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雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）（抄）（第一条関係）

改
（返還命令等）
第十条の四 （略）
２ 前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等（労働施策の
総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に
関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第二条に規定する
職業紹介機関又は業として職業安定法（昭和二十二年法律第百四
十一号）第四条第四項に規定する職業指導（職業に就こうとする
者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。）を
行う者（公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。）をいう
。以下同じ。）、募集情報等提供事業を行う者（同条第六項に規
定する募集情報等提供を業として行う者をいい、同項第三号に掲
げる行為（労働者になろうとする者の依頼を受けて行う場合に限
る。）を行う者に限る。以下この項及び第七十六条第二項におい
て同じ。）又は指定教育訓練実施者（第六十条の二第一項に規定
する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ
。）が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支
給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業
者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対
し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定に
よる失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をするこ
とを命ずることができる。
３

現

（傍線部分は改正部分）

行

（返還命令等）
第十条の四 （略）
２ 前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等（労働施策の
総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に
関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第二条に規定する
職業紹介機関又は業として職業安定法（昭和二十二年法律第百四
十一号）第四条第四項に規定する職業指導（職業に就こうとする
者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。）を
行う者（公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。）をいう
。以下同じ。）、募集情報等提供事業を行う者（同条第六項に規
定する募集情報等提供を業として行う者をいい、労働者となろう
とする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行
う者又は募集受託者（同法第三十九条に規定する募集受託者をい
う。）に提供する者に限る。以下この項及び第七十六条第二項に
おいて同じ。）又は指定教育訓練実施者（第六十条の二第一項に
規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下
同じ。）が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付
が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介
事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者
に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規
定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をす
ることを命ずることができる。
（略）

３

（失業の認定）
第十五条 （略）

（略）

（失業の認定）
第十五条 （略）
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２ （略）
３ 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において
、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一
回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、
厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等（
国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練（
職業能力開発総合大学校の行うものを含む。）、職業訓練の実施
等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成二十三年法
律第四十七号）第四条第二項に規定する認定職業訓練（厚生労働
省令で定めるものを除く。）その他法令の規定に基づき失業者に
対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な
知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて
、政令で定めるものをいう。以下同じ。）を受ける受給資格者そ
の他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について
別段の定めをすることができる。
４・５ （略）
（支給の期間の特例）
第二十条の二 受給資格者であつて、基準日後に事業（その実施期
間が三十日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。
）を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で
定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所
長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間（当該実施
期間の日数が四年から前条第一項及び第二項の規定により算定さ
れる期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日
数を除く。）は、同条第一項及び第二項の規定による期間に算入
しない。
（移転費）
第五十八条 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定

（略）

２ （略）
３ 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において
、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一
回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、
厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等（
国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練（
職業能力開発総合大学校の行うものを含む。）その他法令の規定
に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、
又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練
又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。）を受
ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失
業の認定について別段の定めをすることができる。

４・５

（新設）

（移転費）
第五十八条 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定
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２

（雇用安定事業）
第六十二条 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者
になろうとする者（以下この章において「被保険者等」という。
）に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他
雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うこ
とができる。
一～三 （略）
四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第一項の
同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画（同
条第四項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後
のもの。次条第一項第七号において「同意地域高年齢者就業機
会確保計画」という。）に係る同法第三十四条第二項第三号に
規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。
五・六 （略）
２・３ （略）

２

法第四条第八項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八
条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又
は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、そ
の住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚
生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支
給する。
（略）

（雇用安定事業）
第六十二条 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者
になろうとする者（以下この章において「被保険者等」という。
）に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他
雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うこ
とができる。
一～三 （略）
四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第一項の
同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画（同
条第四項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後
のもの。次条第一項第八号において「同意地域高年齢者就業機
会確保計画」という。）に係る同法第三十四条第二項第三号に
規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。
五・六 （略）
２・３ （略）

（能力開発事業）
第六十三条 政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じ
て、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進する
ため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
一～五 （略）
（新設）

法第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八
条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又
は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、そ
の住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚
生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支
給する。
（略）

（能力開発事業）
第六十三条 政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じ
て、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進する
ため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
一～五 （略）
六 職業能力開発促進法第十条の三第一項第一号の規定によりキ
ャリアコンサルティング（同法第二条第五項に規定するキャリ
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六～八 （略）
２・３ （略）

第六十四条 政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうと
する者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力
開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支
援に関する法律（平成二十三年法律第四十七号）第四条第二項に
規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第五条の規定によ
る助成を行うこと及び同法第二条に規定する特定求職者に対して
、同法第七条第一項の職業訓練受講給付金を支給することができ
る。

アコンサルティングをいう。以下この号において同じ。）の機
会を確保する事業主に対して必要な援助を行うこと及び労働者
に対してキャリアコンサルティングの機会の確保を行うこと。
七～九 （略）
２・３ （略）
第六十四条 政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうと
する者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力
開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支
援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練を行う者に
対して、同法第五条の規定による助成を行うこと及び同法第二条
に規定する特定求職者に対して、同法第七条第一項の職業訓練受
講給付金を支給することができる。

（国庫の負担）
第六十六条 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付（高年
齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。）及び雇用継続給
付（介護休業給付金に限る。第三号において同じ。）、育児休業
給付並びに第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要
する費用の一部を負担する。
一 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求
職者給付に要する費用の四分の一
（新設）

（新設）

（国庫の負担）
第六十六条 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付（高年
齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。）及び雇用継続給
付（介護休業給付金に限る。第三号において同じ。）、育児休業
給付並びに第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要
する費用の一部を負担する。
一 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、次のイ
又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
イ 毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇
用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者
の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支
障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当
する場合 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要
する費用の四分の一
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該日雇労働求職者給付金以
外の求職者給付に要する費用の四十分の一
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二 日雇労働求職者給付金については、次のイ又はロに掲げる場
合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
イ 前号イに掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金に要する
費用の三分の一
ロ 前号ロに掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金に要する
費用の三十分の一
三～五 （略）
２ 前項第一号に規定する日雇労働求職者給付金以外の求職者給付
については、国庫は、毎会計年度（国庫が同号ロの規定による負
担額を負担する会計年度を除く。）において、支給した当該求職
者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法の規定により徴収
した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず
、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて
国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総
額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。
３ 前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二
号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。
一 次に掲げる額の合計額（以下この条及び第六十八条第二項に
おいて「一般保険料徴収額」という。）
イ 徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号
に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率（その
率が同条第五項（同条第十項又は第十一項の規定により読み
替えて適用する場合を含む。）、第八項又は第九項の規定に
より変更されたときは、その変更された率。以下この条及び
第六十七条の二において同じ。）に応ずる部分の額
ロ （略）
二～四 （略）
４ （略）
５ 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度（国庫
が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く
。）において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合

二 日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付
金に要する費用の三分の一
（新設）
（新設）

三～五 （略）
２ 前項第一号に掲げる求職者給付については、国庫は、毎会計年
度において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当す
る額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合
には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規
定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度におい
て支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達す
る額までを負担する。

３ 前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二
号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。
一 次に掲げる額の合計額（以下この条及び第六十八条第二項に
おいて「一般保険料徴収額」という。）
イ 徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号
に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率（その
率が同条第五項、第八項又は第九項の規定により変更された
ときは、その変更された率。以下この条において同じ。）に
応ずる部分の額

ロ （略）
二～四 （略）
４ （略）
５ 日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度におい
て第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、第一
項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額か

- 5 -

ら当該超過額に相当する額を減じた額（その額が当該会計年度に
おいて支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当す
る額を下回る場合には、その四分の一に相当する額）を負担する
。
一・二 （略）
（略）

６

には、同項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の
負担額から当該超過額に相当する額を減じた額（その額が当該会
計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一
に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額）を
負担する。
一・二 （略）
（略）

６

第六十七条 第二十五条第一項の措置が決定された場合には、前条
第一項第一号の規定にかかわらず、国庫は、広域延長給付を受け
る者に係る求職者給付に要する費用の三分の一を負担する。この
場合において、同条第二項中「支給した当該求職者給付の総額」
とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を
受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、「一般保険
料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域
延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の三分の二に相当す
る額を控除した額を超える場合には」とする。

（新設）

（新設）

（新設）

第六十七条 第二十五条第一項の措置が決定された場合には、前条
第一項第一号の規定にかかわらず、国庫は、次に掲げる区分によ
つて、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の
一部を負担する。この場合において、同条第二項中「支給した当
該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総
額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除し
た額」と、「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一
般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総
額の三分の二に相当する額を控除した額を超える場合には」とす
る。
一 前条第一項第一号イに掲げる場合 広域延長給付を受ける者
に係る求職者給付に要する費用の三分の一
二 前条第一項第一号ロに掲げる場合 広域延長給付を受ける者
に係る求職者給付に要する費用の三十分の一
第六十七条の二 国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計
の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合（雇用保険率が
千分の十五・五（徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率
が変更されている場合においては千分の十五、同条第九項の規定
により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十四・
五）以上である場合その他の政令で定める場合に限る。）には、
当該会計年度における失業等給付及び第六十四条に規定する職業
訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で
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定めるところにより、第六十六条第一項、第二項及び第五項並び
に前条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担
することができる。

（労働政策審議会への諮問）
第七十二条 厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二
十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令
で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しく
は第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九
条第一項、第六十一条の四第一項若しくは第六十一条の七第一項
（同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の
理由、第十三条第三項若しくは第二十四条の二第一項の者、第十
八条第三項の算定方法、第二十四条の二第一項若しくは第五十六
条の三第一項の基準、第二十四条の二第一項第三号の災害、第三
十七条の五第一項第三号の時間数、第五十六条の三第一項第二号
の就職が困難な者又は第六十一条の七第三項の規定により読み替
えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとすると
き、第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、
第二十九条第二項、第三十二条第三項（第三十七条の四第六項及
び第四十条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条
第二項（第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用
する場合を含む。）若しくは第五十二条第二項（第五十五条第四
項において準用する場合を含む。）の基準又は第三十八条第一項
第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に
関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、
労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
２

（略）

２

（船員に関する特例）
第七十九条の二 船員である者が失業した場合に関しては、第十条

（労働政策審議会への諮問）
第七十二条 厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二
十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令
で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しく
は第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九
条第一項、第六十一条の四第一項若しくは第六十一条の七第一項
（同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の
理由、第十三条第三項、第二十条の二若しくは第二十四条の二第
一項の者、第十八条第三項の算定方法、第二十条の二の事業、第
二十四条の二第一項若しくは第五十六条の三第一項の基準、第二
十四条の二第一項第三号の災害、第三十七条の五第一項第三号の
時間数、第五十六条の三第一項第二号の就職が困難な者又は第六
十一条の七第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の
日を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項、第
二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十
二条第三項（第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において
準用する場合を含む。）、第三十三条第二項（第三十七条の四第
六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。）若しく
は第五十二条第二項（第五十五条第四項において準用する場合を
含む。）の基準又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めよう
とするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決
定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴
かなければならない。
（略）
（船員に関する特例）
第七十九条の二 船員である者が失業した場合に関しては、第十条
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の四第二項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」
と、「除く。）」とあるのは「除く。）又は船員職業安定法第六
条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同
条第五項に規定する職業指導（船員の職業に就こうとする者の適
性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。）を行う者
（地方運輸局（運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理
部又は運輸支局の事務所を含む。第十五条第五項において同じ。
）及び船員雇用促進センター（船員の雇用の促進に関する特別措
置法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下
同じ。）を除く。）」と、第十五条第二項から第四項まで、第十
九条第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十
一条、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第二項、第二十九
条第二項、第三十条、第三十一条第二項、第三十二条第二項及び
第三項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第
二項、第三十七条第一項、第二項及び第七項、第三十七条の三第
二項、第三十七条の四第五項、第三十九条第二項、第四十条第三
項及び第四項、第四十一条第一項、第四十七条第二項、第五十一
条第一項、第五十二条第一項及び第二項、第五十三条第一項、第
五十六条の三第一項並びに第五十九条第一項中「公共職業安定所
」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地
方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議
して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局
の事務所を含む。）」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局（
運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定す
る運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を
含む。）の長」と、第十五条第三項中「法令の規定に基づき失業
者」とあるのは「失業者」と、同条第五項中「職業安定機関」と
あるのは「職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センター」
と、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第四十三条第一項第
一号及び第五十八条第一項中「公共職業安定所の」又は「公共職
業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局

の四第二項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」
と、「除く。）」とあるのは「除く。）又は船員職業安定法第六
条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同
条第五項に規定する職業指導（船員の職業に就こうとする者の適
性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。）を行う者
（地方運輸局（運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理
部又は運輸支局の事務所を含む。第十五条第五項において同じ。
）及び船員雇用促進センター（船員の雇用の促進に関する特別措
置法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下
同じ。）を除く。）」と、第十五条第二項から第四項まで、第十
九条第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条、第二十四
条、第二十四条の二第一項及び第二項、第二十九条第二項、第三
十条、第三十一条第二項、第三十二条第二項及び第三項、第三十
三条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第三十七
条第一項、第二項及び第七項、第三十七条の三第二項、第三十七
条の四第五項、第三十九条第二項、第四十条第三項及び第四項、
第四十一条第一項、第四十七条第二項、第五十一条第一項、第五
十二条第一項及び第二項、第五十三条第一項、第五十六条の三第
一項並びに第五十九条第一項中「公共職業安定所」又は「公共職
業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局（運輸
監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運
輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む
。）」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局（運輸監理部並び
に厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び
地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）の長」
と、第十五条第三項中「法令の規定に基づき失業者」とあるのは
「失業者」と、同条第五項中「職業安定機関」とあるのは「職業
安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センター」と、第二十九条
第一項、第三十二条第一項、第四十三条第一項第一号及び第五十
八条第一項中「公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」
とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局（運輸監理部並
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則

