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労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

5
１
１

その他の労働条件等に関連する法律
男女雇用機会均等法
法律の目的

この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な
機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図
る等の措置を推進することを目的とする。

２

構成

総則

基本理念

男女雇用機会均等対策基本方針

男女の均等な雇用機会・待遇確保等に関する基本事項

直接差別の禁止
間接差別の禁止
婚姻、妊娠、出産等を理由とする
不利益取扱いの禁止
均等な機会及び
待遇の確保等

職場におけるセクシュアルハラス
メント対策
職場における妊娠・出産等に関する
ハラスメント対策
母性健康管理措置
事業主に対する国の援助

紛争の解決

雑則

雑則

罰則

罰則
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主な内容

（１）基本理念
この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女
第１部

性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことがで

職業紹介事業の基礎知識

きるようにすることをその基本的理念とする（法 2 条）。
〔雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保〕
（２）直接差別の禁止
募集・採用、配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進・降格、教
育訓練、一定範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、
解雇、労働契約の更新について、性別を理由とする差別を禁止（法 5 条、6 条）。
（３）間接差別の禁止
労働者の性別以外の事由を要件とする措置のうち、実質的に性別を理由と
する差別となるおそれがあるものとして、省令で定める措置について、合理

○ 労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とす
ること。
○ 労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に当たって、転居を伴う転

改正省令

労働法Ⅰ︵マッチング関連法令︶

【厚生労働省令で定める措置】

第２部

的な理由がない場合、これを講ずることを禁止（法 7 条）。
H26.7.1
施行

勤に応じることができることを要件とすること。
○ 労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること。

（４）ポジティブ・アクション
性別による差別的取扱いを原則として禁止する一方、雇用の場で男女労働
者間に事実上生じている格差を解消することを目的として行う、女性のみを
対象とした取扱いや女性を優遇する取扱いは違法でない（法 8 条）。
第３部

なお、男性労働者についての特例は設けられていない。

労働法Ⅱ︵労働条件等関連法令︶

（５）婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等
• 婚姻、妊娠、出産を退職理由とする定めの禁止（法 9 条①）。
• 婚姻を理由とする解雇を禁止（法 9 条②）。
• 妊娠、出産、産休取得、その他省令で定める理由による解雇その他不利
益な取扱いを禁止（法 9 条③）。
• 妊娠中・産後 1 年以内の解雇は、妊娠等が理由でないことを証明しな
い限り、無効（法 9 条④）。
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（６）職場のセクシュアルハラスメント対策
事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないとされ、事業主
が講ずべき措置の内容については、セクハラ指針（「事業主が職場における
性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指
針」H18.10.11 告示 615）に定められている（法 11 条）。
（７）職場における妊娠・出産等に関するハラスメント対策
事業主は、上司・同僚による職場における妊娠・出産等に関するハラス
メントを防止するための雇用管理上必要な措置を講じなければならないと
され、事業主が講ずべき措置の内容については、妊娠・出産等に関するハ
ラスメント指針（「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因
する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」H28.8.2 告示
312）に定められている（法 11 条の 2）。
（８）母性健康管理措置
事業主は、妊娠中及び出産後 1 年を経過しない女性労働者が保健指導又
は健康診査を受けるための時間を確保し（法 12 条）、医師等からの指導を
受けた場合は、その指導事項を守ることができるように勤務時間の変更等必
要な措置を講じなければならない（法 13 条）。
（９）事業主に対する国の援助
男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための自主的かつ積極的
な取組（ポジティブ・アクション）を行う事業主に対し、国は相談その他の
援助を実施している。（法 14 条）

ポジティブ・アクション普及促進のための
シンボルマーク「きらら」

女性活躍推進法に基づき女性の活躍
推進に関する状況等が優良な企業に
対する認定制度認定マーク「えるぼし」
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〔紛争の解決〕
（10）企業内における苦情の自主的解決
事業主は、直接差別、間接差別、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益
第１部

