 「通

常の労働 者と同視 すべき短 時間労働 者」という 。）につい ては、短 時間労働 者である ことを理由 として、賃 金の決定 、教育訓 練の実施 、福利厚生
施 設の利用そ の他の待 遇について 、差別的 取扱いを してはなら ない。
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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 労働者（ 通常の労 働者と同視 すべき短時 間労働者 を除く。 次条第二 項

（ 賃金）
第十条

及 び第十二条 において 同じ。）の 職務の内 容、職務 の成果、意 欲、能力 又は経験等 を勘案し 、その賃 金（通勤手 当、退職 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。
（教 育訓練）

事 業主は、 通常の労 働者に対 して実施す る教育訓練 であって 、当該通 常の労働 者が従事す る職務の遂 行に必要 な能力を 付与する ためのも

事業主 は、前項 に定める もののほ か、通常の 労働者との 均衡を考 慮しつつ 、その雇 用する短時 間労働者の 職務の内 容、職務 の成果、 意欲、能力

な 能力を有 している場 合その他の 厚生労働 省令で定 める場合 を除き、職 務内容同一 短時間労 働者に対 しても、 これを実施 しなければ ならない 。

のに ついては、職 務内容同 一短時間 労働者（ 通常の労働 者と同視す べき短時 間労働者 を除く。 以下この項 において同 じ。）が 既に当該 職務に必 要

第十一条

２

及び 経験等に 応じ、当 該短時間労 働者に対 して教育訓 練を実施 するよう に努めるも のとする 。

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

（福利厚 生施設）
第十二 条

労 働省令で 定めるも のについ ては、その雇 用する短 時間労働 者に対し ても、利用 の機会を与 えるよう に配慮し なければ ならない。

事 業主は、通 常の労働者 への転換 を推進す るため、 その雇用す る短時間労 働者につ いて、次 の各号の いずれかの 措置を講じ なければ なら

（通常の 労働者へ の転換）
第十 三条

一定 の資格を 有する短 時間労働者 を対象と した通常の 労働者へ の転換の ための試験 制度を設 けることそ の他の通 常の労働 者への転換 を推進す

し て与える こと。

通常の労働者 の配置を 新たに行 う場合に おいて、 当該配置の希 望を申し 出る機会 を当該配 置に係る事 業所におい て雇用す る短時間 労働者に 対

その他の当 該募集に 係る事項を 当該事業 所におい て雇用する 短時間労 働者に周知 すること 。

通常の労 働者の募 集を行う場 合において 、当該募 集に係る 事業所に 掲示するこ と等により 、その者 が従事す べき業務 の内容、賃 金、労働時 間

ない。
一
二
三

るた めの措置を 講ずるこ と。
（事業主 が講ずる措 置の内容 等の説明 ）

事業 主は、短 時間労働者を 雇い入れ たときは 、速やか に、第九 条から前条ま での規定 により措 置を講ず べきことと されている 事項（労 働

事業主は 、その雇用 する短時間 労働者か ら求めが あったと きは、第六 条、第七条 及び第九 条から前 条までの 規定により 措置を講ず べきこと とさ

間労働者 に説明し なければ ならない 。

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 及び特定 事項を除 く。）に関し 講ずるこ ととして いる措置 の内容につ いて、当該 短時

第十四 条

２
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れ ている事 項に関す る決定をす るに当たっ て考慮し た事項に ついて、 当該短時間 労働者に説 明しなけ ればなら ない。
（指針）

厚 生労働大臣 は、第六条 から前条 までに定 めるもの のほか、第 三条第一項 の事業主 が講ずべ き雇用管 理の改善等 に関する措 置等に関 し、

第 五条第三 項から第 五項までの 規定は指針 の策定に ついて、 同条第四 項及び第五 項の規定は 指針の変 更につい て準用す る。

その適切 かつ有効 な実施を図 るために 必要な指 針（以下こ の節にお いて「指針 」という 。）を定 めるものと する。

第十 五条
２

事業主 は、短時間 労働者の 雇用管理 の改善等 に関する事 項に関し、 その雇用 する短時 間労働者 からの相談 に応じ、適 切に対応 するため に

（相談のた めの体制 の整備）
第十六 条
必 要な体制 を整備しな ければなら ない。

事業 主は、常 時厚生労働 省令で定 める数以 上の短時間 労働者を 雇用する事 業所ごと に、厚生 労働省令で 定めると ころにより 、指針に 定め

（短時間 雇用管理 者）
第十 七条

る事項そ の他の短時 間労働者 の雇用管 理の改善 等に関する 事項を管理 させるた め、短時 間雇用管 理者を選任 するように 努めるも のとする 。
（報 告の徴収 並びに助言 、指導及び 勧告等）

厚 生労働大 臣は、短 時間労働者 の雇用管理 の改善等 を図るた め必要が あると認め るときは、 短時間労 働者を雇 用する事 業主に対し て、報

前 二項に定 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。

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 六条第一項 、第九条 、第十一 条第一項 、第十二条 から第十四 条まで及 び第十六 条の規定 に違反して いる事業主 に対し、 前項

告を求め 、又は助 言、指導 若しくは 勧告をする ことができ る。

第十 八条
２
３

国は、 短時間労働 者の雇用 管理の改 善等の促 進その他そ の福祉の増 進を図る ため、短 時間労働 者を雇用す る事業主、 事業主の 団体その 他

（事業主等 に対する 援助）
第十九 条

の 関係者に 対して、短 時間労働者 の雇用管 理の改善 等に関す る事項につ いての相談 及び助言 その他の 必要な援 助を行うこ 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、短時 間労働者 及び短時 間労働者に なろうと する者がそ の職業能 力の

（職業訓 練の実施 等）
第二 十条

開発及び 向上を図る ことを促 進するた め、短時 間労働者、 短時間労働 者になろ うとする 者その他 関係者に対 して職業能 力の開発 及び向上 に関する
啓発 活動を行 うように努 めるととも に、職業 訓練の実 施につい て特別の配 慮をするも のとする 。

国は、 短時間労 働者にな ろうとす る者がその 適性、能力 、経験、 技能の程 度等にふ さわしい職 業を選択し 、及び職 業に適応 すること を

（ 職業紹介 の充実等 ）
第二十一 条

容 易にするた め、雇用 情報の提供 、職業指 導及び職 業紹介の充 実等必要 な措置を講 ずるよう に努める ものとする 。
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第四 章

