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労働契約法（平成⼗九年法律第百⼆⼗⼋号） 

 
（労働契約の成⽴） 
第六条 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。 

第七条 労働者及び使⽤者が労働契約を締結する場合におい
て、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ものとする。ただし、
労働契約において、労働者及び使⽤者が就業規則の内容と
異なる労働条件を合意していた部分については、第⼗⼆条
に該当する場合を除き、この限りでない。 

（労働契約の内容の変更） 
第⼋条 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。 
（就業規則による労働契約の内容の変更） 
第九条 使⽤者は、労働者と合意することなく、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、次条の場
合は、この限りでない。 

第⼗条 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、当該変更後の就業規則に定めると
ころによるものとする。ただし、労働契約において、労働
者及び使⽤者が就業規則の変更によっては変更されない
労働条件として合意していた部分については、第⼗⼆条に
該当する場合を除き、この限りでない。 

（就業規則の変更に係る⼿続） 
第⼗⼀条 就業規則の変更の⼿続に関しては、労働基準法（昭

和⼆⼗⼆年法律第四⼗九号）第⼋⼗九条及び第九⼗条の定
めるところによる。 

（就業規則違反の労働契約） 
第⼗⼆条 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、無効とする。この場
合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準
による。 

（法令及び労働協約と就業規則との関係） 
第⼗三条 就業規則が法令⼜は労働協約に反する場合には、当

該反する部分については、第七条、第⼗条及び前条の規定
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、適⽤しない。 

 
労働基準法（昭和⼆⼗⼆年法律第四⼗九号） 

 
第三⼗⼋条の⼆ 労働者が労働時間の全部⼜は⼀部について事

業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し
難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、
当該業務を遂⾏するためには通常所定労働時間を超えて
労働することが必要となる場合においては、当該業務に関
しては、厚⽣労働省令で定めるところにより、当該業務の
遂⾏に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 

② 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業
場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはそ
の労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないと
きは労働者の過半数を代表する者との書⾯による協定が
あるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該
業務の遂⾏に通常必要とされる時間とする。 

③ 使⽤者は、厚⽣労働省令で定めるところにより、前項の協

定を⾏政官庁に届け出なければならない。 
第三⼗⼋条の三 使⽤者が、当該事業場に、労働者の過半数で

組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過
半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を
代表する者との書⾯による協定により、次に掲げる事項を
定めた場合において、労働者を第⼀号に掲げる業務に就か
せたときは、当該労働者は、厚⽣労働省令で定めるところ
により、第⼆号に掲げる時間労働したものとみなす。 
⼀ 業務の性質上その遂⾏の⽅法を⼤幅に当該業務に従

事する労働者の裁量にゆだ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厚
⽣労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせるこ
ととする業務（以下この条において「対象業務」とい
う。） 

【労働基準法施⾏規則】 

第⼆⼗四条の⼆の⼆  
② 法第三⼗⼋条の三第⼀項第⼀号の厚⽣労働省令で定め

る業務は、次のとおりとする。 
⼀ 新商品若しくは新技術の研究開発⼜は⼈⽂科学若

しくは⾃然科学に関する研究の業務 
⼆ 情報処理システム（電⼦計算機を使⽤して⾏う情報

処理を⽬的として複数の要素が組み合わされた体
系であつてプログラムの設計の基本となるものを
いう。）の分析⼜は設計の業務 

三 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若し
くは編集の業務⼜は放送法（昭和⼆⼗五年法律第百
三⼗⼆号）第⼆条第⼆⼗⼋号に規定する放送番組
（以下「放送番組」という。）の制作のための取材
若しくは編集の業務 

四 ⾐服、室内装飾、⼯業製品、広告等の新たなデザイ
ンの考案の業務 

五 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデュー
サー⼜はディレクターの業務 

六 前各号のほか、厚⽣労働⼤⾂の指定する業務 
【労働基準法施⾏規則第⼆⼗四条の⼆の⼆第⼆項第六号の規定に基
づき厚⽣労働⼤⾂の指定する業務（平成九年⼆⽉⼗四⽇：労働省告⽰
第七号）】 

