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労働組合法 

 

【法 1条】（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。 

 

 

□ 日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる企業別

組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合には、まず企業

内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。 

（× H25 ★） 

⇒「各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重し団体交渉を

行う義務を負う。」 

解説≫ 

昭和 60年判例の「日産自動車事件」からの出題です。 

設問にあるように「多数労働組合～」を優先して団体交渉を行うということはあり得ま

せん。 

 

 

□ プロ野球選手、プロサッカー選手等のスポーツ選手は、労働組合法上の労働者に当た

らないため、これらのプロスポーツ選手が労働組合を作っても、団体交渉を行う権利

は認められない。 

（× H25 ★） 

⇒「労働組合法上の労働者に当たり」 

⇒「は、団体交渉を行う権利が認められている。」 

解説≫ 

東京高裁平成 16年の判例「日本プロフェッショナル野球組織団交事件」からの出題です。 
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□ 労働組合が、総選挙に際し特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金

を集める目的で組合員にその費用を負担することを強制することは、労働組合の連帯

の昂揚や存立基盤の確立のために必要不可欠なものであり、組合自治の原則に基づい

て許されるとするのが、最高裁判所の判例である。 

（× H25 ★） 

⇒「許されないとするのが」 

解説≫ 

昭和 50年「国労広島地本事件」からの出題です。 

 

 

□ 労働組合の目的は、賃金等の労働条件を維持改善し労働者の経済的地位の向上を図る

ことにあるから、いわゆるセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどを

予防するための職場環境の整備は、いわゆる義務的団体交渉事項に含まれない。 

（× H25 ★） 

⇒「いわゆる義務的団体交渉事項に含まれる。」 

解説≫ 

義務的団体交渉事項とは 

⇒労働組合の組合員の労働条件その他の待遇等であって、使用者が団体交渉を拒否でき

ない事項 

・セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどを予防するための職場環境の

整備も義務的団体交渉事項に含まれるので設問は誤りになります。 

・経営事項、人事等⇒任意的団体交渉事項 
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□ いわゆるユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入してい

る者及び締結組合から脱退し又は除名されたが他の労働組合に加入し又は新たな労

働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、民法第 90 条の規定

により、これを無効と解すべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。 

（○ H24 ★★） 

解説≫ 

平成 12年の判例「三井倉庫港運事件」からの出題です。 

まず、3つのショップ制から確認していきます。 

①クローズドショップ制 

⇒労働者を雇用する前提が組合員であること。労働組合から除名されたら、労働者を解

雇しなければならない。 

②ユニオンショップ制 

⇒雇用された労働者は、採用後一定期間内に労働組合に加入しなければならない。 

未加入であれば、解雇しなければならない。 

③オープンショップ制 

⇒労働者が組合員であるかどうかは自由な制度。 

 

判例の内容は 

⇒ユニオン・ショップ協定により、特定の労働組合への加入を強制することは、労働者

の組合選択の自由や他の労働組合の団結権を侵害することになり、無効。 

 

（参考）民法 90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、

無効とする。」 
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□ いわゆるチェック・オフ協定は、それが労働協約の形式により締結された場合であっ

ても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではないことはもと

より、労働組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではないとするのが、

最高裁判所の判例である。 

（○ H24 ★★） 

解説≫ 

平成 5年の判例「エッソ石油事件」からの出題です。 

まず、チェックオフ協定とは、労働組合と使用者との間で協定を締結すれば、使用者が

組合員である労働者の賃金から組合費を控除することができるとする協定です。 

当然控除した組合費は、組合に渡すわけですが、当該協定は、単に、「組合費を賃金から

控除する」というだけで、それ以外の権限に関しては及ばないと言うことです。 

 

 

□ 使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の、労働組合

と使用者との間の協定（いわゆるチェック・オフ協定）は、それに反対する組合員に

チェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく、組合員はいつでも使用者に

チェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが、最高裁判所の判例であ

る。 

（○ H25 ★★） 

解説≫ 

平成 5年の判例「エッソ石油事件」からの出題です。 

⇒「いわゆるチェック・オフ協定は、それに反対する組合員にチェック・オフを受忍す

る義務を負わせるものではなく、組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申

し入れることができるとする。」のが、最高裁判所の判例になります。 
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□ 労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合員はこれに服し、

組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれ

るものであるが、それは、組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されること

であるとするのが、最高裁判所の判例である。 

（○ H24 ★★） 

解説≫ 

平成 19年の判例「東芝労働組合小向支部・東芝事件」からの出題です。 

判例の概略 

⇒「組合からの脱退の自由を拘束することは、公序良俗に違反して無効」とするという

のが内容です。 

 

 

□ 労働組合による企業施設の利用は、とりわけ我が国の企業別労働組合にとっては必要

性が大きいものであり、使用者は、労使関係における互譲の精神に基づき、労働組合

又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を、特段の事情がない

限り、受忍する義務を負うとするのが、最高裁判所の判例である。 

（× H24 ★★） 

⇒「受忍する義務を負う理由はないとするのが」 

解説≫ 

昭和 54年の判例「国鉄札幌運転区事件」からの出題です。 

例えば、労働組合が、会議を開催するにあたり、会社の会議室を使用する際に、使用者

は、会議室を労働組合に貸す義務を負うのかどうかとうい論点ですが、義務は負わない

とするのが判例の内容です。 

 

受忍とは、「損害や迷惑を我慢する。」という意味です。 
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□ 労働組合に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうかは、言論の内容、

発表の手段、方法、発表の時期、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを

総合して判断し、当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え、組合の組織、運営に影

響を及ぼすような場合は支配介入となるとするのが、最高裁判所の判例である。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

昭和 57年の判例「プリマハム事件」からの出題です。 

「威嚇的効果を与え…」と言うような表現から推測できるように支配介入に当たるとす

るのが判例の内容です。 

POINT≫【不当労働行為とは】 

労働組合活動に対する使用者の妨害行為や経理上の援助等 

①不利益取扱い 

⇒労働者が、下記に該当すること場合に、解雇その他の不利益な取扱いをすること 

・労働組合の組合員であること 

・労働組合に加入し、又は結成しようとしたこと 

②黄犬契約（イエロードッグ契約） 

⇒労働者が、労働組合に加入しないこと、又は脱退することを雇用条件とすること 

③団体交渉拒否 

⇒労働者の代表者と団体交渉することを正当な理由なしに拒否すること 

④支配介入 

⇒労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又は介入すること 

⑤経費援助 

⇒労働組合に対して経理上の援助をすること 

 