紛争 の解決

事業主は、 第六条第一 項、第九 条、第十 一条第一 項及び第十 二条から第 十四条ま でに定め る事項に 関し、短時 間労働者か ら苦情の 申出

（苦情の 自主的解 決）
第二 十二条

を受けた ときは、 苦情処理機 関（事業 主を代表 する者及び 当該事業 所の労働者 を代表す る者を構 成員とする 当該事業 所の労働者 の苦情を 処理する
ため の機関を いう。） に対し当該 苦情の処理 を委ねる 等その自 主的な解 決を図るよ うに努める ものとす る。

前条 の事項につ いての短 時間労働 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 に関する法 律（平成 十三年法 律

（紛争の解 決の促進 に関する 特例）
第二十 三条

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。
（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 は、

事 業主は、 短時間労 働者が前項の 援助を求 めたこと を理由と して、当該 短時間労働 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。

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。

第二 十四条
２
（ 調停の委 任）

都道府 県労働局 長は、第 二十三条 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 において 当

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

前 条第二項 の規定は 、短時間労 働者が前 項の申請を した場合 について 準用する。

ものとす る。

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

第二十五 条

２
（調停）
第二十 六条

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「短時 間労働者 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 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 「短時間 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。
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

厚生労働大 臣は、短時 間労働者 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、 短時間労働 者のその職 域の拡大 に応

（雇用管 理の改善 等の研究 等）
第二 十八条
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◎

じ た雇用管 理の改善 等に関する 措置その他 短時間労 働者の雇 用管理の 改善等に関 し必要な事 項につい て、調査 、研究及 び資料の整 備に努める もの

労働契 約法（平 成十九年 法律第百二 十八号） （抄）

とする。

目次
期間の定 めのある 労働契約 （第十七 条―第二十 条）

（ 略）

第四 章
雑 則（第二十 一条・第二 十二条）

第一章～第 三章
第 五章
附則

有期労働 契約を締結 している 労働者の 労働契約の 内容である 労働条件 が、期間 の定めが あることに より同一の 使用者と 期間の定 めのない

（期 間の定め があるこ とによる不 合理な労 働条件の禁 止）
第二十条

労働 契約を締 結している 労働者の労 働契約の 内容であ る労働条 件と相違する 場合にお いては、 当該労働 条件の相 違は、労働者 の業務の 内容及び 当

該 業務に伴 う責任の 程度（以 下この条にお いて「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 他の事情を 考慮して、 不合
理と認め られるも のであっ てはなら ない。
（ 船員に関す る特例）

第十二 条及び前 章の規定は 、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」とい う。）に関 しては、

船員に関 しては、 第七条中 「第十二 条」とあ るのは「船員 法（昭和 二十二年 法律第百 号）第百条 」と、第十 条中「第 十二条」 とあるの は「船員

適用 しない。

第二十一条
２

法第 百条」と、第 十一条中 「労働基 準法（昭 和二十二 年法律第四十 九号）第 八十九条 及び第九 十条」とあ るのは「船 員法第九 十七条及 び第九十 八
条 」と、第 十三条中「 前条」とあ るのは「 船員法第 百条」と する。
（適用除 外）
この法 律は、使 用者が同居 の親族の みを使用 する場合の 労働契約 については 、適用し ない。

こ の法律は 、国家公務 員及び地 方公務員 については 、適用し ない。

２

健康保険 法（大正 十一年法 律第七十号 ）（抄）

第二 十二条

◎

この 法律におい て「被保険 者」とは 、適用事 業所に使 用される者 及び任意継 続被保険 者をいう 。ただし 、次の各号 のいずれか に該当す る者

（定義）
第三 条
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（略）

は 、日雇特 例被保険 者となる場 合を除き、 被保険者 となるこ とができ ない。

もの
イ ～ニ
（ 略）

（ 略）

用される通 常の労働 者の一月間 の所定労 働日数の四 分の三未 満である 短時間労働 者に該当 し、かつ、 イからニ までのい ずれかの要 件に該当 する

未満で ある同条 に規定す る短時間 労働者（以 下この号に おいて「 短時間労 働者」と いう。）又 はその一月 間の所定 労働日数 が同一の事 業所に使

成五年法 律第七十 六号）第二 条に規定す る通常の 労働者（ 以下この 号において 「通常の労 働者」と いう。） の一週間 の所定労働時 間の四分 の三

事業所に 使用され る者であっ て、その 一週間の 所定労働時 間が同一 の事業所に 使用され る短時間 労働者の雇 用管理の 改善等に関 する法律 （平

一～八
九

２～
◎

職業安 定法（昭 和二十二年 法律第百 四十一号 ）（抄）
（法 律の目的 ）

この 法律は、 雇用対策 法（昭和四 十一年法律 第百三十 二号）と 相まつて 、公共に奉 仕する公共 職業安定 所その他 の職業安 定機関が関 係行政

一

雇用 対策法（昭 和四十一年 法律第百 三十二号 ）による 職業転換給 付金の支給 に関する 情報

（略）

次に 掲げる情報 であつて 厚生労働 省令で定 めるもの

（略）

生活保護 法（昭和 二十五年 法律第百 四十四号 ）（抄）

な労働力 を充足し 、もつて職 業の安定 を図ると ともに、経 済及び社 会の発展に 寄与する ことを目 的とする。

に 果たすべき 役割にか んがみその 適正な運 営を確保 すること等 により、 各人にその 有する能 力に適合 する職業に 就く機会 を与え、及 び産業に 必要

庁又は関 係団体の 協力を得 て職業紹 介事業等を 行うこと、 職業安定 機関以外 の者の行 う職業紹介 事業等が労 働力の需 要供給の 適正かつ 円滑な調整

第一 条

◎
（ 略）
十一

二

（ 略）

出入 国管理及び 難民認定 法（昭和 二十六年 政令第三百 十九号）（ 抄）

（略 ）

県知 事

厚 生労働大 臣又は都 道府

別表第 一（第二十 九条関係）

◎

（ 所属機関に よる届出 ）
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10

別表 第一の在 留資格をも つて在留す る中長期 在留者が 受け入れ られている 本邦の公私 の機関そ の他の法 務省令で 定める機関 （雇用

駐 留軍関係 離職者等 臨時措置法 （昭和三十 三年法律 第百五十 八号）（ 抄）

ろ により、法 務大臣に 対し、当該 中長期在 留者の受 入れの開始 及び終了 その他の受 入れの状 況に関す る事項を届 け出るよ う努めなけ ればなら ない。