取扱、母性健康管理に関する必要な措置に関する事項（募集・採用に係るも

職業紹介事業の基礎知識

のを除く）について、労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な
解決を図るよう努めなければならない（法 15 条）。
（11）紛争解決手続き
個別労働紛争解決促進法によらず、以下の手続きにより行われる。
ア

労働局長による紛争解決の援助
都道府県労働局長は、
（10）の紛争に関し、直接差別、間接差別、婚姻・
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱、セクシュアルハラスメント、妊娠・
出産等に関するハラスメント、母性健康管理に関する事項について援助
を求められた場合助言・指導・勧告を行う（法 17 条）。

イ

紛争調整委員会による調停
第２部

都道府県労働局長は、アの紛争（募集・採用に係るものを除く）につ

労働法Ⅰ︵マッチング関連法令︶

いて関係当事者から調停の申請があった場合においては、紛争調整委員
会（機会均等調停会議）に調停を行わせる（法 18 条）。
〔雑則・罰則〕
（12）履行確保
厚生労働大臣は、この法律の
施行に関し事業主に報告を求め、
指導・助言・勧告をすることが
でき（法 29 条）、この報告の求
めに応じなかった、あるいは虚

紛争解決のフローチャート
（企業）
紛争

労働者

偽の報告を行った場合には過料

事業主

自主的解決
解決しない場合

が 29 条の規定による勧告に従
象となる（法 30 条）。

労働法Ⅱ︵労働条件等関連法令︶

わない場合は、企業名公表の対

第３部

が科される（法 33 条）。事業主
（都道府県労働局）
紛争解決手続き
紛争調整委員会

都道府県労働局長

調停

助言・指導・勧告
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２
１

パートタイム労働法
法律の目的

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。

２

構成
総則
短時間労働者
対策基本方針
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

労働条件に関する文書の交付等
短時間労働者の待遇の原則
―均衡待遇―
雇用管理の改善
に関する措置

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
―均等待遇―
事業主が講ずる措置の内容の説明
相談のための体制の整備

等

紛争の解決

雑則
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主な内容

〔総則〕
第１部

（１）短時間労働者とは

職業紹介事業の基礎知識

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の一週間
の所定労働時間に比し短い労働者をいう（法 2 条）。
なお、（5）において、短時間労働者を、職務の内容、職務の内容・配置
の変更の範囲（人材活用の仕組み）を考慮して、短時間労働者をさらに次の
3 種類に区分している。
短時間労働者
A
B

通常の労働者と職務内容が異なる
短時間労働者

通常の労働者と職務内容が同じ短
B 時間労働者
（職務内容同一短時間労働者）
通常の労働者と職務内容も人材活用
C の仕組みも同じ短時間労働者
（通常の労働者と同視すべき
短時間労働者）

第２部

C

A

労働法Ⅰ︵マッチング関連法令︶

〔雇用管理の改善に関する措置〕
（２）労働条件に関する文書の交付
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、
「昇給の有無」、
「退
職手当の有無」、
「賞与の有無」、
「相談窓口」の 4 つの事項（「特定事項」という）
を文書の交付等により明示しなければならない（法 6 条①）。
また、労働条件に関する事項のうち、特定事項や労基法規則 15 条で定め
る事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるも

第３部

のとする（法 6 条②）。

労働法Ⅱ︵労働条件等関連法令︶

（３）就業規則の作成の手続き
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（法 7 条）。
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（４）短時間労働者の待遇の原則―均衡待遇―
事業主が、雇用する短時間労働者の待遇と通常労働者の労働者の待遇を相違
させる場合は、その待遇の相違は、①職務の内容、②人材活用の仕組み、③そ

H27.4.1
施行

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（8 条）
。
（５）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
―均等待遇―
事業主は、通常の労働者と職務の内容が同じ短時間労働者（職務内容同一
短時間労働者）であって、職務の内容及び配置が通常の労働者の職務の内容

H27.4.1
施行

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（通常の
労働者と同視すべき短時間労働者）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（法 9 条）。
（６）賃金、教育訓練、福利厚生施設に関する措置
上記（５）の他、賃金、教育訓練、福利厚生施設についての措置が定めら
れており（法 10 ～ 12 条）、まとめると次のようになる。
通常の労働者
との比較

