第3部
労働法Ⅱ

（労働条件等関連法令）
注
職業紹介事業者及び従事者は、求人・求職に基づく職業紹
介を通じ採用までの段階に深くかかわり、異動や退職等採用
後の段階については関わることが少ない状況にありますが、
法令についての知識を得ておくことが望ましいといえます。
但し、
この場合においても、採用後の異動や退職等の問題
については、基本的に労働者と使用者の当事者の間で問題
解決が図られる性質の問題であることに留意が必要です。
法令の知識を得たからといって断定的な言い方を避ける
とともに、具体的な問題が生じた場合には、当事者間の話合
いを促すとともに、相談機関として労基署・労働局等の行政
機関や弁護士・社会保険労務士等の専門機関がありますの
で、
これらの機関を効果的に活用するようにしましょう。

3

労働法Ⅱのアウトライン
事例１

Ｑ

固定残業代制とは何ですか？
最近、固定残業代を採用する企業が増えています。固定残業代制と
いうのはどのようなものですか？

uestion

また、求人票記載の留意点について教えてください。

A

時間外・休日・深夜労働をさせた場合には、一定の割増率（原則、時間外労

nswer

働・深夜労働は25％以上、休日労働は35％以上。）
に時間外・休日・深夜労働
時間数を乗じた割増賃金を支払わなければいけません（労基法37条）。こ
こで、法律が求めているのは、法所定の計算方法により計算された額以上を
支払うことで、法所定の計算方法をそのまま用いなくても差し支えません。

１ 「固定残業代制」とは
いわゆる固定残業代制は、名称によらず、一定時間分

法所定の割増賃金

→

増賃金として定額で支払うこととするもので、手当等
（例えば「営業手当」）として支払うこととするタイプの
ものが多くみられます。
ここで、固定残業代が法所定の割増賃金を上回る場
合は問題がありませんが、法所定の割増賃金の方が固

割増賃金

までの時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割

固定残業代

支払うべき額

時間外・休日・深夜労働時間

→

定残業代を上回り不足が生じることとなった場合には、不足分を別途支払う必要があります。
したがって、固定残業代制が適法であるためには、適切に支払われているかどうかが判定で
きるように、通常の労働時間の賃金にあたる部分と割増賃金にあたる部分とを判別できる
（区
分が明確である）
ことが必要です。
２ 「固定残業代制」の求人票等への記載上の留意点
職業安定法の見直しに伴い、求人条件として明示すべき条件として固定残業代制が加えら
れましたので、ますます実務での重要性が増してきます。求人票等への記載方法ですが、厚生
労働省では、①固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、②固定残業代を除外し
た基本給の額、③固定残業時間を超える時間外・休日・深夜労働分については追加で支払うこ
となどを明示する必要があると指導しています。下記の記載例を参考にして下さい。
時間外労働について固定残業代制を採用している求人票等の記載例
１ 基本給
（××円）
２ 〇〇手当
（時間外労働の有無にかかわらず、△時間分の時間外手当として△円を支給）
３ △時間を超える時間外労働分の割増賃金は追加で支給
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事例2

A
nswer

調理士として常用（無期雇用）で就職した労働者から、
「就職後3日目
に、いきなり解雇するといわれた。ずっと勤めたいと思っていたのに」と

職業紹介事業の基礎知識

uestion

いきなり解雇はできません
第１部

Ｑ

講習テキスト＆実務ハンドブック

の相談がありました。

「解雇」
とは、
使用者による一方的な労働契約の解約です。
しかし、解雇が使用者の意思だけで一方的に行われると、弱い立場にある
労働者が困ることになりますので、労働法では、以下に記載するような労働
者を保護するルールを定めています。また、
このような具体的な問題が生じた場合は、行

政機関（労基署や労働局の総合労働相談窓口）や弁護士・社会
第２部

保険労務士に相談することができます。

労働法Ⅰ
（マッチング関連法令）

＜労働法による労働者の保護＞
（1）解雇予告
労働基準法で、労働者を解雇しようとするときは、天災地変その他やむを得ない事由のた
めに事業の継続が不可能となった場合または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇す
る場合を除き、30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金（いわゆる解雇予告手
当）
を支払わなければなりません（労基法20条）。

労働法Ⅱのアウトライン

労働契約法において、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認
められない場合は、権利を濫用したものとして無効とするとされています（労契法16条）。
し
たがって、仮に能力不足や勤務態度不良のため解雇を検討する場合にも、例えば、解雇する
理由があるか、問題の程度が重大か、就業規則等に解雇事由についての規定があるか、教
育・指導・配転により解雇の回避努力を行ったか、解雇しなければ会社の運営に支障をきたす
か等の様々な要素についての検討が必要になります。
注：上記
（1）
（ 2）
の他に、解雇に制限がかかる場合があります。例えば、労働基準法では、業務災害による
休業期間とその後30日間、産前産後休業期間とその後30日間は解雇が禁止されています
（労基法
19条）
。また、他の法律でも、例えば正当な権利行使等を理由にした解雇を禁止するなど、解雇を制
限している場合があります。
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労働法Ⅱ
（労働条件等関連法令）

第３部

（2）解雇権濫用法理

第３部

※①日々雇い入れられる者、②2か月以内の期間を定めて使用される者、③季節的業務に4か月以内の期
間を定めて使用される者、④試用期間中の者については適用除外となります。
ただし、①の者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合、②・③の者が所定の期間を超えて
引き続き使用されるに至った場合、④の者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は予告手
当が必要になります
（労基法21条）
。

3

労働法Ⅱのアウトライン

※このページは、講師の方が提供したQ&Aのメモとしてご利用ください。

Ｑ
uestion

A
nswer
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参 考

講習テキスト＆実務ハンドブック

労働法Ⅱ
（労働条件等関連法令）の体系
第１部
職業紹介事業の基礎知識

第3部で取り上げるいろいろな法律の関係を図示すると次のように表すことができます。

労働条件等に関連する法律

労働基準に
関する法律

労使関係に
関する法律
第２部

賃金支払確保法

労働関係調整法

パートタイム
労働法

育児介護休業法

男女雇用機会
均等法

労災保険法

労働法Ⅱのアウトライン
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労働法Ⅱ
（労働条件等関連法令）