労働基準法施⾏規則第⼆⼗四条の⼆の⼆第⼆項第六号の規定に基
づき厚⽣労働⼤⾂の指定する業務 

⼀ 広告、宣伝等における商品等の内容、特⻑等に係る
⽂章の案の考案の業務 

⼆ 事業運営において情報処理システム(労働基準法施
⾏規則第⼆⼗四条の⼆の⼆第⼆項第⼆号に規定す
る情報処理システムをいう。)を活⽤するための問
題点の把握⼜はそれを活⽤するための⽅法に関す
る考案若しくは助⾔の業務 

三 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する
考案、表現⼜は助⾔の業務 

四 ゲーム⽤ソフトウェアの創作の業務 
五 有価証券市場における相場等の動向⼜は有価証券

の価値等の分析、評価⼜はこれに基づく投資に関す
る助⾔の業務 

六 ⾦融⼯学等の知識を⽤いて⾏う⾦融商品の開発の
業務 

七 学校教育法(昭和⼆⼗⼆年法律第⼆⼗六号)に規定
する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。) 

⼋ 公認会計⼠の業務 
九 弁護⼠の業務 
⼗ 建築⼠の業務 
⼗⼀ 不動産鑑定⼠の業務 
⼗⼆ 弁理⼠の業務 
⼗三 税理⼠の業務 



2 
 

⼗四 中⼩企業診断⼠の業務 

⼆ 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定さ
れる時間 

三 対象業務の遂⾏の⼿段及び時間配分の決定等に関し、
当該対象業務に従事する労働者に対し使⽤者が具体
的な指⽰をしないこと。 

四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じ
た当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置
を当該協定で定めるところにより使⽤者が講ずるこ
と。 

五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関す
る措置を当該協定で定めるところにより使⽤者が講
ずること。 

六 前各号に掲げるもののほか、厚⽣労働省令で定める事
項 

② 前条第三項の規定は、前項の協定について準⽤する。 
第三⼗⼋条の四 賃⾦、労働時間その他の当該事業場における

労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事
項について意⾒を述べることを⽬的とする委員会（使⽤者
及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするも
のに限る。）が設置された事業場において、当該委員会がそ
の委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げ
る事項に関する決議をし、かつ、使⽤者が、厚⽣労働省令
で定めるところにより当該決議を⾏政官庁に届け出た場
合において、第⼆号に掲げる労働者の範囲に属する労働者
を当該事業場における第⼀号に掲げる業務に就かせたと
きは、当該労働者は、厚⽣労働省令で定めるところにより、
第三号に掲げる時間労働したものとみなす。 
⼀ 事業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つて、当該業務の性質上これを適
切に遂⾏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（以下この条において「対象
業務」という。） 

⼆ 対象業務を適切に遂⾏するための知識、経験等を有す
る労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当
該決議で定める時間労働したものとみなされること
となるものの範囲 

三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属
する労働者の労働時間として算定される時間 

四 対象業務に従事する第⼆号に掲げる労働者の範囲に
属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者
の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で
定めるところにより使⽤者が講ずること。 

五 対象業務に従事する第⼆号に掲げる労働者の範囲に
属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該
決議で定めるところにより使⽤者が講ずること。 

六 使⽤者は、この項の規定により第⼆号に掲げる労働者
の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは
第三号に掲げる時間労働したものとみなすことにつ
いて当該労働者の同意を得なければならないこと及
び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇そ
の他不利益な取扱いをしてはならないこと。 

七 前各号に掲げるもののほか、厚⽣労働省令で定める事
項 

② 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければなら
ない。 
⼀ 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、

労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にお
いてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働
組合がない場合においては労働者の過半数を代表す
る者に厚⽣労働省令で定めるところにより任期を定
めて指名されていること。 

⼆ 当該委員会の議事について、厚⽣労働省令で定めると
ころにより、議事録が作成され、かつ、保存されると
ともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られて
いること。 

三 前⼆号に掲げるもののほか、厚⽣労働省令で定める要
件 

③ 厚⽣労働⼤⾂は、対象業務に従事する労働者の適正な労働
条件の確保を図るために、労働政策審議会の意⾒を聴いて、
第⼀項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する
事項について指針を定め、これを公表するものとする。 

④ 第⼀項の規定による届出をした使⽤者は、厚⽣労働省令で
定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措
置の実施状況を⾏政官庁に報告しなければならない。 