使用者が不当労働行為を行った場合は、労働委員会に対して申立てを行う流れになり

ます。 

申し立てを受けた労働委員会は、 

「審査の計画」⇒「証拠調べ」⇒「救済命令等」⇒「和解」という流れになります。 
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□ 労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに

準ずる収入によって生活する者をいう 

（○ H23 ★） 

解説≫ 

労働基準法 9条の労働者の定義は 

⇒労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払わ

れる者 

 

労働組合における労働者には、 

⇒「これに準ずる収入」とは、例えば雇用保険法の基本手当であり、失業者も含まれま

す。 

 

 

□ 一の工場事業場に複数の労働組合がある場合においては、使用者は、当該工場事業場

の労働者の過半数で組織する労働組合とのみ誠実に団体交渉を行う義務を負う。 

（× H23 ★） 

⇒「はもとより、他の複数の労働組合に対しても」 

 

 

□ 使用者は、その雇用する労働者が加入している労働組合であっても、当該企業の外部

を拠点に組織されている労働組合（いわゆる地域合同労組など）とは、団体交渉を行

う義務を負うことはない。 

（× H23 ★） 

⇒「団体交渉を行う義務を負う。」 
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□ 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、と労

働組合法に規定されている。 

（○ H18 ★） 

解説≫ 

その他の論点として、 

労働協約の有効期間は、3年を超えることはできません。 

3年を超える有効期間を定めた労働協約は、3年の有効期間の定めをした労働協約とみな

されます。 

有効期間の定めのない労働協約は、当事者の一方が、署名又は記名押印した文書により

相手方に予告、解約することができます。 

予告する場合は、解約する日の少なくとも 90日前にする必要があります。 

 

 

□ 労働協約は、書面に作成されていない場合であっても、その内容について締結当事者

間に争いがない場合には、労働組合法第 16条に定めるいわゆる規範的効力が生ずる。 

（× H23 ★） 

⇒「生じない。」 

解説≫ 

労働協約の規範的効力は、 

「書面作成＋両当事者の署名又は記名押印」が要件になるので誤りです。 
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□ 労働協約は、それを締結した労働組合の組合員の労働契約を規律するものであり、当

該労働組合に加入していない労働者の労働契約を規律する効力をもつことはあり得

ない。 

（× H23 ★） 

⇒「あり得る。」 

解説≫ 

労働協約は、当該労働組合に加入していない労働者の労働契約を規律する効力を持つこ

とがあるので誤りになります。 

「労働協約の一般的拘束力」として 

⇒ 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。 
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労働契約法 

 

【法 1条】（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。 

 

□ 労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる

者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

労働契約法における労働者の定義は、労働基準法 9 条の労働者の定義を基本的に同じで

す。 

 

 

□ 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更

すべきものとされている。 

（○ H25 ★） 

 

 

□ 使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業

務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なう

ことがないよう注意する義務を負うとするのが、最高裁判所の判例である。 

（○ H25 ★） 

解説≫ 

平成 12年最高裁判所の判例「電通事件」からの出題です。 
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□ いわゆる採用内定の制度の実態は多様であるため、採用内定の法的性質について一義

的に論断することは困難というべきであり、採用内定の法的性質を判断するに当たっ

ては、当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要

があるとするのが、最高裁判所の判例である。 

（○ H25 ★★） 

解説≫ 

昭和 54年の判例「大日本印刷事件」からの出題です。 

 

採用内定の法的性格は「始期付・解約権留保付労働契約」といわれています。 

前提として、正式な採用内定は 

⇒労働契約の締結予約などではなく、内定の時点で内定者と企業の間に労働契約が成立

するということになります。 

 

ただし、労働契約が成立しているといっても、実際に就労するのは通常、４月からにな

るので、「始期」が付いています。 

また、学校を卒業できなかった場合等に内定を取り消すことがある旨を内定通知で示さ

れるケースがありますが、このように内定を取り消す権利（労働契約の「解約権」）を留

保しているので、「解約権留保」付ということになります。 

 

 

□ 労働契約法第 20 条に定める、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

における「不合理性」は、有期契約労働者と無期契約労働者との間の労働条件の相違

について、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、本肢において

「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、個々の労働条件ごとに判断されるものであり、とりわけ、通勤手当、食堂の利

用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内

容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限り合理的とは

認められないと解される。 

（○ H25 ★★） 

解説≫ 

平成 24年 8月 10日基発第 810002号の通達からの問題です。 

論点としては、パート労働者と正社員との労働条件の不合理性（つまり差別）に関して 

の問題です。 

●通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは 

⇒｢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特段の理由がない限り合

理的とは認められない｣ということです。 
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□ 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つ労働する

ことができるよう、必要な配慮をするものとされている。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

労働契約法 5条の労働者への安全配慮義務の条文そのものです。 

 

 

□ 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

うことによって成立するものとされており、当事者の合意、認識等の主観的事情は、

労働契約の成否に影響を与えない。 

（× H24 ★） 

⇒「労働契約の成否に影響を与える。」 

解説≫ 

労働契約法 6条の労働契約成立の合意原則からの出題です。 

労働契約は、当事者の合意により成立するというのは、契約の一般原則と同じ考え方で

す。 

 

 

□ 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変更するこ

とができるとされている。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

契約の変更に関しても、一般原則と同様、当事者の合意が必要になります。 
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□ 使用者が労働者を懲戒することができる場合においても、当該懲戒が、その権利を濫

用したものとして、無効とされることがある。 

（○ H24 ★） 

解説≫ 

労働契約法 15条において 

「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る

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、その権利を濫用したものとして、当該懲

戒は、無効とする。」と規定されています。 

 

 

□ 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、

又は変更すべきものである。 

（○ H22 ★） 

POINT≫【労働契約の 5原則】法 3条 

①労使対等の原則 

⇒労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変

更すべきものとする。 

②均衡考慮の原則（設問のケース） 

⇒労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、

又は変更すべきものとする。 

③仕事と生活の調和への配慮の原則 

⇒労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更

すべきものとする。 

④信義誠実の原則 

⇒労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、審議に従い誠実に、権利を行使

し、及び義務を履行しなければならない。 

⑤権利乱用の原則 

⇒労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使にあたっては、それを濫用するこ

とがあってはならない。 

 

 

□ 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、

又は変更すべきものとされている。 

（○ H23 ★） 
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□ 平成 20 年 3 月 1 日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則が第 3