最低賃金法

第３部

労働組合法

第３部

労働契約法

労働法Ⅰ
（マッチング関連法令）

労働基準法

3

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

1
１

労働基準法
法律の目的

労働基準法（以下「労基法」という。）は、労働条件の原則や決定について労働条件の最
低基準を定めるものである。その第 1 条に労働条件の原則の基本的考え方が示されている。
（１）労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすものでなければならない。
（２）この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理
由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければ
ならない。

２

構成
総則

労働条件の原則
労働条件の決定、均等待遇、男女同一賃金の原則
前近代的関係の排除
・強制労働の禁止

・中間搾取の禁止

・賠償額予定の禁止

・前借金相殺の禁止

・強制貯金の禁止

定義と適用

労働契約の締結
労働契約

契約期間
労働条件の明示

労働契約の修了

解雇制限
解雇予告

賃金

賃金
賃金の支払

賃金支払の5原則

賃金の保障

休業手当
出来高払の保障給

労働時間、
休憩・休日、休暇

労働時間の原則

法定労働時間

変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制

休憩・休日
時間外・休日労働
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1週間単位の非定型的
変形労働時間制
フレックスタイム制
災害等のための臨時の
必要のある場合
労使協定
（36協定）
による

労働契約の修了

解雇制限

解雇予告
職業紹介従事者のための
講習テキスト＆実務ハンドブック
賃金

賃金
賃金の支払

賃金支払の5原則

賃金の保障

休業手当
出来高払の保障給
法定労働時間

変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制

職業紹介事業の基礎知識

労働時間の原則

第１部

労働時間、
休憩・休日、休暇

1年単位の変形労働時間制
休憩・休日
時間外・休日労働

割増賃金
みなし労働時間制

1週間単位の非定型的
変形労働時間制
フレックスタイム制
災害等のための臨時の
必要のある場合
労使協定
（36協定）
による
時間外・休日労働
事業場外労働のみなし制

第２部

専門業務型裁量労働制

年少者

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

企画業務型裁量労働制
労働時間、休憩・休日の適用除外
年次有給休暇

妊産婦等
災害補償、就業規則、寄宿舎
その他

監督機関
雑則・罰則

法令等の周知義務
労働者名簿
賃金台帳
第３部

適用除外

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

罰則
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3

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

３

主な内容

（１）労働条件の決定、均等待遇、男女同一賃金の原則
労働条件の決定に当たっては、労使が対等の立場において決定し（法 2
条）、均等待遇及び男女同一賃金の原則に従うべきものとされている（法 3・
4 条）
（２）前近代的関係の排除
戦前に一部に強制労働や中間搾取といった弊害が見られたので、これを排
除する等のため、強制労働の禁止（法 5 条）、中間搾取の排除（法 6 条）
、
公民権行使の保障（法 7 条）、賠償予定の禁止（法 16 条）、前借金相殺の
禁止（法 17 条）、強制貯金の禁止（法 18 条）等が定められている。
（３）定義と適用
ア

労基法の適用対象となる労働者
対象となる労働者は、「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」

（法 9 条）とされ、正社員はもちろん、パート、アルバイト、派遣労働者、
外国人労働者等にも適用される。
イ

労基法の適用除外
労基法は、「同居の親族のみを使用する事業」及び「家事使用人」には
適用されない。「船員」についても総則と罰則を除き適用されない（法
116 条）。

（参考）
労基法が適用されない

労基法が適用される

家庭において家事一般に従事するた
めに使用される家事使用人には、労
基法は適用されない。

家庭における家事を事業として請け
負う者に雇われて、その指揮命令の
下に家事を行う者は家事使用人に該
当せず、労基法が適用される。

（４）労働契約の期間
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、3 年（特定の業務に就く者を雇い入れる場合や満 60 歳以上の
者を雇い入れる場合には 5 年）を超えてはならない（法 14 条）。
（５）労働条件の明示
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（法 15 条）。
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絶対的明示事項
（必ず明示しなければならない事項）

講習テキスト＆実務ハンドブック

□退職手当

□期間の定めのある労働契約を更新する
場合の基準（更新することのある契約
を締結する場合）

□賞与等
□労働者に負担させるべき食費、作業用
品等

□就業の場所・従事すべき業務

□安全・衛生

職業紹介事業の基礎知識

□労働契約の期間

第１部

相対的明示事項
（会社に制度がある場合に明示しなけれ
ばならない事項）

□労働時間に関する事項（始業終業時刻、 □職業訓練
時間外労働の有無、休憩、休日等）
□災害補償等
□賃 金に関する事項（決定・計算・支払
の方法、締切・支払の時期及び昇給）

□表彰及び制裁
□休職

□退職に関する事項（退職の事由を含む）
※上記の絶対的明示事項（昇給に関することを除く。）については、書面の交付により
第２部

明示しなければならない。昇給に関する事項、退職手当・賞与等会社に制度があるも
のについても書面の交付によることが望ましい。

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

（６）解雇予告
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも 30 日前
にその予告をしなければならない。30 日前に予告をしない使用者は、30
日分以上の平均賃金を支払わなければならない（法 20 条）。
解雇までの日数

解雇予告手当

30日以上前

20日前

10日前

解雇日

予告

予告

予告

予告なし

解雇予告手当
必要なし

10日分以上
の平均賃金

20日分以上
の平均賃金

30日分以上
の平均賃金

第３部

（７）賃金の支払
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ま

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

た、賃金は、毎月 1 回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
（法 24 条、“ 賃金支払の 5 原則 ”）
①通貨で