対策法（ 昭和四十 一年法律 第百三十 二号）第二 十八条第一 項の規定 による届 出をしな ければなら ない事業主 を除く。 ）は、法 務省令で 定めるとこ

第十 九条の十 七

◎
（略 ）

（就職指導 等）
第十条 の二
（略 ）

公共職 業安定所 長は、第 一項又は 第二項の規 定による認 定を受け た者が次 の各号の いずれかに 該当すると 認めたと きは、当 該認定を 取り消すこ

２～ ４
５
とが できる。
（略）

偽りその 他不正の行 為により、 雇用対策 法（昭和 四十一年 法律第百三十 二号）の 規定に基 づき支給 する給付 金（事業主に 対して支 給するも の

一～三
四
を 除く。） の支給を 受け、又は 受けようと したとき 。
（給付金 の支給）

国は、駐留 軍関係離職 者がその 有する能 力に適合 する職業に 就くことを 容易にし 、及び促 進するた め、駐留軍 関係離職者 又は事業 主に

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）（抄 ）

対して、 雇用対策 法の規定に 基づき、 給付金を 支給するも のとする 。

第十 条の三

◎

（適 応訓練を受け る者に対 する措置 ）

都道府 県は、適 応訓練を 受ける障 害者に対し て、雇用対 策法（昭 和四十一 年法律第 百三十二号 ）の規定に 基づき、 手当を支 給するこ とができる 。

（ 略）

２

住民基 本台帳法 （昭和四十 二年法律 第八十一 号）（抄）

第十 五条

◎

事務

別表第 一（第三 十条の九 、第三十条の 二十三、 第三十条 の二十八 、第三十 条の三十関係 ）
提 供を受け る国の機 関又は法 人

雇 用対策法 （昭和四十 一年法律第 百三十二 号）によ る同法第 十八条の職 業転換給付 金の支給 又は同法

（略）
厚生 労働省

（略）
六 十八
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（ 略）
別表第三（ 第三十条 の十一関 係）
提供 を受ける通 知都道府 県以外の 都道

都 道府県知事

府県の都道 府県知事 その他の 執行機関
（略 ）
六 の三
（略）
（略）

第 二十四条 第三項若 しくは第二 十五条第一 項の再就 職援助計 画の認定 に関する事 務であつて 総務省令
で定める もの
（ 略）
事務
（略 ）

雇 用対策法 による同 法第十八条 の職業転換 給付金の 支給に関 する事務 であつて総 務省令で定 めるもの
（略）

雇用 対策法によ る同法第十 八条の職 業転換給 付金の支 給に関する事 務であつ て総務省 令で定め るもの
（略）

職業能力 開発促進法 （昭和四十 四年法律 第六十四 号）（抄 ）

八 ～三十四

七の 三

一～七の 二

別表 第五（第三 十条の十 五関係）

◎

この法 律は、雇 用対策法（ 昭和四十 一年法律第 百三十二 号）と相 まつて、職 業訓練及び 職業能力 検定の内 容の充実 強化及びそ の実施の円 滑

（目的）
第一条

化のための 施策並び に労働者 が自ら職 業に関する 教育訓練又 は職業能 力検定を 受ける機 会を確保する ための施 策等を総 合的かつ 計画的に 講ずるこ

とに より、職業に 必要な労 働者の能 力を開発 し、及び 向上させるこ とを促進 し、もつ て、職業 の安定と労 働者の地位 の向上を 図るとと もに、経 済
及 び社会の 発展に寄与 することを 目的とす る。
（職業訓 練を受け る求職者 に対する措 置）
（ 略）

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 他の厚生

第二 十三条
２

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 職業能力 開発校に お
（略）

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 。
３・４
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◎