条に規定されているが、同条第 3 項において、「労働契約は、労働者及び使用者が仕

事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」とされている。 

（○ H21 ★） 

 

 

□ 労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含め、労働契約の内

容については、できるだけ書面により確認するものとされている。 

（○ H23 ★★） 

解説≫ 

労働基準法 15条の労働条件の明示事項に「書面の交付により明示しなけれならない。」

とあります。 

労基法から類推すると 

設問の中に、「できるだけ書面で」とあるので誤りの肢のように思われますが、 

労働契約法 4条の「労働契約の内容の理解と促進」に 

・使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を

深めるようにすること 

・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こと 

と規定されています。 

 

 

□ 使用者は、労働契約に伴い、労働者及びその家族がその生命、身体等の安全を確保し

つつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならない。 

（× H22 ★） 

⇒「労働者が」 

⇒「必要な配慮をするものとする。」 

 

 

□ 使用者は、労働者との合意がなければ労働者の不利益に労働条件を変更することはで

きないが、事業場の労働者の過半数を代表する労働組合の意見を聴いて就業規則を変

更する場合には、労働条件を労働者の不利益に変更することができる。 

（× H22 ★） 

⇒後半のような規定はないので誤り。 

解説≫ 

前半の論点は正しい。 
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□ 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則

を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働

条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況

その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約

の内容である労働条件は、労働契約法第 10 条ただし書に該当する場合を除き、当該

変更後の就業規則に定めるところによるものとされている。 

（○ H23 ★） 

POINT≫【労働契約（就業規則）の内容の変更】 

●合意原則（法 8条） 

⇒労働者及び使用者の合意があれば、労働条件を変更することは可能 

●就業規則の変更による労働条件の変更（法 9条、10条） 

（原則） 

就業規則の変更による労働者の不利益になる労働条件を変更することはできない。 

（例外） 

変更後の就業規則を周知させ、かつ、就業規則の変更が合理的な場合には可能 

 

POINT≫【合理的な場合とは】 

①労働者の受ける不利益の程度 

②労働条件の変更の必要性 

③変更後の就業規則の内容の相当性 

⇒不利益に関する代償措置の有無、程度や社会全体における状況 

④労働組合等との交渉の状況 

⑤その他就業規則の変更に係わる事情 

 

解説≫ 

個々の労働者との労働条件の変更と就業規則の不利益変更の場合は、考え方が異なりま

す。 

●個々の労働者との労働条件の変更 

⇒労働者と使用者との合意 

●就業規則の不利益変更 

⇒「周知」＋「合理的」という 2つの要件が必要 
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□ 使用者が社内の多数労働組合の同意を得て就業規則を変更し、55 歳以降の賃金を 54

歳時よりも引き下げつつ、定年年齢を引き上げた事案について、本件就業規則の変更

は、多数労働組合との交渉、合意を経て労働協約を締結した上で行われたものである

から、変更後の就業規則の内容は、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の

必要性等にかかわらず、労使間の利益調整がされた結果として合理的なものとみなす

ことができるとするのが最高裁判所の判例である。 

（× H25 ★） 

⇒「労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業

規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合

等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会

における一般的状況等を総合考慮して」 

解説≫ 

平成 9年第四銀行事件からの問題です。 

就業規則の変更によって 

●労働者が被る不利益の程度 

●使用者側の変更の必要性の内容・程度 

●変更後の就業規則の内容自体の相当性 

●代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の

労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況 

等を総合考慮して判断すべきとするのが最高裁判所の判例になります。 

 

 

□ 労働者に在籍出向を命じる場合において、使用者の当該命令は、当該労働者の個別の

同意を得た上で、当該出向が、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、権利を濫用したものと認められない態様で行われた場合のみ有効であ

るとされている。 

（× H23 ★） 

⇒「当該労働者の個別の同意を得た上で、」を削除すれば正しい。 

解説≫ 

在籍出向の場合、個別の労働者の同意は不要です。 
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□ 使用者は、期間の定めのある労働契約については、やむを得ない事由がある場合であ

っても、その契約が満了するまでの間においては、労働者を解雇することができない。 

（× H22 ★） 

⇒「その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができる。」 

【労働契約法 17条】（契約期間中の解雇等） 

①使用者は、期間の定めのある労働契約（以下この章において「有期労働契約」という。）

について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間

において、労働者を解雇することができない。 

②使用者は、有期労働契約について、その有期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、その有期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。 

 

 

□ 使用者は、期間の定めのある労働契約について、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とされている。 

（○ H23 ★） 

 

 

□ 労働契約法は、労働基準法と異なり、民法の特別法であるから、同居の親族のみを使

用する場合の労働契約についても適用される。 

（× H22 ★） 

⇒「適用されない。」 

解説≫ 

労働契約法は、労働基準法同様に、同居の親族のみを使用する場合には適用されません。 
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労働時間等設定改善法 

 

【法 1条】（目的） 

 この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定

改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的

な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、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、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民

経済の健全な発展に資することを目的とする。 

 

 

□ 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第 2 条において、「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。」と規定されている。 

（○ H19 ★） 

解説≫ 

労働時間等とは、「労働時間、休日、及び年次有給休暇その他の休暇」を指します。 

労働時間等設定改善法に関してのポイントは、 

・努力規定 

・整備改善の具体策として 

⇒労働時間等設定改善委員会の設置（任意） 

 

 

□ 平成 20 年 4 月 1 日から施行されている改正労働時間等の設定の改善に関する特別措

置法第 4条第 1項の規定に基づき、厚生労働大臣は事業主等に対して、労働時間等の

設定の改善に関し、適切に対処するために必要な事項について改善命令を発すること

ができるようになった。 

（× H21 ★） 

⇒「平成 18年 4月 1日」 

⇒「事業主等の責務に関し、労働時間等設定改善指針を定めるものとする。」 
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個別労働紛争解決促進法 

 

【法 1条】（目的） 

この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主

との間の紛争（労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主と

の間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。）について、あっせんの制度を設

けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。 

 

 

□ 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律は、労働契約の存否その他の労働関係に

関する事項についての個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争につ

いて、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある

場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、審判による解決を図ることを目

的とする。 

（× H18 ★） 

⇒「労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛

争（労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争

を含む。以下『個別労働関係紛争』という。）について、あっせんの制度を設けること等

により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。」 

解説≫ 

個別労働関係紛争解決促進法第 1条の目的条文を、労働審判法第 1条の目的条文（要

約）との入れ替え問題です。 

 