使用者は

②全額を

⑤直接労働者に

支払う。

③毎月１回以上
④一定の期日に
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3

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

（８）法定労働時間
使用者は、労働者に、法令で定められた時間を超えて労働させてはならな
い（法 32 条、40 条）。
原則

特例事業
常時10人未満の労働者を使
用する以下の事業
◇商業、◇映画演劇業
（映画
製作を除く）
、◇保険衛生業、
◇接客娯楽業

１週間の
労働時間

40時間

44時間

１日の
労働時間

８時間

コラム

労働時間

◆労働時間と勤務時間等との関係
勤務時間（拘束時間）
労働時間（就業時間）
実働時間

休憩時間
手待時間

◆労働時間の具体的取扱いの例
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は
黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる
（H29.1.20 労働時間
の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン）。具体的には次のように
取り扱われている。
研修時間
参加が強制されるものや労働安全衛生法に基づく安全衛生教育などは労働時間（昭
26.1.10基収2875、昭47.9.18基発602）
当番時間
休憩時間に来客当番として待機させている時間は労働時間（平11.3.31基発168）
準備行為
作業衣への着替え等業務の準備行為を事業所内で行うことを義務付けられた事案について、使用
者の指揮命令下に置かれたものと評価でき、
労働時間に該当
（三菱重工業事件 最判平12.3.9）
仮眠時間
ビル管理会社の従業員の仮眠時間
（待機と警報・電話への対応が義務付けられている）
が労
働時間に当たるか争われた事案について、
労働契約上の役務の提供が義務付けられている
場合には、
指揮命令下にあり、
労働時間に該当
（大星ビル管理事件 最判平14.2.28）
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（９）変形労働時間制
法定労働時間を基本としつつも、業務に時期的な繁閑がある場合等の場合
に、変形労働時間制を採用することができる（法 32 条の 2 ～ 32 条の 5）。
第１部

業務の繁閑がある場合

１か月単位の
労働時間制

１年単位の
変形労働時間制

１か月以内の一
定の期間を平
均し 、１週 間 の
労働時間が40
（ 4 4 ）時 間 以
下 の 範 囲 に
お い て 、法 定
労働時間を超
えて労働させ
ることが で き
る制 度 。

１年以内の一定
の期間を平均
し 、１週 間 の 労
働時間が40
（ 4 4 ）時 間 以 下
の範囲におい
て、法定労働時
間を超えて労働
させることがで
きる制 度 。

１週間単位の
非定型的
変形労働時間制
規模30人未満
の小売業、旅館、
料 理・飲 食 店 の
事 業について、
１週間単位で毎
日の労働時間を
弾力的に定める
ことが で き 制
度。

時
に
さ
で

刻
自
せ
き

フレックス
タイム制
１か月以内の一
定の期間（清算
期間）の総労働
時間を定めて
お き 、労 働 者
がその範囲内
で各日の始業
終業時刻を選
択して 働 く 制
度。

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

１年のうち、特
定の季節や月等
に業務が忙しい
場合

始 業 終 業
を 労 働 者
由 に 選 択
ることが
る場合

第２部

月 初・月 末 や
特定の週等に
業務が忙しい
場合

業務の繁閑が直
前でないと不明
の 場 合 （ 小 売
業 、 旅 館 、 料
理・飲食店 に 限
る）

職業紹介事業の基礎知識

業務の実態に応じた労働時間制度の選択方法（例）

（10）休憩・休日
使用者は、次の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない（法
34 条）。
労働時間

休憩時間

6 時間を超え 8 時間以下

少なくとも 45 分の休憩時間

6 時間以下

与えなくてよい

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

少なくとも 1 時間の休憩時間

第３部

8 時間を超える

使用者は、次の休日を与えなければならない（法 35 条）。
原則

変形休日制

毎週少なくとも１回の休日を与えな
ければならない

４週間を通じ４日以上の休日を与え
ることでもよい

131

3

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

（11）時間外・休日労働
使用者は、次の場合には時間外・休日労働をさせることができる。
（ア）災害等の臨時の必要がある場合等（法 33 条）
（イ）労使協定（36 協定）を締結し、労基署に届け出た場合（法 36 条）

36 協 定 の
協定事項

◇時間外・休日労働をさせる必要のある事由、◇業務の種類、
◇労働者の数、◇１日及び１日を超える一定の期間についての延長す
ることができる時間又は労働させることができる休日等

36 協 定 で
定める労働
時間の限度
基準

次の限度時間を超えないものとする（ただし、限度時間を超えて時間
外労働を行わせざるを得ない場合には特別条項を定めることができる）
。
労基署長は、本基準に基づき助言・指導を行うことができる。
一定期間

限度時間

１週間
２週間
４週間
１か月
２か月
３か月
１年間

15 時間
27 時間
43 時間
45 時間
81 時間
120 時間
360 時間

（14 時間）
（25 時間）
（40 時間）
（42 時間）
（75 時間）
（110 時間）
（320 時間）

※（ ）内は、１年単位の変形労働時間制により労働する労働者に
ついての限度時間である。
※次の事業については、適用除外となっている。
◇工作物の建設の事業 ◇自動車の運転の事業
◇研究開発の事業 ◇厚労省労働基準局長が指定するもの

（12）割増賃金
「時間外」
、
「深夜」
（原則、午後 10 時～午前 5 時）に労働させた場合には
1 時間当たり賃金の 2 割 5 分以上、
「法定休日」に労働させた場合には 1 時
間当たりの賃金の 3 割 5 分以上の割増賃金を支払わなければならない（法
37 条①）
。
また、1 か月に 60 時間を超える時間外労働の割増率については、5 割以
上とされている（法 37 条①ただし書き）。〔※中小企業は、当分の間、この
適用が猶予されている。〕
例；時間外労働の割増率
～所定労働時間が9:00～18:00
（休憩１時間）
の場合～
9:00

18:00
実働８時間

22:00
４時間

時間外労働
（割増率25%以上）
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（13）みなし労働時間
いろいろな労働態様に対応し、次のような仕組みが設けられている。
事業場外労働のみなし制

第１部

ア

職業紹介事業の基礎知識

労働者が事業場外（会社外や出張など）で労働し、使用者がその労働
時間を把握できない場合（何時間労働したかわからないとき）は、原則
として所定労働時間労働したものとみなす（法 38 条の 2）。所定労働時
間を超えて事業場外で労働することが必要となる場合には「当該業務の
遂行に通常必要とされる時間」又は「労使協定で定めた時間」労働した
こととなる。
事業場外における労働であっても、複数の労働者が事業場外で労働を
行う場合で、その中に労働時間を管理する者（使用者（上司）など）が
いる場合等で、具体的指示を受けて業務を行い、帰社する場合などはみ
なし労働時間制の対象とならない。
裁量労働制

第２部

イ

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

裁量労働制とは、業務の性質上その遂行の手段や時間の配分等に関し
て使用者が具体的な指示をせず、実際の労働時間とはかかわりなく労使
の合意で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度であり、次に示す
ように専門業務型裁量労働制（法 38 条の 3）と企画業務型裁量労働制（法
38 条の 4）がある。
裁量労働制