農村地域 への産業 の導入の 促進等に関 する法律（ 昭和四十 六年法律 第百十二 号）（抄）
（職業紹 介の充実 等）
（ 略）

雇用保険 法（昭和 四十九年法 律第百十六 号）（抄 ）

支給等必要 な措置を 講ずるよ うに努め なければなら ない。

境に 適応させ る訓練を 含む。）の 実施、職業 転換給付 金（雇用 対策法（ 昭和四十一 年法律第百 三十二号 ）第十八 条の職業 転換給付金を いう。） の

国及び 地方公共 団体は、 実施計画で 定めると ころに従い 導入され る産業に 農業従事者 が円滑に 就業するこ とを促進 するため、 職業訓練 （作業環

第十 一条
２

◎
（ 略）

（返還命 令等）

（ 略）

前項の規 定による 失業等給付 の返還又 は納付を 命ぜられた 金額の納 付をするこ とを命ず ることが できる。

れ たものであ るときは 、政府は、 その事業 主、職業 紹介事業者 等又は指 定教育訓練 実施者に 対し、そ の失業等給 付の支給 を受けた者 と連帯し て、

一項に規 定する厚 生労働大 臣が指定 する教育訓 練を行う者 をいう。 以下同じ 。）が偽 りの届出、 報告又は証 明をした ためその 失業等給 付が支給さ

行 うものに 限る。） を行う者 （公共職業安 定所その 他の職業 安定機関 を除く。） をいう。以 下同じ。 ）又は指 定教育訓 練実施者（ 第六十条の 二第

職業 安定法（ 昭和二十二 年法律第百 四十一号 ）第四条 第四項に 規定する職業 指導（職 業に就こ うとする 者の適性 、職業経験そ の他の実 情に応じ て

前項の 場合にお いて、事業 主、職業 紹介事業 者等（雇用 対策法（昭 和四十一 年法律第 百三十二 号）第二条 に規定する 職業紹介 機関又は 業として

第十 条の四
２

３

政府 は、被保険 者、被保 険者であ つた者及 び被保険者 になろうと する者（ 以下この 章におい て「被保険 者等」とい う。）に 関し、失 業

（雇用安定 事業）
第六十 二条
一

離職を余 儀なくさ れる労働者 に対して 、雇用対策 法第二十 六条第一 項に規定す る休暇を 与える事業 主その他 当該労働 者の再就職 を促進す るた

（略 ）

の 予防、雇 用状態の是 正、雇用機 会の増大 その他雇 用の安定 を図るため 、雇用安定 事業とし て、次の 事業を行 うことがで きる。
二
（略 ）

めに必要 な措置を講 ずる事業主 に対して 、必要な 助成及び 援助を行う こと。
三～ 六

（略 ）

漁業経営 の改善及び 再建整備に 関する特 別措置法 （昭和五 十一年法律 第四十三号 ）（抄）

２・ ３
◎
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（ 雇用対策 法の準用 ）

雇用対策 法（昭和 四十一年 法律第百 三十二号） 第二十一条 及び第二 十二条の 規定は、 職業転換給 付金につい て準用す る。

国際協 定の締結 等に伴う 漁業離職者 に関する 臨時措置法 （昭和五 十二年法 律第九十四 号）（抄 ）

第十四条
◎
（略 ）

（漁 業離職者 求職手帳 ）
第四条
（略）

手帳は、 公共職業 安定所長が 、当該手帳 の発給を 受けた者 が次の各 号のいずれ かに該当す ると認め たときは 、その効 力を失う。

２・３
４
（略）

偽りその 他不正の 行為により 、雇用対 策法（昭和 四十一年 法律第百 三十二号） の規定に 基づき支給 する給付 金（事業 主に対して 支給する もの

一～三
四
（略）

を除く。 ）の支給を 受け、又は 受けよう としたと き。
５・６

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 船員とな ろうとする 漁業離職者 に関して は、第三 条第一項 、