実施

福利厚生施設

の利用の機会
左以外

給食・休憩・更衣の

施設利用

ー

左以外のもの

異なる

職務遂行に必要な

なる者

教育訓練の

訓練

職務の内容も異

異なる

左以外の賃金

通常の労働者と

同じ

（通勤手当等）

じ者

同じ

職務関連賃金

職務の内容が同

同じ

（基本給、賞与等）

通常の労働者と

務内容・成果等
を勘案

人材活用の仕組み

同視すべき者

職務の内容

タイプ
通常の労働者と

賃金の決定に職

短時間労働者であることによる
差別的取扱を禁止

努力

義務

努力

義務

ー

ー

実施

努力

配慮

努力

努力

配慮

義務

義務

義務

義務

義務

義務

ー

ー

（７）通常の労働者への転換
事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、短時間労働者に対して
次のいずれかの措置を講じなければならない（法 13 条）。
①

通常の労働者の募集を行う場合に募集に係る事項を周知

②

通常の労働者の配置を新たに行う場合に希望を申し出る機会を付与

③

試験制度を設けること等通常の労働者への転換を推進する措置
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（８）事業主が講ずる措置の内容の説明
事業主は、短時間労働者を雇い入れたとき又は短時間労働者から求めが
あったときは、速やかに、次の事項（労基法規則 15 条に定める事項及び（２）

H27.4.1
施行
第１部

の特定事項を除く）を説明しなければならない（法 14 条）。

労働条件の文書の交付（6 条）

―

〇

就業規則の作成手続き（7 条）

―

〇

待遇の差別的取扱い禁止（9 条）

〇

〇

賃金の決定方法（10 条）

〇

〇

教育訓練の実施（11 条）

〇

〇

福利厚生施設の利用（12 条）

〇

〇

通常の労働者への転換を推進するための
措置（13 条）

〇

〇

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

労働法Ⅰ︵マッチング関連法令︶

（９）相談のための体制の整備

第２部

求めが
あった場合

職業紹介事業の基礎知識

雇入れ時

H27.4.1
施行

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必要な体制を
整備しなければならない（法 16 条）。
（10）短時間雇用管理者
事業主は、常時 10 人以上の短時間労働者を雇用する事業場ごとに、短時
間雇用管理者を選任するように努めるものとする（法 17 条）。
〔紛争の解決〕

第３部

（11）紛争解決手続き
紛争の解決は、個別労働紛争解決促進法によらず、この法律の定める手続

労働法Ⅱ︵労働条件等関連法令︶

きによることとされ、事業主は、労働条件に関する文書の交付等、差別的取
扱いの禁止、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、通常の労働者への転換、
事業主が講ずる措置の内容等の説明に関する事項について、短時間労働者か
ら苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るよう努める（法 22
条）が、これにより解決しない場合、都道府県労働局長は必要な助言・指導・
勧告をする（法 24 条）とともに、紛争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該紛争の解決のために必要があると認めるときは
「均等待遇調停会議」に調停を行わせるものとする（法 25 条）。
（男女雇用機会均等法の項（p139）掲載の「紛争解決のフローチャート」参照）
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３
１

育児介護休業法
法律の目的

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設け
るとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置
を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子
の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職
業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済
及び社会の発展に資することを目的とする。