専門業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制

＜対象業務＞業務の性質上その遂行方法
を大幅に当該業務に従事する労働者の裁
量に委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することが困
難なものとして省令で定める業務。

＜対象業務＞業務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
務であって、当該業務の性質上これを適
切に運営するにはその遂行の方法を大幅
に労働者の裁量に委ねる必要があるた
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。

・研究開発職
・情報処理システムの設計
・出版・放送の製作業務
・コピーライター、デザイナー等
＜労使の合意＞労使協定

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

企画、立案等の業務の場合

第３部

専門的な業務の場合

＜労使の合意＞労使委員会の決議

労使の合意で定めた場合には、実際の労働時間数とはかわりなく、
労使合意で定める労働時間数を働いたものとみなされる。
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＜専門業務型裁量労働制の対象業務＞
対象業務は、次の専門業務とされている。
①新商品、新技術の研究開発又は人文科学、自然科学に関する研究の業務
②情親処理システムの分析、設計の業務
③新聞若しくは出版の事業における記事若しくは放送番組の作成のため
の取材又は編集の業務
④衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザイン考案の業務
⑤放送番組、映画等のプロデューサー又はディレクターの業務
⑥前述のほか、厚生労働大臣の指定する業務（コピーライターの業務、
システムコンサルタントの業務、インテリアコーディネーターの業務、
ゲーム用ソフトウェアの創作の業務、証券アナリストの業務、金融工
学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務、大学における教授研
究の業務（主として研究に従事するものに限る。）、公認会計士の業務、
弁護士の業務、建築士の業務、不動産鑑定士の業務、弁理士の業務、
税理士の業務及び中小企業診断士の業務）
＜企画業務型裁量労働制の対象業務＞
対象業務となりうる業務の例として、労基法に基づく指針（平成 11 年
告示 149 号）に、次のように示されている。
①経営企画を担当する部署における業務のうち、経営状態・経営環境等に
ついて調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務
②経営計画を担当する部署における業務のうち、現行の社内組織の問題
点やその在り方等について調査及び分析を行い、新たな社内組織を編
成する業務
③人事・労務を担当する部署における業務のうち、現行の人事制度の問題
点やその在り方等について調査及び分析を行い、新たな人事制度を策
定する業務
④人事・労務を担当する部署における業務のうち、業務の内容やその遂行
のために必要とされる能力等について調査及び分析を行い、社員の教
育・研修計画を策定する業務
⑤財務・経理を担当する部署における業務のうち、財務状態等について調
査及び分析を行い、財務に関する計画を策定する業務
⑥広報を担当する部署における業務のうち、効果的な広報手法等につい
て調査及び分析を行い、広報を企画・立案する業務
⑦営業に関する企画を担当する部署における業務のうち、営業成績や営
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業活動上の問題点等について調査及び分析を行い、企業全体の営業方
針や取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務
⑧生産に関する企画を担当する部署における業務のうち、生産効率や原
第１部

材料等に係る市場の動向等について調査及び分析を行い、原材料等の

職業紹介事業の基礎知識

調達計画も含め全社的な生産計画を策定する業務
※対象労働者は、
「対象業務に常態として従事していることが原則」である。ま
た、客観的にみて、
「対象業務を適切に遂行するための知識、経験等」がな
い労働者、例えば大学を卒業した新卒者で職業経験がない労働者は該当せず、
勤続年数 3 ～ 5 年程度の職業経験を経た上で「対象業務を適切に遂行する
ための知識、経験等」がある労働者として、制度の適用が判断されることに
なる。

また、対象業務となり得ない業務の例として次のように示されている。
①経営に関する会議の庶務等の業務
②人事記録の作成及び保管、給与の計算及び支払、各種保険の加入及び
第２部

脱退、採用・研修の実施等の業務

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

③金銭の出納、財務諸表・会計帳簿の作成及び保管、租税の申告及び納
付、予算・決算に係る計算等の業務
④広報誌の原稿の校正等の業務
⑤個別の営業活動の業務
⑥個別の製造等の作業、物品の買い付け等の業務

コラム

裁量労働制の留意事項

◆対象業務について
裁量労働制は、対象業務以外に従事する労働者については、適用することができない。
第３部
労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

◆労働時間の具体的取扱いの例
裁量労働制は、対象業務に従事する労働者に当然に適用されるものではなく、制度を適用す
るためには、
・専門業務型裁量労働制の場合は労使協定を締結し労基署に届け出る等の手続き
・企画業務型裁量労働制の場合は労使委員会を社内に設置して所定の事項について決議し
これを労基署に届け出る手続き
をとることが必要。これらの手続きをとらず制度を適用することはできない。
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（14）労働時間、休憩・休日の適用除外
次の労働者には、労働時間、休憩・休日に関する規定〔注；上記の（８）、
（10）～（12）の部分〕は適用されない（法 41 条）。
労基法 41 条該当者
①農業又は水産・養蚕・畜産業の事業に従事する者
②管理監督者、機密の事務を取り扱う者
③監視・断続的労働に従事する者で労基署長の許可を受けたもの
注；② の「管理監督者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条
件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある
者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきも
のである。

コラム

宿日直勤務

法41条③の「監視又は断続的労働」に該当することとなる宿日直勤務については、労働基
準法の労働時間・休憩・休日の規定が適用されない（8時間以上労働させてはいけない、労働時
間が6時間を超える場合には一定の休憩を与えなければいけない、時間外労働をさせた場合
に割増賃金を支払わなければならない等の規定が適用されない）
ことになるが、そのためには
労基署長の許可を受けることが条件となり
（労基則23条）、その許可に当たっての基準はおお
むね次のとおりとされている
（昭22.9.13

発基17）。

〇勤務の態様
常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定期的巡回、緊急の
電話収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可される。
〇宿日直勤務手当
宿日直勤務手当は、原則として、宿日直に就く労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1を
下回らないことが必要。
〇宿日直の回数
宿直勤務は週1回、
日直勤務は月1回が限度。
〇睡眠時間の確保
宿直勤務については、相当の睡眠設備の設置が条件となる。
※家事使用人のうち、個人家庭に使用される者は、労働基準法の適用が除外されている
ので、上記のような許可を取得する必要はない。
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（15）年次有給休暇
使用者は、6 か月間継続勤務し全労働日の 8 割以上出勤した労働者に対
しては年次有給休暇を与えなければならない（法 39 条）。
第１部

