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都道府県労働局長殿

基発 11 1 6 第 1号

平成 27年 11月 16日

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

「働き方・休み方改善に向けた労働時間等のルーノレの定着J事業の実施について

平成 20年 3jj 1日に、労働契約の基本的なノレールを定めた労働契約法が施行され、こ

れまで同法の内容について、由民一般への広報活動、中小企業事業主等へのセミナー実

施等により、周知を図り、労使双方の活用を促してきたところである。

引き続き、近年の企業経営を取り巻く厳しい環境等を背景に、労働条件の引下げ等に

係る紛争が高水準で発生する中で、個別労働関係の安定を図るためには、 l労働契約法の

内容等のきめ細かな周知を行うことにより、労使双方が労働契約法を積極的に活用する

よう更に働きかけることが必要である。

また、平成25年4月1iHと施行された改正労働契約法による「無期転換ノレール」につ

いても、これまでも周知を図ってきたところであるが、平成 30年度には、多くの労働者

に無期転換申込権が発生することとなり、平成27年9月 25日に厚生労働大臣を本部長

に設置された「正社員転換・待遇改善実現本部Jにおいても無期転換ノレール等の周知啓

発を積極的に行うこととされたところである。

このため、別添のとおり、一般労働者・事業主向けセミナーの実施を主な内容とする

「働き方・休み方改善に向けた労働時間等のノレ｝ノレの定着j事業を、昨年度に引き続き

平成 27年度も実施することとしたところであるので、了知されるとともに、本事業の円

滑な実施に院慮願いたい。



「倒Jき方・休み方改善に肉けた労働時間等のルールの定着J事業について

l働き方・休み方改善に｜向けた労働時間等のノレールの定着の趣旨

近年、産業構造の変化が進む中で、ホワイトカラー労働者の増加、就業形態・就業

意識の多様化、少子化の進展など、雇用・労働関係を取り巻く状況が変化し、労働条

件の小グループ化や労働条件の変更の増加がみられ、労働条件の引下げ等に係る紛争

が増加している。

このような状況の下、平成20年3月に労働契約の基本的なノレ｝／レを定めた労働契約

法が施行されたところであり、紛争が防止され、労働者の保識を図りながら、個別の

労働関係が安定することが期待されている。

労働契約法等の労働法令については、これまでの取組により、一定の周知は図られ

てきたものであるが、依然として、非正規労働者の解雇・雇止めや王規労働者の労働

条件の変更、退職勧奨などの事例が多数見られ、民事上の個別労働紛争も平成25年度

比で2.8%減少したものの、引き続き高水準で発生（平成26年度23.8万件）している

ところである。

個別労働紛争が防止され、労働者の保設が図られるよう、平成27年度においても引

き続き、労働者・中小事業主等に対し、労働契約法等の周知・啓発を図ることとし、

その場合、入社前後におけるトラブノレに対処するためにも、これから労働者になろう

とする者も含め、広く労働b関係法令の教育、情報提供等を実施する。

また、「無期転換ノレ」／レ」を定めた改正労働契約法が平成25年4月 1日に施行され、

平成30年度以降、多くの労働者に無期転換申込権が発生することとなるととから、無

期転換ノレー／レの定着に向けて、事業主及び労働者双方への周知等を実施する。

2事業内容

労働契約法や労働基準法等の労働関係法令について、労働者等に対し、研修テキス

Jトに基づき、セミナー事業を開催する。なお、本年度は、一般労働者・事業主向け労

、働契約等解説セミナー（全国47都道府県において各県1～4匝）、中小零細企業等が

多数所属する団体等の依頼により開催する、傘下の中小零細企業主を主な対象とした

セミナー（全国で10箇所程度）及び前記以外の個別の団体・組織からの要望に応じて、

無料で講師を派遣するセミナー（全国で5回開催）を実施する。

3事業の対象者数の目標

セミナー参加者は、 7,000人を目標とする。

（ 般労働者・事業主向け労働契約等解説セミナ－ : 6, 160人、

中小零細企業等向け労働契約等解説セミナー； 840人）

4 事業の実施方法

本事業は、東京海上自動リスクコンサノレティング株式会社に委託して実施する。

以上



く参考＞
厚生労働省委託事業労働契約等解説セミナー

労働者や今後就業を希望される方等を対象として、雇用される制1) （労働者）と雇用する側（使

用者）をつなぐノレ｝ノレである“労働契約”について解説するセミナーを開催する。労働契約法・

労働基準法で定められていること等、労働者の皆様が安心して働くために知っておくべき震要な

ノレールや、労働者・使用者それぞれの権利・義務等をわかりやすく解説する。

また、平成 25年 4flに全面施行となった改定労働契約法（「無期転換ルールJ等）の内容に

ついても併せて周知を行うほか、無期転換ノレーノレの導入を支援するため、無期転換制度の具体的

な導入方法や、先行している企業の導入事例の紹介を行う。

さらに、セミナー終了後に相談ブースを設け、労働時間や労働契約等に関する相談、無期転換

制度の導入に関する相談に応じる。