【労働審判法第 1条】（目的） 

この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者

と事業主との間に生じた民事に関する紛争（以下「個別労働関係民事紛争」 という。）

に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者

で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決

の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判（個別

労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえ つつ事案の実情に即した解

決をするために必要な審判をいう。以下同じ。）を行う手続（以下「労働審判手続」と

いう。）を設けることにより、紛争の実情に即 した迅速、適正かつ実効的な解決を図

ることを目的とする。 
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□ 個別労働紛争法においては、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の

労働者と事業主との間の紛争（以下「個別労働関係紛争」という。）について、当該

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含む。）の

当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合で、都道府県労働局長が当該

個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、同法に基づいて設置さ

れた紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとしている。 

（× H16 ★） 

⇒「紛争を除く。」 
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男女雇用機会均等法 

 

【法 1条】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つ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。 

 

□ 職場においてセクシュアルハラスメントが行われることがないように、均等法第 11

条は雇用管理上必要な措置を講ずることを、罰則を付して事業主に義務づけている。 

（× H17 ★） 

⇒「罰則を付して」を削除すれば正しい。 

 

 

□ 男女雇用機会均等法は、男女の労働者を対象とした職場におけるセクシュアルハラス

メントの防止のため、当該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

制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを、事業主に義務づけている。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 「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」によれば、職場におけるセクシュアルハラスメントの対象となる

労働者とは、いわゆる正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわ

ゆる非正規労働者を含む事業主が雇用する労働者のすべてをいうとされている。 

（○ H20 ★） 
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□「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」によれば、対価型セクシュアルハラスメントとは、職場において行わ

れる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、

降格、減給等の不利益を受けることであるとされている。 

（○ H20 ★） 

POINT≫【環境型セクシャルハラスメント】 

⇒職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快

なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等労働者が就業するうえで看

過できない程度の支障が生じること 

 

 

□ 事業主は、男女雇用機会均等法第 12 条の規定により、その雇用する女性労働者が母

子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保する

ことができるようにしなければならないとされ、男女雇用機会均等法第 13 条の規定

により、当該保健指導又は当該健康診査に基づく指導事項を守ることができるように

するため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならないとされ

ている。 

（○ H20 ★） 
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育児・介護休業法 

 

【法 1条】（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。 

 

 

解説≫ 

目的条文にあるように、「休業」と「休暇」の 2つがあります。 

休業、休暇ともに、労働義務がある日に会社がその労働義務を免除してくれます。 

違いは、免除してくれる期間になりますが、 

育児介護休業法では、 

休業に関しては、原則、1年、93日間 

休暇に関しては、原則、5労働日 

という括りがあります。 

 

POINT≫【沿革】 

●平成 3年「育児休業等に関する法律」制定、平成 4年 4月施行 

●平成 11年 4月「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（育児介護休業法）」施行 

 

□ 育児・介護休業法に基づき、育児又は家族介護を行う労働者に関して、転勤を命ずる

場合には、当該労働者の同意を得る必要がある。 

（× H16 ★） 

⇒「当該労働者の同意を得る必要はない。」 
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□ 産前産後の休業期間中の賃金については、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の規定により、賃金の 3分の 2に相当する額が保障さ

れているが、勤務時間の短縮、育児時間及び生理休暇における賃金保障に関しては、

法律上明文の規定がない。 

（× H20 ★） 

⇒前半の規定はないので誤りです。 

解説≫ 

後半の論点は正しい。 
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次世代育成支援対策推進法 

 

【法 1条】（目的） 

この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境

の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共

団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公

共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要

な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次

代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを

目的とする。 

 

 

□ 次世代法第 3 条には、次世代法の基本理念として、「母が子育てについての第一義的

責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義につ

いての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われ

なければならない。」と規定されている。 

（× H19 ★） 

⇒「父母その他の保護者が」 

 

 

□ 次世代支援法の基本理念は、第 3条において「次世代育成支援対策は、父母その他の

保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その

他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜び

が実感されるように配慮して行われなければならない。」とされ、事業主の責務とし

て、第 5条において「事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多

様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう

にするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実

施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力

しなければならない。」とされている。 

（○ H16 ★） 
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□ 次世代法第 5 条において、事業主の責務が定められているが、それによると、「事業

主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他

の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環

境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、

国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。」と規

定されている。 

（○ H19 ★） 

 

 

□ 次世代法第 7条第 1項の規定において、都道府県が策定する都道府県行動計画におい

ては、職業生活と家庭生活との両立の推進のために、男性を含めたすべての人が、仕

事時間と生活時間のバランスがとれる多様な働き方を選択できるようにすべきとし

ており、また、一般事業主行動計画においては、働き方の見直しに資する多様な労働

条件を整備する中で、例えば、所定外労働時間の削減を図るために、「ノー残業デー」

や「ノー残業ウィーク」の導入・拡充、フレックスタイム制や変形労働時間の活用な

ど具体的な対策を計画期間中に導入することを義務付けている。 

（× H19 ★★） 

⇒｢義務付けてはいない。｣ 

解説≫ 

法第 7条第 1項では、「行動計画策定指針」を定めることになっていますが、具体的な対

策を計画期間中に導入することまでは義務付けていません。 
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□次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）

であって、常時雇用する労働者の数が 300 人以上のものは、一般事業主行動計画の策定

が義務付けられており、300 人未満のものは一般事業主行動計画の策定が努力義務とな

っている。 

また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施内容と実施時

期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が 300 人以上の一般事業主が、

一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を届け出ない場合には、反則金が課

される。 

（× H19 ★） 

⇒「100人を超えるものは」 

⇒「100人以下のものは」 

⇒「100人を超える一般事業主が」 

⇒「厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出をすべきこ

とを勧告することができる。」 

POINT≫【一般事業主行動計画の策定】 

常時雇用労働者が 100人を超える 常時雇用労働者が 100人以下 

義務規定 努力規定 

届出又は公表しない場合 

⇒厚生労働大臣は、当該一般事業主に対

し、相当の期間を定めて当該届出又は公表

をすべきことを勧告することができる。 

なし 

 

 

 

□ 次世代育成支援対策推進法は平成 15年 7月 16日に公布され、平成 19年 4月 1日か

ら施行されている。 

（× H19 ★） 

⇒「平成 15年 8月 22日及び平成 17年 4月 1日から」 
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パートタイム労働法 

 

【法 1条】（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。 

 