継続勤続年数

0.5年

1.5年

2.5年

3.5年

4.5年

5.5年

6.5年以上

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

職業紹介事業の基礎知識

（イ）通常の労働者の場合

（ロ）週所定労働日数が４日以下かつ週所定労働時間が 30 時間未満の労働者の場合
継続勤続年数
0.5年

1.5年

2.5年

3.5年

4.5年

5.5年

6.5年以上

４日

７日

８日

９日

10日

12日

13日

15日

３日

５日

６日

６日

８日

９日

10日

11日

２日

３日

４日

４日

５日

６日

６日

７日

１日

１日

２日

２日

２日

３日

３日

３日

週所定労働日数

第２部

付
与
日
数

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

（16）年少者
年少者及び児童について次のような規定がある。
ア

労働契約締結時の最低年齢
使用者は、児童が満 15 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了
するまで、これを使用してはならない。ただし、以下の例外の場合には、
労基署長の許可を受けて使用することができる（法 56 条）。
また、使用者は年少者を使用する場合、年齢を証明する戸籍証明書等
一定の書類を事業所に備え付けておく必要がある（法 57 条）。

イ

満 13 歳未満の児童を使用
できる要件

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

①非工業的業種の事業であること
②児童の健康・福祉に有害でないこと
③労働が軽易なものであること
④労基署長の許可を受けること
⑤修学時間外に使用すること

第３部

満 13 歳以上の児童を使用できる要件

①映画の製作又は演劇の事業
であること
②～⑤は同左

労働条件に関する規定

使用者は、年少者を使用する場合、次の点に留意する必要がある（法 60
～ 63 条）。
137

3

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

年少者（18 歳未満）

児 童（ 満 15 歳 以 後 の 年
度末が終了するまで）
修 学 時 間 を 通 算 し て、1
週 40 時間、1 日 7 時間

労働時間

1 週 40 時間、1 日 8 時間

時間外・休日労働

原則禁止

変形労働制

変形労働時間制は適用されない（ただし、15 歳以後の
年度末を超えた年少者については一定範囲での就労が
認められる）

深夜業

原則禁止（ただし、一定の交替制や一定の業務につい
て認められる場合がある）

休日

原則として法定通りの休日を与えなければならない

休憩

原則として法定通りの休憩を与えなければならない（休
憩の特例は適用されない）

危険有害業務

就業制限が設けられている

坑内労働

原則禁止

帰郷旅費

解雇の日から 14 日以内に帰郷する場合、使用者は旅
費を負担

（17）妊産婦等
母性機能を保護する等のため、次のような規定が設けられている。
ア

産前産後に関する規制（法 65 条）
a 産前産後の休業
6 週間（多胎妊娠の場合にあっては 14 週間）以内に出産する予定の
女性が休業を請求した場合においては、その者の就業を禁止している。
産後 8 週間を経過しない女性の就業を禁止している（ただし、産後
6 週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が
支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない）
。
b 軽易な業務への転換
妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換することを義務
づけている。

イ

妊産婦の労働時間等に関する規制

妊産婦が請求した場合においては、
時間外・休日労働、深夜業の就業を禁

M E M O メモ
妊産婦等とは

止（法 66 条）。変形労働時間制がとら

妊産婦
妊娠中の
女性

れる場合にも、妊産婦が請求した場合
は 1 日及び 1 週間の法定労働時間を超

産後１年を経過
しない女性

える就業を禁止している。
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（法 66 条）

妊娠

６週間

出産

８週間

１年

職業紹介従事者のための

ウ

講習テキスト＆実務ハンドブック

その他の規制
A

育児時間（法 67 条）
生後満 1 年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1 日 2
第１部

回各々少なくとも 30 分、その生児を育てるための時間の請求が可能と

職業紹介事業の基礎知識

なっている。
使用者に対して、育児時間中は、その女性を使用することを禁止して
いる。
B

生理休暇（法 68 条）
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者の

生理日の就業を禁止している。
（18）就業規則の作成及び届出の義務
常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労基署
に届け出なければならない。変更した場合においても同様とする（法 89 条）。

届出

第２部

労基署長

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

就業規則の作成・変更
※労働者代表の意見書添付

（19）法令等の周知義務
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、（中略）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
ることその他の省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければなら
ない（法 106 条）。
（20）労働者名簿

第３部

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者（日日雇い入れられる
者を除く。
）について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他省令で

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

定める事項を記入しなければならない（法 107 条）。
（21）賃金台帳
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項
及び賃金の額その他省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなけ
ればならない（法 108 条）。
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法改正

NEWS

労働基準法の改正について

第 196 回国会で成立した改正法の主な内容は、次のとおりです。（法案要綱より抜粋）
Ⅰ

フレックスタイム制
ア

ウ

イの限度時間は、1 か月 45 時間、1
年 360 時間とすること。

清算期間の上限を 3 か月とするとと
もに、清算期間が 1 か月を超える場合

エ

アの協定に、アの（1）から（5）ま

には月平均で 1 週の労働時間が 50 時

でに掲げるもののほか、臨時的な特別な

間を超えない範囲で労働させることがで

事情がある場合に、イの限度時間を超え

きるものとすること。

て労働させることができる時間（1 か月

1 か月を超える清算期間を定めるフ

100 時 間 未 満、1 年 720 時 間 の 範 囲

レックスタイム制の労使協定について

内に限る。）を定めることができるもの

は、行政官庁への届出を要するものとす

とすること。

イ

ること。
Ⅱ

オ

使用者は、アの協定により時間外労働・
休日労働をさせる場合であっても、１か

時間外労働の上限規制
時間外労働・休日労働に関する労使協

月 100 時間未満（休日労働を含む）、2

定に定めるべき事項を次のとおりとする

か 月・3 か 月・4 か 月・5 か 月 及 び 6

こと。

か月の平均 80 時間以下（休日労働含む）

ア

等をみたすものとすること。

（1）対象となる労働者の範囲
（2）対象期間（1 年間に限る）

カ

厚生労働大臣は、時間外労働・休日労
働、割増賃金率その他必要な事項につい

（3）時間外労働・休日労働をさせるこ

て、労働者の健康・福祉、時間外労働の

とができる場合

動向等を考慮して指針を定めることがで

（4）対象期間における 1 日、1 か月及

きるものとすること。

び 1 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

次の事業・業務について、適用猶予・除

る休日の日数

外の規定を設けること。
（1）新技術・新商品等の研究開発業務

のとするために必要な省令で定める事

（2）自動車運転の業務

項

（3）建設事業

アの（4）の労働時間を延長して労働

（4）医師

させることができる時間は、限度時間を
超えないものとすること。
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前記イ、ウ、エ、オの規定について、