（ 船員とな ろうとす る者に関 する特例）

（略）

規 定に基づ き支給する 給付金」と あるのは 「第七条 第一項の 給付金」と する。

」と あるのは「地 方運輸局 長（運輸 監理部長 を含む。 以下同じ。） 」と、同 条第四項 第四号中 「雇用対策 法（昭和四 十一年法 律第百三 十二号） の

む。）」と 、「公共 職業能力 開発施設 の行う職業 訓練の」と あるのは 「職業訓 練の」と 、第四条第一 項各号列 記以外の 部分中「 公共職業 安定所長

校の 行うもの を含む。 次項第三号 において同 じ。）」 とあるの は「職業 訓練」と、 「公共職業 安定所」 とあるの は「地方 運輸局（運 輸監理部を 含

は「国土 交通省令 」と、「公 共職業安 定所長」 とあるのは 「地方運 輸局長」と 、「公共 職業能力 開発施設の 行う職業 訓練（職業 能力開発 総合大学

第 四条（第一 項各号列 記以外の部 分を除く 。）及び 第五条の規 定中「厚 生労働大臣 」とある のは「国 土交通大臣 」と、「 厚生労働省 令」とあ るの

第六条の 二

２
（給 付金の支 給等）

国及び 都道府県は 、手帳所 持者（船 員職業安定 法第六条 第一項に規 定する船 員となろ うとする者 を除く。以 下この条 において 同じ。）

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） （抄）

金 を支給す るものと する。

がそ の有する 能力に適合 する職業に 就くこと を容易に し、及び 促進するた め、手帳所 持者又は 事業主に 対して、 雇用対策法の 規定に基 づき、給 付

第六条の三

◎
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（ 給付金の 支給等）

国及び都 道府県は 、手帳所 持者（船 員となろう とする者を 除く。以 下この条 において 同じ。）が その有する 能力に適 合する職 業に就く こ

沖縄振興 特別措置 法（平成 十四年法 律第十四号 ）（抄）

給するも のとする 。

と を容易にし 、及び促 進するため 、手帳所 持者又は 事業主に対 して、雇 用対策法（ 昭和四十 一年法律 第百三十二 号）の規 定に基づき 、給付金 を支

第十九条

◎
（給 付金の支給）

国 は、手帳 所持者がそ の有する能 力に適合 する職業 に就くこ とを容易に し、及び促 進するた め、手帳 所持者又 は事業主に 対して、雇 用対

（略）

雇用 対策法に よる再就 職援助計 画の認定に 関する事務 であって 主務省令 で定める もの

令で定 めるもの

雇用対策法 （昭和四十 一年法律 第百三十 二号）に よる職業転 換給付金の 支給に関 する事務 であって 主務省

（略）

行政手 続におけ る特定の個 人を識別 するため の番号の利 用等に関す る法律（ 平成二十 五年法律 第二十七号 ）（抄）

策法（昭 和四十一 年法律第 百三十二号 ）の規定 に基づき、 給付金を 支給する ものとする 。

第八 十条

◎

厚生労働 大臣

厚生労働 大臣又は 都道府

別表第 一（第九 条関係）
（ 略）
五十一
県 知事
五十二
（略 ）
情報 照会者

び実施 又は徴収 金の徴収に 関す

生活保護 法による保 護の決定及

（略 ）

事務

道府県 知事

厚 生労働大臣 又は都

（略）

（略）

情 報提供者

（略）

支 給に関する 情報であっ て主務省 令で定め るもの

特別児童 扶養手当関 係情報又 は雇用対策 法による 職業転換 給付金の

（ 略）

（略）

特 定個人情 報

別表第二（第 十九条、 第二十一 条関係）
（ 略）

る事務で あって主務 省令で定め

（ 略）

（略 ）

（ 略）

県知 事等

都道府

るもの

（略）

地 方税関係 情報であっ て主務省令 で定める もの

二十六

（ 略）

市町村 長

厚生労

金の支 給に関す る事務で あって

雇用対策 法による 職業転換給 付

七十一

働 大臣又は都
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◎

都道 府

道 府県知事
（略）
八 十七
県知事等

（略 ）

給 に関する 事務であっ て主務省

中国残 留邦人等 支援給付 等の支

（略）

（略）

道府県知事

厚生労 働大臣又は 都

（略）

（略）

（ 略）

（略）

支給に関 する情報 であって 主務省令で定 めるもの

特別 児童扶養手 当関係情 報又は雇 用対策法に よる職業 転換給付金 の

（略）

（ 略）

主 務省令で定め るもの

令で定 めるもの
（略 ）

（略）

地方公 務員法（ 昭和二十 五年法律 第二百六十 一号）（抄 ）
（他 の法律の 適用除外 等）
（ 略）

（略）

２

労働基準 法第二条 、第十四 条第二項及 び第三項、 第二十四 条第一項 、第三十 二条の三か ら第三十二 条の五ま で、第三 十八条の 二第二項及 び第三

第五十八条
３

項、第三 十八条の 三、第三 十八条の 四、第三十 九条第六項 、第七十 五条から 第九十三 条まで並び に第百二条 の規定、 労働安全 衛生法第 九十二条の

規 定、船員法 （昭和二 十二年法律 第百号） 第六条中 労働基準法 第二条に 関する部分 、第三十 条、第三 十七条中勤 務条件に 関する部分 、第五十 三条

第一項、 第八十九 条から第百 条まで、 第百二条 及び第百八 条中勤務 条件に関す る部分の 規定並び に船員災害 防止活動 の促進に関 する法律 第六十二

条の 規定並び にこれら の規定に基 づく命令の 規定は、 職員に関 して適用 しない。た だし、労働 基準法第 百二条の 規定、労 働安全衛生 法第九十二 条

の規定、船 員法第三 十七条及 び第百八 条中勤務条 件に関する 部分の規 定並びに 船員災害 防止活動の促 進に関す る法律第 六十二条 の規定並 びにこれ

らの 規定に基づく 命令の規 定は、地 方公共団 体の行う 労働基準法別 表第一第 一号から 第十号ま で及び第十 三号から第 十五号ま でに掲げ る事業に 従

事 する職員 に、同法第 七十五条か ら第八十 八条まで 及び船員 法第八十九 条から第九 十六条ま での規定 は、地方 公務員災害 補償法（昭 和四十二 年法
律第百二 十一号） 第二条第 一項に規定 する者以 外の職員に 関しては 適用する 。
（略）

厚 生年金保 険法（昭 和二十九年法 律第百十 五号）（ 抄）

４・ ５
◎

（略 ）

次の各号 のいずれ かに該当 する者は 、第九条及 び第十条第 一項の規 定にかか わらず、 厚生年金保 険の被保険 者としな い。

（ 適用除外 ）
第十二条
一 ～四
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◎

五

事業所 に使用さ れる者であ つて、その 一週間の 所定労働 時間が同 一の事業所 に使用され る短時間 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）第 二条に規 定する通常 の労働者（ 以下この 号におい て「通常 の労働者」 という。） の一週間 の所定労 働時間の 四分の三

未 満である同 条に規定す る短時間 労働者（ 以下この 号において 「短時間労 働者」と いう。） 又はその 一月間の所 定労働日数 が同一の 事業所に 使

（ 略）

用される 通常の労 働者の一月 間の所定労 働日数の 四分の三 未満であ る短時間労 働者に該当 し、かつ 、イから ニまでの いずれかの要 件に該当 する
もの
イ～ニ
社会保険 労務士法 （昭和四十 三年法律第 八十九号 ）（抄）
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、 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 働者の雇 用管理の改 善等に関す る法律（ 平成五年 法
（略）

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
別表第 一（第二条 関係）
（略）

雇 用対策法 （昭和四 十一年法律 第百三十 二号）

一 ～十七
十八

（略 ）

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）

十九 ～二十の 十
二十の十 一

（略）
（略 ）

短時間 労働者の 雇用管理の改 善等に関 する法律

二十 の十二～ 二十の十五
二 十の十六

二十の十 七～三十 三
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◎

高年齢者 等の雇用 の安定等 に関する法 律（昭和四 十六年法 律第六十 八号）（ 抄）

国及び都道 府県は、第 二十六条 第一項又 は第二項 の指示を受 けて就職促 進の措置 を受ける 者に対し て、その就 職活動を容 易にし、 かつ

（手当の 支給）
第二 十八条

、生活の 安定を図 るため、手 帳の有効 期間中、 雇用対策法 （昭和四 十一年法律 第百三十 二号）の 規定に基づ き、手当 を支給する ことがで きる。
（業 務等）
（ 略）

（略）

２

前項の規 定による 有料の職業 紹介事業に 関しては 、シルバ ー人材セ ンターを職 業安定法第 四条第九 項に規定 する職業 紹介事業者 若しくは同 法第

第三十八条
３

三十二条 の三第一 項に規定 する有料職 業紹介事 業者又は雇 用対策法 第二条に 規定する職 業紹介機 関と、前項 の規定に よる届出 を職業安定 法第三十

条第 一項の規 定による 許可とみな して、同 法第五条の 二から第 五条の七 まで、第十 八条の二 、第三十二 条の三、 第三十二 条の四第二 項、第三 十二

条の八第 一項、第三 十二条の 九第二項 、第三十 二条の十か ら第三十二 条の十三 まで、第 三十二条 の十五、第 三十二条の 十六、第 三十三条 の五から

第三 十四条ま で、第四十 八条から第 四十八条 の四まで 、第五十 一条及び第六 十四条か ら第六十 七条まで の規定並 びに雇用対策 法第二章 の規定を 適

用 する。こ の場合に おいて、 職業安定法第 十八条の 二中「第 三十二条 の九第二項 」とあるの は「高年 齢者等の 雇用の安 定等に関す る法律第三 十八

条第三項 の規定に より適用 される第 三十二条の 九第二項」 と、同法 第三十二 条の三第 一項中「第 三十条第一 項の許可 を受けた 者」とあ るのは「高

年 齢者等の雇 用の安定 等に関する 法律第三 十八条第 二項の規定 により届 け出て、有 料の職業 紹介事業 を行う者」 と、同法 第三十二条 の四第二 項中

「許可証 の交付を 受けた者は 、当該許 可証」と あるのは「 高年齢者 等の雇用の 安定等に 関する法 律第三十八 条第二項 の規定によ り届出書 を提出し

た者 は、当該 届出書を 提出した旨 その他厚生 労働省令 で定める 事項を記 載した書類 」と、同法 第三十二 条の九第 二項中「 前項第二号 又は第三号 」
とあるのは 「前項第 二号」と する。
（略）

前項の規 定による 労働者派遣 事業に関し ては、労 働者派遣 法第五条 第五項、第 七条、第八 条第一項 及び第三 項、第九 条、第十条 、第十一条 第三

４・５
６

項及び第 四項、第 十三条第 二項、第十 四条第一 項第三号、 第三十条 、第三十 七条第一項 第八号並 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、 シルバー人 材センタ ーを労働 者派遣法第 二条第四 号に規定す る派遣元 事業主と 、前項の規 定による 届出