解説≫ 

●沿革：平成 5年 12月施行 

●短時間労働者の定義 

⇒「1 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 1 週間の所定労

働時間に比し短い労働者」をいいます。 

●目的条文の短時間労働者に対する 4つの措置 

・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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



労務管理その他の労働に関する一般常識 2014 

 

Copyright (C) 2013 みんなの社労士合格塾. All Rights Reserved. 30 

 

□ パートタイム労働法第 8条第 1項によれば、事業主は、業務の内容及び当該業務に伴

う責任の程度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であっ

て、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、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、差別的取扱いが禁止されている。 

（○ H20 ★） 

POINT≫【差別的取扱いの禁止】 

 職務内容同一短時間労働者 左記以外の短時間労働者 

賃金 努力 努力 

教育訓練 実施義務 努力 

福利厚生 配慮 

 

解説≫パート労働法に関しては、「職務内容同一短時間労働者」と「それ以外の短時間労

働者」によって差別的取り扱いの対応が相違します。 

 

 

□ パートタイム労働法第 9条第 2項によれば、賃金について、事業主は、雇用する短時

間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等が、通常の労働者と同視

すべき場合には、賃金（通勤手当及び退職手当を除く。）を通常の労働者と同一の方

法により決定しなければならないと定められている。 

（× H20 ★） 

⇒「決定するように努めるものとする。」 
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□ パートタイム労働法第 12 条第 1 項によれば、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、同項第 1号から第 3号までに定め

られた措置のうちいずれかの措置を講じなければならないこととなったが、第 1号に

おいては、「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」と定めら

れている。 

（○ H20 ★） 

POINT≫【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、その雇用する短時間労働者について

下記の措置を講じなければならない。（義務） 

①通常の労働者の募集を行う場合 

⇒事業の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係わる事項を雇用する短時間労働者

に周知すること 

②通常の労働者の配置を新たに行う場合 

⇒配置の希望を申し出る機会を雇用する短時間労働者に対して与えること 

③一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るための措置を講じること 

 

 

□ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び同法施行規則により、短時間労働

者を、常時 10 人以上雇い入れた事業主は、短時間雇用管理者を選任するよう努める

ものとされている。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

頻出問題です。 

常時 10人・短時間雇用管理者・努力規定の 3点を押さえてください。 
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最低賃金法 

 

【法 1条】（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、もって、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。 

 

 

□ 最低賃金法第 3条において、「最低賃金額（最低賃金において定める賃金の額をいう。）

は、時間又は日によって定めるものとする。」と定められている。 

（× H21 ★） 

⇒「時間によって」 

解説≫ 

最低賃金法において定める賃金の額は、時間によって定めるものと規定されています。 

 

 

□ 最低賃金法第 8 条において、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定

めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又

はその他の方法で、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。」と周

知が義務化されており、法第 41 条第 1 号において、最低賃金法第 8 条に違反した者

（地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。）に対する

罰則が定められている。 

（○ H21 ★） 

解説≫ 

上記法 8条に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。 
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□ 最低賃金法第 9 条第 2 項において、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計

費及び賃金並びに企業収益を考慮して定められなければならない。」とされ、同条第

3 項において、「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な

最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮する

ものとする。」と定められている。 

（× H21 ★） 

⇒「通常の事業の賃金支払能力」 

解説≫ 

地域別最低賃金の 3つキーワード 

・生計費 

・賃金 

・通常の事業の賃金支払い能力 

を押さえていれば、設問の 2行を確認しただけで正誤が明確になる問題です。 

本試験では 3行目以降は、読む必要のない問題です。 

【法 9条】（地域別最低賃金の原則） 

①賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金（一

定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。）は、あまねく全国各地域について決定さ

れなければならない。 

②地域別最低賃金は、地域における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定められなければならない。 

③前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度

の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとす

る。 
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□ 労働者派遣法第 44条第 1項に規定する派遣中の労働者については、平成 21年 4月 1

日以降に派遣する場合、最低賃金法第 13 条の規定により、当該派遣元の事業の事業

場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用される。 

（× H21 ★） 

⇒「平成 20年 7月 1日以降」 

⇒「当該派遣先の事業の事業場の所在地」 

 

 

□ 最低賃金法第 34 条において、監督機関に対する申告が規定されており、同条第 1 項

において「労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実

があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所

長に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。」と定められ、

同条第 2項において「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、

解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と定められ、最低賃金法第 39条にお

いて、最低賃金法第 34条第 2項の規定に違反した者に対する罰則が定められている。 

（× H21 ★） 

⇒「労働基準監督官」 

解説≫ 

「使用者は、当該申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取

扱いをしてはならない。」に関する罰則 

⇒6月以下の懲役又は 30万円以下の罰金に処せられます。 
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賃金支払確保法 

 

【法 1条】（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

に至っ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

ることが困難となっ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、もって労働者の生活の安定に資することを目的とする。 

 

□ 事業主は、賃金の支払の確保等に関する法律第 5条の規定に基づき、退職手当の全額

について保全措置を講じなければならない。 

（× H17 ★） 

⇒「保全措置を講じるように努めなければならない。」 

POINT≫【貯蓄金と退職手当】 

●貯蓄金の保全措置 

⇒義務規定 

●退職手当の保全措置 

⇒努力規定 
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中小企業退職金共済法 

 

【法 1条】（目的） 

 この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、そ

の拠出による退職金共済制度を確立し、もってこれらの従業員の福祉の増進と中小企業

の振興に寄与すること等を目的とする。 

 

 

□ 中小企業退職金共済制度においては、掛金は、被共済者である労働者の負担はなく、

共済契約者である事業主が負担する。一方、中退共制度により退職金が支給される場

合は、被共済者である労働者が退職したときは本人（退職が死亡によるものであると

きは、その遺族）に支給され、共済契約者である事業主に支給されることはない。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

実務では、「中退共」と言われています。 

中小企業の場合、退職金制度を会社独自で運用するのは難しい面もあるので、このよう

な制度があります。 

ポイントは 

・掛金は、事業主がすべて負担。 

・原則、すべての従業員が加入。 

（使用者の好き嫌いで加入する人・しない人の判断はできません。） 

・退職等した場合は、直接本人に退職金が支給。 

（実務では、気に入らない従業員が退職した場合も、直接従業員本人に退職金が支給さ

れるのを嫌がる使用者もいます。） 
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□ 中小企業退職金共済制度においては、掛金月額は被共済者 1 人につき、5 千円以上 3

