
関係法令（有害業務に係るもの以外）重要項目

１．衛生委員会

（１）常時５０人以上の労働者を使用する事業場で毎月１回開催する。

（２）付議事項
   一  衛生に関する規程の作成に関すること。
   二　危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち衛生に係るものに関すること。
　 三　安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
   四  衛生教育の実施計画の作成に関すること。
   五　有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
   六　作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
   七  定期に行われる健康診断、臨時の健康診断、医師の診断、診察又は処置等の結果並びにその結果
    　に対する対策の樹立に関すること。
   八  労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
   九　長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
　 十　労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
   十一  厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署から文書により命令、指示、勧告又は
      指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

（3）委員
　①衛生委員会の委員は議長以外の委員の半数が当該事業場の労働組合、労働組合が無い場合は労働者の
　　過半数を代表する者の推薦に基づき指名する。

　②衛生管理者のうちから事業者が指名した者（全員でなくても可、専属でない労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等も可）
　③産業医のうちから事業者が指名した者（専属でなくても可）
　④当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士を指名可

（4）議長　：　総括安全衛生管理者又は事業の実施を総括する者(準ずる者)のうち事業者が指名した者

（5）委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し3年間保存する。

2.健康診断

(1)雇い入れ時の健康診断の省略：　雇い入れる者が健康診断後３ヶ月を経過しない場合、その診断
　　 結果を証明する書類を提出した時は省略可

医師の判断による省略は不可

種　　　類 　　　　対　　象　　者 関係法規 項　　目 時期、 記録の

頻度 保存

（１）雇い入れ時雇い入れた者 安衛則４３条1.既往歴及び業務歴の調査 雇い

の健康診断 2.自覚症状及び他覚症状の 入れ時

（２）一般の定期使用している者 安衛則４４条　有無の検査 １／年

健康診断 3.身長、体重、視力及び聴力

（３）有害業務 有害業務に従事して 安衛則４５条　（1000、4000Ｈｚ）の検査 ・有害業務

従事者の いる者 4.胸部エックス線検査及び への配置

定期健康診断 （深夜業等） 　喀痰検査 替え時

5.血圧の測定 ・1／6月 健康

⑥貧血検査 ・胸部Ｘ線 診断

⑦肝機能検査 検査は 個人票

⑧血中脂質検査 １／年で可 5年

⑨血糖

⑩心電図検査

11.尿検査（尿中の糖及び蛋白
　の有無の検査）

⑫腹囲

医師の判断により省略可の項目（雇い入れ時は省略不可）

・身長（２０歳以上の者）

・喀痰検査（胸部エックス線検査で病変の発見されない者、

又は結核発病の恐れの無い者）

・⑥～⑩⑫の検査（４０歳未満の者（３５歳の者を除く）

注）喀痰検査は雇い入れ時不要
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「6ヶ月」は誤り

年齢により
やっている項目

業種に係わらず５０人以上

よく出題される誤った表現
・雇入時の健康診断において、３５歳未満の者については、医師の意見を聴いて、貧血検査

及び心電図検査を省略している。

よく出題される誤った表現
・衛生委員会の議長を除く全委員については、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しな

ければ



(2)労働者を本邦外の地域に６月以上派遣しようとするときは（派遣前、派遣後）、一定の項目について、
　医師による健康診断を行わなければならない（派遣後は一時的に国内で就業する場合を除く）
(3)定期健康診断で、結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、おおむね６月後に、結核
　　健康診断を行わなければならない。 　
(4)検診結果報告：　常時５０人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったとき、遅滞

なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
（雇い入れ時は不要）。

(5)医師からの意見聴取：　健診結果、異常所見のある者の健康を保持するため必要な措置についての
医師（歯科医師）からの意見聴取は、健康診断が行われた日から３ヶ月以内に行う。
聴取した医師（歯科医師）の意見は健康診断個人票に記載すること。

(6)検診結果通知：　事業者は健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく健康診断の結果を通知しなけ
ればならない。（異常所見の有無にかかわらず）

