


１．労働条件の明示 法第15条

１．使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しな
　　ければなりません（「労働条件通知書」のモデル様式は64～65頁にあります）。
２．平成25年４月１日からは、労働契約の期間とともに「期間の定めのある労働契約を更新する
　　場合の基準」も、書面の交付による明示義務事項に追加されました(※)。
３．明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することが
　　できます。
４．上記３の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷す
　　る場合、使用者は必要な旅費等を負担しなければなりません。

（１）労働契約の期間

（２）就業の場所・従事する業務の内容
（３）始業・終業時刻、所定労働時間を超える
　　　労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交
　　　替制勤務をさせる場合は就業時転換に関
　　　する事項
（４）賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金
　　　の締切り・支払いの時期に関する事項
（５）退職に関する事項（解雇の事由を含む）

※パートタイム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」
　を文書の交付等により明示しなければなりません。
　（パートタイム労働法第６条）

書面の交付による明示事項

有期労働契約を更新する場合の基準も書面交付義務

（１）昇給に関する事項
（２）退職手当の定めが適用される労働者の
　　　範囲、退職手当の決定、計算・支払い
　　　の方法、支払いの時期に関する事項
（３）臨時に支払われる賃金、賞与などに関
　　　する事項
（４）労働者に負担させる食費、作業用品そ
　　　の他に関する事項
（５）安全・衛生に関する事項
（６）職業訓練に関する事項
（７）災害補償、業務外の傷病扶助に関する
　　　事項
（８）表彰、制裁に関する事項
（９）休職に関する事項

口頭の明示でもよい事項
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①　契約期間の明示　　　・期間の定めなし
）日　　月　　年　　～　日　　月　　年　　（ りあめ定の間期・　　　　　　　　　　　　

②　更新の基準の明示（平成２５年４月１日より追加）
(1) 更新の有無の明示 
　　・自動的に更新する　　
　　・更新する場合があり得る
　　・契約の更新はしない　　 など

※有期労働契約の更新をしないことが明らかな場合は、更新の基準の明示義務はありません。
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(2) 更新の基準の明示 
　　・契約期間満了時の業務量により判断する
　　・労働者の勤務成績、態度により判断する
　　・労働者の能力により判断する
　　・会社の経営状況により判断する
　　・従事している業務の進捗状況により判断する　など

具
体
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【特別条項付き協定】
　限度時間(※)を超えて労働時間を延長しなければならない｢特別の事情｣が生じた場合に限り、限度時間を超え
る一定の時間(特別延長時間)まで労働時間を延長することができる旨を協定で定めることができます。
　この協定は、あくまで時間外労働に関する例外的な取扱いですから、次の点に注意してください。
　①　｢特別の事情｣は、臨時的なものに限られること
　　　具体的には、一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として１年の半分
　　　を超えないことが見込まれるもので、できる限り詳細に協定すること。
　②　特別延長時間まで労働時間を延長できる回数を協定すること
　　　特別延長時間まで労働時間を延長できる回数は、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が１年
　　　の半分を超えないようにしてください。
　③　一定期間の途中で｢特別の事情｣が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を協議、
　　　通告、その他具体的に協定すること。

【平成22年４月１日から､限度時間を超える時間外労働の抑制を目的とする改正が施行されました｡】
　○特別条項付き協定を結ぶ際には、新たに、下記の④から⑥が必要になります。
　④　限度時間を超えて働かせる一定の期間(１日を超え３か月以内の期間、１年間)ごとに、割増賃金率を定め
　　　ること。
　⑤　①の率を法定割増賃金率(２割５分以上)を超える率とするよう努めること。
　⑥　そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること。

　ご不明の点などがありましたら、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせください。
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資料
1 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

１．雇止めの予告

　雇止めの予告、雇止めの理由の明示、契約期間についての配慮

①

②

③

３回以上更新されている場合

　１年以下の契約期間の有期労働契約が更新または反復更新され、最初に有期労働契約を締結し
てから継続して通算1年を超える場合

１年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

２．雇止めの理由の明示

　　使用者は、有期労働契約（※）を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の
　30日前までに、その予告をしなければなりません（あらかじめその契約を更新しない旨が明示さ
　れている場合を除きます）。