万円以下と中小企業退職金共済法施行規則第 4条第 2項に定められている。また、掛

金月額を増額変更することはいつでもできるが、減額変更することはできない。 

（× H17 ★★） 

⇒「中小企業退職金共済法」 

⇒「減額変更することはできる。」 

POINT≫【掛金月額等】 

●掛金月額 

⇒被共済者 1人につき、5千円以上 3万円以下 

⇒原則、翌月末日に納付 

●共済契約者からの掛金月額の減少の申込み 

⇒「被共済者の同意を得たとき」及び「掛金の納付を継続することが著しく困難である

と厚生労働大臣が認めたとき」に可能 

 

 

□ 新しく中小企業退職金共済制度に加入する事業主には、掛金月額の 2分の 1を、加入

月から 2年間、国が助成する。 

（× H17 ★） 

⇒「共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して、4月を経過する月から 15月を

経過する月までの 1年間」 
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雇用対策法 

 

【法 1条】（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、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じ

て、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の

発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。 

 

□ 雇用対策法では、事業主は労働者の募集及び採用について、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、と義務を課している。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 平成 19 年に雇用対策法が改正され、事業主が労働者の募集及び採用をするに当たっ

て、雇用対策法施行規則第 1条の 3第 1項各号に掲げられている場合を除き、「45歳

未満の者に限る」とすることはできないが、「45歳以上の者に限る」とすることは差

しつかえないこととなった。 

（× H20 ★） 

⇒｢もできない。｣ 

解説≫ 

事業主は、原則、「労働者の募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。」としています。 
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□ 青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針において、事

業主は、青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験につい

て、過去の就業形態や離職状況等にとらわれることなく、人物本位による正当な評価

を行うために、一定の措置を講ずるよう努めることと定められており、また、いわゆ

るフリーター等についても、その有する適性や能力等を正当に評価するとともに、応

募時点における職業経験のみならず、ボランティア活動の実績等を考慮するなど、そ

の将来性も含めて長期的な視点に立って判断することが望ましい、と定められている。 

（○ H20 ★） 

解説≫ 

事業主が青少年の募集及び採用に当たって講ずべき措置に関しては、努力規定になりま

す。 

 

 

□ 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針によ

れば、事業主は、外国人労働者を常時 10 人以上雇用するときは、人事課長等を外国

人労働者の雇用労務に関する責任者として選任するものとされている。 

（○ H17 ★） 

 

 

□ 平成 19 年に雇用対策法が改正され、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又は

その雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その

者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働

大臣に届け出るよう努めなければならないこととされた。 

（× H20 ★） 

⇒「届出なければならない。」 

解説≫ 

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合 

⇒その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、

当該事項を厚生労働大臣に届け出なりません。（義務） 
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職業安定法 

 

【法 1条】（目的） 

この法律は、雇用対策法と相まって、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に果たすへ

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。 

 

 

□ 公共職業安定所が行う職業紹介は、求職者及び求人者に対して、例外なく無料で行わ

れるものである。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

職業安定法において、 

⇒「公共職業安定所は、職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を達成す

るために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関とする。」と規定されています。 

 

 

□ 平成 17 年の職業安定法の改正により、公共職業安定所は学校と連携、協力して、学

生若しくは生徒のみならず学校卒業者についても、積極的に職業紹介や職業指導を行

うとともに、求人開拓を行い、彼らの能力に適合した職業のあっせんを行わなければ

ならない、と規定された。 

（× H17 ★） 

⇒「平成 11年」 

⇒「するようの努めなければならない、と規定された。」 

解説≫ 

職業安定法 26条に、 

「公共職業安定所は、学校教育法第 1 条に規定する学校の学生若しくは生徒又は学校を

卒業した者の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職

業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡

により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を

開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあっせんするよう努めなければならな

い。」と規定されています。 
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□ 料理店業、飲食店業、旅館業、貸金業を行う者も、職業紹介事業を行うことができる

こととなった。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

法改正により、上記の業種も解禁になっています。 

 

 

□ 都道府県、市町村などの地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内の住民の福祉の

増進など当該地方公共団体の施策に関する業務に附帯する業務として、厚生労働大臣

に届け出ることで無料職業紹介事業を行うことができることとなった。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

地方公共団体の行う無料職業紹介事業 

⇒厚生労働大臣に届け出ることが要件になります。 

 

 

□ 労働組合は、厚生労働大臣の許可を受ければ、無料の職業紹介事業を行うことができ

る。 

（○ H16 ★） 
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労働者派遣法 

 

【法 1条】（目的） 

この法律は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣

事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、

もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。 

 

 

POINT≫【2012年の法改正】 

●法律名の変更 

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律」 

⇒「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」 

●目的条文 

就業に関する条件の整備等⇒保護等 

 

□ 紹介予定派遣は、労働者派遣のうち、労働者派遣事業と職業紹介事業の双方の許可を

受け又は届出をした者が、派遣労働者と派遣先との間で、雇用関係の成立のために職

業紹介を行い、又は行うことを予定してするものである。この場合、同一の派遣労働

者についての派遣受入期間は 3か月を超えてはならない、と派遣法で定められている。 

（× H16 ★） 

⇒「6箇月」 

解説≫ 

紹介予定派遣を受け入れる期間については、 

⇒「労働者派遣法」ではなく、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」において、「派遣

先は、紹介予定派遣を受け入れるに当たっては、6 箇月を超えて、同一の派遣労働者を

受け入れないこと」と規定されています。 
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□ 労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為である派遣就業前の

事前面接や履歴書の送付等はしないように努めなければならないが、紹介予定派遣の

場合には、派遣労働者を特定することを目的とする行為は可能である。 

（○ H16 ★） 

解説≫ 

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、 

⇒「労働者派遣契約の締結に際し、紹介予定派遣を除き、当該労働者派遣契約に基づく

労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為（事前面接・履歴書送付

等）をしないように努めなければならない。」と規定されています。 

 

 

□ 派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者

以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働

者にその旨を明示することで足りる。 

（× H16 ★） 

⇒「明示し同意を得なければならない。」 

 

 

□ 派遣元事業主が、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者との間で、その者が

当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨

の契約を締結することは、何ら問題がない。 

（× H16 ★） 

⇒「禁止されている。」 

解説≫ 

「派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろう

とする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主と

の雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。」と規定され

ています。 
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□ 物の製造の業務への労働者派遣が平成 16 年 3 月 1 日からできるようになった。派遣