3.手続き・届出

（1）選任届出

※やむを得ず長期間業務ができない場合は代理者を選任する

（2）労働基準監督署への届出の要否
　・作業環境測定結果　：　不要（一定期間保存）
　・健康診断結果　：　５０人以上の場合　要（雇い入れ時の健康診断除く）
　・４日以上の休業災害　：　所定の報告書を提出
　・衛生委員会の議事　：　不要（３年間保存）

4.事務所衛生基準規則

（1）事務所衛生基準一覧

（2）点検等
　①機械による換気のための設備　：　2ヶ月以内　１回　定期に実施。記録を3年間保存
　②照明設備　：　6ヶ月以内　１回　定期に実施

5.安全衛生規則

（1）気積及び換気
　①気積：　労働者を常時就労させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から４ｍを超え

る高さの空間を除き、労働者１人について１０m３以上とする
　②換気：　十分な性能を有する換気設備を設けた時以外は、労働者を常時就労させる屋内作業場の窓、

その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる面積を、常時床面積の１／２０
以上にしなければならない

　③坑内の通気量測定：　通気設備の設けられている坑内の作業場について、１／半月　以上定期に通気量
　の測定を実施し、記録を３年間保存しなければならない

選任時期 届出

総括安全管理者※事由が発生してから１４日以内に選任遅滞なく

衛生管理者※ 〃 〃

産業医 〃 〃

安全衛生推進者 〃 なし

基　準
浮遊粉じん（約
10μ ｍ以下）

0.15ｍｇ/㎥以下とするこ
と

デジタル粉じん計等

一酸化炭素 100万分の10以下 検知管等により測
定すること

二酸化炭素 100万分の1000以下 〃
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.1ｍｇ/㎥以下 省略
気流 0.5ｍ/ｓ以下 省略
室温 17℃以上28℃以下とな

るよう努める
0.5度目盛の温度計
により測定すること

相対湿度 40％以上70％以下　〃 0.5度目盛の乾湿球
の湿度計

室温、湿度、一酸化炭
素、二酸化炭素について
2月以内毎に1回定期に
行うこと

燃焼機器 異常の有無の日常点検
を行うこと

機器の点検

作業環境測定（中央管理式
の空気調和設備を設けて
いる場合）

結果を記録し3年間保存する

項　　　目 備　考
供給空気
の清浄度

空気調和
設備

室内空気
の基準

室の通常使用時間
中に、当該室の中央
部の床上75ｃｍ以上
120ｃｍ以下の位置
で測定すること

1／15ならば換気装置が無くても違反にならない

及び心電図検査を省略している。



（2）採光及び照明
　①照度　：　

　②採光、照明：　労働者を常時就労させる場所の照明設備は１／６月　以上定期に点検する

（3）休養室：　常時５０人以上又は常時女性３０人以上の労働者を使用する時は、労働者が臥床する
　　ことのできる休養室又は休養所を男女別に設けなければならない

（4）清掃
　①大掃除：　日常行う清掃のほかに大掃除を１／６月　以内毎に、定期に統一的に行うこと
　②ねずみ、昆虫等の発生調査、発生防止：　１／６月　以内毎に生息場所、侵入経路並びに被害状況

を調査し、発生防止の措置を講じること
（5）食堂及び炊事場
　①炊事場従業員専用の休憩室及び便所を設けること
　②食堂の床面積は食事の際の１人について１平方メートル以上とする。

6.雇い入れ時の安全衛生教育

　①事業者は労働者を雇い入れ、又は作業内容を変更したときは、遅滞なく従事する業務に必要な安全衛生の
　　教育を行わなければならない（記録の保存は不要）。事業場の規模や雇用期間での省略は不可
　②教育内容

1.機械・原材料等の危険・有害性及び取扱方法
2.安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能及び取扱方法 製造業等以外は省略可
3.作業手順に関すること
4.作業開始時の点検に関すること
5.当該業務に関して発生する恐れのある疾病の原因及び予防に関すること
6.整理整頓、清掃の保持に関すること
7.事故時等における応急措置及び退避に関すること