当セミナ｝は平成 22年度より実施しているものであり、今年度は昨年度同様、一般労働者・

事業主向け労働契約等解説セミナ』と中小零細企業等向け労働J契約等解説セミナーを開催し、広

く労働J関係法令の周知・情報提供を実施する。

〔開催概要〕

①一般労働者・事業主向け労働契約等解説セミナー

対 象 ι正社員・派遣社員など様々な立場で就業している方、今後就業を希望される方、企

業の人事担当者、事業主等

開催地。全鼠 47都道府県で各県 l～4同開催

開催期間。 2015年 11月～2016年 3月

（各都道府県での開催スケジュ｝／レについては、日IJ紙2を参照。）

定 員：各日 160名（基礎セミナー80名、判例・事例セミナ－80名）以上

参加費：無料

講演内答：研修テキストを用いて、 「基礎セミナ－＇ J. (145分）と［判例・事例セミナーJ （約

70分）を開催する（※）。 「基礎セミナ－Jでは、労働契約に関する基本的なノレー

ノレについて具体例を挙げながら解説する。 「判例・事例セミナーJでは、 「基礎セ

ミナー」 （昨年度以前の基礎セミナーを含む）の受講者を対象として、労働契約に

関する各種判例・事例を紹介する。

また、判例・事例セミナーにおいて都道府県労働局職員による個別労働紛争解決制

度の解説等と、半｜！例・事例セミナ｝終了後の個別相談会を実施する予定である。

（※）当日のタイムスケジューノレ

時間 項目

12：・ 50～13:10 基礎セミナー受付

13:10～15:35 
受託業者による基礎セミナー

(15: 25～入れ替え、半IJ例・事伊lセミナー受付）

15:35～16'35 受託業者による判例・事例セミナー

16:35～16:42 企画室職員による個別労働紛争解決制度の解説

15:42～16:45 都道府県労働委員会職員による労働委員会制度の解説

1日：45～17:15 個別相談会



②中小零細企業等向け労働契約等解説セミナ｝

対 象．中小零細企業主

開催地：企画 10館所程度

開催期間： 2015年 11～2016年3月

講演内容・中小零細企業等が多数所属する団体等の依頼により、研修テキストを用いて、中小

零細企業等向け労働契約等解説セミナ」（145分）を開催する。労働契約法等の労

働関係法令上の権利と義務、裁判例について、就業規則と労働契約、労働契約の変

更、労働契約の終了に際し、トラブルになりそうな事案に比重を置いて解説を行う。

また、セミナー終了後の偲別相談会を実施する予定である。

定 員・各回 50名程度

参加費’無料

caセミナー講師無料派遣による特別開催セミナ｝

開催方法。参加者が 50名以上を条件とし、開催を希望する団体・組織からの要望に応じて開

催（今年度内 5固まで開催予定）。

講演内容：要望に応じて、一般労働者・事業主向け労働契約等解説セミナーのまま織セミナー

または判例・事例セミナーと同一内容の講演を行う。

〔申込方法〕

各会場の申込用紙（httoゴ／www.toki町isk.co.io/seminar/20151016.htmlを参照）に必要事項命記

入の上、 Eメール（，emlnar.mhlwra:tokiods k co i官）等で連絡。

※メーノレ文に直後必要事項を記入し、上記Eメールアドレスに送付するのも可。

〔委託先会社〕

本事業は、東京海上日動リスクコンサノレディング株式会社に委託して実施す

る。

〔使用テキスト〕

・「『安心』して『働く』ための／レール～使用者と労働者の約束事＝『労働契約』とは～」 （セ

ミナ｝専用テキスト）

「有期労働契約者の円滑な無期転換のために」 （リ｝プレッ卜）

h江口：／／www:mhlw,gQj以盟主［06明Seisakuiouh9＿叫JlQQ般企Em辺旦旦岐民旦除法l』LOQ
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" " 山側 2/2(火｝ かいて.す（山高·~地場産果セン？－） 式会根室 400-0107 山車両県甲府市車先寺3-13-25 日55・231・・1641

" '" 鹿児島 Z2（火） 嘩児島中央ピルディνゲ " E会場 892-0844 鹿児島県鹿児島市山之口町トIO 自由ト226-3261

'" " 川本 2/3(/k) 締本市流通情組会掴 第1研修ll 002-0967 同本市南区＂＇直面地 1T目24番地 OU-377-2091 

4日 47 買i盗直単面車－l ＂＂司れ） 高槻現代．治 "' 日ト剖11 高鍋市野見町2寸3 072-671-1001 

50 " 兵庫 214(木｝ 兵，.眼中央卦幽セシ告白 小ホール es1-cm1 兵庫県神戸市中舟直下山手通6Tl!3醤＂骨 078-341吋 2211

" " 時団麻且車布L U自（月） HI崎商工禽雄所 会偏重，，， 210剖-07 JII崎市川崎区駅前本町1H川崎フロシティアピJ凶摘 044-211叫111

52 ,. 茨城 V9（山） ＂械~jせ働福祉会館 大会山室1.2 ，，.咽＂ 水戸市崎哲2T目1番＂骨 029-221同 mo

'" '" 
.榊4ν Zh(:J.,() TKP名古車駅前拘〉ファレンスセン世 シフ7レンスル 4同φ〈羽e, 冨名駅2-41-5CK20名駅前ピル 052-2~8-J526 