できる時間又は労働させることができ
（5）時間外労働・休日労働を適正なも

イ

キ

（5）鹿児島県及び沖縄県における砂糖
製造業

職業紹介従事者のための

Ⅲ

講習テキスト＆実務ハンドブック

㋐厚生労働省令で定める時間以上の休

年次有給休暇
日以上の労働者に対し、年次有給休暇の

数を 1 か月について厚生労働省令で

うち 5 日については、基準日から 1 年

定める回数以内とすること。
㋑健康管理時間を厚生労働省令で定め

以内の期間に、時季を定めることにより

る時間を超えない範囲内とすること。

与えなければならないものとすること。
イ

㋒ 1 年に 1 回以上の継続した 2 週間

アにかかわらず、労働者の時季指定又

について、休日を与えること。

は計画的付与制度により年次有給休暇を

㋓厚生労働省令で定める要件に該当す

与えた場合は当該与えた日数分について

る労働者に健康診断を実施すること。

は、使用者は時季を定めることにより与

（6）対象労働者の健康及び福祉を確保す

えることを要しないものとすること。
Ⅳ

るための措置であって、厚生労働省令

特定高度専門業務・成果型労働制
項を調査審議する労使委員会が、委員の

（7）対象労働者の同意撤回手続

5 分の 4 以上の多数による議決により、

（8）苦情処理に関する措置を講ずること。

次の事項について決議し、かつ、使用者

（9）同意をしなかった対象労働者に対し

が当該決議を行政官庁に届け出た場合に

て不利益な取り扱いをしてはならない

おいて、対象労働者であってその同意を

こと。
（10）その他厚生労働省令で定める事項

得たものを対象業務に就かせたときは労
働基準法の労働時間、休憩、休日、深夜

Ⅴ

罰則
Ⅰのイ、Ⅱのウ及びⅢに違反した使用者

割増賃金に関する規定は適用しないもの

については、所要の罰則を科すものとする

とすること。

こと。

（1）対象業務（省令で定める業務のうち、
労働者に就かせる業務）

Ⅵ

中小企業に対する 1 月 60 時間超の時間
外労働の割増賃金率の適用

（2）対象労働者。ただし、次のいずれに

中小事業主に対する 1 か月について 60

も該当する労働者であること。

時間を超える時間外労働に対する通常の労

㋑賃金が省令で定める額以上であるこ

働時間の賃金の計算額の 5 割以上の率で計
る規定を廃止すること。

（3）健康管理時間を把握する措置

上の休日を与えること。

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

算した割増賃金の支払義務の適用猶予に係

と

し 1 年に 104 日以上、4 週に 4 日以

第３部

㋐職務が明確に定められていること

（4）対象業務に従事する対象労働者に対

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

で定めるものを講ずること。

第２部

賃金、労働時間等労働条件に関する事

ア

職業紹介事業の基礎知識

息時間を確保し、かつ、深夜業の回
第１部

使用者は、年次有給休暇の日数が 10

ア

Ⅶ

施行日
平成 31 年 4 月 1 日（中小企業におけ
る時間外労働の上限規制に係る改正規定の

（5）対象業務に従事する対象労働者に対

適用は平成 32 年 4 月 1 日、Ⅵの中小企

し次のいずれかに該当する措置を講ず

業における割増賃金の見直しは平成 35 年

ること。

4 月 1 日）。
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労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

2
１

労働契約法
法律の目的

この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更され
るという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決
定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の
安定に資することを目的とする。

２

構成
定義
総則

労働契約の5つの原則
労働契約の内容の理解の促進
安全配慮義務

労働契約に関する基本的事項

労働契約の
成立および変更

労働契約の
継続及び終了

有期労働契約

合意による労働契約の成立
労働契約の変更

労働契約と就業規則等との関係

出向

懲戒
解雇

契約期間中の解雇
無期労働契約への転換
雇止め法理
不合理な労働条件の禁止
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職業紹介従事者のための

３

講習テキスト＆実務ハンドブック

主な内容

〔総則〕
第１部

（１）労働契約の 5 つの原則
労使対等の原則

イ

均衡考慮の原則

ウ

仕事と生活の調和への配慮の原則

エ

信義誠実の原則

オ

権利濫用禁止の原則

職業紹介事業の基礎知識

ア

（２）労働契約の内容の理解の促進と書面による確認
使用者は、労働契約の内容について労働者の理解を深めるようにするもの
とし、労働者及び使用者は、労働契約の内容についてできる限り書面により
確認するものとする（法 4 条）。
（３）安全配慮義務

第２部

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつ

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

つ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする（法 5 条）。
〔労働契約の成立および変更〕
（４）合意による労働契約の成立
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して
賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立
する（法 6 条）。
使用者が、合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知さ
せていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によ
る（法 7 条）。

第３部

（５）労働契約の変更
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

変更できる（法 8 条）。
使用者は、労働者との合意なく、就業規則を変更することにより、労働
者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
ただし、次のいずれにも該当する場合はこの限りではない（法 9 ～ 10 条）。
①

使用者が変更後の就業規則を労働者に周知させること

②

就業規則の変更が合理的であること
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労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