（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定
する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所
を含む。）の」又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局（運
輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する
運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含
む。）の長の」と、第二十九条第一項中「公共職業安定所が」と
あるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局（運輸監理部並び
に厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び
地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）が」と
、第三十二条第一項第四号及び第五十二条第一項第三号中「事業
所」とあるのは「事業所又は船員職業安定法第二十一条（第二項
ただし書を除く。）の規定に該当する船舶」と、第五十八条第一
項中「公共職業安定所、」とあるのは「公共職業安定所若しくは
地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協
議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支
局の事務所を含む。）、」と、「公共職業安定所長が」とあるの
は「公共職業安定所長又は地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労
働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸
局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）の長が」とする
。
附

（基本手当の支給に関する暫定措置）
第四条 第十三条第三項に規定する特定理由離職者（厚生労働省令
で定める者に限る。）であつて、受給資格に係る離職の日が平成
二十一年三月三十一日から令和七年三月三十一日までの間である
ものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者（第二十
二条第二項に規定する受給資格者を除く。）を第二十三条第二項
に規定する特定受給資格者とみなして第二十条、第二十二条及び
第二十三条第一項の規定を適用する。

則

びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及
び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）の」
又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局（運輸監理部並びに
厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地
方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）の長の」
と、第二十九条第一項中「公共職業安定所が」とあるのは「公共
職業安定所若しくは地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣
が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運
輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。）が」と、第三十二条第
一項第四号及び第五十二条第一項第三号中「事業所」とあるのは
「事業所又は船員職業安定法第二十一条（第二項ただし書を除く
。）の規定に該当する船舶」と、第五十八条第一項中「公共職業
安定所、」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局（運
輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する
運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含
む。）、」と、「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安
定所長又は地方運輸局（運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交
通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部
又は運輸支局の事務所を含む。）の長が」とする。

附

（基本手当の支給に関する暫定措置）
第四条 第十三条第三項に規定する特定理由離職者（厚生労働省令
で定める者に限る。）であつて、受給資格に係る離職の日が平成
二十一年三月三十一日から令和四年三月三十一日までの間である
ものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者（第二十
二条第二項に規定する受給資格者を除く。）を第二十三条第二項
に規定する特定受給資格者とみなして第二十条、第二十二条及び
第二十三条第一項の規定を適用する。
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２

（給付日数の延長に関する暫定措置）
第五条 受給資格に係る離職の日が令和四年三月三十一日以前であ
る受給資格者（第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資
格者以外の受給資格者のうち第十三条第三項に規定する特定理由
離職者（厚生労働省令で定める者に限る。）である者及び第二十
三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。）であつて、厚生
労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認め
られる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ
、公共職業安定所長が第二十四条の二第一項に規定する指導基準
に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが
適当であると認めたもの（個別延長給付を受けることができる者
を除く。）については、第三項の規定による期間内の失業してい
る日（失業していることについての認定を受けた日に限る。）に
ついて、所定給付日数（当該受給資格者が第二十条第一項及び第
二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給
付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項におい
て同じ。）を超えて、基本手当を支給することができる。
２～４ （略）

２

（略）

（給付日数の延長に関する暫定措置）
第五条 受給資格に係る離職の日が令和七年三月三十一日以前であ
る受給資格者（第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資
格者以外の受給資格者のうち第十三条第三項に規定する特定理由
離職者（厚生労働省令で定める者に限る。）である者及び第二十
三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。）であつて、厚生
労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認め
られる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ
、公共職業安定所長が第二十四条の二第一項に規定する指導基準
に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが
適当であると認めたもの（個別延長給付を受けることができる者
を除く。）については、第三項の規定による期間内の失業してい
る日（失業していることについての認定を受けた日に限る。）に
ついて、所定給付日数（当該受給資格者が第二十条第一項及び第
二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給
付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項におい
て同じ。）を超えて、基本手当を支給することができる。
２～４ （略）

２

（略）

（就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置）
第十条 第五十七条第一項第一号に規定する再離職の日が平成二十
一年三月三十一日から令和七年三月三十一日までの間である受給
資格者に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「いず
れか」とあるのは、「いずれか又は再離職について第十三条第三
項に規定する特定理由離職者（厚生労働省令で定める者に限る。
）」とする。
（略）

（教育訓練支援給付金）

（就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置）
第十条 第五十七条第一項第一号に規定する再離職の日が平成二十
一年三月三十一日から令和四年三月三十一日までの間である受給
資格者に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「いず
れか」とあるのは、「いずれか又は再離職について第十三条第三
項に規定する特定理由離職者（厚生労働省令で定める者に限る。
）」とする。
（略）

２

（教育訓練支援給付金）
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（国庫負担に関する暫定措置）
第十三条 国庫は、第六十六条第一項（同項第三号から第五号まで
に規定する費用に係る部分に限る。以下この項において同じ。）
の規定による国庫の負担については、当分の間、同項の規定にか
かわらず、同項の規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当
する額を負担する。

第十一条の二 教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者（前条
に規定する者のうち、第六十条の二第一項第二号に該当する者で
あつて、厚生労働省令で定めるものに限る。）であつて、厚生労
働省令で定めるところにより、令和七年三月三十一日以前に同項
に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始し
たもの（当該教育訓練を開始した日における年齢が四十五歳未満
であるものに限る。）が、当該教育訓練を受けている日（当該教
育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日
に限る。）のうち失業している日（失業していることについての
認定を受けた日に限る。）について支給する。この場合における
第十条第五項、第六十条の三及び第七十二条第一項の規定の適用
については、第十条第五項中「教育訓練給付金」とあるのは「教
育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、第六十条の三第一項
中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金
又は教育訓練支援給付金」と、「、教育訓練給付金」とあるのは
「、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第二項中
「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金及
び教育訓練支援給付金」と、同条第三項中「教育訓練給付金」と
あるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、「前条
第二項」とあるのは「前条第二項及び附則第十一条の二第一項」
と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあ
るのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十一条の二第一
項」とする。
２～５ （略）

（国庫負担に関する暫定措置）
第十三条 国庫は、第六十六条第一項及び第六十七条前段の規定に
よる国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわら
ず、これらの規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する
額を負担する。

第十一条の二 教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者（前条
に規定する者のうち、第六十条の二第一項第二号に該当する者で
あつて、厚生労働省令で定めるものに限る。）であつて、厚生労
働省令で定めるところにより、令和四年三月三十一日以前に同項
に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始し
たもの（当該教育訓練を開始した日における年齢が四十五歳未満
であるものに限る。）が、当該教育訓練を受けている日（当該教
育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日
に限る。）のうち失業している日（失業していることについての
認定を受けた日に限る。）について支給する。この場合における
第十条第五項、第六十条の三及び第七十二条第一項の規定の適用
については、第十条第五項中「教育訓練給付金」とあるのは「教
育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、第六十条の三第一項
中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金
又は教育訓練支援給付金」と、「、教育訓練給付金」とあるのは
「、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第二項中
「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金及
び教育訓練支援給付金」と、同条第三項中「教育訓練給付金」と
あるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、「前条
第二項」とあるのは「前条第二項及び附則第十一条の二第一項」
と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあ
るのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十一条の二第一
項」とする。
２～５ （略）
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（削る）

２ 前項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定
の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「前各項（第
一項第三号から第五号までを除く。）及び附則第十三条第一項」
とする。
第十四条の二 国庫は、令和二年度及び令和三年度における第六十
六条第一項に規定する求職者給付、雇用継続給付及び職業訓練受
講給付金並びに第六十七条に規定する求職者給付に要する費用の
一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響（新型コ
ロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時
特例等に関する法律（令和二年法律第五十四号）第三条第一項第
三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。次項
並びに附則第十四条の四第一項及び第二項において同じ。）によ
る経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を
踏まえ、必要がある場合には、前条第一項に規定する額のほか、
予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することがで
きる。
２・３ （略）
第十四条の三 令和四年度から令和六年度までの各年度においては
、第六十六条第一項（同項第三号及び第四号に規定する費用に係
る部分に限る。）の規定及び附則第十三条（同項第三号及び第四
号に規定する費用に係る部分に限る。）の規定にかかわらず、国
庫は、同項（同項第三号及び第四号に規定する費用に係る部分に
限る。）の規定による国庫の負担額の百分の十に相当する額を負
担する。
２ 前項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定
の適用については、附則第十三条第二項の規定にかかわらず、第

２ 国庫が前項に規定する額を負担する会計年度については、第六
十六条第二項（第六十七条後段において読み替えて適用する場合
を含む。）及び第五項の規定は、適用しない。
３ 第一項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規
定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「附則第十
三条第一項」とする。

（略）

第十四条の二 国庫は、令和二年度及び令和三年度における第六十
六条第一項に規定する求職者給付、雇用継続給付及び職業訓練受
講給付金並びに第六十七条に規定する求職者給付に要する費用の
一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響（新型コ
ロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時
特例等に関する法律（令和二年法律第五十四号）第三条第一項第
三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。次項
において同じ。）による経済情勢の変化及び労働保険特別会計の
雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、前条第一項
に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一
部を負担することができる。
２・３
（新設）
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六十六条第六項中「前各項」とあるのは、「前各項（第一項第三
号から第五号までを除く。）並びに附則第十三条第一項（第一項
第五号に規定する費用に係る部分に限る。）及び第十四条の三第
一項」とする。
第十四条の四 国庫は、令和四年度における失業等給付及び第六十
四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用（同年度
において特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）附
則第二十条の三第四項の規定による繰入れ又は同条第五項の規定
による補足を行つた金額がある場合は、当該金額に相当する額を
当該費用に加えた額）の一部に充てるため、新型コロナウイルス
感染症等の影響による経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇
用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、第六十六条第
一項第一号及び第二号並びに第六十七条並びに附則第十三条第一
項（第六十六条第一項第五号に規定する費用に係る部分に限る。
）及び前条第一項（第六十六条第一項第三号に規定する費用に係
る部分に限る。）に規定する額のほか、予算で定めるところによ
り、その費用の一部を負担することができる。この場合において
は、第六十七条の二の規定は、適用しない。
２ 国庫は、令和四年度における雇用安定事業（新型コロナウイル
ス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関
する法律第四条に規定する事業並びに同事業を実施する期間にお
いて実施する第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び同項第六
号に掲げる事業（新型コロナウイルス感染症等の影響に対応する
ために実施する事業であつて、厚生労働省令で定めるものに限る
。）に限る。）に要する費用のうち、当該雇用安定事業に基づき
支給又は助成をする額と第十六条第一項の規定による基本手当の
日額の最高額との差及び当該支給又は助成に係る事業主が中小規
模の事業者であるか否かの別を考慮して政令で定めるところによ
り算定した額について負担するものとする。
令和四年度における前条第二項の規定の適用については、同項
３

（新設）
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中「及び第十四条の三第一項」とあるのは、「、第十四条の三第
一項並びに第十四条の四第一項及び第二項」とする。
第十五条 雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、
令和七年四月一日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保
した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃
止するものとする。

第十五条 雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、
令和四年四月一日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保
した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃
止するものとする。

- 14 -

○

正

案

職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）（抄）（第二条関係）

改
目次
第一章 総則（第一条―第五条の八）
第二章～第三章の二 （略）
第三章の三 募集情報等提供事業（第四十三条の二―第四十三条
の九）
第三章の四 労働者供給事業（第四十四条―第四十七条）
第三章の五 労働者派遣事業等（第四十七条の二）
第四章 雑則（第四十七条の三―第六十二条）
第五章 （略）
附則
（定義）
第四条 （略）
②～⑤ （略）
⑥ この法律において「募集情報等提供」とは、次に掲げる行為を
いう。
一 労働者の募集を行う者等（労働者の募集を行う者、募集受託
者（第三十九条に規定する募集受託者をいう。第三号、第五条
の三第一項、第五条の四第一項及び第二項並びに第五条の五第
一項において同じ。）又は職業紹介事業者その他厚生労働省令
で定める者（以下この項において「職業紹介事業者等」という
。）をいう。第四号において同じ。）の依頼を受け、労働者の
募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介
事業者等に提供すること。
二 前号に掲げるもののほか、労働者の募集に関する情報を、労
働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的と

現

目次
第一章 総則（第一条―第五条の七）
第二章～第三章の二 （略）
（新設）

（傍線部分は改正部分）

行

第三章の三 労働者供給事業（第四十四条―第四十七条）
第三章の四 労働者派遣事業等（第四十七条の二）
第四章 雑則（第四十八条―第六十二条）
第五章 （略）
附則

（定義）
第四条 （略）
②～⑤ （略）
⑥ この法律において「募集情報等提供」とは、労働者の募集を行
う者若しくは募集受託者（第三十九条に規定する募集受託者をい
う。以下この項、第五条の三第一項及び第五条の四第一項におい
て同じ。）の依頼を受け、当該募集に関する情報を労働者となろ
うとする者に提供すること又は労働者となろうとする者の依頼を
受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者若しくは募集
受託者に提供することをいう。
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して収集し、労働者になろうとする者等（労働者になろうとす
る者又は職業紹介事業者等をいう。次号において同じ。）に提
供すること。
三 労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうと
する者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受託者又は
他の職業紹介事業者等に提供すること。
四 前号に掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する
情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容
易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に
提供すること。
⑦ この法律において「特定募集情報等提供」とは、労働者になろ
うとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいう。
⑧～⑩ （略）
⑪ この法律において「特定募集情報等提供事業者」とは、第四十
三条の二第一項の規定による届出をして特定募集情報等提供事業
を行う者をいう。
⑫・⑬ （略）
（政府の行う業務）
第五条 政府は、第一条の目的を達成するために、次に掲げる業務
を行う。
一～三 （略）
四 政府以外の者（第二十九条第一項の規定により無料の職業紹
介事業を行う場合における特定地方公共団体及び募集情報等提
供事業を行う場合における地方公共団体を除く。）の行う職業
紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業又
は労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業及び建
設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三
十三号。以下「建設労働法」という。）第二条第十項に規定す
る建設業務労働者就業機会確保事業（以下「労働者派遣事業等
」という。）を労働者及び公共の利益を増進するように、指導