　③教育の省略　｛従業員数や雇用期間による省略は不可｝
・製造業等以外（総括安全衛生管理者選任が１０００人以上の業種）の事業場の労働者は
　上記１～4を省略可
　　省略不可の業種　：　林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、.製造業、各種卸売業、小売業、

　旅館業等
・上記１～7の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有すると認められる労働者に
　ついては当該事項の教育を省略可

7.衛生管理体制・衛生管理者の選任

（1）総括安全衛生管理者
　①職務　：　安全管理者、衛生管理者等の指揮

1.労働者の危険・健康障害を防止するための措置に関すること
2.労働者の安全・衛生のための教育の実施に関すること
3.健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
4.労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
5.安全衛生に関する方針の表明に関すること
6.危険性・有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置に関すること
7.安全衛生に関する計画の作成・実施・評価および改善に関すること

　②資格　：　当該事業場の業務の実施を統括管理する者

　③選任する事業場　：　業種の区分に応じ次の人数以上の労働者を使用する事業場
1.林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業　１００人
2.製造業、各種卸売業、小売業、旅館業等　３００人
3.その他　１０００人

　④選任　：事由が発生した日から１４日以内。遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署に提出
　⑤職務を行えない場合　代理者を選任する
　⑥都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全管理者の業務の
　　執行について事業者に勧告することができる。

（2）衛生管理者　
　①選任する事業場　：　常時５０人以上の労働者を使用する事業場
　②選任：1.事由が発生した日から１４日以内

2.事業場専属のもの。ただし２人以上選任する場合で医師、歯科医師、労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
　から選任する場合うち１人は専属でなくて可

　③資格：第１種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、医師、歯科医師、労働衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ⇒全業種
第２種衛生管理者⇒製造業、医療業等以外

　④選任する人数
　　　事業場規模 衛生管理者数 注）専属と専任

精密な作業 ３００ルクス以上
普通の作業 １５０　　〃

粗な作業 ７０　　　〃

準ずる者は不可（衛生委員会の議長と混同しない）

1～7中
衛生に係る技術

的事項は衛生管
理者の業務



５０人～２００人 1人 専属　：　従業員として雇う
２０１人～５００人 ２人 専任　：　その仕事だけに従事する
５０１人～１０００人 ３人
１００１人～２０００人 ４人
２００１人～３０００人 ５人
３００１人以上 ６人

　⑤職務：・総括安全衛生管理者の職務中　衛生に係る技術的事項を管理する
・衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害の
　おそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなら
　ない

　⑥事業者は衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
　⑦所轄労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し衛生管理者
　　の増員又は解任を命ずることができる。

（3）専任の衛生管理者
　・次の場合少なくとも１人を専任とする
　イ.常時１０００人を超える労働者を使用する事業場

（4）産業医の職務
　①健康診断、面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
　②作業環境の維持管理に関すること
　③作業の管理に関すること
　④労働者の健康管理に関すること
　⑤健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
　⑥衛生教育に関すること
　⑦労働者の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること

8.医師による面接指導

　①対象者：　１週間当たり４０時間を越えて労働させた場合に、その超えた時間が１００時間／月を
　　超えかつ疲労の蓄積が認められる者に対し、医師による面接指導を行わなければならない

　　面接指導とは問診その他の方法により心身の状況を把握し、必要な指導を行うこと
    面接指導は、面接指導の要件に該当する労働者の 申出により行うこと。
　　（申し出があった場合は遅滞なく実施する）

　②記録の保存：　面接指導の結果の記録を作成し５年間保存しなければならない(健康診断個人票に記載
　③事業者は労働者の健康保持の措置について、遅滞なく面接結果を医師の意見を聴かなければならない
　④確認事項：　勤務の状況、疲労蓄積の状況、心身の状況
　⑤労働者は、事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を
　　受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

9．派遣労働者
　派遣労働者が派遣中に労働災害に被災し休業したときは派遣元・派遣先の事業者双方が労働者死傷病
　報告を作成し、それぞれが所轄労働基準監督署長に提出する。

10．労働安全衛生法の目的
・「この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確
化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより
職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする」