（６）労働契約と就業規則等との関係
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分
については無効となり、就業規則で定める基準によることとなる。また、就
業規則が法令又は労働協約に反する場合は、反する部分については法 7 条、
10 条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働
契約については適用されない（法 12 ～ 13 条）。
〔労働契約の継続及び終了〕
（７）出向
出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に
照らして、権利を濫用したと認められる場合は無効となる（法 14 条）。
（８）懲戒
懲戒が、労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に
合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を
濫用したものとして無効となる（法 15 条）。
（９）解雇
解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ
ない場合は、権利を濫用したものとして無効となる（法 16 条）。
〔有期労働契約〕
（10）契約期間中の解雇
使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなけれ
ば、その契約期間満了までの間、労働者を解雇することができない。
使用者は、有期労働契約について、その労働契約により労働者を使用する
目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を
反復して更新することのないよう配慮しなければならない（法 17 条）。
（11）無期契約への転換
同一の使用者との間で締結された二以上
の有期労働契約の契約期間を通算した期間
（通算契約期間）が 5 年を超える労働者が、
使用者に対し、現に締結している有期労働
契約の契約期間満了日までの間に、満了日
翌日から労務が提供される無期労働契約の
締結の申込みをしたときは使用者は申込み
を承諾したものとみなす（法 18 条）。
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M E M O メモ
無期転換ルールの例外
60歳以上の定年後引き続き雇用され
る者等、大学等及び研究開発法人の研究
者、教員等については、
このルールの例
外があります。

職業紹介従事者のための

なお、有期労働契約とその次

講習テキスト＆実務ハンドブック

通算対象期間が１年未満の場合

の有期労働契約の間に空白期間

通算の対象となる契約期間

が原則として 6 か月以上ある

空白期間
１か月以上

契約期間は通算期間に含めない

２か月超～４か月以下

２か月以上

（空白期間以前の通算契約期間

４か月超～６か月以下

３か月以上

が 1 年未満の場合は、右の表

６か月超～８か月以下

４か月以上

のとおり、その 2 分の 1 以上

８か月超～ 10 か月以下

５か月以上

10 か月超～

６か月以上

の空白期間があるときは通算期
間に含めない）。 （法 18 条）

職業紹介事業の基礎知識

２か月以下

第１部

ときは、その空白期間より前の

無期契約への転換の事例
事例；平成25年４月に有期労働契約
（１年）
を締結し、更新する場合
※５年を超え、現契約満了まで
第２部

←申込み→
H26．
４

１年目

H27．
４

２年目
更新

H28．
４

３年目
更新

H29．
４

４年目
更新

H30．
４

５年目
更新

H31．
４

無期労働契約

６年目
更新

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

H25．
４

無期転換

※通算契約期間のカウントは、H25．
４．
１以後に開始する有期労働契約が対象。

（12）雇止め法理
労働者から有期労働契約の更新の申込みをした場合、使用者がそれを拒絶
することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めら
れないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一
第３部

の労働条件で申込みを承諾したものとみなす（法 19 条）。

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

（13）期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者
との間で、期間の定めがあることにより労働条件が相違する場合において、
その相違は、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更の範囲、③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（法 20 条）。
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3
１

最低賃金法
法律の目的

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を
図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、
国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

２

構成

総則

最低賃金
賃金の最低額の保障
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総則
（最低賃金額、最低賃金の効力）
地域別最低賃金
特定最低賃金

最低賃金審議会

設置、権限、組織等

雑則

雑則

罰則

罰則

職業紹介従事者のための

３

講習テキスト＆実務ハンドブック

主な内容

〔最低賃金額〕
第１部

（１）最低賃金額

職業紹介事業の基礎知識

最低賃金額は、時間によって定める（法 3 条）。
（２）最低賃金の効力
使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない（法 4 条①）。
また、労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分に
ついては無効とし、最低賃金と同様の定めをしたものとみなす（4 条②）。
＜最低賃金の対象となる賃金＞
最低賃金の対象となる賃金は、次のとおりであり、毎月支払われる基本的
な賃金が最低賃金の対象となる。

賃金

定期給与

所定内給与

基本給
第２部
労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

諸手当
(精皆勤手当・通勤手
当・家族手当を除く)

臨時の賃金
(結婚手当など)

最低賃金の対象

賞与など
所定外給与

時間外手当・休日出勤
手当・深夜勤務手当

＜最低賃金の計算方法と事例＞
支払われる賃金が時間給の場合

時間給と最低賃金額（時間額）を比較する

支払われる賃金が月給の場合

賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金
の時間額と比較する

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

「日給÷ 1 日の所定労働時間」を計算し最低賃
金額（時間額）と比較する

第３部

支払われる賃金が日給の場合
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事例 1；〇〇県（最低賃金は時間額 800 円）の会社で働く A さんの労働契約
【日給 6,300 円、1 日の所定労働時間 7.5 時間】
6,300 円÷ 7.5 時間＝ 840 円＞ 800 円・・・最低賃金を満たしている
事例 2；〇〇県（最低賃金は時間額 800 円）の会社で働く B さんの労働契約
【月給 130,000 円、1 日の所定労働時間 8 時間、年間所定労働日数 255 日】
（月給額× 12 ヶ月）／年間所定労働時間≧最低賃金額（時間額）
（130,000 円× 12 ヶ月）／（8 時間× 255 日）≒ 765 円＜ 800 円
・・・最低賃金法違反

（３）最低賃金の競合
労働者が二以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める
最低賃金額のうち最高のものを適用する（法 6 条①）。
事例 3；地域別最低賃金 800 円、特定最低賃金 820 円の適用を受ける労働者の場合
→ 820 円が適用される

この場合において、地域別最低賃金において定める最低賃金額については、
法 4 条①（最低賃金の効力）及び法 40 条（罰則）の適用がある。
事例 4；上記事例 3 のように、特定最低賃金の適用を受ける労働者に対して、
（１）地域別最低賃金に定める金額未満の賃金しか支払われなかった場合
は、最低賃金法上の罰則（法 40 条）の適用がある。
（２）特定最低賃金以上の賃金が支払われなかったとしても、最低賃金法
上の罰則は適用されないが、労働基準法上（賃金の全額払違反）の
罰則の適用がある。

（４）最低賃金の減額の特例
使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者につ
いては、最低賃金額から減額した額を適用する（法 7 条）。
①

精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

②

試みの使用期間中の者

③

職業能力開発促進法の認定職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能
及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者
であって省令で定めるもの

④

軽易な業務に従事する者その他の省令で定める者

（５）周知義務
最低賃金の適用を受ける使用者は、最低賃金の概要を、職場への掲示など
で労働者に周知させるための措置をとらなければならない（法 8 条）。
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〔地域別最低賃金〕
（６）地域別最低賃金
地域別最低賃金は、あまねく全国各地域について決定されなければならな
第１部