（新設）

（略）

⑦～⑨ （略）
（新設）

⑩・⑪

（政府の行う業務）
第五条 政府は、第一条の目的を達成するために、次に掲げる業務
を行う。
一～三 （略）
四 政府以外の者（第二十九条第一項の規定により無料の職業紹
介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。）の行う
職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事
業又は労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業及
び建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律
第三十三号。以下「建設労働法」という。）第二条第十項に規
定する建設業務労働者就業機会確保事業（以下「労働者派遣事
業等」という。）を労働者及び公共の利益を増進するように、
指導監督すること。
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監督すること。
五～七 （略）
（職業安定機関と特定地方公共団体等の協力）
第五条の二 職業安定機関及び特定地方公共団体、職業紹介事業者
、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者は、労働力
の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、
労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力
するように努めなければならない。
（略）
②
（求人等に関する情報の的確な表示）
第五条の四 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業
者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業
を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関
して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は
頒布その他厚生労働省令で定める方法（以下この条において「広
告等」という。）により求人若しくは労働者の募集に関する情報
又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他
厚生労働省令で定める情報（第三項において「求人等に関する情
報」という。）を提供するときは、当該情報について虚偽の表示
又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
② 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業
務に関して広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労
働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保
たなければならない。
③ 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集
情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に
基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供する
ときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容
に保つための措置を講じなければならない。

五～七

（略）

（職業安定機関と特定地方公共団体等の協力）
第五条の二 職業安定機関及び特定地方公共団体、職業紹介事業者
又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調
整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る
技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならな
い。
（略）
②

（新設）
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（求人の申込み）
第五条の六 （略）

②

（求職の申込み）
第五条の六 （略）

（求人の申込み）
第五条の五 （略）

②

（求職者等の個人情報の取扱い）
第五条の四 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者
及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者
供給事業者及び労働者供給を受けようとする者（次項において「
公共職業安定所等」という。）は、それぞれ、その業務に関し、
求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労
働者の個人情報（以下この条において「求職者等の個人情報」と
いう。）を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業
務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、
並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなけ
ればならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由
がある場合は、この限りでない。

（求職の申込み）
第五条の七 （略）

（求職者の能力に適合する職業の紹介等）
第五条の七 （略）

（略）

（求職者の能力に適合する職業の紹介等）
第五条の八 （略）

（学校による公共職業安定所業務の分担）
第二十七条 （略）
② （略）
③ 第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学
校の長（以下「業務分担学校長」という。）は、第五条の五第一
項本文及び第五条の六第一項本文の規定にかかわらず、学校の教

（求職者等の個人情報の取扱い）
第五条の五 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者
及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情
報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けよ
うとする者（次項において「公共職業安定所等」という。）は、
それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又
は供給される労働者の個人情報（以下この条において「求職者等
の個人情報」という。）を収集し、保管し、又は使用するに当た
つては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令
で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人
情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、
及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合そ
の他正当な事由がある場合は、この限りでない。
（略）

（学校による公共職業安定所業務の分担）
第二十七条 （略）
② （略）
③ 第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学
校の長（以下「業務分担学校長」という。）は、第五条の六第一
項本文及び第五条の七第一項本文の規定にかかわらず、学校の教
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（許可の欠格事由）
第三十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次
の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許
可をしてはならない。
一～五 （略）
六 第三十二条の九第一項（第三十三条第四項において準用する
場合を含む。）の規定により職業紹介事業の許可を取り消され
た者が法人である場合（第三十二条の九第一項（第一号に限る
。）（第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規
定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一
号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる
場合に限る。）又は第三十三条の三第二項において準用する第
三十二条の九第一項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を
命じられた者が法人である場合（第三十三条の三第二項におい
て準用する第三十二条の九第一項（第一号に限る。）の規定に
より廃止を命じられた場合については、当該法人が第一号又は
第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に
限る。）において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因と
なつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、
当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しないもの

（地方公共団体の行う職業紹介）
第二十九条 （略）
②・③ （略）
④ 特定地方公共団体が、前項の規定により取扱職種の範囲等を定
めた場合においては、第五条の六第一項及び第五条の七第一項の
規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

育課程に適切でない職業に関する求人又は求職の申込みを受理し
ないことができる。
④～⑧ （略）

（許可の欠格事由）
第三十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次
の各号のいずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項の許
可をしてはならない。
一～五 （略）
六 第三十二条の九第一項（第三十三条第四項において準用する
場合を含む。）の規定により職業紹介事業の許可を取り消され
た者が法人である場合（第三十二条の九第一項（第一号に限る
。）（第三十三条第四項において準用する場合を含む。）の規
定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一
号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる
場合に限る。）又は第三十三条の三第二項において準用する第
三十二条の九第一項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を
命じられた者が法人である場合（第三十三条の三第二項におい
て準用する第三十二条の九第一項（第一号に限る。）の規定に
より廃止を命じられた場合については、当該法人が第一号又は
第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に
限る。）において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因と
なつた事項が発生した当時現に当該法人の役員（業務を執行す
る社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役

（地方公共団体の行う職業紹介）
第二十九条 （略）
②・③ （略）
④ 特定地方公共団体が、前項の規定により取扱職種の範囲等を定
めた場合においては、第五条の五第一項及び第五条の六第一項の
規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

育課程に適切でない職業に関する求人又は求職の申込みを受理し
ないことができる。
④～⑧ （略）
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七・八 （略）
九 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない
者（以下この条において「暴力団員等」という。）

、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人
に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず
る者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
以下この条において同じ。）であつた者で、当該取消し又は命
令の日から起算して五年を経過しないもの
七・八 （略）
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六
号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」とい
う。）又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者（
以下この条において「暴力団員等」という。）
十～十三 （略）

（取扱職業の範囲）
第三十二条の十一 有料職業紹介事業者は、港湾運送業務（港湾労
働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規
定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務
として厚生労働省令で定める業務をいう。）に就く職業、建設業
務（土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、
破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業
務をいう。）に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその
職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障
を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求
職者に紹介してはならない。
② 第五条の五第一項及び第五条の六第一項の規定は、有料職業紹
介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職
の申込みについては、適用しない。

（略）

（取扱職業の範囲）
第三十二条の十一 有料職業紹介事業者は、港湾運送業務（港湾労
働法（昭和六十三年法律第四十号）第二条第二号に規定する港湾
運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行
われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務
をいう。）に就く職業、建設業務（土木、建築その他工作物の建
設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれ
らの作業の準備の作業に係る業務をいう。）に就く職業その他有
料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該
職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして
厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。
② 第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、有料職業紹
介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職
の申込みについては、適用しない。

（取扱職種の範囲等の届出等）
第三十二条の十二 （略）
② 有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者
が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、

十～十三

（取扱職種の範囲等の届出等）
第三十二条の十二 （略）
② 有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者
が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、

- 20 -

③

第五条の五第一項及び第五条の六第一項の規定は、その範囲内に
限り適用するものとする。
（略）

③

（学校等の行う無料職業紹介事業）
第三十三条の二 （略）
②～⑤ （略）
⑥ 前項の規定により、第一項各号に掲げる施設の長が職業紹介の
範囲を定めて届出をした場合においては、第五条の五第一項及び
第五条の六第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとす
る。
⑦・⑧ （略）

第五条の六第一項及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に
限り適用するものとする。
（略）

（学校等の行う無料職業紹介事業）
第三十三条の二 （略）
②～⑤ （略）
⑥ 前項の規定により、第一項各号に掲げる施設の長が職業紹介の
範囲を定めて届出をした場合においては、第五条の六第一項及び
第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとす
る。
⑦・⑧ （略）

（削る）

（募集内容の的確な表示等）
第四十二条 新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲
出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集
を行う者（募集受託者を含む。以下この項において同じ。）は、
労働者の適切な職業選択に資するため、第五条の三第一項の規定
により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当た
つては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせるこ
とのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなけ
ればならない。この場合において、当該労働者の募集を行う者が
募集情報等提供事業を行う者をして労働者の募集に関する情報を
労働者となろうとする者に提供させるときは、当該募集情報等提
供事業を行う者に対し、必要な協力を求めるように努めなければ
ならない。
② 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者若しく
は募集受託者又は労働者となろうとする者の依頼を受け提供する
情報が的確に表示されたものとなるよう、当該依頼をした者に対
し、必要な協力を行うように努めなければならない。
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募集情報等提供事業

（略）

（労働者の募集を行う者等の責務）
第四十二条 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、労働者の適
切な職業の選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当た
つては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努
めなければならない。
（準用）
第四十二条の二
第三章の三
（特定募集情報等提供事業の届出）
第四十三条の二 特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚
生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他
の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければな
らない。
② 特定募集情報等提供事業者は、前項の規定により届け出た事項
に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところ
により、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
③ 特定募集情報等提供事業者は、第一項の規定による届出に係る
特定募集情報等提供事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働
省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なけ
ればならない。
（報酬受領の禁止）
第四十三条の三 特定募集情報等提供事業者は、その行つた募集情
報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報
等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
（事業の停止）
第四十三条の四 厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が第

（略）

（労働者の募集を行う者等の責務）
第四十二条の二 労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに募集
情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するた
め、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図
るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
（準用）
第四十二条の三
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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五条の五、前条若しくは第五十一条の規定又は第四十八条の三第
一項の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特
定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止を命ずることができ
る。
（事業概況報告書の提出）
第四十三条の五 特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定
めるところにより、その行う特定募集情報等提供事業の実施の状
況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しな
ければならない。
（事業情報の公開）
第四十三条の六 募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で
定めるところにより、労働者の募集に関する情報の的確な表示に
関する事項、苦情の処理に関する事項その他厚生労働省令で定め
る事項に関し情報の提供を行うように努めなければならない。
（苦情の処理）
第四十三条の七 募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろう
とする者、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者
その他厚生労働省令で定める者から申出を受けた当該事業に関す
る苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。
② 募集情報等提供事業を行う者は、前項の目的を達成するために
必要な体制を整備しなければならない。
（募集情報等提供事業を行う者の責務）
第四十三条の八 募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な
職業の選択に資するため、その業務の運営に当たつては、その改
善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければなら
ない。

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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（略）

労働者供給事業

（地方公共団体の行う募集情報等提供事業）
第四十三条の九 地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合の
この法律の規定の適用については、第五条の五第一項及び第四十
三条の三中「特定募集情報等提供事業者」とあるのは、「特定募
集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、第四十三条の二、
第四十八条、第四十八条の二及び第四十八条の三第一項の規定は
、適用しない。
第三章の四
第四十四条～第四十七条
労働者派遣事業等
（略）
雑則

第三章の五
第四十七条の二
第四章

（事業者団体等の責務）
第四十七条の三 職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者
を直接又は間接の構成員（以下この項において「構成員」という
。）とする団体（次項において「事業者団体」という。）は、職
業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職
者又は労働者になろうとする者の保護が図られるよう、構成員に
対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければ
ならない。
② 国は、事業者団体に対し、職業紹介事業又は募集情報等提供事
業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の
保護に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとする。
（指針）

（新設）

第三章の三

（略）

労働者供給事業

第四十四条～第四十七条

労働者派遣事業等
（略）
雑則

第三章の四
第四十七条の二
第四章

（新設）

（指針）
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③

（改善命令等）
第四十八条の三 厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集
を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者
供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく
命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確
保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当
該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ず
ることができる。
② 厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が
、第五条の三第二項若しくは第三項の規定に違反しているとき、
若しくは第五条の六第三項の規定による求めに対して事実に相違
する報告をしたとき、又はこれらの規定に違反して前条の規定に
よる指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定
に違反するおそれがあると認めるときは、当該求人者又は労働者
供給を受けようとする者に対し、第五条の三第二項若しくは第三
項又は第五条の六第三項の規定の違反を是正するために必要な措
置又はその違反を防止するために必要な措置を執るべきことを勧
告することができる。
（略）

第四十八条 厚生労働大臣は、第三条、第五条の三から第五条の五
まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十
五条の二に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者
の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労
働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者が適切に対処
するために必要な指針を公表するものとする。

（厚生労働大臣に対する申告）
第四十八条の四 特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労
働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者又は労働者
供給を受けようとする者がこの法律の規定又はこれに基づく命令

③

第四十八条 厚生労働大臣は、第三条、第五条の三、第五条の四、
第三十三条の五、第四十二条、第四十二条の二及び第四十五条の
二に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集
を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供
給事業者及び労働者供給を受けようとする者が適切に対処するた
めに必要な指針を公表するものとする。

② 厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が
、第五条の三第二項若しくは第三項の規定に違反しているとき、
若しくは第五条の五第三項の規定による求めに対して事実に相違
する報告をしたとき、又はこれらの規定に違反して前条の規定に
よる指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定
に違反するおそれがあると認めるときは、当該求人者又は労働者
供給を受けようとする者に対し、第五条の三第二項若しくは第三
項又は第五条の五第三項の規定の違反を是正するために必要な措
置又はその違反を防止するために必要な措置を執るべきことを勧
告することができる。
（略）

（改善命令等）
第四十八条の三 厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集
を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者が、その業務に関し
この法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合にお
いて、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認め
るときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために
必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

（厚生労働大臣に対する申告）
第四十八条の四 特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労
働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者
、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者がこの法
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の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共
団体若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該
募集に応じた労働者又は当該労働者供給事業者から供給される労
働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を
執るべきことを求めることができる。