（※）　雇止めの予告の対象となる有期労働契約

　　使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞
　なくこれを交付しなければなりません。雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です。

　　明示すべき「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。
　 
　　下記の例を参考にしてください。 
　・　前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
　・　契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約はその上限に係るものであるため
　・　担当していた業務が終了・中止したため
　・　事業縮小のため
　・　業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
　・　職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたことなど勤務不良のため

　　使用者は、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者と
　の契約を更新しようとする場合は、契約の実態およびその労働者の希望に応じて、契約期間をで
　きる限り長くするよう努めなければなりません。  

★平成25年４月１日からは、労働基準法施行規則で、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」を
　書面の交付により明示することが義務付けられています。２ページ参照)。

３．契約期間についての配慮

　有期労働契約の「雇止め」をめぐるトラブルの防止や解決を図り、有期労働契約が労使双
方から良好な雇用形態の一つとして活用されるようにするために、厚生労働省では、労働基
準法第14条第２項に基づき、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成
15年厚生労働省告示第357号、平成25年4月1日一部改正)を策定しています。 
　また、労働基準監督署は、この基準に関して、使用者に対して必要な助言や指導を行って
います。





１　継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

【65歳までの雇用確保措置】

☆改正のポイント

２　継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
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5 65歳までの雇用の確保（高年齢者雇用安定法）

【経過措置】

　急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に
応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
（高年齢者雇用安定法）の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されました。今回の改正
は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕
組みを廃止して、希望者全員を65歳まで働く制度を設けることなどを内容としています。 

　65歳未満の定年制を採用し、65歳までの継続雇用の対象者を労使協定で限定している企業は、制
度の見直しと共に、この基準を削除する就業規則の変更が必要です。

　ただし、以下の経過措置が認められています。 
　平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けていた場合が適用されます。
・平成28年3月31日までは61歳以上の人に対して
・平成31年3月31日までは62歳以上の人に対して　　　　　　　基準を適用することが
・平成34年3月31日までは63歳以上の人に対して　　　　　　　できます。 
・平成37年3月31日までは64歳以上の人に対して 

　定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなく、グループ内の他の会社（子会社や関連会
社などの特殊関係事業主）まで広げることができるようになりました。 

３　義務違反の企業に対する公表規定の導入
　高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対し、労働局、ハローワークの指導・勧告にもかか
わらず、改善がみられない場合は、企業名を公表することがあります。 

４　高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針
　企業現場の取扱いについて、労使双方にわかりやすく示すため、「就業規則に定める解雇・退職事
由に該当する場合には、継続雇用しないことができる。ただし、客観的に合理的な理由があり、社会
通念上相当であることが求められると考えられることに留意する。」などが策定されました。 

　65歳未満の定年の定めをしている事業主は、①定年制の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年制の廃止　
のいずれかの高年齢者の雇用確保措置を実施することが義務付けられています。（定年制の下限は60歳です。）

改正法施行

65歳

64歳

63歳

62歳

61歳

60歳

経過措置期間終了

希望者全員を対象とする
契約雇用制度

年金を受給

例えば、平成26年度（2014）に61歳になる者（昭和28
年度（1953）生まれ）は、この年齢から年金受給。 
企業が基準を利用できるのもこの年齢からです。

老齢厚生年金（報酬比例部分）受給開始年齢
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7 労働契約法のポイント

■労働契約は、労働者と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
　べきものです。（３条１項）

■使用者は、労働者の生命や身体などの安全が確保されるように配慮しましょう。（５条）

■労働契約は、使用者と労働者がお互いに守らなければならないものです。
あとでトラブルになったりしないように、契約の内容をハッキリさせておくことが大切です。

●使用者は、労働契約の内容について、労働者の理解が深まるようにしましょう。（４条１項）
▶例えば、労働者に労働条件をきちんと説明することなどが考えられます。

●労働者と使用者は、労働契約の内容（有期労働契約に関する事項を含む。）について、できる限
り書面で確認しましょう。（４条２項）
▶労働基準法第15条第１項は、労働契約の締結時に労働条件を明示することを義務付けています
　が、労働契約法は、労働契約が継続している間の各場面で、労働条件や契約内容を確認するこ
　とを求めています。
▶例えば、労働契約締結後に就業環境や労働条件が大きく変わるとき、労働者と使用者が話し合っ
　たうえで、使用者が労働契約の内容を記載した書面を労働者に交付することなどが考えられます。