を労働者 派遣法第五 条第一項 の規定に よる許可 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

第三十条 の四

（ 略）

（略 ）

前三条

（略 ）

（略）

前 二条

（略）

句は 、同表の 下欄に掲げ る字句とす る。

（ 略）
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◎

７
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）

（略）

（職業安 定法の規 定の読替え 適用等）
（略 ）

建設業務 有料職業 紹介事業 者が行う 建設業務有 料職業紹介 事業に関 しては、 建設業務 有料職業紹 介事業者を 雇用対策 法（昭和 四十一年 法律第百

第三十 条
２

三十 二号）第二条 に規定す る職業紹 介機関と みなして、 同法第二章 の規定を 適用する 。

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

（ 労働者派 遣法の規定 の読替え適 用等）
第四十四条

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、

第四 十七条の 四、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

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

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

（ 略）

第二十六 条第四項

（略 ）

第二 十六条第三 項から第 六項まで 、第二十七

（略）

前三号

（略 ）

同条 第一項

、 第一項

（略）

労働者 派遣契約

（ 略）

第三十 条第一項第 二号から第 四号まで 及び前二

前 二号

（略）

第四十 条の二第 一項

、建 設労働法 第四十三条

（略）

建設業務 労働者就業 機会確保 契約

（略 ）

掲 げる字句と する。

第三十条 第一項第 四号

前三 条

二項

三 項、第四 十五条第六 項並びに第 四十九条 第

四十 一条第一号ロ 、第四十 四条第二 項及び第

条から第二 十九条の 二まで、 第三十九条 、第

第 三十条の四
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◎

第 三十七条第 一項第四号

（略）
第 三十条第 一項（同 条第二項の 規定により 読

場所 及び組織単 位

（略）

第一号 に掲げる 措置を除 く。）

第三 十条第一 項の規定 により講じ た措置（同 項

場所

（ 略）

条

第三十七 条第一項 第八号

み替 えて適用 する場合 を含む。） の規定によ
（略）

（略）

り講じた措 置
（略 ）

この法 律（前章 第四節の規 定を除く。 ）若しく

（略）

を除く。 ）の規定に 限る。）

設労 働法（第 六章（第 四十四条 及び第四十 五条

この法律 （前章第四 節の規定を 除く。） 又は建

基づく命 令の規定

五条 を除く。） の規定に 限る。） 又はこれら に

は建設労 働法（第六 章（第四 十四条及 び第四十

この 法律又は これに基づ く命令の規 定

（略 ）

この法 律

第 四十九条 の三第一項

第五 十条及び第 五十一条 第一項

（ 略）

港 湾労働法 （昭和六 十三年法律 第四十号 ）（抄）

港湾 派遣元事業 主が行う 港湾労働 者派遣事 業に関して は、労働者 派遣法第 四条第一 項第一号 （同号に規 定する港湾 運送の業 務に係る 部

（労働者派 遣法の特 例）
第二十 三条

分 に限る。 ）、第二章 第二節、第 二十三条 第三項か ら第五項 まで、第二 十三条の二 、第二十 六条第二 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、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 ては港湾派 遣元事業 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 みなす。 この場合に おいて、次 の表の上 欄に掲げ る労働者

第三十条 の四

（ 略）

（略）

前三条

（ 略）

（略 ）

第三十 条第一項 第二号から 第四号まで 及び前二 条

（略）

派遣 法の規定 中同表の中 欄に掲げる 字句は、 同表の下 欄に掲げ る字句とす る。

（ 略）
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◎

第三十七 条第一項 第八号

第 三十七条 第一項第 四号
り 読み替えて 適用する場 合を含む 。）の

第三十条 第一項（同 条第二項の 規定によ

場所 及び組織単 位
く。）

第三十 条第一項 の規定によ り講じた措 置（同項 第一号に 掲げる措 置を除

場所

（略 ）
こ の法律（前 章第四節の 規定を除 く。第

（略）

又は 港湾労働 法（第四章 （第二十 三条を除く 。）の規 定に限る 。）

この法律 （業務の範 囲等に関す る規定及 び前章第 四節の規 定を除く。 ）

（略 ）

規定によ り講じた 措置
第四十八条 第一項
四十九 条の三第一 項、第五 十条及び第 五
（略）

（略）

十 一条第一項 において 同じ。）
（略）

この 法律（業 務の範囲 等に関する 規定及び前 章第四節 の規定を 除く。）

（略 ）

又は港 湾労働法 （第四章（ 第二十三条 を除く。 ）の規定 に限る。 ）

この法律（ 業務の範囲 等に関す る規定及 び前章第 四節の規定 を除く。）

又はこ れらに基 づく命令 の規定

若しくは 港湾労働法 （第四章（ 第二十三 条を除く 。）の規 定に限る。）

この法 律又はこ れに基づく 命令の規定

（略）

こ の法律

第四 十九条の三 第一項

第 五十条及 び第五十 一条
第一項
（ 略）

事 業主は、 労働基準 法第三十 六条第一 項本文の規定 により同 項に規定 する労働 時間（以下 この条にお いて単に 「労働時 間」とい う。）を

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）

第十七条

延長 することがで きる場合 において 、小学校 就学の始 期に達するま での子を 養育する 労働者で あって次の 各号のいず れにも該 当しない ものが当 該

子 を養育す るために請 求したとき は、制限 時間（一 月につい て二十四時 間、一年に ついて百 五十時間 をいう。 次項及び第 十八条の二 において 同じ

（ 略）

（略 ）

。）を超 えて労働 時間を延 長してはな らない。 ただし、事 業の正常 な運営を 妨げる場合 は、この 限りでない 。
一・ 二
２～５

（所 定労働時 間の短縮措 置等）
（略）

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

第二 十三条
２

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
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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 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 つ当
（略 ）

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。
３・ ４
（船員に 関する特 例）
（略 ）

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（

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
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３

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 政策審議会 」と
あるのは 「交通政 策審議会 」とする 。
（略）
（公務員 に関する 特例）
（ 略）

（略 ）

第六十 一条
２～

◎

行政執 行法人の長 は、当該 行政執行 法人の職 員について 労働基準法 第三十六 条第一項 本文の規 定により同 項に規定す る労働時 間を延長 すること

が できる場 合において 、当該職員 であって 小学校就 学の始期 に達するま での子を養 育するも の（第十 七条第一 項の規定を 適用すると したなら ば同

項各号の いずれに も該当し ないものに 限る。） が当該子を 養育する ために請 求した場合 で業務の 運営に支障 がないと 認めると きは、その 者につい

て、 制限時間 （第十七 条第一項に 規定する 制限時間を いう。第 二十三項 において同 じ。）を 超えて当該 労働時間 を延長し て勤務しな いことを 承認
しなけれ ばならない 。
（略）