期間の上限は当面 1年であるが、派遣法の改正法の施行 3年後の平成 19年 3月 1日

からは上限が撤廃され、期間制限が無くなった。 

（× H16 ★） 

⇒「派遣期間の上限が 3年となった。」 

POINT≫【物の製造の業務への派遣】 

・平成 16年 3月 1日から可能に。 

ただし、当面の間、派遣期間の上限は、特定製造業務については 1年。 

・平成 19年 3月 1日からは、原則通り、3年。 

 

 

□ 労働者派遣法施行規則が平成 20 年 2 月に改正されたことにより、派遣先管理台帳の

記載事項に、派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地

その他派遣就業をした場所が追加されるとともに、派遣就業をした場所、従事した業

務の種類が、派遣先から派遣元事業主に対する通知事項に追加されることとなった。

ただし、労働者派遣の期間が 1日を超えない場合には、派遣先管理台帳の作成は不要

とされている。 

（× H20 ★） 

⇒「必要とされている。」 

解説≫ 

派遣労働者数＋派遣先の事業所等に雇用される労働者の数≦5人 

⇒派遣先管理台帳の作成及び記載は不要になります。 
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□ 厚生労働省では、日雇派遣について、労働者派遣法等の法令違反が少なからずみられ

ることや、派遣労働者の雇用が不安定であることなどの問題があり、緊急の取組が必

要となっていることから、平成 20 年 2 月に労働者派遣法施行規則を改正するととも

に、指針を公布し、これを期に、違法派遣を一掃するための取組を強化する「緊急違

法派遣一掃プラン」を実施することとし、違法派遣や偽装請負の一掃に向けて努力を

行うこととした。 

（○ H20 ★★） 

解説≫ 

「緊急違法派遣一掃プランの実施について」 

⇒「日雇派遣については、労働者派遣法等の法令違反が少なからずみられること、派遣

労働者の雇用が不安定であることなどの問題があり、緊急の取組が必要となっている。

このため、違法派遣を一掃するための取組を強化する「緊急違法派遣一掃プラン」を早

急に実施することとした。今後、プランの実施を通じ、労働者派遣制度の周知啓発や的

確な指導監督を行い、違法派遣・偽装請負の一掃に向けて努力していく所存」とされて

います。 

 

 

□ 指針によれば、派遣元事業主は、モデル就業条件明示書（日雇派遣・携帯メール用）

の活用等により、日雇派遣労働者に対し労働者派遣法第 34 条に規定する就業条件等

の明示を確実に行うこととされている。 

（○ H20 ★） 

 

 

□ 指針によれば、派遣元事業主は、その雇用する日雇派遣労働者の就業の状況等を踏ま

え、労働保険及び社会保険に係る手続を適切に進め、被保険者である旨の行政機関へ

の届出（労働者派遣法施行規則第 27 条の 2 第 1 項各号に掲げる書類の届出をいう。）

が必要とされる場合には、当該届出を行ってから労働者派遣を行うこととされている

が、当該届出が必要となる日雇派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、

当該労働者派遣の開始後速やかに当該届出を行うときは、この限りではないとされて

いる。 

（○ H20 ★） 
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高年齢者雇用安定法 

 

【法 1条】（目的） 

この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の

確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就

業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の

増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

□ 高齢法第 2 条第 1 項において、「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上の

者をいう、とされ、当該厚生労働省令で定める年齢は 60歳と定められている。 

（× H19 ★） 

⇒「55歳と定められている。」 

POINT≫【高年齢者・高年齢者等の定義】 

●高年齢者 

⇒55歳以上 

●高年齢者等⇒ 

①高年齢者 

②中高年齢者（45歳以上の者）である求職者（①、③を除く。） 

③中高年齢失業者等（45 歳以上 65 歳未満の失業者その他就職が特に困難な省令で定め

る失業者）（①を除く。） 

 

 

□ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、事業主が定年の定めをする場合には、

当該定年は 60 歳を下回ることができないと規定しているが、高年齢者が従事するこ

とが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務についてはこの

限りでないとも規定している。この厚生労働省令で定める業務は、現在のところ鉱業

法第 4条に規定する事業における坑内作業の業務のみである。 

（○ H17 ★） 

POINT≫【定年を定める場合の年齢】 

（原則）事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合 

⇒当該定年は、60歳を下回ることができない。 

（例外）厚生労働省令で定める業務（坑内作業の業務）に従事している労働者について

は 

⇒60歳を下回る定年の定めをすることができる。 
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□ 平成 16 年に改正された「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における、事業

主の高年齢者雇用確保措置を講ずる義務に関する規定は、同年 12 月 1 日から施行さ

れている。 

（× H17 ★） 

⇒「平成 18年 4月 1日」 

 

 

□ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律は、事業主が労働者の募集及び採用をする場

合に、やむを得ない理由により一定の年齢（65歳以下のものに限る。）を下回ること

を条件とするときは、求職者に対して厚生労働省令で定める方法により、当該理由を

示さなければならない、としている。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の

年齢（65歳以下のものに限る。）を下回ることを条件とする場合 

⇒「求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならな

い」と規定されています。 

 

 

□ 平成 16 年に高齢法が改正され、事業主は、労働者の募集及び採用をする場合におい

て、一定の年齢（65歳以下のものに限る。）を下回ることを条件とすることは、いか

なる場合もできなくなった。 

（× H19 ★） 

⇒「求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならな

いと規定されている。」 
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障害者雇用促進法 

 

【法 1条】（目的） 

この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用職務等に基づく雇用の促進等のための

措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこ

と等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講

じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。 
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□ 障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定めら

れている。 

① 身体障害者（重度身体障害者を除く。）、知的障害者（重度知的障害者を除く。）又は

精神障害者を短時間労働者（週所定労働時間が 20時間以上 30時間未満の労働者をいう。

以下②において同じ。）として 1人雇用した場合、0.5人分の雇用として算定すること。 

② 重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として 1人雇用した場合、1人分

の雇用として算定すること。 

③ 重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者（週所定労働時間が 30 時間以上の

労働者をいう。）として 1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。 

（○ H20 ★） 

POINT≫【障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方】 

① 身体障害者（重度身体障害者を除く。）、知的障害者（重度知的障害者を除く。）又は

精神障害者を短時間労働者（週所定労働時間が 20時間以上 30時間未満の労働者をいう。

以下②において同じ。）として 1人雇用した場合 

⇒0.5人分の雇用として算定。 

② 重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として 1人雇用した場合 

⇒1人分の雇用として算定。 

③ 重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者（週所定労働時間が 30 時間以上の

労働者をいう。）として 1人雇用した場合 

⇒2人分の雇用として算定。 

 