い（法 9 条①）。

職業紹介事業の基礎知識

地域別最低賃金は、一定の地域ごとに、労働者の生計費及び賃金並びに通
常の事業の賃金支払能力を考慮して決定される（法 9 条②）。
派遣中の労働者については、派遣元の事業場と派遣先の事業場が異なる地
域に所在するため、地域別最低賃金の適用に当たっていずれを適用すべきか
が問題になるが、このような場合には派遣先の事業の事業場の地域について
決定された地域別最低賃金を適用することとされている（法 13 条）。
〔特定最低賃金〕
（７）特定最低賃金
地域別最低賃金のほか、一定の事業・職業に係る最低賃金が決定されるこ
とがある（法 15 条）。

第２部
労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

〔罰則〕
（８）罰則
最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合（法４条①違反）、50 万円
以下の罰金に処せられる（法 40 条）。
最低賃金の周知を怠った場合（法 8 条違反）、30 万円以下の罰金となる。
その他、労働者への不利益取扱い（法 34 条違反）、報告・立ち入り調査
拒否等に関する罰則もある（法 39 条、40 条）。
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑が課せら
れる（法 42 条）。

第３部
労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）
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4
１

賃金支払確保法
法律の目的

この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至つた場合及び
労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活
動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置
その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。

２

構成

総則
退職する場合における賃金の支払等の適正化
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に係る保全措置
等

貯蓄金の保全措置

退職手当の保全措置

退職労働者の賃金に係る遅延利息

未払賃金の立替
払事業

未払賃金の立替払

雑則

雑則

罰則

罰則
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主な内容

〔貯蓄金及び賃金に係る保全措置等〕
第１部

（１）貯蓄金の保全措置

職業紹介事業の基礎知識

事業主は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯
蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、毎年 3 月 31 日におけ
る受入預金額について、同日後一年間を通ずる貯蓄金の保全措置を講じなけ
ればならない（法 3 条）。
保全措置について、省令で次のように定められている。
• 金融機関等による保証（債務保証）契約
• 信託会社との信託契約
• 質権又は抵当権の設定
• 預金保全委員会を設置し、独立した勘定として経理
（２）退職手当の保全措置

第２部

事業主は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものに

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

おいて退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に
充てるべき額として省令で定める額について、法 3 条の省令で定める措置
に準ずる措置を講ずるように努めなければならない（法 5 条）。
省令で定める額について、次のいずれかの額以上の額とされている。
• 労働者の全員が自己都合により退職すると仮定して計算した退
職手当見積額の 4 分の 1
• 中小企業退職金共済制度の例にならって計算した額
• 労働者過半数代表者との書面により協定した額
（３）退職労働者の賃金に係る遅延利息
事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金の全部又は一部をその退

第３部

職の日（退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。）
までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日か

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

らその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の
経過後まだ支払われていない賃金の額に年 14.6 パーセントを超えない範囲
内で政令で定める率（年 14.6％）を乗じて得た金額を遅延利息として支払
わなければならない（法 6 条）。
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〔未払賃金の立替払事業〕
（４）未払賃金の立替払
政府は、事業主が破産手続開始の決定を受ける等の場合において、当該事
業に従事する労働者で退職したものに係る未払賃金（支払期日の経過後まだ
支払われていない賃金をいう。）があるときは、当該労働者の請求に基づき、
当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代
わって弁済するものとする（法 7 条）。
事業主（※）が次のような状態になり、労働者の賃金が未払いとなったとき、国（労
働者健康安全機構）が会社に代わって立替払いを行う制度である。
① 1 年以上にわたって事業活動を行っており、未払賃金が 2 万円以上残ってい
る会社の倒産等
② ①の会社で働いていた労働者で、破産等の「申立日」又は「事実上の倒産につ
いての認定申請日」の「6 か月前の日から 2 年以内」に退職したこと

６か月前の日
(例：H28.10.12)

破産等の申立日または
認定申請日
(例：H29.4.12)

２年目の日
(例：H30.10.11)

６か月

２年間
この期間内に退職した人が対象になる

※

労災保険の適用事業の事業主であることが必要である。

＜立替払の対象となる未払賃金＞
立替払の対象となる「未払賃金」は、退職日の 6 か月前の日から労働者
健康安全機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来して
いる「定期賃金」及び「退職手当」であって、未払となっているものである。
なお、毎月の賃金から差し引かれている社宅料、会社からの物品購入代金、
貸付金返済金等は未払賃金から差し引かれる。
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注：
• 「定期賃金」とは、労働基準法 24 条②本文に規定する毎月、一定期日に、きまっ
て支払われる賃金（税金・社会保険料など法定控除額を控除する前の額）をいう。
第１部

• 「退職手当」とは、退職手当規定等に基づいて支給される退職一時金及び退職年
金をいう。

職業紹介事業の基礎知識

• 定期賃金及び退職手当以外の賃金、支給金等は立替払の対象にならない。（例えば、
「賞与その他臨時に支払われる賃金」、
「解雇予告手当」、
「慰労金・祝金等の支給金」、
「年末調整による所得税の還付金」、「法人の役員であったときの報酬・賞与その他
の支給金及び退職金」）
• 「未払賃金の額」は賃金台帳及び退職手当規定等により確認できるものに限る。

＜立替払をする額＞
立替払をする額は「未払賃金の総額」の 100 分の 80 の額である。ただし、
立替払の対象となる未払賃金の総額には限度額が設けられているので、この
未払賃金の総額の限度額の 100 分の 80 が立替払をする額の上限となる。
限度額は次の表のとおりで、年齢により異なる。
立替払の上限額

45 歳以上

370 万円

296 万円

30 歳以上 45 歳未満

220 万円

176 万円

30 歳未満

110 万円

88 万円

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

未払賃金の限度額

第２部

退職労働者の退職日に
おける年齢

〔罰則〕
（５）罰則
貯蓄金の保全措置命令に違反した場合（法４条違反）、30 万円以下の罰
第３部

金に処せられる。その他、労働者への不利益取扱い（法 14 条違反）、報告・
虚偽記載に関する罰則もある（法 17 条、19 条）。行為者を罰するほか、

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

その法人又は人に対しても各本条の罰金刑が課せられる（法 20 条）。
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