⑤ 第⼀項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数
による議決により第三⼗⼆条の⼆第⼀項、第三⼗⼆条の三
第⼀項、第三⼗⼆条の四第⼀項及び第⼆項、第三⼗⼆条の
五第⼀項、第三⼗四条第⼆項ただし書、第三⼗六条第⼀項、
第⼆項及び第五項、第三⼗七条第三項、第三⼗⼋条の⼆第
⼆項、前条第⼀項並びに次条第四項、第六項及び第九項た
だし書に規定する事項について決議が⾏われた場合にお
ける第三⼗⼆条の⼆第⼀項、第三⼗⼆条の三第⼀項、第三
⼗⼆条の四第⼀項から第三項まで、第三⼗⼆条の五第⼀項、
第三⼗四条第⼆項ただし書、第三⼗六条、第三⼗七条第三
項、第三⼗⼋条の⼆第⼆項、前条第⼀項並びに次条第四項、
第六項及び第九項ただし書の規定の適⽤については、第三
⼗⼆条の⼆第⼀項中「協定」とあるのは「協定若しくは第
三⼗⼋条の四第⼀項に規定する委員会の決議（第百六条第
⼀項を除き、以下「決議」という。）」と、第三⼗⼆条の三
第⼀項、第三⼗⼆条の四第⼀項から第三項まで、第三⼗⼆
条の五第⼀項、第三⼗四条第⼆項ただし書、第三⼗六条第
⼆項及び第五項から第七項まで、第三⼗七条第三項、第三
⼗⼋条の⼆第⼆項、前条第⼀項並びに次条第四項、第六項
及び第九項ただし書中「協定」とあるのは「協定⼜は決議」
と、第三⼗⼆条の四第⼆項中「同意を得て」とあるのは「同
意を得て、⼜は決議に基づき」と、第三⼗六条第⼀項中「届
け出た場合」とあるのは「届け出た場合⼜は決議を⾏政官
庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定
⼜は決議」と、同条第⼋項中「⼜は労働者の過半数を代表
する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する
者⼜は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは
「当該協定⼜は当該決議」と、同条第九項中「⼜は労働者
の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過
半数を代表する者⼜は同項の決議をする委員」とする。 

─────────────────────────── 
第四⼗⼀条の⼆ 賃⾦、労働時間その他の当該事業場における

労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事
項について意⾒を述べることを⽬的とする委員会（使⽤者
及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするも
のに限る。）が設置された事業場において、当該委員会がそ
の委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げ
る事項に関する決議をし、かつ、使⽤者が、厚⽣労働省令
で定めるところにより当該決議を⾏政官庁に届け出た場
合において、第⼆号に掲げる労働者の範囲に属する労働者
（以下この項において「対象労働者」という。）であつて書
⾯その他の厚⽣労働省令で定める⽅法によりその同意を
得たものを当該事業場における第⼀号に掲げる業務に就
かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休⽇及び
深夜の割増賃⾦に関する規定は、対象労働者については適
⽤しない。ただし、第三号から第五号までに規定する措置
のいずれかを使⽤者が講じていない場合は、この限りでな
い。 
⼀ ⾼度の専⾨的知識等を必要とし、その性質上従事した

時間と従事して得た成果との関連性が通常⾼くない
と認められるものとして厚⽣労働省令で定める業務



3 
 

のうち、労働者に就かせることとする業務（以下この
項において「対象業務」という。） 

【労働基準法施⾏規則】 

第三⼗四条の⼆  
③ 法第四⼗⼀条の⼆第⼀項第⼀号の厚⽣労働省令で定め

る業務は、次に掲げる業務（当該業務に従事する時間に
関し使⽤者から具体的な指⽰（業務量に⽐して著しく短
い期限の設定その他の実質的に当該業務に従事する時
間に関する指⽰と認められるものを含む。）を受けて⾏
うものを除く。）とする。 
⼀ ⾦融⼯学等の知識を⽤いて⾏う⾦融商品の開発の

業務 
⼆ 資産運⽤（指図を含む。以下この号において同じ。）

の業務⼜は有価証券の売買その他の取引の業務の
うち、投資判断に基づく資産運⽤の業務、投資判断
に基づく資産運⽤として⾏う有価証券の売買その
他の取引の業務⼜は投資判断に基づき⾃⼰の計算
において⾏う有価証券の売買その他の取引の業務 