11.労働時間

（1）　労働時間
　①労働時間：　使用者は１週間の各日については、労働者に休憩時間を除き　１日について８時間を

　　　超えて労働させてはならない
　②時間外労働：　使用者が労働者代表との書面による協定（３６協定）を締結し、所轄労働基準監督署に

　　　　届けた場合、その協定で定めるところにより労働時間を延長し又は休日に
　　　　労働させることができる。

「１日８時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し

これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている」は誤り。
下記の変形労働時間制等があり

120時間は誤り

よく出題される誤った表現

・面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に
限られる ⇒当該事業場の産業医以外でも可



時間外・休日労働に関する労使協定
・時間外・休日労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに
　1日及び1日を超える一定の期間における延長時間又は休日労働日について定めなけ
　ればならない。
・労働協約による場合を除き、有効期間の定めをする必要がある。
・内容は厚生労働大臣が定める時間外労働の限度基準に適合したものとなるように
　しなければならない。

　③１か月単位の変形労働時間制：労働組合（無い場合は労働者の過半数を代表する者）と書面による
協定又は就業規則等により１ヶ月以内の一定の期間を平均し１週間当たりの
労働時間が週４０時間を越えない定めをした時は、特定された週において
週４０時間又は１日８時間の労働時間を越えて労働させることができる
協定は行政官庁への届出が必要

　④フレックスタイム制　：　清算期間は１ヶ月以内

　⑤１年単位の変形労働時間制　：　労働組合（ない場合は労働者の過半数を代表する者）と書面による協定
により１ヶ月を超え１年以内の期間を平均し１週間当たりの労働時間が４０
時間を越えない範囲内において、協定で定めるところにより、特定された
週において週４０時間又は特定された日において１日８時間を越えて
労働させることができる
協定は行政官庁への届出が必要

　⑥１週間単位の非定型的変形労働時間制　：　業務に著しい繁閑の差があり、就業規則等で労働時間を
特定することが困難な事業場で労働者数が一定数未満の場合
労働組合（ない場合は労働者の過半数を代表する者）と書面による協定がある場合
1日について10時間まで労働させることができる

　⑦みなし労働時間制　：　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、原則として、所定労働時間労働を行ったものとみなす。
　⑧休憩：　労働時間が6時間を越える場合少なくとも４５分間、８時間を越える場合は少なくとも

１時間の休憩時間を与えなければならない
　⑨時間計算：　労働時間は事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用について

　　　は通算する

　⑩労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外　：　次の労働者については適用しない
・監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
・監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者

（2）１８歳未満の者に対する時間外、休日の労働の禁止　：
時間外、休日の労働に関する規定（36協定等）は１８歳未満の者には適用しない

（3）妊産婦の保護　:　
　①妊産婦が請求した場合、１ヶ月、１年、１週間単位の変形労働時間の規定に係わらず
 　週４０時間（1日8時間）を越えて労働させてはならない（フレックスタイム制は対象外）。
　②妊産婦が請求した場合３６協定等に関する規定に係わらず時間外、休日の労働をさせてはならない
　③妊産婦が請求した場合は深夜業をさせてはならない（管理監督者の場合も不可：深夜業は管理監督者の

適用除外項目に無い）
（4）育児時間

・生後１年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、
生児を育てる時間を請求できる。
・育児時間は、育児時間を請求できる女性労働者が請求した時間に与えなければならない。
・使用者は育児時間中はその女性を使用してはならない。

12．産前産後の就業制限
　・６週間（多胎妊娠の場合にあっては１４週間）以内に出産予定の女性が休業を請求した場合は
　その者を就業させてはいけない。
　・産後８週間を経過しない女性を就業させてはならない。
　（産後６週間を経過した女性が請求した場合で、医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は
　　差し支えない）

13.休日

　①使用者は労働者に対して、毎週少なくとも１回の休日を与えなければならない
　　ただし、４週間を通じて４日以上の休日を与える使用者については適用しない
　②労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外　：　次の労働者については適用しない

・監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
・監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた者

　③１８歳未満の者に対する時間外、休日の労働の禁止　：
時間外、休日の労働に関する規定（36協定等）は１８歳未満の者には適用しない

フレックスタイムは妊産婦に対して禁止とはならない

有給休暇、深夜業は適用除外にならない



14.賃金

　①賃金の定義：　賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が　
　　　　　労働者に支払う全てのもの