■事業場に就業規則（労働条件などを定めた規則）がある場合には、次のようになります。
●労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が

場合は、就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になります。（７条本文）
▶使用者が就業規則を机の中にしまっていて、労働者が見たくても見られない場合などは、労働者
に周知されていないので、その就業規則は労働者の労働条件とは認められないことになります。

①合理的な内容の就業規則を
②労働者に周知させていた（労働者がいつでも見られる状態にしていた）

●労働者と使用者が、就業規則とは違う内容の労働条件を個別に合意していた場合は、その合意して
いた内容が、労働者の労働条件になります。（７条ただし書）
▶事業場に就業規則がある場合でも、労働者のそれぞれの事情に合わせて、労働条件を柔軟に決め
　ることができます。

１．労働契約の基本ルール

■労働者と使用者が合意すれば、労働契約は成立します。
●労働者と使用者が、「労働すること」「賃金を支払うこと」について合意すると、労働契約が成
立します。（６条）

２．労働契約を結ぶ場合には・・・

　●労働者と使用者が個別に合意していた労働条件が、就業規則を下回っている場合には、労働者の
労働条件は、就業規則の内容まで引き上げられます。（12条）

　●法令や労働協約に反する就業規則は、労働者の労働条件にはなりません。（13条）

■労働者が働いていく中では、賃金や労働時間などの労働条件が変わることも少なくあり
ません。労働条件の変更をめぐってトラブルにならないように、使用者と労働者で十分
に話し合うことが大切です。

　●労働者と使用者が合意すれば、労働契約を変更できます。（８条）

■事業場に就業規則（労働条件などを定めた規則）がある場合は、次のとおりです。
　●使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできませ

ん。（９条）

　●使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合、次のことが必要です。（10条）

　　①その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。
　　　　　　○　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
　　②労働者に変更後の就業規則を周知させること。

３．労働契約を変える場合には・・・

　労働契約法とは、労働契約に関する民事的なルールを明らかにしたものです。
　（平成20年３月１日施行、平成24年８月10日一部改正）
　労働基準法は、罰則をもって担保する労働条件の基準（最低労働基準）を設定している
ものですが、労働契約法は、労使間で決められる労働契約について、その締結、変更、終
了など各場面における個別労働関係紛争の防止を図るためのものです。
　これにより、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が期待され
ます。

■出向、懲戒や解雇については、労働者に与える影響が大きいことからトラブルになるこ
とが少なくありません。法令を理解し、適切な対応が求められます。紛争とならないよう
に気をつけましょう。

　●出向命令～権利濫用と認められる出向命令は、無効となります。（14条）
　　▶権利濫用に当たるかどうかは、その出向が必要であるか、対象労働者の選定が適切であるかな

どの事情を総合的に考慮して判断されます。

　●懲　　戒～権利濫用と認められる懲戒は、無効となります。（15条）
　　▶権利濫用に当たるかどうかは、懲戒の原因となる労働者の行為の性質や態様などの事情を総合

的に考慮して判断されます。

　●解　　雇～客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を濫用し
たものとして無効となります。（16条）

４．労働契約を終了する場合などには・・・

■有期労働契約（例えば、１年の契約期間を定めたパートタイム労働など）を結ぶ場合は、
契約の終了場面における紛争が見られることから、トラブルにならないように、次のこ
とに気をつけましょう。

　●使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまで、労働者を解雇す
ることができません。（17条１項）

　●使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる目的に照らして、契約期間を必要以上に細
切れにしないよう配慮しなければなりません。（17条２項）