２

構成

深夜業の制限

介護休暇

時間外労働の制限

子の看護休暇

介護休業

所定外労働時間の制限

育児休業

労働者の雇用の継続・再就職の促進、
職業生活と家庭生活の両立

事業主が講ずべき
措置

育児・介護のための所定労働時間の短縮等
育児休業等に関するハラスメント対策

事業主に対する国の援助等

紛争の解決・雑則
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主な内容

（１）育児休業
次により育児休業をすることができる。

回数

子 1 人につき、原則として 1 回（ただし、子の出生日から 8 週間以内
にした最初の育児休業を除く）

期間

a 原則として子が 1 歳になるまでの連続した期間
b ただし、配偶者が育児休業をしている等の場合は、子が 1 歳 2 か月
に達するまで出産日と産後休業期間と育児休業期間とを合計して 1 年
間以内の休業が可能〔いわゆる「パパ・ママ育休プラス」〕
（法 9 条の 2）。
c 子が 1 歳に達する日において（b の場合はその休業終了日において）、
いずれかの親が育児休業中であり、かつ、次の事情がある場合には、
子が 1 歳 6 月に達するまで延長が可能（法 5 条③）。
ⅰ）保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
ⅱ）子の養育を行っている配偶者（もう一人の親）であって、養育を
予定していたものが、負傷・疾病等により子を養育することが困
難になった場合等
e 子について、1 歳 6 か月に達する日においていずれかの親が育児休業
中であり、かつ、上記 c のⅰ）ⅱ）の事情がある場合は最長 2 歳に達
するまで再延長が可能（法 5 条④）。

（２）介護休業
次により介護休業をすることができる。
申出

労働法Ⅰ︵マッチング関連法令︶

子（法 2 条）

第２部

対象

職業紹介事業の基礎知識

労働者は、養育する 1 歳に満たない子について、事業主に申し出ること
により、育児休業をすることができる（法 5 条）

第１部

申出

H29.10.1
施行
H29.1.1
施行

労働者は、事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる
（法 11 条）

対象家族

配偶者（事実婚を含む）
、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

回数

対象家族 1 人につき 3 回まで

期間

対象家族 1 人につき通算 93 日まで
第３部
労働法Ⅱ︵労働条件等関連法令︶

参考；要介護状態
介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護するための休業であ
るが、ここで「要介護状態」というのは、負傷、疾病又は身体上若し
くは精神上の障害により 2 週間以上の期間にわたり常時介護を必要と
する状態（法 2 条）とされ、介護保険制度の「要介護状態」（原則 6
か月にわたり継続して、常時介護を必要とする状態）とは異なる。
例えば、病気などにより 1 か月の介護が必要になった場合、介護保
険制度では要介護状態にならないが、介護休業の要介護状態には該当
する。
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労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

（３）子の看護休暇
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申
し出ることにより、1 年に 5 労働日（当該子が 2 人以上の場合は 10 労働
日）を限度として、負傷・疾病の子の世話又は予防接種など疾病の予防を図
るために必要なものとして省令で定める世話を行うための休暇（子の看護休
暇）を取得することができる（法 16 条の 2）。
（半日（所定労働時間の 2 分の 1）単位での取得が可能）

H29.1.1
施行

（４）介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の省令で定める世話を行う労働者
は、その事業主に申し出ることにより、1 年に 5 労働日（対象家族が 2 人
以上の場合は 10 労働日）を限度として、当該世話を行うための休暇（介護
休暇）を取得することができる（法 16 条の 4）。
（半日（所定労働時間の 2 分の 1）単位での取得が可能）

H29.1.1
施行

（５）所定外労働の制限
事業主は、3 歳に満たない子を養育する労働者又は要介護状態にある家
族を介護する従業員（日雇従業員を除く）が子を養育するため又は家族を

H29.1.1
施行

介護するに請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させては
ならない（法 16 条の 8、16 条の 9）。
（６）時間外労働の制限
事業主は、労働時間を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又は要介護状態にある対象家族を介
護する労働者が子を養育するため又は家族を介護するために請求したとき
は、1 月について 24 時間、1 年について 150 時間を超えて労働時間を延
長してはならない（法 17 条、18 条）
。
（７）深夜業の制限
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者又は要介
護状態にある対象家族を介護する労働者が子を養育するため又は家族を介護
するために請求した場合においては、午後 10 時から午前 5 時までの間（深
夜）において労働させてはならない（法 19 条、20 条）。
（８）所定労働時間の短縮措置等
事業主は、3 歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしてい
ないものに対して、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じなければな
らない（法 23 条①）。
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事業主は、対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないもの

H29.1.1

に対して、所定労働時間の短縮又はこれに準ずる措置を 3 年間以上の間

施行

で 2 回以上利用可能とする措置を講じなければならない（法 23 条③）。
第１部

事業主は、育児休業・介護休業その他子の養育又は家族の介護に関する制
度又は措置の申出・利用に関する言動により、労働者の就業環境が害される

職業紹介事業の基礎知識

（９）育児休業等に関するハラスメント対策
H29.1.1
施行

ことがないよう、労働者からの相談に応じ適切に対処するために必要な体制
の整備その他の雇用管理上の措置を講じなければならない（法 25 条）。
（10）紛争解決手続き
紛争の解決は、個別労働紛争解決促進法によらず、この法律の定める手続
きによることとされ、事業主は、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護
休暇、所定外・時間外・深夜労働の制限、所定外労働の短縮措置等、労働者
の配置の配慮に関する事項について、労働者から苦情の申出を受けたときは、

第２部

その自主的な解決を図るよう努める（法 52 条の 2）が、これにより解決し

労働法Ⅰ︵マッチング関連法令︶

ない場合、都道府県労働局長は必要な助言・指導・勧告をする（法 52 条の 4）
とともに、紛争調整委員会における調停の対象とすることができる（法 52
条の 5）。
（男女雇用機会均等法の項（p139）掲載の「紛争解決のフローチャート」参照）

第３部
労働法Ⅱ︵労働条件等関連法令︶
147
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４
１

労働組合法
法律の目的

この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の
地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することそ
の他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者
と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成する
ことを目的とする。

２

構成

総則

労働組合に関する基本的事項

労働組合

労働組合とは

労働組合として設立されたものの取扱

交渉権限

不当労働行為
損害賠償

労働協約

労働協約の効力の発生

労働協約の期間
基準の効力

一般的拘束力

労働委員会

罰則
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主な内容

〔総則〕
第１部

（１）労働組合とは

職業紹介事業の基礎知識

労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他
経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合
団体をいう（法 2 条）。

労働者が主体となって
労働組合
とは

自主的に
労働条件の維持改善その他
経済的地位の向上を図る

ことを主な目的と
して組織する団体
（又は連合団体）

ただし、次のア～エの要件を満たすことが必要である（法 2 条但書き）。
役員、監督的地位にある労働者、労働関係についての機密の事項に接

第２部

ア
イ

労働法Ⅰ︵マッチング関連法令︶

する労働者その他使用者の利益を代表する者を入れないこと
使用者の経理上の援助を受けないこと
但し、次の場合は例外として許される。
ⅰ）労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく団体交
渉を行うこと
ⅱ）使用者から福利厚生等のための基金への寄附を受けること
ⅲ）最小限の広さの事務所を供与されること
ウ

共済事業その他福利事業のみを目的とするものでないこと

エ

主として政治運動又は社会運動を目的とするものでないこと

（２）刑事上の免責
第３部

正当な労働組合活動は刑法 35 条※の適用となる（法 1 条②）。
※刑法第 35 条「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」

労働法Ⅱ︵労働条件等関連法令︶

〔労働組合〕
（３）労働組合として設立されたものの取扱
労働組合は、労働委員会に証拠を提出して法 2 条（労働組合）及び 5 条
②（労働組合の規約）の規定に適合することを立証しなければ、この法律に
規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与
えられない（法 5 条）。
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（４）交渉権限
労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員
のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉す
る権限を有する（法 6 条）。
（５）不当労働行為
使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない（法 7 条）。
ア

労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくは
これを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたこと
の故をもつて、解雇その他の不利益取扱いをすること

イ

労働者が労働組合に加入しないこと、若しくは労働組合から脱退する
ことを雇用条件とすること。

ウ

正当な理由がなく団体交渉を拒否すること。

エ

労働組合を結成し若しくは運営することに対する支配介入又は経費援助
を行うこと

オ

労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の救済申立てをしたこと等
を理由として解雇その他の不利益取扱いをすること。