（略）

②

律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合
においては、当該特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者に求
職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者、当該募集情
報等提供事業を行う者から募集情報等提供を受け当該募集情報等
提供に係る労働者の募集に応じた労働者若しくは当該募集情報等
提供事業を行う者により自らに関する情報を提供された労働者又
は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣
に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求める
ことができる。
（略）

②

③・④

（略）

② 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所
属の職員に、職業紹介事業を行う者（第二十九条第一項の規定に
より無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を
除く。）、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者
供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者の事業所そ
の他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その
他の物件を検査させることができる。

（報告及び検査）
第五十条 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度におい
て、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者
（第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合
における特定地方公共団体を除く。）、求人者、労働者の募集を
行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給
事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な
事項を報告させることができる。

（報告及び検査）
第五十条 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度におい
て、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者
（第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合
における特定地方公共団体を除く。）、求人者、労働者の募集を
行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者（募集情報等
提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。）、労働者供
給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要
な事項を報告させることができる。
② 行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所
属の職員に、職業紹介事業を行う者（第二十九条第一項の規定に
より無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を
除く。）、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情
報等提供事業を行う者（募集情報等提供事業を行う場合における
地方公共団体を除く。）、労働者供給事業を行う者又は労働者供
給を受けようとする者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者
に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることがで
きる。
③・④ （略）
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（秘密を守る義務等）
第五十一条 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募
集受託者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者
（以下この条において「職業紹介事業者等」という。）並びにこ
れらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その
業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはな
らない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の
従業者でなくなつた後においても、同様とする。
②

（略）

②

第五十一条の二 特定地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に
従事する者及び特定地方公共団体の業務に従事する者は、その業
務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関
する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。特定地方公共
団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者及び特定地方公共
団体の業務に従事する者でなくなつた後においても、同様とする
。

（秘密を守る義務等）
第五十一条 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募
集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労
働者供給を受けようとする者（以下この条において「職業紹介事
業者等」という。）並びにこれらの代理人、使用人その他の従業
者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り
得た人の秘密を漏らしてはならない。職業紹介事業者等及びこれ
らの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、
同様とする。
（略）
第五十一条の二 特定地方公共団体及び特定募集情報等提供事業を
行う地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者、特
定地方公共団体の業務に従事する者及び特定募集情報等提供事業
を行う地方公共団体の業務に従事する者は、その業務に関して知
り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、
みだりに他人に知らせてはならない。特定地方公共団体及び特定
募集情報等提供事業を行う地方公共団体並びに公共職業安定所の
業務に従事する者、特定地方公共団体の業務に従事する者及び特
定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者で
なくなつた後においても、同様とする。

第六十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上
十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束す
る手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供
給を行つた者又はこれらに従事した者
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業
紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれ
らに従事した者

第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為
をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三
百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束す
る手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供
給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業
紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を
行い、又はこれらに従事したとき。
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第六十四条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為
をした者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す
る。
一 第三十条第一項の規定に違反したとき。
一の二 偽りその他不正の行為により、第三十条第一項の許可、
第三十二条の六第二項（第三十三条第四項において準用する場
合を含む。）の規定による許可の有効期間の更新、第三十三条
第一項の許可、第三十六条第一項の許可又は第四十五条の許可
を受けたとき。
二 第三十二条の九第二項（第三十三条第四項、第三十三条の二
第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む
。）の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
三 第三十二条の十（第三十三条第四項、第三十三条の二第七項
及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）の
規定に違反したとき。
四 第三十二条の十一第一項の規定に違反したとき。
五 第三十三条第一項の規定に違反したとき。
六 第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一
項の規定による事業の廃止の命令に違反したとき。
七 第三十六条第一項の規定に違反したとき。
八 第四十一条第一項（第四十六条において準用する場合を含む
。）の規定による労働者の募集の業務若しくは労働者供給事業
の停止又は第四十一条第二項の規定による労働者の募集の業務
の廃止若しくは停止の命令に違反したとき。
九 第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の停止
の命令に違反したとき。
第四十四条の規定に違反したとき。
十

第六十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為
をした者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処

第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以下
の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第四十四条の規定に違反した者

一 第三十条第一項の規定に違反した者
一の二 偽りその他不正の行為により、第三十条第一項の許可、
第三十二条の六第二項（第三十三条第四項において準用する場
合を含む。）の規定による許可の有効期間の更新、第三十三条
第一項の許可、第三十六条第一項の許可又は第四十五条の許可
を受けた者
二 第三十二条の九第二項（第三十三条第四項、第三十三条の二
第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む
。）の規定による事業の停止の命令に違反した者
三 第三十二条の十（第三十三条第四項、第三十三条の二第七項
及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）の
規定に違反した者
四 第三十二条の十一第一項の規定に違反した者
五 第三十三条第一項の規定に違反した者
六 第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一
項の規定による事業の廃止の命令に違反した者
七 第三十六条第一項の規定に違反した者
八 第四十一条第一項（第四十六条において準用する場合を含む
。）の規定による労働者の募集の業務若しくは労働者供給事業
の停止又は第四十一条第二項の規定による労働者の募集の業務
の廃止若しくは停止の命令に違反した者
（新設）
九

第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下
の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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する。
一 第十一条第三項の規定に違反したとき。
二 第三十二条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
三 第三十三条の二第一項又は第三十三条の三第一項の規定によ
る届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つたとき。
四 第三十六条第二項又は第三項の規定に違反したとき。
五 第三十七条の規定による制限又は指示に従わなかつたとき。
六 第三十九条、第四十条又は第四十三条の三の規定に違反した
とき。
七 第四十三条の二第一項の規定による届出をしないで、特定募
集情報等提供事業を行つたとき。
八 第四十八条の三第一項の規定による命令に違反したとき。
九 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、
労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、
又はこれらに従事したとき。
十 虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う
者に求人の申込みを行つたとき。
十一 労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹
介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれに従
事したとき。

第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを三十万円
以下の罰金に処する。
一 第三十条第二項（第三十二条の六第六項、第三十三条第四項
及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合
を含む。）に規定する申請書若しくは届出書又は第三十条第三
項（第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並び
に第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）に規
定する書類に虚偽の記載をして提出した者
第三十二条の三第四項の規定による命令に違反した者
第三十二条の七第一項（第三十三条第四項及び第三十三条の

七 第四十八条の三第一項の規定による命令に違反した者
八 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、
労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従
事した者
九 虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う
者に求人の申込みを行つた者
十 労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介
、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者、又はこれに
従事した者

二
三

（新設）

四
五
六

一 第十一条第三項の規定に違反した者
二 第三十二条の三第一項又は第二項の規定に違反した者
三 第三十三条の二第一項又は第三十三条の三第一項の規定によ
る届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つた者
第三十六条第二項又は第三項の規定に違反した者
第三十七条の規定による制限又は指示に従わなかつた者
第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

第六十六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為
をした者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十条第二項（第三十二条の六第六項、第三十三条第四項
及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合
を含む。）に規定する申請書若しくは届出書又は第三十条第三
項（第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並び
に第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）に規
定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第三十二条の三第四項の規定による命令に違反したとき。
第三十二条の七第一項（第三十三条第四項及び第三十三条の
二
三
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三第二項において準用する場合を含む。）の規定による届出を
せず、若しくは虚偽の届出をし、又は第三十二条の七第一項（
第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する
場合を含む。）に規定する書類に虚偽の記載をして提出したと
き。
四 第三十二条の八第一項（第三十三条第四項、第三十三条の二
第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む
。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第三十二条の十四（第三十三条第四項及び第三十三条の三第
二項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。
六 第三十二条の十五（第三十三条第四項、第三十三条の二第七
項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）
の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備え
て置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
七 第四十三条の二第一項の規定による届出をする場合において
虚偽の届出をしたとき。
八 第四十三条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をしたとき。
九 第四十九条又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又
は虚偽の報告をしたとき。
十 第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは
虚偽の陳述をしたとき。
十一 第五十一条第一項の規定に違反したとき。

三第二項において準用する場合を含む。）の規定による届出を
せず、若しくは虚偽の届出をし、又は第三十二条の七第一項（
第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する
場合を含む。）に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

四 第三十二条の八第一項（第三十三条第四項、第三十三条の二
第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む
。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第三十二条の十四（第三十三条第四項及び第三十三条の三第
二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者
六 第三十二条の十五（第三十三条第四項、第三十三条の二第七
項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。）
の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備え
て置かなかつた者又は虚偽の帳簿書類を作成した者
（新設）
（新設）

七 第四十九条又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又
は虚偽の報告をした者
八 第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは
虚偽の陳述をした者
第五十一条第一項の規定に違反した者
九
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〇

案

職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）（抄）（第三条関係）

正

現

（傍線部分は改正部分）

行

目次
第一章・第二章 （略）
第三章 （略）
第一節 （略）
第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置（第十
五条―第十五条の六）
第三節～第八節 （略）
第四章～第八章 （略）
附則

改
目次
第一章・第二章 （略）
第三章 （略）
第一節 （略）
第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置（第十
四条の二―第十五条の六）
第三節～第八節 （略）
第四章～第八章 （略）
附則

第十条の三 事業主は、前三条の措置によるほか、必要に応じ、次
に掲げる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
とする。
一 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定める
ことを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに
関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、情報の提供、
キャリアコンサルティングの機会の確保その他の援助を行うこ
と。
二 （略）
（新設）

第十条の三 事業主は、前三条の措置によるほか、必要に応じ、次
に掲げる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
とする。
一 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定める
ことを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに
関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、情報を提供す
ること、職業能力の開発及び向上の促進に係る各段階において
、並びに労働者の求めに応じてキャリアコンサルティングの機
会を確保することその他の援助を行うこと。
二 （略）
２ 事業主は、前項第一号の規定によりキャリアコンサルティング
の機会を確保する場合には、キャリアコンサルタントを有効に活
用するように配慮するものとする。
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（多様な職業能力開発の機会の確保）
第十四条の二 （略）
（協議会）
第十五条 都道府県の区域において職業訓練に関する事務及び事業
を行う国及び都道府県の機関（以下この項において「関係機関」
という。）は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促
進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、
関係機関及び次に掲げる者により構成される協議会（以下この条
において単に「協議会」という。）を組織することができる。
一 第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を設置
する市町村
二 職業訓練若しくは職業に関する教育訓練を実施する者又はそ
の団体
三 労働者団体
四 事業主団体
五 職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第四条第十項
に規定する職業紹介事業者若しくは同条第十一項に規定する特
定募集情報等提供事業者又はこれらの団体
六 学識経験者
七 その他関係機関が必要と認める者
２ 協議会は、職業能力の開発及び向上の促進に有用な情報を共有
し、その構成員の連携の緊密化を図りつつ、都道府県の区域にお
ける職業訓練及び職業に関する教育訓練の需要及び実施の状況そ
の他の地域の実情に応じた適切かつ効果的な職業訓練及び職業に
関する教育訓練の実施並びにキャリアコンサルティングの機会の
確保その他の職業能力の開発及び向上の促進のための取組につい
て協議を行うものとする。
３ 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者
は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏ら
してはならない。

（多様な職業能力開発の機会の確保）
第十五条 （略）

（新設）
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４ 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要
な事項は、協議会が定める。

（事業主その他の関係者に対する援助）
第十五条の二 国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職
業能力検定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に必要な援助その他労働者が
職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図るこ
とを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助
を行うように努めなければならない。
一 第十条の三第一号のキャリアコンサルティングに関する講習
の実施
二 （略）
三 職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について
相談その他の援助を行うこと。

（国、都道府県及び市町村による配慮）
第十八条 （略）
２ （略）
（新設）

四～八 （略）
２～４ （略）

（国、都道府県及び市町村による配慮）
第十八条 （略）
２ （略）
３ 国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、労働者
がその生活との調和を保ちつつ、職業能力の開発及び向上を図る
ことができるように、職業訓練の期間及び時間等について十分配
慮するものとする。

（委託募集の特例等）
第二十六条の六 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（
認定事業主に限る。以下同じ。）が、当該承認中小事業主団体を
して認定実習併用職業訓練を担当する者（以下「訓練担当者」と

（事業主その他の関係者に対する援助）
第十五条の二 国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職
業能力検定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に必要な援助その他労働者が
職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図るこ
とを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助
を行うように努めなければならない。
一 第十条の三第一項第一号のキャリアコンサルティングに関す
る講習の実施
二 （略）
三 職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について
相談その他の援助を行うこと（キャリアコンサルティングの機
会の確保に係るものを含む。）。
四～八 （略）
２～４ （略）

（委託募集の特例等）
第二十六条の六 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（
認定事業主に限る。以下同じ。）が、当該承認中小事業主団体を
して認定実習併用職業訓練を担当する者（以下「訓練担当者」と
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いう。）の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小
事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第
三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業
主については、適用しない。
２～４ （略）
５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あつた場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第
二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第
五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定に
よる届出をして訓練担当者の募集に従事する者について、同法第
四十条の規定は同項の規定による届出をして訓練担当者の募集に
従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及
び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する
職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三
十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「
職業能力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による届出をし
て同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事しようとする者
」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止
を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする
。
６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用
については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をし
て職業能力開発促進法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当
者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えよ
うとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあ
るのは「職業能力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による
届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事する者
」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
７ （略）
（削る）

いう。）の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小
事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法（
昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項の
規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。
２～４ （略）
５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あつた場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四
十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条
第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届
出をして訓練担当者の募集に従事する者について、同法第四十条
の規定は同項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事す
る者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四
項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を
行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条
第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「職業能
力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による届出をして同条
第一項に規定する訓練担当者の募集に従事しようとする者」と、
同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ
、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用
については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をし
て職業能力開発促進法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当
者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えよ
うとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあ
るのは「職業能力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による
届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事する者
」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
（略）
第四項及び第五項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省
７
８