S4 " 岐． 2/¥0(刑 ワ』Oプラザ肱阜 ＂＇会陣裏 S匹，－引哩3 肱車市....，，司E’I ＇＂禍 245-24)1

" " 均｛古三い＂＂や主主 2/12（傘｝ さいた京商工岳随所舎周 2階講じ1ホール 3~0.-gs,o さいた宮市清和田高砂3-17-15 046-838-770早

'" 
.. 1'~阪官ω、 2/16（此） 幌市，.象It’Eセンター

セミナ ""  
四1叫＂ 大限府堺市北H 首祖国fl閃番地5 。72-2開-01¥ I 

07 " ”問 2/18（氏） 山日駅前日ル貸し金.... ,-c 4W・OE67 肺岡市董区御幸町11-• 0~4-26~5070 



" '" I恕~、 2/17水〉 問時商工合個所 中会随筆 444圃 8611 量知県岡崎市竃蝿南H 0S&4-53田 6108

60 " 
＠ ロ官、 2/1'（水】 TKP大限柿田＂前ビジネスセン合一 ホール＂ ＂仔-0027 大医府大眠市北区世山町＂『＂ 06咽唱＂＇・！ 080

00 '" 
玄 盤、 ＇＂以木｝ 川口統合文化セン骨ーリリア 大会組室組車 3司2－（悶＂ I暗証県Ill口市Illロト，－， 048-258-ZO白日

61 6D 缶、 U聞火） Tl<Pii－芋＂シティ高畠 7？アマリン ＂＂べ )037 白島県広島市中区申町畠胃18 ＂＂”＂＇皿 0330

" " 畑井 21制火） ホテルIOノ福井眼前 会組童九日 ...吋D自＂ 福持県祖＃市目立出町IT毘ト11 0715-23 5300 

03 61 E嘩亙山軍車ーl ,m，水〉 ヱム，シー畑山ピ1, 6F大会臨書 ＂ト剖＂ 広島県掴山市東桜町1・＂エム’ y－掴山ピl同F 08ヰ-973--0103

" 
,, 石川 2/H（制 愈沢間工会掴冊金崎 研修車IA、日 ＂＂】剖＇＂ 金沢市尾山町9書13号 。76-263-1153

" " 富山 U阿木｝ 富山国際会楓繍 禽Ill量＇＂ 93かも＇＂ 富山県富山市大手町，＿， O?H2・H931 

" " 

襲E
＇＂団（木） 岡山商工会踊所ピ＂ ...・， 700-師団 岡山市北区厚生町OT目1膏16寄 006-23骨明mo

＠？ 5D 0/1(*) Tl<P大阪栴自駅前ピジヰスセシ骨一 ホール＂ 関か＂＂＂ 大匝I帝大匝市北国＂＇山町 11‘13梅田東宝ピ1, 06-.1再00酬 5268

68 "' J;3(;f:) TKPI血病ビジネスセン聖一 ホール7A 221噌＇＂ 神構111県楠浜市神鞭Ill~鶴凪町，＿，白－e SYピル 06ト耳01a-208唱

69 " at＜（壷］ さいたま商工生M階会＂ 2陣軍1、2ホール 330-9690 さいた車市浦和区高砂3・＂・＂ 0‘8-838-770ロ
'" " 東京⑥ -US（火） 日本教育会周 ’R金崎重 ＇＂ト剖旧 東京都手代回冨一ツ橋2-15-2 03-3230・2831

II " 
宮擁＠ aノ耐火） 戦叫値興＂童館 S陶企陣E匝 ＂＂倒＂＇ 仙台市膏藁宮大町二T目12書1骨 022-283-6931 

" " 
千，、白.. 川ω省、 3/9(1!。 山崎製パン企.年金基金金鵠 a融陽光の閉 ＂＇イ)OJ4 千葉県市川市市111トト＂ 047-321-3申00

'" " 福島 3/91ホ｝ ふ〈しま子)Cl)・ あぷ≪ S60-B101 福島市よ町4書25骨 ON-621州 1500

" " 
島根 目／10（本） 島祖際立庫銀交官会~ (leニぴきメ＇~ 501大会岨童 ・’0--0626 島根県悼江市中国南1T自ト1 08SMM111 

75 3 

軍i削鳥t膏描取阻E魅面~一3/10（木） 温北値目昨.ン哲一陣Ill聞工会櫨所 中市－,s 日＇＂”自 5•!0 北靖遭岨Ill市常盤過1T目 。1.. 『22-2600

" ' 自／11(金） 札幌市教育文化合附 間静量制l 0~0-00削 lCII市中央怪＂＇~否 13丁目 。 II「＂＇】SG~I
トー－

77 55 3111（愈） とり~ん文化会帥（島町県立県民文化会館｝ 会8・'.18 680－。-Oil 鳥取市尚司町10H om-21－且＇＂＂