５．有期労働契約を結ぶ場合には・・・



①申込…平成25年４月１日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が５年を超える場合、その契
　　　　約期間の初日から末日までの間に、労働者は無期転換の申込みをすることができます。
②転換…労働者が無期転換の申込みをした時点で、使用者はその申込みを承諾したものとみなされ、無
　　　　期労働契約が成立します。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日か
　　　　らです。
③無期労働契約…無期労働契約の労働条件は、別段の定めをしない限り、直前の契約内容と同一となり
　　　　ます。なお、別段の定めをすることにより、変更も可能です。
④更新…無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込
　　　　権を放棄させることはできません。

⑤空白期間…有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間が６か月以上あるときは、
　　　　その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含めません（＝クーリング）。

■労働契約法が改正され（平成 24年８月 10日公布）、有期労働契約について、３つのルール
が規定されました。パート、アルバイト、派遣社員※、契約社員、嘱託など、有期労働契約で働
くすべての人が対象となります。　※派遣社員は、派遣元（派遣会社）との労働契約が対象となります。

　同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で５年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みに
より、無期労働契約に転換します。
　通算契約期間のカウントは、施行日である平成25年４月１日以後に開始する有期労働契約が対象です。
　平成25年３月31日以前に開始された有期労働契約は通算されません。

Ⅰ　無期労働契約への転換（第18条）　　施行日：平成25年４月１日

　有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了（＝雇止め）し
ます。過去の最高裁判例により、労働者保護の観点から、一定の要件に該当する雇止めについてはこれ
を無効とする判例上のルール（＝「雇止め法理」）が確立しています。
　今回の法改正では、この雇止め法理の内容や適用範囲を変更することなく、労働契約法に条文化しま
した。

次の①、②のいずれかに該当する有期労働契約が対象になります。

①　過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会
　通念上同視できると認められるもの
②　労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新さ
　れるものと期待することについて合理的な理由（※）があると認められるもの

（※）合理的な理由の有無については、最初の有期労働契約の締結時から雇止めされ
　　　た有期労働契約の満了時までの間におけるあらゆる事情が総合的に勘案されま
　　　す。

Ⅱ　「雇止め法理」の法定化（第19条）　　施行日：平成24年８月10日

対象となる
有期労働契約

上記の①、②のいずれかに該当する場合に、使用者が雇止めをすることが、「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、雇止めが認
められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されます。

要件と効果

条文化されたルールが適用されるためには、労働者からの有期労働契約の更新の申込
みが必要です（契約期間満了後でも遅滞なく申込みをすれば条文化されたルールの対
象となります。）。
但し、こうした申込みは、使用者による雇止めの意思表示に対して「嫌だ・困る」と
言うなど、労働者からの何らかの反対意志表示が使用者に伝わることでもかまわない、
と判断されます。

必要な手続

６．有期労働契約の新しいルール

厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp）でも最新情報を提供しています。
上記ＵＲＬより「労働契約法」で検索してください。

無期転換の申込みができる場合

通算契約期間の計算について（クーリングとは）

【契約期間が１年の例】

５年

1年 1年 1年 1年 1年 1年 ③無期労働契約
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↑

新
更
↑

新
更
↑

新
更
↑

新
更
↑

新
更
④
↑

換
転
②
↑

込
申
①
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能
可
　
　

空白期間の前は算入せず

⑤６か月以上の
　空白期間

５年

1年 1年 1年
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締
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新
更
↑

新
更
↑

【契約期間が３年の例】

５年

３年 ３年 ③無期労働契約
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　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
あることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールです。

一切の労働条件について適用されます。
賃金や労働時間等の狭い意味での労働条件だけでなく、労働契約の内容となっている
災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など、労働者に対する一切の待
遇が含まれます。

Ⅲ　不合理な労働条件の禁止（第20条）　　施行日：平成25年４月１日

対象となる
有期労働契約

労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、
①　職務の内容（業務内容及び当該業務に伴う責任の程度）
②　当該職務の内容及び配置の変更の範囲
③　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ます。
特に、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、
上記①～③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、と判断され
ます。