- 34 -

（権限の委任）
第九十八条の二 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労
働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委
任することができる。
第九十九条の三 第十五条第三項の規定に違反して秘密を漏らした
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任す
ることができる。

（新設）

（新設）
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○

正

案

現

（傍線部分は改正部分）

行

（一般保険料に係る保険料率）
第十二条 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に
あつては、労災保険率と雇用保険率（第五項、第八項又は第九
項の規定により変更されたときは、その変更された率。第四項
を除き、以下同じ。）とを加えた率
二・三 （略）
２～
（略）
則

（雇用保険率の変更に関する暫定措置）
第十条 雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年
度における第十二条第五項の規定の適用については、同項中「第
六十六条第一項、第二項及び第五項の規定による国庫の負担額（
同条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。）、同条第
六項の規定による国庫の負担額（同法による雇用保険事業の事務
の執行に要する経費に係る分を除く。）並びに同法第六十七条の
規定による国庫の負担額」とあるのは、「附則第十三条第一項の
規定による国庫の負担額（育児休業給付金に係る国庫の負担額を
除く。）及び同条第三項において読み替えて適用する同法第六十
六条第六項の規定による国庫の負担額（同法による雇用保険事業
の事務の執行に要する経費に係る分を除く。）」とする。

附

11

改

労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）（抄）（第四条関係）

則

（一般保険料に係る保険料率）
第十二条 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に
あつては、労災保険率と雇用保険率（第五項（第十項又は第十
一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第八項
又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率
。第四項を除き、以下同じ。）とを加えた率
二・三 （略）
２～
（略）
附

（雇用保険率の変更に関する暫定措置）
第十条 雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年
度における第十二条第五項の規定の適用については、同項中「同
条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。）、同条第六
項の規定による国庫の負担額（同法による雇用保険事業の事務の
執行に要する経費に係る分を除く。）並びに同法第六十七条の規
定による国庫の負担額」とあるのは、「同条第一項第三号から第
五号までの規定による国庫の負担額を除く。）、同法第六十七条
の規定による国庫の負担額、同法附則第十三条第一項の規定によ
る国庫の負担額（育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。）並
びに同条第二項において読み替えて適用する同法第六十六条第六
項の規定による国庫の負担額（同法による雇用保険事業の事務の
執行に要する経費に係る分を除く。）」とする。
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11

第十条の二 令和四年度から令和六年度までの各年度における前条
の規定の適用については、同条中「育児休業給付」とあるのは「
介護休業給付金及び育児休業給付」と、「並びに同条第二項」と
あるのは「、同法附則第十四条の三第一項の規定による国庫の負
担額並びに同条第二項」とする。
（雇用保険率に関する暫定措置）
第十一条 平成二十九年度から令和三年度までの各年度及び令和四
年十月一日から令和五年三月三十一日までの期間における第十二
条第四項の雇用保険率については、同項中「千分の十五・五」と
あるのは「千分の十三・五」と、「千分の十七・五」とあるのは
「千分の十五・五」と、「千分の十八・五」とあるのは「千分の
十六・五」として、同項の規定を適用する。
２ （略）
３ 令和四年四月一日から同年九月三十日までの期間における第十
二条第四項の雇用保険率については、同項中「千分の十五・五」
とあるのは「千分の九・五」と、「千分の十七・五」とあるのは
「千分の十一・五」と、「千分の十八・五」とあるのは「千分の
十二・五」として、同項の規定を適用する。
４ 前項の場合において、第十二条第五項中「千分の十一・五から
千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三
・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」と
あるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の
十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五
から千分の十六・五まで」と、同条第十項中「千分の十一・五か
ら千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十
三・五まで」と、「千分の十一から千分の十九まで」とあるのは
「千分の七から千分の十三まで」と、「千分の十三・五から千分
の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・
五まで」と、「千分の十三から千分の二十一まで」とあるのは「
千分の七から千分の十五まで」と、「千分の十四・五から千分の

第十条の二 平成二十九年度から令和三年度までの各年度における
前条の規定の適用については、同条中「附則第十三条第一項の規
定」とあるのは、「附則第十四条第一項の規定」とする。

（雇用保険率に関する暫定措置）
第十一条 平成二十九年度から令和三年度までの各年度における第
十二条第四項の雇用保険率については、同項中「千分の十五・五
」とあるのは「千分の十三・五」と、「千分の十七・五」とある
のは「千分の十五・五」と、「千分の十八・五」とあるのは「千
分の十六・五」として、同項の規定を適用する。
２ （略）
（新設）

（新設）
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二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五
まで」と、「千分の十四から千分の二十二まで」とあるのは「千
分の八から千分の十六まで」と、同条第十一項中「千分の十一・
五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分
の十三・五まで」と、「千分の十・五から千分の十八・五まで」
とあるのは「千分の六・五から千分の十二・五まで」と、「千分
の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・
五から千分の十五・五まで」と、「千分の十二・五から千分の二
十・五まで」とあるのは「千分の六・五から千分の十四・五まで
」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは
「千分の八・五から千分の十六・五まで」とする。
（労働保険料に関する暫定措置）
第十一条の二 第十二条第一項第一号又は第三号に掲げる事業の事
業主が当該事業について第十五条第一項又は第十九条第一項の規
定に基づき令和四年四月一日から始まる保険年度に係る労働保険
料の額を算定する場合にあつては、次の表の上欄に掲げる規定中
同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に
読み替えるものとする。
第十五条 その保険年度に
第一項第
一号

保険年度の中途
その保険年度の
同じ。）
賃金総額）

令和四年度前期賃金総額（令
和四年四月一日から同年九月
三十日までの期間（以下この
号及び第十九条第一項第一号
において「令和四年度前期」
という。）に
令和四年度前期の中途
令和四年度前期の
同じ。）をいう。次条におい
て同じ。）
賃金総額の二分の一に相当す
る額（その額に千円未満の端

（新設）
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第十二条の規定に
よる一般保険料に
係る保険料率（以
下「一般保険料率
」という。）を乗
じて

数があるときは、その端数は
、切り上げる。））
令和四年度前期の第十二条の
規定による一般保険料に係る
保険料率（第十七条第一項、
第十九条第一項第一号及び附
則第五条において「令和四年
度前期一般保険料率」という
。）を乗じて得た額と令和四
年度後期賃金総額（令和四年
十月一日から令和五年三月三
十一日までの期間（以下この
号及び第十九条第一項第一号
において「令和四年度後期」
という。）に使用する全ての
労働者（令和四年度後期の中
途に保険関係が成立したもの
については、当該保険関係が
成立した日から令和四年度後
期の末日までに使用する全て
の労働者）に係る賃金総額を
いう。次条において同じ。）
の見込額（厚生労働省令で定
める場合にあつては、直前の
保険年度に使用した全ての労
働者に係る賃金総額の二分の
一に相当する額（その額に千
円未満の端数があるときは、
その端数は、切り捨てる。）
）に当該事業についての令和
四年度後期の第十二条の規定
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第十五条
第一項第
二号イか
らハまで
第十六条

第十七条
第一項
第十七条
第二項
第十八条
第十九条
第一項第
一号

前号

前条第一項又は第
二項に規定する賃
金総額の見込額
一般保険料率

前項
第十五条
その保険年度
保険年度の
一般保険料率を乗
じて

による一般保険料に係る保険
料率（第十七条第一項、第十
九条第一項第一号及び附則第
五条において「令和四年度後
期一般保険料率」という。）
を乗じて得た額とを合算して
附則第十一条の二の規定によ
り読み替えられた前号

令和四年度前期賃金総額の見
込額及び令和四年度後期賃金
総額の見込額を合算した額
令和四年度前期一般保険料率
若しくは令和四年度後期一般
保険料率
附則第十一条の二の規定によ
り読み替えられた前項
附則第十一条の二の規定によ
り読み替えられた第十五条
令和四年度前期
令和四年度前期の
令和四年度前期一般保険料率
を乗じて得た額と令和四年度
後期に使用した全ての労働者
（令和四年度後期の中途に保
険関係が成立し、又は消滅し
たものについては、令和四年
度後期において、当該保険関
係が成立していた期間に使用
した全ての労働者）に係る賃
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第十九条
第一項第
二号イか
らハまで
第十九条
第三項

第十九条
第六項
第二十六
条第一項
附則第五
条

前号

前二項の労働保険
料の
前二項の労働保険
料を
有期事業以外の事
業にあつては次の
、有期事業にあつ
ては保険関係が消
滅した日から五十
日以内に納付しな
ければ
第一項又は第二項
第十五条第一項

第十六条
又は第三号

金総額に当該事業についての
令和四年度後期一般保険料率
を乗じて得た額とを合算して
附則第十一条の二の規定によ
り読み替えられた前号

附則第十一条の二の規定によ
り読み替えられた第一項の労
働保険料の
同条の規定により読み替えら
れた同項の労働保険料を
次の
納付しなければ

附則第十一条の二の規定によ
り読み替えられた第一項
附則第十一条の二の規定によ
り読み替えられた第十五条第
一項
附則第十一条の二の規定によ
り読み替えられた第十六条
の事業が同項第一号の事業に
該当するに至つたため附則第
十一条の二の規定により読み
替えられた第十五条第一項の
規定に基づき労働保険料の額
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一般保険料率

を算定する場合又は第十二条
第一項第三号
令和四年度前期一般保険料率
若しくは令和四年度後期一般
保険料率
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○

特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）（抄）（第五条関係）

現

（傍線部分は改正部分）

行

（一般会計からの繰入対象経費）
第百一条 （略）
２ 雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法
第六十六条及び第六十七条に規定する求職者給付、同法第六十六
条に規定する雇用継続給付及び育児休業給付並びに同法第六十四
条に規定する事業（以下「就職支援法事業」という。）に要する
費用並びに雇用保険事業の事務の執行に要する経費で国庫が負担
するものとする。

案

（一般会計からの繰入対象経費）
第百一条 （略）
２ 雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法
第六十六条及び第六十七条に規定する求職者給付、同法第六十六
条に規定する雇用継続給付及び育児休業給付、同法第六十七条の
二に規定する失業等給付並びに同法第六十四条に規定する事業（
以下「就職支援法事業」という。）に要する費用並びに雇用保険
事業の事務の執行に要する経費で国庫が負担するものとする。

３

正

（他の勘定への繰入れ）
第百二条 （略）
２ 一般保険料の額のうち徴収法第十二条第四項の雇用保険率（そ
の率が同条第五項（同条第十項又は第十一項の規定により読み替
えて適用する場合を含む。）、第八項又は第九項の規定により変
更された場合には、その変更された率）に応ずる部分の額、徴収
法第二十三条第三項及び第二十五条第一項の規定に基づく印紙保
険料の額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険
料の額、第九十九条第三項第一号ロの印紙をもつてする歳入金納
付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の額並びに徴収
勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する
金額は、毎会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものと
する。
（略）

改

３

（国庫負担金の過不足の調整）
第百五条 雇用勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた

（略）

（他の勘定への繰入れ）
第百二条 （略）
２ 一般保険料の額のうち徴収法第十二条第四項の雇用保険率（そ
の率が同条第五項、第八項又は第九項の規定により変更された場
合には、その変更された率）に応ずる部分の額、徴収法第二十三
条第三項及び第二十五条第一項の規定に基づく印紙保険料の額、
徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料の額、第
九十九条第三項第一号ロの印紙をもつてする歳入金納付に関する
法律第三条第五項の規定による納付金の額並びに徴収勘定の附属
雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎
会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものとする。

（国庫負担金の過不足の調整）
第百五条 雇用勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた
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金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条から第六十七条
の二までの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる
べき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に
相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金
として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余がある
ときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する
金額は、翌々年度までに一般会計から補塡するものとする。
則

金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条及び第六十七条
の規定による国庫負担金として一般会計から受け入れるべき金額
に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する
金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金として一
般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌
々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、
翌々年度までに一般会計から補塡するものとする。
附

（労働保険特別会計における他の勘定への繰入れの特例）
第十九条の二 平成二十九年度から令和三年度までの各年度におけ
る第百二条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条第
四項」とあるのは「附則第十一条第一項の規定により読み替えて
適用する徴収法第十二条第四項」と、「同条第五項、第八項又は
第九項」とあるのは「徴収法附則第十一条第二項の規定により読
み替えて適用する徴収法第十二条第五項又は徴収法第十二条第八
項若しくは第九項」とする。

則

（労働保険特別会計における他の勘定への繰入れの特例）
第十九条の二 令和四年度における第百二条第二項の規定の適用に
ついては、同項中「第十二条第四項」とあるのは「附則第十一条
第一項又は第三項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二
条第四項」と、「同条第五項（同条第十項又は第十一項の規定に
より読み替えて適用する場合を含む。）、第八項又は第九項」と
あるのは「徴収法附則第十一条第二項若しくは第四項の規定によ
り読み替えて適用する徴収法第十二条第五項（徴収法附則第十一
条第二項又は第四項の規定により読み替えられた徴収法第十二条
第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む
。）又は徴収法第十二条第八項若しくは第九項」と、「第二十六
条第一項」とあるのは「附則第十一条の二の規定により読み替え
られた徴収法第二十六条第一項」とする。

附

（一般会計から雇用勘定への繰入れの特例）
第十九条の三 令和四年度においては、第六条の規定にかかわらず
、予算で定めるところにより、雇用保険法附則第十四条の四第二
項に規定する雇用安定事業に要する費用で国庫が負担するものに
相当する額は、一般会計から雇用勘定に繰り入れるものとする。