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、同法 第四条第一 項に規定 する職員 について 労働基準法 第三十六条 第

一項本文 の規定に より同項 に規定す る労働時間 を延長する ことがで きる場合 において 、当該職員 であって小 学校就学 の始期に 達するま での子を養

育 するもの（ 第十七条 第一項の規 定を適用 するとし たならば同 項各号の いずれにも 該当しな いものに 限る。）が 当該子を 養育するた めに請求 した

場合で公 務の運営 に支障がな いと認め るときは 、その者に ついて、 制限時間を 超えて当 該労働時 間を延長し て勤務し ないことを 承認しな ければな
（略 ）

らな い。
～

暴力団員 による不 当な行為の 防止等に関 する法律 （平成三 年法律第 七十七号） （抄）
（略）

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）第五 章に規定 する罪
（略）

（ 職員に関す る労働基 準法等の適 用）

地方 公務員の育 児休業等 に関する 法律（平 成三年法律 第百十号） （抄）

四十 ～五十八

三十九

一～ 三十八

別表（第二 条関係）

◎

20
34
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21
23 22
24

第二 十条

職 員に関す る労働基 準法第十二 条第三項第 四号及び 第三十九 条第八項 の規定の適 用について は、同法 第十二条 第三項第 四号中「育 児休業

、介護休 業等育児 又は家族 介護を行 う労働者の 福祉に関す る法律（ 平成三年 法律第七 十六号）第 二条第一号 」とある のは「地 方公務員 の育児休業

等 に関する法 律第二条 第一項」と 、同法第 三十九条 第八項中「 育児休業 、介護休業 等育児又 は家族介 護を行う労 働者の福 祉に関する 法律第二 条第
２
独 立行政法人 通則法（平 成十一年 法律第百 三号）（ 抄）

（ 略）

一号」と あるのは 「地方公務 員の育児 休業等に 関する法律 第二条第 一項」とす る。

◎
（略）

（ 職員に係 る他の法律 の適用除外 等）
第五十九条
（略）

職員に 関する労 働基準法（ 昭和二十 二年法律 第四十九号 ）第十二条 第三項第 四号及び 第三十九 条第八項の 規定の適用 について は、同法 第十二条

２～ ４
５

第三 項第四号 中「育児休 業、介護休 業等育児 又は家族 介護を行 う労働者の福 祉に関す る法律（ 平成三年 法律第七 十六号）第二 条第一号 」とある の

は 「国家公 務員の育 児休業等 に関する法律 （平成三 年法律第 百九号） 第三条第一 項」と、「 同条第二 号」とあ るのは「 育児休業、 介護休業等 育児

又は家族 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） 第二条第 二号」と、 同法第三十 九条第八 項中「育 児休業、 介護休業等

育 児又は家族 介護を行 う労働者の 福祉に関 する法律 第二条第一 号」とあ るのは「国 家公務員 の育児休 業等に関す る法律第 三条第一項 」と、「 同条
（ 略）

第二号」 とあるの は「育児休 業、介護 休業等育 児又は家族 介護を行 う労働者の 福祉に関 する法律 第二条第二 号」とす る。
６

公 的年金制度 の財政基盤 及び最低 保障機能 の強化等 のための国 民年金法等 の一部を 改正する 法律（平 成二十四年 法律第六十 二号）（ 抄）
則

◎
附

附則 第一条第 五号に掲げ る規定の 施行の日 （以下「第 五号施行 日」という 。）前に 厚生年金 保険の被保 険者の資 格を取得し て、第五 号施

（厚生年 金保険の 短時間労 働者への適 用に関す る経過措置 ）
第十 六条

行日まで 引き続き被 保険者の 資格を有 する者に ついては、 第三条の規 定による 改正後の 厚生年金 保険法第十 二条（同条 第五号に 係る部分 に限る。

当 分の間、 特定適用 事業所以外 の適用事業 所（厚生 年金保険 法第六条 の適用事業 所をいう。 以下この 条及び附 則第十七 条の三にお いて同

）の 規定は、 第五号施行 日以降引き 続き第五 号施行日 において 使用されて いた事業所 に使用さ れている 間は、適 用しない。
第十 七条

じ。）（ 国又は地 方公共団 体の適用 事業所を除 く。以下こ の条にお いて同じ 。）に使 用される第 一号又は第 二号に掲 げる者で あって第 三条の規定

に よる改正後 の同法第 十二条各号 のいずれ にも該当 しないもの （前条の 規定により 第三条の 規定によ る改正後の 同法第十 二条（第五 号に係る 部分
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に 限る。） の規定が 適用されな い者を除く 。以下こ の条及び 附則第十 七条の三に おいて「特 定四分の 三未満短 時間労働 者」という 。）につい ては

（略）

（略）

一週間 の所定労 働時間の 四分の三 未満である 短時間労働 者（同法 第二条に 規定する 短時間労働 者をいう。 同号及び 同項にお いて同じ。 ）

の改善等 に関する 法律（平成 五年法律第 七十六号 ）第二条 に規定す る通常の労 働者をいう 。次号及 び附則第 四十六条 第一項におい て同じ。 ）の

その一週 間の所定 労働時間が 同一の事 業所又は 事務所（以 下単に「 事業所」と いう。） に使用さ れる通常の 労働者（ 短時間労働 者の雇用 管理

、同法第 九条及び 附則第四 条の三第 一項の規定 にかかわら ず、厚生 年金保険 の被保険 者としない 。
一

二
２～

こ の条にお いて特定適 用事業所と は、事業 主が同一 である一 又は二以上 の適用事業 所であっ て、当該 一又は二 以上の適用 事業所に使 用される 特

11

定労働者 （七十歳 未満の者 のうち、第 三条の規 定による改 正後の厚 生年金保 険法第十二 条各号の いずれにも 該当しな いもので あって、特 定四分の

当分 の間、厚生 年金保険 法第六条 第四項及び 第八条第二 項の規定 の適用に ついては 、同法第六 条第四項中 「を除く 」とある のは「（

三未 満短時間 労働者以 外のものを いう。附 則第四十六 条第十二 項におい て同じ。） の総数が 常時五百人 を超える ものの各 適用事業所 をいう。
第十七条の 二