（６）損害賠償
使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を
受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求するこ
とができない（法 8 条）。
〔労働協約〕
（７）労働協約の効力の発生
労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約
は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその
効力を生ずる（法 14 条）。
（８）労働協約の期間
労働協約には、3 年をこえる有効期間の定をすることができない。3 年
をこえる有効期間の定をした労働協約は、3 年の有効期間の定をした労働
協約とみなす。有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、少なくと
も 90 日前に署名し又は記名押印した文書で予告して解約することができる
（法 15 条）。
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（９）基準の効力
労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する
労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は、基
第１部

準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする

職業紹介事業の基礎知識

（法 16 条）。
（10）一般的拘束力
一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の 4 分の 3 以上の数の労
働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用
される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする
（法 17 条）。

〔労働委員会〕
（11）労働委員会
第２部

労働委員会は、使用者を代表する者（使用者委員）、労働者を代表する者（労

労働法Ⅰ︵マッチング関連法令︶

働者委員）及び公益を代表する者（公益委員）各同数をもつて組織する。労
働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする（法 19 条）。
（12）労働委員会の権限
労働委員会は、法 5 条、11 条及び 18 条の規定によるもののほか、不当
労働行為事件の審査等並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁をする権限
を有する（法 20 条）。
＜参考＞

労働委員会による個別労働紛争解決サービス

平成 12 年 4 月の地方分権推進一括法の施行により、都道府県労働
委員会の事務が地方自治法の機関委任事務から自治事務となったことに
第３部

より、各地方公共団体の長が個別労働紛争解決サービスを労働委員会に
担当させることが可能となった。また、個別労働紛争解決促進法におい

労働法Ⅱ︵労働条件等関連法令︶

ても、地方公共団体は当該地域の実情に応じ、労働者や事業主等に対す
る情報提供、相談、あっせんその他の必要な措置を推進するように努め
るものとされた。こうしたことから、多くの都道府県では、都道府県労
働委員会で個別労働紛争解決サービスが行われている。
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５
１

労災保険法
法律の目的

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅
速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、
又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛
生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

２

構成

療養
（補償）
給付
業務災害・通勤災害に関する給付

休業
（補償）
給付

注；保険給付は原則
「〇〇補償給付」
等
と称するが 、通 勤 災 害につ いては
「 補 償 」の 文 字を用 い な い 。また 、
業 務 災 害 の「 葬 祭 料 」に 対して 、
通 勤 災 害 の 場 合 は「 葬 祭 給 付 」と
称する。

傷病
（補償）
年金
障害
（補償）
給付
遺族
（補償）
給付

障害
（補償）
年金・前払一時金
障害
（補償）
一時金

遺族
（補償）
年金・前払一時金
遺族
（補償）
一時金

介護
（補償）
給付
葬祭料・葬祭給付
二次健康診断
等給付
特別加入

中小事業主等
一人親方等
海外派遣者
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主な内容

〔総則〕
第１部

（１）適用事業及び適用除外

職業紹介事業の基礎知識

労働者を使用する事業を適用事業とする。ただし、国の直営事業及び官公
署の事業については例外を除き適用しない（法 3 条）。適用範囲に関する暫
定措置として、一部の事業は任意適用とされている（昭 44 附則 12 条）。

法人経営、船員が雇用される事業

個人経営

強制適用

常時 5 人以上

下記以外

常時 5 人未満

農林水産業のうち、次のもの以外のもの
◇林業；常時労働者を使用する等の場合
◇農業；事業主が特別加入する等の場合 →任意適用
◇水産業；総トン数 5 トン以上の漁船
で一定のものの場合
第２部

注；ここで「労働者」の考え方は労基法と一致しているとされ、労基法 9 条に定め

労働法Ⅰ︵マッチング関連法令︶

る適用事業に使用される者で賃金を支払われるものが適用労働者となる。した
がって、法人の代表者や個人事業主、海外派遣中の労働者及び適用除外となっ
ている同居の親族のみを使用する事業、家事使用人については適用労働者とは
ならない（ただし、労災保険特別加入の制度を利用する者を除く）。

〔保険給付〕
（２）保険給付の構造
業務災害
通勤災害

労働者の負傷、疾病、傷害、死亡

二次健康診断等給付
第３部
労働法Ⅱ︵労働条件等関連法令︶

（３）療養（補償）給付
療養（補償）給付は、療養の給付とする。療養の給付が困難な一定の場合
には療養の費用を支給する（法 13 条）。
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3