（一般会計から雇用勘定への繰入れの特例）
第十九条の三 令和二年度及び令和三年度においては、第六条の規
定にかかわらず、予算で定めるところにより、雇用保険法附則第
十四条の二第二項に規定する雇用安定事業に要する費用で国庫が
負担するものに相当する額は、一般会計から雇用勘定に繰り入れ
るものとする。
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３ 令和二年度及び令和三年度における前項の規定の適用について
は、同項中「平成二十九年度から令和三年度までの各年度」とあ
るのは「令和二年度及び令和三年度」と、「及び同条第三項」と
あるのは「並びに第十四条の二第一項及び第二項の規定並びに同
条第三項の規定により読み替えられた同法附則第十四条第三項」
とする。

（雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例）
第二十条の二 雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される
会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第
六十六条及び第六十七条」とあるのは、「附則第十三条第一項及
び同条第三項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第
六項」とする。

（雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例）
第二十条の二 雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される
会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第
六十六条から第六十七条の二まで」とあるのは、「第六十六条（
第一項第三号から第五号まで及び第六項を除く。）、第六十七条
及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項及び同条第二項の
規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
２ 令和四年度から令和六年度までの各年度における第百五条の規
定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「第六十
六条から第六十七条の二まで」とあるのは、「第六十六条（第一
項第三号から第五号まで及び第六項を除く。）、第六十七条及び
第六十七条の二並びに附則第十三条第一項（同法第六十六条第一
項第五号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。）及び第
十四条の三第一項並びに同条第二項の規定により読み替えて適用
する同法第六十六条第六項」とする。
３ 令和四年度における前項の規定の適用については、同項中「令
和四年度から令和六年度までの各年度」とあるのは「令和四年度
」と、「及び第十四条の三第一項並びに同条第二項」とあるのは
「、第十四条の三第一項並びに第十四条の四第一項及び第二項並
びに同条第三項の規定により読み替えられた同法附則第十四条の
三第二項」とする。

（雇用勘定の積立金の特例等）
第二十条の三 令和二年度及び令和三年度において、雇用勘定の積
立金は、第百三条第五項の規定によるほか、育児休業給付費を支
弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同
勘定の歳入に繰り入れることができる。
２ 令和二年度及び令和三年度においては、雇用勘定において、各
年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充当歳入額から
当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して
不足がある場合であって、第百三条の二第四項の規定により育児

２ 平成二十九年度から令和三年度までの各年度における第百五条
の規定の適用については、同条中「第六十六条及び第六十七条」
とあるのは、「附則第十四条第一項及び同条第三項の規定により
読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。

（雇用勘定の積立金の特例等）
第二十条の三 令和二年度から令和六年度までの各年度において、
雇用勘定の積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、育児休
業給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金
額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
２ 令和二年度から令和六年度までの各年度においては、雇用勘定
において、各年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充
当歳入額から当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出
額を控除して不足がある場合であって、第百三条の二第四項の規
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定により育児休業給付資金から補足してなお不足があるときは、
同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
３ （略）
４ 令和二年度から令和六年度までの各年度において、雇用勘定の
積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、雇用安定事業費（
雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び新型コロナ
ウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例
等に関する法律（令和二年法律第五十四号）第四条の規定による
事業に要する費用に限る。）を支弁するために必要がある場合に
は、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることが
できる。
５ 令和二年度から令和六年度までの各年度においては、雇用勘定
において、各年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入
額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して
不足がある場合であって、第百四条第四項の規定により雇用安定
資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当
該不足分を補足することができる。
６ 第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定によ
り補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎
会計年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当
該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して残余があ
る場合には、第百四条第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れ
た金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金
額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければなら
ない。ただし、雇用安定事業費の財源に充てるために必要がある
場合には、当該残余のうち二分の一を超えない範囲内で厚生労働
大臣が財務大臣に協議して定める金額を雇用安定資金に組み入れ
、当該残余から当該雇用安定資金への組入金を控除した額を同勘
定の積立金に組み入れるものとすることができる。
７ 前項の規定による組入れが行われる年度における第百三条第三
項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、

休業給付資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立
金から当該不足分を補足することができる。
３ （略）
４ 令和二年度及び令和三年度において、雇用勘定の積立金は、第
百三条第五項の規定によるほか、雇用安定事業費（雇用保険法第
六十二条第一項第一号に掲げる事業及び新型コロナウイルス感染
症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法
律（令和二年法律第五十四号）第四条の規定による事業に要する
費用に限る。）を支弁するために必要がある場合には、予算で定
める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。

５ 令和二年度及び令和三年度においては、雇用勘定において、各
年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年
度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して不足がある場
合であって、第百四条第四項の規定により雇用安定資金から補足
してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補
足することができる。
６ 第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定によ
り補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎
会計年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当
該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して残余があ
る場合には、第百四条第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れ
た金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金
額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければなら
ない。この場合における第百三条第三項の規定の適用については
、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則
第二十条の三第六項の規定による組入金」とする。

７ 第三項の規定による組入金の総額が第一項の規定により繰り入
れた金額の総額及び第二項の規定により補足した金額の総額の合
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「必要な金額を、及び附則第二十条の三第六項の規定による積立
金への組入金」とする。

８ 第四項の規定により繰り入れた金額又は第五項の規定により補
足した金額がある場合であって、第六項の規定による積立金への
組入金の総額が、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金
額の総額の合計額に相当する金額に達していないときは、同項の
規定にかかわらず、同項本文の規定により積立金に組み入れなけ
ればならないものとされる金額の総額から、雇用勘定の財政状況
並びに雇用安定事業及び能力開発事業の実施の状況を勘案して厚
生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を控除することがで
きる。

計額に相当する金額に達するまでの間、並びに前項の規定による
組入金の総額が第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び第
五項の規定により補足した金額の総額の合計額に相当する金額に
達するまでの間、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二
条第五項及び第八項の規定の適用については、同条第五項中「減
じた額が」とあるのは「減じた額に、当該会計年度までの特別会
計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）附則第二十条の三
第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び同条第二項の規定
により補足した金額の総額の合計額から同条第三項の規定による
組入金の総額を控除して得た金額並びに当該会計年度までの同条
第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び同条第五項の規定
により補足した金額の総額の合計額から同条第六項の規定による
組入金の総額を控除して得た金額の合計額を加算した額が」と、
同条第八項中「繰り入れられた額」とあるのは「繰り入れられた
額及び特別会計に関する法律附則第二十条の三第六項の規定によ
る組入金の額」と、「加減した額」とあるのは「加減した額から
当該会計年度までの同条第四項の規定により繰り入れた金額の総
額及び同条第五項の規定により補足した金額の総額の合計額から
同条第六項の規定による組入金の総額を控除して得た金額を控除
した額」とする。
（新設）
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○

正

案

行

（給付日数の延長に関する特例）
第三条 雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者（以下こ
の条において「受給資格者」という。）であって、同法第二十二
条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外のもの（同法第
二十四条の二第四項に規定する個別延長給付又は同法附則第五条
第一項の規定による基本手当の支給を受けることができるものを
除く。）のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
定める者については、公共職業安定所長が、その地域における雇
用機会の状況及び新型コロナウイルス感染症についての新型イン
フルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）第
二条第四号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施
の状況その他の事情を勘案し、雇用保険法第二十四条の二第一項
に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職
業指導を行うことが適当であると認めた場合においては、第三項
の規定による期間内の失業している日（同法第十五条第二項に規
定する失業の認定を受けた日に限る。）について、同法の規定に
よる所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
一 受給資格（雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給
資格をいう。次号及び第三号において同じ。）に係る離職の日
が、新型コロナウイルス感染症について新型インフルエンザ等
対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエン
ザ等緊急事態宣言（次号において「緊急事態宣言」という。）
がされた日以前である場合 当該日において現に受給資格者で
ある者
二 受給資格に係る離職の日が、緊急事態宣言がされた日後新型
インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項に規定する

現

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律（令和二年法律第五十四号）（抄）（第六条関係）
（傍線部分は改正部分）
改
（給付日数の延長に関する特例）
第三条 雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者（以下こ
の条において「受給資格者」という。）であって、同法第二十二
条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外のもの（同法第
二十四条の二第四項に規定する個別延長給付又は同法附則第五条
第一項の規定による基本手当の支給を受けることができるものを
除く。）のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
定める者については、公共職業安定所長が、その地域における雇
用機会の状況及び新型コロナウイルス感染症についての新型イン
フルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）第
二条第四号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施
の状況その他の事情を勘案し、雇用保険法第二十四条の二第一項
に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職
業指導を行うことが適当であると認めた場合においては、第四項
の規定による期間内の失業している日（同法第十五条第二項に規
定する失業の認定を受けた日に限る。）について、同法の規定に
よる所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
一 受給資格（雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給
資格をいう。次号及び第三号において同じ。）に係る離職の日
が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間（新型コ
ロナウイルス感染症についての新型インフルエンザ等対策特別
措置法第三十二条第一項第一号に掲げる期間をいう。以下この
条において同じ。）前である場合 当該緊急事態措置実施期間
の初日の前日において現に受給資格者である者
二 受給資格に係る離職の日が、その居住する地域における緊急
事態措置実施期間中である場合（前号に該当する場合を除く。
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） 特定理由離職者（雇用保険法第十三条第三項に規定する特
定理由離職者をいう。次号において同じ。）又は特定受給資格
者（同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者をいう。
同号において同じ。）である者

新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言（次号において「緊急
事態解除宣言」という。）がされた日以前である場合 特定理
由離職者（雇用保険法第十三条第三項に規定する特定理由離職
者をいう。同号において同じ。）又は特定受給資格者（同法第
二十三条第二項に規定する特定受給資格者をいう。同号におい
て同じ。）である者
三 受給資格に係る離職の日が、緊急事態解除宣言がされた日後
である場合 特定理由離職者（雇用保険法第二十四条の二第一
項に規定するものに限る。）又は特定受給資格者であって、新
型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影
響（次条及び第五条第一項において「新型コロナウイルス感染
症等の影響」という。）により離職を余儀なくされた者
２ （略）
（新設）

４

３ 第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給
期間は、雇用保険法第二十条第一項及び第二項の規定にかかわら
ず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間
とする。
（略）

５

（雇用保険法による雇用安定事業の特例）
第四条 政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者
の失業の予防を図るため、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業
として、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業
させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金

三 受給資格に係る離職の日が、その居住する地域における緊急
事態措置実施期間後である場合（前二号に該当する場合を除く
。） 特定理由離職者（雇用保険法第二十四条の二第一項に規
定するものに限る。）又は特定受給資格者であって、新型コロ
ナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響（次
条及び第五条第一項において「新型コロナウイルス感染症等の
影響」という。）により離職を余儀なくされた者
２ （略）
３ 所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わっ
た日が、その居住する地域における緊急事態措置実施期間の末日
（当該緊急事態措置実施期間が複数あるときは、その末日が直近
のものとする。）の翌日から起算して一年を経過した日後である
受給資格者には、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による
基本手当は、支給しない。
４ 第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給
期間は、雇用保険法第二十条第一項及び第二項の規定にかかわら
ず、これらの規定による期間に第二項に規定する日数を加えた期
間とする。
（略）
（雇用保険法による雇用安定事業の特例）
第四条 政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者
の失業の予防を図るため、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業
として、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業
させ、その休業させられている期間（令和五年三月三十一日まで
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の期間に限る。）の全部又は一部について賃金の支払を受けるこ
とができなかった同法第四条第一項に規定する被保険者（次条第
一項において「被保険者」という。）に対して、新型コロナウイ
ルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができ
る。
（被保険者でない労働者に対する給付金）
第五条 政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者
の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響に
より事業主が休業させ、その休業させられている期間（令和五年
三月三十一日までの期間に限る。）の全部又は一部について賃金
の支払を受けることができなかった被保険者でない労働者（厚生
労働省令で定める者を除く。）に対して、予算の範囲内において
、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じて特別の給付
金を支給することができる。
（略）
２

の支払を受けることができなかった同法第四条第一項に規定する
被保険者（次条第一項において「被保険者」という。）に対して
、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実
施することができる。

（略）

（被保険者でない労働者に対する給付金）
第五条 政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者
の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響に
より事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は
一部について賃金の支払を受けることができなかった被保険者で
ない労働者（厚生労働省令で定める者を除く。）に対して、予算
の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に
準じて特別の給付金を支給することができる。
２
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〇

正

案

社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）（抄）（附則第十条関係）

改
（委託募集の特例等）
第百三十四条 （略）
２ （略）
３ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あつた場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第
二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第
五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定に
よる届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十
条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する
者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項
の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行
う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第
三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
「社会福祉法第百三十四条第二項の規定による届出をして労働者
の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当
該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期
間」と読み替えるものとする。
４ 社会福祉連携推進法人が第一項に規定する募集に従事しようと
する場合における職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の
二の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用
者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被
用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定
する募集受託者をいう。同項」とあるのは「社会福祉法第百三十
四条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者を

現

（傍線部分は改正部分）

行

（委託募集の特例等）
第百三十四条 （略）
２ （略）
３ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あつた場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四
十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条
第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届
出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規
定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対
する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定
はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合
について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七
条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「社会
福祉法第百三十四条第二項の規定による届出をして労働者の募集
に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働
者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と
読み替えるものとする。
４ 社会福祉連携推進法人が第一項に規定する募集に従事しようと
する場合における職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の
三の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用
者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被
用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定
する募集受託者をいう。同項」とあるのは「社会福祉法第百三十
四条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者を
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いう。次項」とする。

いう。次項」とする。
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○

国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）（抄）（附則第十一条関係）

案

現

（傍線部分は改正部分）

行
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正

（失業者の退職手当）
第十条 （略）
２ （略）
３ 前二項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達した
ことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が、
雇用保険法第二十条第二項に規定するときに相当するものとして
内閣官房令で定めるときに該当する場合に関しては、内閣官房令
で、同項の規定に準じて、支給期間についての特例を定めること
ができる。