解説≫ 

精神障害者は、条文にも記載されていないように、事業主の雇用義務はありません。 

ただし、雇用した場合には、障害者 1人を雇用したものとして算定されます。 

・算定のポイント 

⇒「短時間労働者」とくれば、0.5人で算定。 

ただし 

⇒「重度」とくれば、「0.5であれば 1人」「1人であれば 2人」と倍数で算定されます。 
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□ 平成 19 年に障害者雇用促進法が改正され、同法第 4 条第 1 項各号に掲げる国の施策

として、「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るために必要な

施策を充実すること」が新たに追加された。 

（× H20 ★★） 

⇒「雇用対策法」 

解説≫ 

平成 19年に雇用対策法が改正 

⇒国の施策として、「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るために必要

な施策を充実すること」が新たに追加されました。 
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職業能力開発促進法 

 

【法 1条】（目的） 

この法律は、雇用対策法（昭和 41年法律第 132号）と相まって、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、もって、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。 

 

 

□ 職業能力開発促進法においては、労働者の職業生活設計に配慮した職業能力の開発・

向上の取組が求められているが、この「職業生活設計」とは、「労働者が、事業主と

ともにその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その

目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業

能力の開発及び向上のための取組その他の事項について事業主の指示に従って計画

することをいう。」と定められている。 

（× H21 ★） 

⇒「事業主とともに」「事業主の指示に従って」を「自ら」にすれば正しい。 

 

 

□ 職業能力開発促進法第 5 条によれば、厚生労働大臣は、職業能力の開発（職業訓練、

職業能力検定その他法の規定による職業能力の開発及び向上）に関する基本となる

「職業能力開発基本計画」を策定するものとされ、また、常時雇用する労働者の数が

300人を超える事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発に関する事業内職業能力

開発基本計画を作成しなければならない、とされている。 

（× H21 ★） 

⇒後半の規定はないため誤り。 

解説≫ 

厚生労働大臣 

⇒「職業能力開発基本計画」を策定することが必要になります。 
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□ 職業能力開発促進法第 10条の 3及び第 10条の 4の規定により、事業主は、雇用する

労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために、

当該労働者に、他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を 5年以

内ごとに 1回受けさせなければならない。 

（× H21 ★） 

⇒後半の規定はないため誤り。 

解説≫ 

事業主は、必要に応じ、所定の措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業

生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとされています。 

 

 

□ 技能検定制度は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家検定制度

であり、法に基づき、政令で定める職種ごとに行われ、金型製作、金属プレス加工、

パン製造、酒造、ウェブデザイン、キャリア・コンサルティングなどの職種がある。 

（○ H21 ★） 

 

 

□「平成 21 年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」（平成 21 年厚生労働省告示第

208号）によると、「ジョブ・カード制度」とは、①解雇やリストラにより離職を余儀な

くされ、自らの有する技術・技能をいかした再就職を目指す者に対し、②きめ細かなキ

ャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題の明確化や、企業実習と座学を組み

合わせた実践的な職業訓練（職業能力形成プログラム）の機会を提供し、③企業からの

評価結果や職務経歴等を「ジョブ・カード」として取りまとめて就職活動などに活用さ

せることにより、就業形態を問わず、まずは就職を実現することを目指す制度である、

としている。 

（× H21 ★） 

⇒「①フリーターや子育て終了後の女性、母子家庭の母等の職業能力形成機会に恵まれ

なかった者に対し」 

⇒「安定雇用への移行を促進する制度である、としている。」 
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その他の労働法規 

 

□ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律によれば、建設労働者を雇用して建設事業を

行う事業主は、建設労働者を雇用して建設事業を行う事業所ごとに、同法第 5条第 1

項各号に規定する事項（建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること等）のうち、

当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなけ

ればならないとされている。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

雇用管理責任者の選任は義務規定になります。 

 

 

□ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の適用を受ける事業主は、雇用する介護

労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管

理の改善を図るために、必要な措置を講じ、福祉の増進に努めるものとされている。 

（○ H17 ★） 

解説≫ 

「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」からの出題です。 

事業主は、その雇用する介護労働者について、 

⇒「労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図る

ために必要な措置を講ずることにより、その福祉の増進に努めるものとする。」と規定さ

れています。 

努力規定です。 
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□ 家内労働法及び同法施行規則によれば、委託者は家内労働者に仕事を委託するときは、

委託者の氏名、営業所の名称・所在地、工賃の単価、工賃の支払期日など工賃の支払

い方法その他の委託条件等を明らかにした文書を委託に係る物品の提供後すみやか

に交付しなければならないとされている。 

（× H17 ★） 

⇒「委託に係わる物品を提供するときまでに」 

解説≫ 

「家内労働法」からの出題です。 

委託者は、委託をするにあたっては 

⇒「家内労働者に対し、委託に係る物品を提供するときまでに家内労働手帳を交付しな

ければならない。」とされています。 

 

 

□ 就業規則で所定内労働時間が、午後 10 時から午前 5 時までと定められている企業に

おいては、午後 10時から午前 6時まで労働させた場合は、労働基準法第 37条の規定

により、使用者は 7時間分の深夜業の割増賃金を支払うのはもとより、所定内労働時

間を超えて労働させた 1時間分について、時間外割増賃金を支払わなければならない。 

（× H18 ★） 

⇒「支払う必要はない。」 

解説≫ 

「労働基準法 第 32条」からの出題です。 

設問の場合は、法定労働時間を越えていないので、所定内労働時間（7 時間）を超えて

労働させた 1時間分について、時間外割増賃金を支払う必要はありません。 

ただし、7時間分の深夜業の割増賃金を使用者が支払う必要はあります。 
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□ 退職金の原資管理は、現在では、社内積立によるによる退職給与引当金制度と社外積

立による適格退職年金制度と中小企業退職金共済制度のいずれかにより行われてい

る。 

⇒「社内積立による退職給与引当金制度と」を削除 

⇒「適格退職年金制度」を削除。 

⇒「において行われている。」 

解説≫ 

●「退職給与引当金制度」⇒平成 14年 8月に廃止。 

●「適格退職年金制度」⇒平成 24年 3月で廃止。 

 

現在では、社外積立による中小企業退職金共済制度その他において行われているので誤

りになります。 

 

 

 