公的 年金制度 の財政基盤 及び最低保 障機能の 強化等の ための国 民年金法等の 一部を改 正する法 律（平成 二十四年 法律第六十二 号）附則 第十六条 の

規 定により 同法第三 条の規定 による改正後 の第十二 条（第五 号に係る 部分に限る 。）の規定 が適用さ れない者 を除く。 第八条第二 項において 同じ

。）及び 特定四分 の三未満 短時間労 働者（同法 附則第十七 条第一項 に規定す る特定四 分の三未満 短時間労働 者をいう 。第八条 第二項に おいて同じ

。 ）を除く」 と、同法 第八条第二 項中「を 除く」と あるのは「 及び特定 四分の三未 満短時間 労働者を 除く」とす る。

第 五号施行 日前に健康 保険の被 保険者の資 格を取得 して、第 五号施行日 まで引き続 き被保険 者の資格 を有する 者について は、第二十 五

（健康保 険の短時 間労働者へ の適用に 関する経 過措置）
第四十 五条

条の規定に よる改正 後の健康 保険法第 三条第一項 （同項第九 号に係る 部分に限 る。）の 規定は、第五 号施行日 以降引き 続き第五 号施行日 において

当分の間 、特定適用 事業所以外 の適用事 業所（健 康保険法 第三条第三 項に規定す る適用事 業所をい い、国又 は地方公共 団体の当該 適用

使用 されていた事 業所に使 用されて いる間は 、適用し ない。
第四 十六条

事業所を 除く。以 下この条 において同 じ。）に 使用される 第一号又 は第二号 に掲げる者 であって 第二十五条 の規定に よる改正 後の同法第 三条第一

項各 号のいず れにも該 当しないも の（前条 の規定によ り第二十 五条の規 定による改 正後の同 法第三条第 一項（第 九号に係 る部分に限 る。）の 規定

が適用さ れない者を 除く。以 下この条 において 「特定四分 の三未満短 時間労働 者」とい う。）に ついては、 同項の規定 にかかわ らず、健 康保険の

（略 ）

（略 ）

その一 週間の所 定労働時 間が同一の事 業所に使 用される 通常の労 働者の一 週間の所定労 働時間の 四分の三 未満であ る短時間労 働者

被保 険者とし ない。
一
二
２～

12
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12

◎

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 二十八年 法律第八 十九号）（ 抄）
（ 職業安定法 の特例等 ）
（略）

監 理団体が 行う技能 実習職業紹 介事業に関 しては、 監理団体 を職業安 定法第四条 第九項に規 定する職 業紹介事 業者、同 法第三十二 条の三第一 項

第二十七条
２

に規定する 有料職業 紹介事業 者若しく は同法第三十 三条第一 項の許可 を受けた 者又は雇 用対策法（昭 和四十一 年法律第 百三十二 号）第二条 に規定

する 職業紹介機関 とみなし て、職業 安定法第 五条の二、 第五条の三 、第五条 の五から 第五条の 七まで、第 三十二条の 十二及び 第三十二 条の十三 （

こ れらの規 定を同法第 三十三条第 四項にお いて準用 する場合 を含む。） 、第三十三 条の五か ら第三十 四条まで 、第四十八 条並びに第 四十八条 の三

第二項及 び第三項 並びに雇 用対策法第 二章の規 定を適用す る。この 場合にお いて、職業 安定法第 五条の三第 三項及び 第四項、 第三十二条 の十三（

同法 第三十三 条第四項 において準 用する場 合を含む。 ）並びに 第三十三 条の六の規 定中「厚 生労働省令 」とある のは「主 務省令」と 、同法第 三十

二条の十 二第一項及 び第三項 （これら の規定を 同法第三十 三条第四項 において 準用する 場合を含 む。）、第 三十三条の 六、第四 十八条並 びに第四

十八 条の三第 二項及び第 三項並びに 雇用対策 法第十一 条及び第 十二条第一項 の規定中 「厚生労 働大臣」 とあるの は「主務大臣 」とする 。
（略 ）

厚生労働 省設置法（ 平成十一年 法律第九 十七号） （抄）

３・ ４
◎

（略）

厚生労 働省は、 前条第一項 及び第二 項の任務を 達成する ため、次 に掲げる事 務をつかさ どる。

（所掌事 務）
第四条
削除

一～五十一
五十 二
（略 ）
（略）

短時間労 働者の福 祉の増進に 関するこ と。

五 十三～六 十八
六十九
（ 略）

七十 ～百十一
２・３

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）
第九 条

（略）

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 知識等を 有す

一～三
四
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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 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 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 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、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 十八年法 律第八十 九号）、 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）、 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） 、短時間

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） 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 その権限に 属
２

道 路運送法 （昭和二 十六年法律 第百八十 三号）（抄 ）

（略）

させられ た事項を 処理する こと。

◎

一般乗用旅 客自動車 運送事業 （一個の 契約により ロの国土交 通省令で 定める乗 車定員未 満の自動車 を貸し切つ て旅客を 運送する 一般旅客 自
動車運送 事業）
（略）

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）

ハ

（略）

一般旅 客自動車運 送事業（特 定旅客自 動車運送 事業以外 の旅客自動 車運送事業 ）

旅客自動 車運送事業 の種類は 、次に掲 げるもの とする。

（種類）
一

二

イ・ロ

第三条

◎

（ 調停）

- 53 -

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 。

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

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。

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
（略）

第二 十条
２
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 効の中断 ）
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 の中断に関し 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

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
（資料提 供の要求 等）

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

貨物自動 車運送事 業法（平 成元年法律 第八十三号 ）（抄）

力を求め ることがで きる。

第二 十六条

◎

この 法律におい て「貨物自 動車運送 事業」と は、一般 貨物自動車 運送事業、 特定貨物 自動車運 送事業及 び貨物軽自 動車運送事 業をいう 。

（定義）
第二 条
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（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 ）

２～ ７
◎
（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

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。

専門 的知識を 有する者 の意見を聴 くものと する。

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
３
（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 。

（ 略）

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

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。
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第十 五条

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

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

（ 時効の中断 ）
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 の中断に 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 。

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。

（あっせ ん状況の 報告）
第十 八条

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
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