４～９ （略）
第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、
第一項又は第二項の規定による退職手当の支給を受けることがで
きる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法
第三十六条、第三十七条及び第五十六条の三から第五十九条まで
の規定に準じて政令で定めるところにより、それぞれ当該各号に
掲げる給付を、退職手当として支給する。
一～四 （略）
五 公共職業安定所、職業安定法第四条第八項に規定する特定地
方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業
者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示し
た雇用保険法第五十八条第一項に規定する公共職業訓練等を受
けるため、その住所又は居所を変更する者については、移転費
10

改
（失業者の退職手当）
第十条 （略）
２ （略）
３ 前二項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達した
ことその他の内閣官房令で定める理由によるものである職員が雇
用保険法第二十条第二項に規定するときに相当するものとして内
閣官房令で定めるときに該当する場合又は当該退職の日後に事業
（その実施期間が三十日未満のものその他内閣官房令で定めるも
のを除く。）を開始した職員その他これに準ずるものとして内閣
官房令で定める職員が同法第二十条の二に規定する場合に相当す
るものとして内閣官房令で定める場合に該当する場合に関しては
、内閣官房令で、これらの規定に準じて、支給期間についての特
例を定めることができる。
４～９ （略）
第一項、第二項及び第四項から前項までに定めるもののほか、
第一項又は第二項の規定による退職手当の支給を受けることがで
きる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法
第三十六条、第三十七条及び第五十六条の三から第五十九条まで
の規定に準じて政令で定めるところにより、それぞれ当該各号に
掲げる給付を、退職手当として支給する。
一～四 （略）
五 公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地
方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業
者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示し
た雇用保険法第五十八条第一項に規定する公共職業訓練等を受
けるため、その住所又は居所を変更する者については、移転費
10

六
～

（略）
（略）
則

六
～
則

（略）
（略）

附

15

ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定め
ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第五条第一項に規定す
る理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一
る地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が同法第二十四条の
項第二号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に
二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために
該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照
必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが
らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に
適当であると認めたもの（イに掲げる者を除く。）
規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
」

とする

ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定め
ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第五条第一項に規定す
る理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一
る地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が同法第二十四条の
項第二号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に
二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために
該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照
必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが
らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に
適当であると認めたもの（イに掲げる者を除く。）
規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
とする
。

」

る職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは

令和四年三月三十一日以前に退職した職員に対する第十条第九
項の規定の適用については、同項中「第二十八条まで」とあるの
は「第二十八条まで及び附則第五条」と、同項第二号中「ロ 雇
用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由
により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二
号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し
、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして
再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定す
「

11

る職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは

令和七年三月三十一日以前に退職した職員に対する第十条第九
項の規定の適用については、同項中「第二十八条まで」とあるの
は「第二十八条まで及び附則第五条」と、同項第二号中「ロ 雇
用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由
により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二
号に掲げる者に相当する者として内閣官房令で定める者に該当し
、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして
再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定す
「

附

15

25

。
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11
25

〇

正

案

３

（略）

（傍線部分は改正部分）

行

（雇用情報）
第十一条 （略）
２ 厚生労働大臣は、雇用情報を、求職者、求人者その他の関係者
及び職業紹介機関、職業訓練機関、教育機関その他の関係機関が
、職業の選択、労働者の雇入れ、職業指導、職業紹介、職業訓練
その他の措置を行うに際して活用することができるように提供す
るものとする。

現

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号）（抄）（附則第十三条関係）

改
（雇用情報）
第十一条 （略）
２ 厚生労働大臣は、雇用情報を、求職者、求人者その他の関係者
及び職業紹介機関、職業安定法第四条第六項に規定する募集情報
等提供を業として行う機関、職業訓練機関、教育機関その他の関
係機関が、職業の選択、労働者の雇入れ、職業指導、職業紹介、
募集情報等提供、職業訓練その他の措置を行うに際して活用する
ことができるように提供するものとする。
（略）
３
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〇

改

正

案

（傍線部分は改正部分）

行

（事業主等の責務）
第四条 （略）
２ 特定地方公共団体（職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一
号）第四条第八項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ
。）並びに職業紹介事業者（同条第九項に規定する職業紹介事業
者をいう。第十四条において同じ。）、募集受託者（同法第三十
九条に規定する募集受託者をいう。第十三条において同じ。）、
労働者の募集に関する情報を提供することを業として行う者並び
に青少年の職業能力の開発及び向上の支援を業として行う者（以
下「職業紹介事業者等」という。）は、青少年の雇用機会の確保
及び職場への定着が図られるよう、相談に応じ、及び必要な助言
その他の措置を適切に行うように努めなければならない。

現

青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和四十五年法律第九十八号）（抄）（附則第十四条関係）

削除

（事業主等の責務）
第四条 （略）
２ 特定地方公共団体（職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一
号）第四条第九項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ
。）並びに職業紹介事業者（同条第十項に規定する職業紹介事業
者をいう。第十四条において同じ。）、募集受託者（同法第三十
九条に規定する募集受託者をいう。第十三条において同じ。）、
同法第四条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う者並
びに青少年の職業能力の開発及び向上の支援を業として行う者（
以下「職業紹介事業者等」という。）は、青少年の雇用機会の確
保及び職場への定着が図られるよう、相談に応じ、及び必要な助
言その他の措置を適切に行うように努めなければならない。

第十一条

（求人の不受理）
第十一条 公共職業安定所は、求人者が学校（小学校及び幼稚園を
除く。）その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であっ
て卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者（
第十三条及び第十四条において「学校卒業見込者等」という。）
であることを条件とした求人（同条において「学校卒業見込者等
求人」という。）の申込みをする場合において、その求人者がし
た労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関
し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき（厚
生労働省令で定める場合に限る。）は、職業安定法第五条の五第
一項の規定にかかわらず、その申込みを受理しないことができる
。
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（青少年雇用情報の提供）
第十三条 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込
者等であることを条件とした労働者の募集（次項において「学校
卒業見込者等募集」という。）を行うときは、学校卒業見込者等
に対し、青少年の募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上
並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況その他の青少
年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項（
同項及び次条において「青少年雇用情報」という。）を提供する
ように努めなければならない。

（略）

２

（青少年雇用情報の提供）
第十三条 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校（小学校
及び幼稚園を除く。）その他厚生労働省令で定める施設の学生又
は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令
で定める者（以下この条及び次条において「学校卒業見込者等」
という。）であることを条件とした労働者の募集（次項において
「学校卒業見込者等募集」という。）を行うときは、学校卒業見
込者等に対し、青少年の募集及び採用の状況、職業能力の開発及
び向上並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況その他
の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める
事項（同項及び同条において「青少年雇用情報」という。）を提
供するように努めなければならない。
（略）
２

第十四条 求人者は、学校卒業見込者等求人の申込みに当たり、そ
の申込みに係る公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介
事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければな
らない。
２

（略）

２

（委託募集の特例等）
第十八条 （略）
２～４ （略）
５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四
十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条
第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届
出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規

第十四条 求人者は、学校卒業見込者等であることを条件とした求
人（次項において「学校卒業見込者等求人」という。）の申込み
に当たり、その申込みに係る公共職業安定所、特定地方公共団体
又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努
めなければならない。
（略）
（委託募集の特例等）
第十八条 （略）
２～４ （略）
５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第
二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第
五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定に
よる届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十
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７

定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対
する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定
はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合
について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七
条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「青少
年の雇用の促進等に関する法律（昭和四十五年法律第九十八号）
第十八条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しよ
うとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の
業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替える
ものとする。
６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用
については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被
用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその
被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の三中「
第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「青
少年の雇用の促進等に関する法律（昭和四十五年法律第九十八号
）第十八条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事す
る者をいう。次項」とする。
（略）

７

（船員に関する特例）
第三十三条 船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第六
条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする
者に関しては、第四条第二項中「特定地方公共団体（職業安定法
（昭和二十二年法律第百四十一号）第四条第八項に規定する特定
地方公共団体をいう。以下同じ。）並びに職業紹介事業者（同条
第九項に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹
介事業者（船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第六
条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第三十九条
」とあるのは「第四十四条第二項」と、「職業紹介事業者等」と
あるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第六条中「（特定地

条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する
者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項
の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行
う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第
三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
「青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和四十五年法律第九十
八号）第十八条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従
事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の
募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み
替えるものとする。
６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用
については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被
用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその
被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「
第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「青
少年の雇用の促進等に関する法律（昭和四十五年法律第九十八号
）第十八条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事す
る者をいう。次項」とする。
（略）
（船員に関する特例）
第三十三条 船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第六
条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする
者に関しては、第四条第二項中「特定地方公共団体（職業安定法
（昭和二十二年法律第百四十一号）第四条第九項に規定する特定
地方公共団体をいう。以下同じ。）並びに職業紹介事業者（同条
第十項に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹
介事業者（船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第六
条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第三十九条
」とあるのは「第四十四条第二項」と、「同法第四条第六項に規
定する募集情報等提供」とあるのは「労働者の募集に関する情報
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を提供すること」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船
員職業紹介事業者等」と、第六条中「（特定地方公共団体を含む
。）、事業主、職業紹介事業者等」とあるのは「、事業主、無料
船員職業紹介事業者等」と、第七条中「厚生労働大臣」とあるの
は「国土交通大臣」と、「特定地方公共団体、職業紹介事業者等
」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第八条第一項中
「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項（
同条第六項において準用する場合を含む。）中「厚生労働大臣」
とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは
「交通政策審議会」と、同条第五項（同条第六項において準用す
る場合を含む。）中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣
」と、第九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局（運
輸監理部を含む。以下同じ。）」と、第十条中「公共職業安定所
」とあるのは「地方運輸局」と、第十三条第一項中「厚生労働省
令」とあるのは「国土交通省令」と、第十四条中「公共職業安定
所、特定地方公共団体」とあるのは「地方運輸局」と、「職業紹
介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、第二十五
条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第二十七
条中「特定地方公共団体、職業紹介事業者等」とあるのは「無料
船員職業紹介事業者等」と、第二十八条中「厚生労働大臣」とあ
るのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「
無料船員職業紹介事業者等」と、第二十九条中「公共職業安定所
」とあるのは「地方運輸局」と、第三十条中「厚生労働大臣」と
あるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「厚生労働大
臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるの
は「国土交通省令」と、「都道府県労働局長」とあるのは「地方
運輸局長（運輸監理部長を含む。）」と、前条中「厚生労働省令
」とあるのは「国土交通省令」とする。

方公共団体を含む。）、事業主、職業紹介事業者等」とあるのは
「、事業主、無料船員職業紹介事業者等」と、第七条中「厚生労
働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「特定地方公共団体、
職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と
、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」
と、同条第四項（同条第六項において準用する場合を含む。）中
「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審
議会」とあるのは「交通政策審議会」と、同条第五項（同条第六
項において準用する場合を含む。）中「厚生労働大臣」とあるの
は「国土交通大臣」と、第九条中「公共職業安定所」とあるのは
「地方運輸局（運輸監理部を含む。以下同じ。）」と、第十条中
「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第十一条中「
公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令
」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一
項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と、第十三条
第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第十
四条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「地方
運輸局」と、「職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介
事業者」と、第二十五条中「公共職業安定所」とあるのは「地方
運輸局」と、第二十七条中「特定地方公共団体、職業紹介事業者
等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十八条中
「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事
業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十九
条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第三十条
中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条
第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚
生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局
長」とあるのは「地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）」と、
前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
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〇

正

案

（傍線部分は改正部分）

行

（業務等）
第三十八条 （略）
２ （略）
３ 前項の規定による有料の職業紹介事業に関しては、シルバー人
材センターを職業安定法第四条第九項に規定する職業紹介事業者
若しくは同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業
者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職
業生活の充実等に関する法律第二条に規定する職業紹介機関と、
前項の規定による届出を職業安定法第三十条第一項の規定による
許可とみなして、同法第五条の二から第五条の七まで、第十八条
の二、第三十二条の三、第三十二条の四第二項、第三十二条の八
第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十から第三十二条
の十三まで、第三十二条の十五、第三十二条の十六、第三十三条
の五から第三十四条まで、第四十八条から第四十八条の四まで、
第五十一条及び第六十四条から第六十七条までの規定並びに労働
施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充
実等に関する法律第三章の規定を適用する。この場合において、
職業安定法第十八条の二中「第三十二条の九第二項」とあるのは
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条第三項の規
定により適用される第三十二条の九第二項」と、同法第三十二条
の三第一項中「第三十条第一項の許可を受けた者」とあるのは「
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条第二項の規定
により届け出て、有料の職業紹介事業を行う者」と、同法第三十
二条の四第二項中「許可証の交付を受けた者は、当該許可証」と
あるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条第

現

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）（抄）（附則第十五条関係）

改
（業務等）
第三十八条 （略）
２ （略）
３ 前項の規定による有料の職業紹介事業に関しては、シルバー人
材センターを職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者
若しくは同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業
者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職
業生活の充実等に関する法律第二条に規定する職業紹介機関と、
前項の規定による届出を職業安定法第三十条第一項の規定による
許可とみなして、同法第五条の二から第五条の八まで、第十八条
の二、第三十二条の三、第三十二条の四第二項、第三十二条の八
第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十から第三十二条
の十三まで、第三十二条の十五、第三十二条の十六、第三十三条
の五から第三十四条まで、第四十八条から第四十八条の四まで、
第五十一条及び第六十四条から第六十七条までの規定並びに労働
施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充
実等に関する法律第三章の規定を適用する。この場合において、
職業安定法第十八条の二中「第三十二条の九第二項」とあるのは
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条第三項の規
定により適用される第三十二条の九第二項」と、同法第三十二条
の三第一項中「第三十条第一項の許可を受けた者」とあるのは「
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条第二項の規定
により届け出て、有料の職業紹介事業を行う者」と、同法第三十
二条の四第二項中「許可証の交付を受けた者は、当該許可証」と
あるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十八条第
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二項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書を提出した
旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と、同法第
三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前
項第二号」とする。
４～７ （略）