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

（４）休業（補償）給付
休業（補償）給付は、労働者が業務災害又は通勤災害による傷病の療養の
ため労働することができないとき、賃金を受けない日の第 4 日目から支給
するものとし、その額は、1 日につき給付基礎日額の 100 分の 60 に相当
する額とする（法 14 条、22 条の 2）。
（５）傷病（補償）年金
傷病（補償）年金は、業務災害又は通勤災害による傷病が 1 年 6 か月経っ
ても治らず、傷病の程度が傷病等級に該当するときに障害の程度に応じて支
給する（法 12 条の 8 ③、18 条、23 条）。年金額は、1 年につき、第 1
級は給付基礎日額の 313 日分～第 3 級は同 245 日分。
（６）障害（補償）年金
障害（補償）年金は、業務災害又は通勤災害による傷病が治ゆ（症状固定）
して、障害程度が第 1 級～第 7 級に該当するときに支給する（法 15 条、
23 条の 3）。年金額は、1 年につき、第 1 級は給付基礎日額の 313 日分
～第 7 級は同 131 日分。
（７）障害（補償）一時金
障害（補償）一時金は、業務災害又は通勤災害による傷病が治ゆ（症状固
定）して、障害程度が第 8 級～第 14 級に該当するときに支給する（法 15 条、
23 条の 3）。一時金額は、第 8 級は給付基礎日額の 503 日分～第 14 級
は同 56 日分。
（８）遺族（補償）年金
遺族（補償）年金は、業務災害又は通勤災害により死亡したときに、労働
者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の
当時その収入によって生計を維持していたものに支給する（法 16 条の 2、
22 条の 4）。年金額は、1 年につき、遺族の数等によって給付基礎日額の
245 日分～ 153 日分。
（９）遺族（補償）一時金
遺族（補償）一時金は、遺族補償年金を受ける遺族がいないときに支給す
る（法 16 条の 6、22 条の 4）。一時金額は、給付基礎日額の 1,000 日分（労
働者の死亡の当時に遺族（補償）年金の受給資格者がいないとき）。
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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

（10）葬祭料・葬祭給付
葬祭料は業務災害により、また葬祭給付は通勤災害により死亡した人の葬
祭を行うときに、315,000 円に給付基礎日額の 30 日分を加えた額を支
第１部

給する（給付基礎日額の 60 日分に満たない場合は、60 日分）（法 17 条、

職業紹介事業の基礎知識

22 条の 5）。
（11）介護（補償）給付
介護（補償）給付は、障害（補償）年金又は傷病（補償）年金を受ける者
のうち、1 級及び 2 級の一定の者が、常時又は随時介護を受ける場合に支
給する（法 12 条の 8 ④、19 条の 2、24 条）。
（12）二次健康診断等給付
二次健康診断等給付は、一次健康診断において血液検査その他業務上の事
由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する省令
に定める検査が行われた場合であって、いずれの項目にも異常の所見がある

第２部

と診断されたときに、労働者の請求に基づいて行う（法 26 条）。

労働法Ⅰ︵マッチング関連法令︶

〔特別加入〕
（13）特別加入の対象者
労災保険法の適用を受ける労働者は労基法上の労働者であるが、労働者に
当たらない人について、次の範囲の者には労災保険特別加入が認められる（法
33 条）。

第 1 種特別加入者

一人親方等

個人タクシー、大工・左官等労働者を使用し
ないで事業を行う者及びその家族従事者等

特定作業従事者

特定農作業従事者、介護作業従事者等 6 種の
作業に従事している者

海外派遣者

日本国内の事業主から海外で行われる事業に
労働者として派遣される人等

第 2 種特別加入者

第 3 種特別加入者

労働法Ⅱ︵労働条件等関連法令︶

事業主（労働保険の事務処理を事務組合に委
託する者）及びその事業に従事する人（家族
従事者、代表者以外の役員等）

第３部

中小事業主等
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