判断の方法



「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに、









　仕事と家庭の両立しやすい職場づくりは、企業にとっても優秀な人材の確保・育成・定着
につながるなどのメリットがあるものです。
　育児・介護休業制度等の社内規定を整備し、制度を利用しやすい職場環境づくりを進めまし
ょう。

資料
11 育児・介護休業法の概要

１　育児休業制度
　労働者は（日々雇用される者を除く。）は、事業主に申し出ることにより、子が１歳に達
するまで（両親ともに育児休業を取得する場合は、子が１歳２ヶ月に達するまでの間に１年
間）の間（子が１歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が１歳６ヶ月に
達するまで）、育児休業をすることができます。
　子の出生後８週間以内の期間内にされた最初の育児休業については、特別な事情がなくて
も再度の取得が可能です。
　また、配偶者が専業主婦（夫）や育児休業中である場合でも、育児休業を取得することが
できます。
※育児休業については、次のいずれにも該当する有期契約労働者も対象です。
　①同一の事業主に引き続き雇用された期間が１年以上であること
　②子が１歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること（子が１歳に達
する日から１年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らか
である者を除く）

２　介護休業制度
　労働者は、その事業主に申し出ることにより、対象家族１人につき、常時介護を必要とす
る状態に至るごとに１回、通算して93日まで、介護休業をすることができます。
※介護休業についても同様の考え方で有期契約労働者も対象です。

３　子の看護休暇制度
　小学校就学前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、小学校就
学前の子が１人であれば年に５日まで、２人以上であれば年10日まで、病気・けがをした
子の看護のためにまたは子に予防接種や健康診断を受けさせるために休暇を取得することが
できます。

４　介護休暇制度
　要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、要
介護状態にある対象家族が１人であれば年に５日まで、２人以上であれば年10日まで、介
護その他の世話を行うために、休暇を取得することができます。

５　短時間勤務等の措置
　事業主は、３歳に満たない子を養育する労働者について、労働者の申出に基づく短時間勤
務の措置（原則として1日の所定労働時間を6時間）を講じなければなりません。
　事業主は、常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う労働者について、次の
いずれかの措置を講じなければなりません。
○短時間勤務制度、　○フレックスタイム制、　○始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ、
○介護費用の援助措置

６　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が請求した場合は、所定労働時間を超えて
労働させてはなりません。

７　時間外労働の制限
　事業主は、小学校就学前までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家
族の介護を行う労働者が請求した場合は、１ヶ月24時間、１年150時間を超えて時間外労
働をさせてはなりません。

８　深夜業の制限
　事業主は、小学校就学前までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にある対象家
族の介護を行う労働者が請求した場合は、深夜において労働させてはなりません。

９　不利益取扱いの禁止

【お問い合わせ先】　福岡労働局雇用均等室　　TEL　092－411－4894

　事業主は、労働者が上記１～８の申し出をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取
扱いをしてはなりません。（※４～８については、今回の法改正により追加）

10　転勤についての配慮
　事業主は、労働者の転勤については、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりませ
ん。

11　法の実効性の確保
①　苦情処理・紛争解決の援助及び調停
　　育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の
援助及び調停委員による調停制度を利用することができます。

②　勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告を
した者に対する過料

　　法違反に対する勧告に従わない場合、企業名公表の対象となります。また、虚偽の報告
　　等をした企業に対しては、過料（20万円以下）が科されます。

ご存知ですか？
○　労働者が妊娠又は出産したこと、産前産後休業又は育児休業等の申出をしたこと又は取得した
こと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法及び育児・
介護休業法で禁止されています。

○　また、男女雇用機会均等法では、妊娠中及び出産後１年を経過しない女性労働者に対する解雇
は無効とされます。ただし、その解雇が、妊娠、出産、母性健康管理措置や産前産後休業を請
求など一定の定められた事由を理由としたものではないことを事業主が証明した場合は無効と
はなりません。

○　そのほか、男女雇用機会均等法では、性別による差別も禁止されています。具体的には、募集・
採用、配置・昇進・降格・教育訓練、一定の福利厚生、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、「男だから、女だから」と、性別を理由とした差別が禁止さ
れています。
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