二項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書を提出した
旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と、同法第
三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前
項第二号」とする。
４～７ （略）
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〇

正

案

現

（傍線部分は改正部分）

行

（職業安定法の規定の読替え適用等）
第三十条 第十五条第一項に定めるもののほか、建設業務有料職業
紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安
定法第三十条第二項から第六項まで及び第三十一条から第三十二
条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用
については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲
げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第九項 （略）
（略）
第五条の五第 （略）
（略）
一項及び第二
項
第五条の六第 （略）
（略）
一項
（略）
（略）
（略）
（略）
２

建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）（抄）（附則第十六条関係）

改
（職業安定法の規定の読替え適用等）
第三十条 第十五条第一項に定めるもののほか、建設業務有料職業
紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安
定法第三十条第二項から第六項まで及び第三十一条から第三十二
条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用
については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲
げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第十項 （略）
（略）
第五条の六第 （略）
（略）
一項及び第二
項
第五条の七第 （略）
（略）
一項
（略）
（略）
（略）
（略）
２
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○

正

案

現

（傍線部分は改正部分）

行

（委託募集の特例）
第十二条 （略）
２・３ （略）
４ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あつた場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四
十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条
第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届
出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規
定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対
する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定
はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合
について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中
「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「地域雇用開発促
進法第十二条第三項の規定による届出をして労働者の募集に従事
しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募
集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替
えるものとする。
５ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用
については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をし
て労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に
与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者
」とあるのは「地域雇用開発促進法第十二条第三項の規定による
届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるの
は「次項に」とする。

地域雇用開発促進法（昭和六十二年法律第二十三号）（抄）（附則第十七条関係）

改
（委託募集の特例）
第十二条 （略）
２・３ （略）
４ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あつた場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第
二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第
五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定に
よる届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十
条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する
者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項
の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行
う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第
二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「地域雇用
開発促進法第十二条第三項の規定による届出をして労働者の募集
に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働
者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と
読み替えるものとする。
５ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用
については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をし
て労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に
与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者
」とあるのは「地域雇用開発促進法第十二条第三項の規定による
届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるの
は「次項に」とする。
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- 64 -

正

案

（傍線部分は改正部分）

行

（委託募集の特例等）
第十三条 （略）
２～４ （略）
５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四
十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条
第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届
出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規
定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対
する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定
はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合
について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中
「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「中小企業におけ
る労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の
改善の促進に関する法律第十三条第四項の規定による届出をして
労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項
中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるの
は「期間」と読み替えるものとする。
６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用
については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をし
て労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に
与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者
」とあるのは「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の

現

○ 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律第五十七号）（抄）（附則第十八
条 関係 ）

改
（委託募集の特例等）
第十三条 （略）
２～４ （略）
５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第
二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第
五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定に
よる届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十
条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する
者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項
の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行
う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第
二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「中小企業
における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用
管理の改善の促進に関する法律第十三条第四項の規定による届出
をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条
第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」と
あるのは「期間」と読み替えるものとする。
６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用
については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をし
て労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に
与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者
」とあるのは「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の
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機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十三条
第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、
「同項に」とあるのは「次項に」とする。
７～９ （略）

機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十三条
第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、
「同項に」とあるのは「次項に」とする。
７～９ （略）

- 66 -

○

正

案

（傍線部分は改正部分）

行

（育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集
の特例）
第五十三条 （略）
２～４ （略）
５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四
十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条
第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届
出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規
定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対
する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定
はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合
について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中
「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「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第五十
三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようと
する者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務
の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるもの
とする。
６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用
については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被
用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその
被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の三中「
第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「育児休業、介護

現

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（平成三年法律第七十六号）（抄）（附則第十九条関係）

改
（育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集
の特例）
第五十三条 （略）
２～４ （略）
５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第
二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第
五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定に
よる届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十
条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する
者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項
の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行
う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第
二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「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
第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事し
ようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集
の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替え
るものとする。
６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用
については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被
用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその
被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「
第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「育児休業、介護
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７

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第五十
三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」
と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
（略）
７

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第五十
三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」
とする。
（略）

- 68 -

○

正

案

（傍線部分は改正部分）

行

（委託募集の特例等）
第十三条 （略）
２ （略）
３ 職業安定法第三十七条第二項の規定は第一項の規定による届出
があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五
条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第
四十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十
条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は第一項の規定によ
る届出をして林業労働者の募集に従事する者について、同法第四
十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事す
る者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四
項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を
行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条
第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「林業労
働力の確保の促進に関する法律第十三条第一項の規定による届出
をして同法第二条第一項に規定する林業労働者の募集に従事しよ
うとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の
業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替える
ものとする。
４ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用
については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被
用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその
被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の三中「
第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「林業労働力の確
保の促進に関する法律第十三条第一項の規定による届出をして同

現

林業労働力の確保の促進に関する法律（平成八年法律第四十五号）（抄）（附則第二十条関係）

改
（委託募集の特例等）
第十三条 （略）
２ （略）
３ 職業安定法第三十七条第二項の規定は第一項の規定による届出
があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五
条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条
第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、
第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は第一項の規
定による届出をして林業労働者の募集に従事する者について、同
法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に
従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及
び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する
職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三
十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「
林業労働力の確保の促進に関する法律第十三条第一項の規定によ
る届出をして同法第二条第一項に規定する林業労働者の募集に従
事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の
募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み
替えるものとする。
４ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用
については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被
用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその
被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「
第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「林業労働力の確
保の促進に関する法律第十三条第一項の規定による届出をして同
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法第二条第一項に規定する林業労働者の募集に従事する者」と、
「同項に」とあるのは「次項に」とする。

法第二条第一項に規定する林業労働者の募集に従事する者」とす
る。
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○

正

案

現

（傍線部分は改正部分）

行

（委託募集の特例等）
第十六条 （略）
２～４ （略）
５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四
十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条
第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届
出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規
定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対
する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定
はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合
について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中
「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「次世代育成支援
対策推進法（平成十五年法律第百二十号）第十六条第四項の規定
による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法
第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又
は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用
については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被
用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその
被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の三中「
第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「次世代育成支援
対策推進法第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集
に従事する者」とする。

次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）（抄）（附則第二十一条関係）

改
（委託募集の特例等）
第十六条 （略）
２～４ （略）
５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第
二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第
五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定に
よる届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十
条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する
者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項
の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行
う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第
二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「次世代育
成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）第十六条第四項
の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と
、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命
じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用
については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被
用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその
被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「
第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「次世代育成支援
対策推進法第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集
に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
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７

（略）

７

（略）
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○

正

案

地域再生法（平成十七年法律第二十四号）（抄）（附則第二十二条関係）

改
（委託募集の特例等）
第十七条の二十八 （略）
２ （略）
３ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第
二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第
五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定に
よる届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十
条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する
者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項
の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行
う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第
三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
「地域再生法第十七条の二十八第二項の規定による届出をして労
働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中
「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは
「期間」と読み替えるものとする。
４ 同意事業協同組合等が第一項に規定する募集に従事しようとす
る場合における職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二
の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者
以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用
者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定す
る募集受託者をいう。同項」とあるのは「地域再生法（平成十七
年法律第二十四号）第十七条の二十八第二項の規定による届出を

現

（傍線部分は改正部分）

行

（委託募集の特例等）
第十七条の二十八 （略）
２ （略）
３ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四
十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条
第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届
出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規
定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対
する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定
はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合
について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七
条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「地域
再生法第十七条の二十八第二項の規定による届出をして労働者の
募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該
労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間
」と読み替えるものとする。
４ 同意事業協同組合等が第一項に規定する募集に従事しようとす
る場合における職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三
の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者
以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用
者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定す
る募集受託者をいう。同項」とあるのは「地域再生法（平成十七
年法律第二十四号）第十七条の二十八第二項の規定による届出を
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５

して労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。
（略）
５

して労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。
（略）
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○

正

案

現

行

（傍線部分は改正部分）

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成二十三年法律第四十七号）（抄）（附則第二十三条関係）

改

（職業訓練受講給付金の支給）
第七条 国は、第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指
示した認定職業訓練又は公共職業訓練等（雇用保険法第十五条第
三項に規定する公共職業訓練等をいう。第十一条第二号において
同じ。）を特定求職者が受けることを容易にするため、当該特定
求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することができる。

２

（略）

２

（就職支援計画の作成）
第十一条 公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするた
め、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関
連して実施されるための計画（以下「就職支援計画」という。）
を作成するものとする。
一 （略）
二 認定職業訓練又は公共職業訓練等
三 （略）

（職業訓練受講給付金の支給）
第七条 国は、第十二条第一項の規定により公共職業安定所長が指
示した認定職業訓練等（認定職業訓練、国、都道府県及び市町村
並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する
公共職業能力開発施設の行う職業訓練（職業能力開発総合大学校
の行うものを含む。）並びに雇用保険法第十五条第三項の政令で
定める訓練又は講習をいう。第十一条第二号において同じ。）を
特定求職者が受けることを容易にするため、当該特定求職者に対
して、職業訓練受講給付金を支給することができる。
（略）
（就職支援計画の作成）
第十一条 公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするた
め、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関
連して実施されるための計画（以下「就職支援計画」という。）
を作成するものとする。
一 （略）
二 認定職業訓練等
三 （略）
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○

正

案

（傍線部分は改正部分）

行

（委託募集の特例等）
第十六条 （略）
２～４ （略）
５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四
十二条の二、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条
第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届
出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規
定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対
する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定
はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合
について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七
条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性
の職業生活における活躍の推進に関する法律第十六条第四項の規
定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同
法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、
又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の規定の適用
については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被
用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその
被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の三中「
第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活
における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号
）第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事す

現

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）（抄）（附則第二十四条関係）

改
（委託募集の特例等）
第十六条 （略）
２～４ （略）
５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出が
あった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条
の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第
二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第
五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定に
よる届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十
条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する
者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項
の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行
う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第
三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十六条第四
項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」
と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を
命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用
については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被
用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその
被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「
第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活
における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号
）第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事す
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７

る者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
（略）
７

る者」とする。
（略）
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○

正

案

（傍線部分は改正部分）

行

（職業安定法の特例等）
第二十七条 （略）
２ 監理団体が行う技能実習職業紹介事業に関しては、監理団体を
職業安定法第四条第九項に規定する職業紹介事業者、同法第三十
二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第三
十三条第一項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和
四十一年法律第百三十二号）第二条に規定する職業紹介機関とみ
なして、職業安定法第五条の二、第五条の三、第五条の五から第
五条の七まで、第三十二条の十二及び第三十二条の十三（これら
の規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。）
、第三十三条の五から第三十四条まで、第四十八条並びに第四十
八条の三第二項及び第三項並びに労働施策の総合的な推進並びに
労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の
規定を適用する。この場合において、職業安定法第五条の三第三
項及び第四項、第五条の五第一項第三号、第三十二条の十三（同
法第三十三条第四項において準用する場合を含む。）並びに第三
十三条の六の規定中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と
、同法第三十二条の十二第一項及び第三項（これらの規定を同法
第三十三条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条
の六、第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項並びに
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の充実等に関する法律第十一条及び第十二条第一項の規定中「厚
生労働大臣」とあるのは「主務大臣」とする。

現

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号）（抄）（附則第二十五条関係）

改
（職業安定法の特例等）
第二十七条 （略）
２ 監理団体が行う技能実習職業紹介事業に関しては、監理団体を
職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者、同法第三十
二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者若しくは同法第三
十三条第一項の許可を受けた者又は労働施策の総合的な推進並び
に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和
四十一年法律第百三十二号）第二条に規定する職業紹介機関とみ
なして、職業安定法第五条の二、第五条の三、第五条の四第一項
及び第三項、第五条の六から第五条の八まで、第三十二条の十二
及び第三十二条の十三（これらの規定を同法第三十三条第四項に
おいて準用する場合を含む。）、第三十三条の五から第三十四条
まで、第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項並びに
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。この場合におい
て、職業安定法第五条の三第三項及び第四項、第五条の四第一項
及び第三項、第五条の六第一項第三号、第三十二条の十三（同法
第三十三条第四項において準用する場合を含む。）並びに第三十
三条の六の規定中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と、
同法第三十二条の十二第一項及び第三項（これらの規定を同法第
三十三条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条の
六、第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項並びに労
働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の
充実等に関する法律第十一条及び第十二条第一項の規定中「厚生
労働大臣」とあるのは「主務大臣」とする。
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３・４

（略）

３・４

（略）
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削除

則

改

正

案
附

則

現

行

（傍線部分は改正部分）

○ 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及び雇用保険法の一部を改正する法律（令和三年法律第五十八号）（抄）（附則
第二十六条関係）

附

第十一条

（労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正）
第十一条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年
法律第八十四号）の一部を次のように改正する。
附則第十条中「育児休業給付金」を「育児休業給付」に改める
。
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○

正

案

現

（傍線部分は改正部分）

行

（所掌事務）
第四条 厚生労働省は、前条第一項及び第二項の任務を達成するた
め、次に掲げる事務をつかさどる。
一～五十四 （略）
五十五 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派
遣事業の監督に関すること。
五十六～百十一 （略）
２・３ （略）

厚生労働省設置法（平成十一年法律第九十七号）（抄）（附則第二十七条関係）

改
（所掌事務）
第四条 厚生労働省は、前条第一項及び第二項の任務を達成するた
め、次に掲げる事務をつかさどる。
一～五十四 （略）
五十五 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者
供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。
五十六～百十一 （略）
２・３ （略）
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