三 有価証券市場における相場等の動向⼜は有価証券
の価値等の分析、評価⼜はこれに基づく投資に関す
る助⾔の業務 

四 顧客の事業の運営に関する重要な事項についての
調査⼜は分析及びこれに基づく当該事項に関する
考案⼜は助⾔の業務 

五 新たな技術、商品⼜は役務の研究開発の業務 

⼆ この項の規定により労働する期間において次のいず
れにも該当する労働者であつて、対象業務に就かせよ
うとするものの範囲 
イ 使⽤者との間の書⾯その他の厚⽣労働省令で定

める⽅法による合意に基づき職務が明確に定め
られていること。 

ロ 労働契約により使⽤者から⽀払われると⾒込ま
れる賃⾦の額を⼀年間当たりの賃⾦の額に換算
した額が基準年間平均給与額（厚⽣労働省におい
て作成する毎⽉勤労統計における毎⽉きまつて
⽀給する給与の額を基礎として厚⽣労働省令で
定めるところにより算定した労働者⼀⼈当たり
の給与の平均額をいう。）の三倍の額を相当程度
上回る⽔準として厚⽣労働省令で定める額以上
であること。 

【労働基準法施⾏規則】 

第三⼗四条の⼆  
⑥ 法第四⼗⼀条の⼆第⼀項第⼆号ロの厚⽣労働省令で定

める額は、千七⼗五万円とする。 

三 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を⾏うた
めに当該対象労働者が事業場内にいた時間（この項の
委員会が厚⽣労働省令で定める労働時間以外の時間
を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を
除いた時間）と事業場外において労働した時間との合
計の時間（第五号ロ及びニ並びに第六号において「健
康管理時間」という。）を把握する措置（厚⽣労働省令
で定める⽅法に限る。）を当該決議で定めるところに
より使⽤者が講ずること。 

四 対象業務に従事する対象労働者に対し、⼀年間を通じ
百四⽇以上、かつ、四週間を通じ四⽇以上の休⽇を当
該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定め
るところにより使⽤者が与えること。 

五 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれか
に該当する措置を当該決議及び就業規則その他これ
に準ずるもので定めるところにより使⽤者が講ずる
こと。 
イ 労働者ごとに始業から⼆⼗四時間を経過するま

でに厚⽣労働省令で定める時間以上の継続した
休息時間を確保し、かつ、第三⼗七条第四項に規

定する時刻の間において労働させる回数を⼀箇
⽉について厚⽣労働省令で定める回数以内とす
ること。 

ロ 健康管理時間を⼀箇⽉⼜は三箇⽉についてそれ
ぞれ厚⽣労働省令で定める時間を超えない範囲
内とすること。 

ハ ⼀年に⼀回以上の継続した⼆週間（労働者が請求
した場合においては、⼀年に⼆回以上の継続した
⼀週間）（使⽤者が当該期間において、第三⼗九条
の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給
休暇を与えた⽇を除く。）について、休⽇を与える
こと。 

ニ 健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健
康の保持を考慮して厚⽣労働省令で定める要件
に該当する労働者に健康診断（厚⽣労働省令で定
める項⽬を含むものに限る。）を実施すること。 

六 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状
況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保す
るための措置であつて、当該対象労働者に対する有給
休暇（第三⼗九条の規定による有給休暇を除く。）の付
与、健康診断の実施その他の厚⽣労働省令で定める措
置のうち当該決議で定めるものを使⽤者が講ずるこ
と。 

七 対象労働者のこの項の規定による同意の撤回に関す
る⼿続 

⼋ 対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に
関する措置を当該決議で定めるところにより使⽤者
が講ずること。 

九 使⽤者は、この項の規定による同意をしなかつた対象
労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしては
ならないこと。 

⼗ 前各号に掲げるもののほか、厚⽣労働省令で定める事
項 

② 前項の規定による届出をした使⽤者は、厚⽣労働省令で定
めるところにより、同項第四号から第六号までに規定する
措置の実施状況を⾏政官庁に報告しなければならない。 

③ 第三⼗⼋条の四第⼆項、第三項及び第五項の規定は、第⼀
項の委員会について準⽤する。 

④ 第⼀項の決議をする委員は、当該決議の内容が前項におい
て準⽤する第三⼗⼋条の四第三項の指針に適合したもの
となるようにしなければならない。 

⑤ ⾏政官庁は、第三項において準⽤する第三⼗⼋条の四第三
項の指針に関し、第⼀項の決議をする委員に対し、必要な
助⾔及び指導を⾏うことができる。 

 
 
 