　②平均賃金：　算定すべき事由の発生した日以前３ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の
　　　総額を、その期間の総日数で除した金額

　③割り増し賃金：　３６条の規程（３６協定のこと）により労働時間を延長し、又は休日に労働させた
　　　　　場合は、その時間又はその日の労働について割増賃金を支払わなければならない

　④割増賃金の基礎となる賃金：　家族手当、通勤手当等は算入しない
　⑤深夜の割増賃金：　午後１０時～午前５時までの間に労働させた場合は割増賃金を支払わねば

ならない

15.有給休暇
　①雇い入れた日から起算して６ヶ月間継続勤務し全労働日の８割以上出勤した労働者に対して継続又は
　分割した１０労働日の有給休暇を与えなければならない。

６ヶ月経過以降
６ヶ月経過日から起算した継続勤務日数　　　休暇（日）

１年 11
２年 12
３年 14
４年 16
５年 18 ←５年６か月で１８日
６年 20

　②所定労働時間が週３０時間未満の労働者の有給休暇
週所定 　　雇い入れ時から起算した継続勤務期間
労働時間 ６ヶ月 １年６ヶ月 ２年６ヶ月 ３年６ヶ月 ４年６ヶ月 ５年６ヶ月 ６年６ヶ月

４日 ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日
３日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日
２日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日
１日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日

　③時季：　・有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし請求された時季に与えると
　　事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができる。
　・労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面での協定により、有給休暇を与える
　時季について定めをした場合は、有給休暇のうち５日を越える部分について、その定めに
　より有給休暇を与えることができる

　⑤労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養の為休業した期間、育児休業、介護休業、産休の期間
　　は出勤したものとみなす。
　⑥有給休暇中の賃金は就業規則の定めるところにより、平均賃金もしくは所定労働時間労働した場合の
　　通常の賃金を支払う
　⑦年次有給休暇の時効は２年

16.解雇

　①解雇：　客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効とする
　②解雇制限：　労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養の為に休業する期間及びその後３０

　　　日間並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後３０日間は解雇してはならない
　　　ただし打切補償を支払う場合又は天災事変等やむを得ない事由のために事業の継続
　　　が不可能になった場合はこの限りでない。
　　　（その事由について行政官庁の認定を受けなければならない）

　③解雇の予告：　労働者を解雇しようとする場合、少なくとも３０日前に予告しなければならない
　　　　３０日前に予告をしない場合は３０日分以上の平均賃金を支払わなければならない
　　　　（予告の日数は１日について平均賃金を支払った場合は、その日数を短縮できる
　　　　　ただし、天災事変その他やむを得ぬ事由により事業継続が不可能となった場合又は
　　　　　労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においてはこの限りでない
　　　　　（その事由について行政官庁の認定を受けなければならない）

　④解雇予告の特例：　解雇の予告の規程は、試の使用期間中の者などに該当する労働者には
適用しない。ただし１４日を越えて引き続き使用されるに至った場合においては
この限りでない

17.就業規則、寄宿舎規則

（1）就業規則
　①作成、届出義務：　常時１０人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し行政官庁に届出

なければならない（変更する場合も同様）
　②必要事項　：　

一　始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替勤務に就業させる場合においては
　必須 　　就業時転換に関する事項



二 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項（解雇の事由を含む。）
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、

計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項下線部は「定めをする場合」に必要

定める 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
場合 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
必要 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

　③作成手続：　作成変更に当たり労働組合（無い場合は労働者の過半数を代表する者）の意見を聞か
　　　なければならない。また届出時に意見を記した書面を添付しなければならない

　④制裁規定の制限　：　労働者に対する減給の制裁を定める場合、その減給は１回の額が平均賃金の
１日分の半額を超え、総額が１賃金支払い期における賃金の総額の1/10を超え
てはならない。

　⑤法令、労働協約との関係　：
就業規則は法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない

　⑥効力　：　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
は無効となる

　⑦周知方法：　見やすい場所へ掲示する。書面を交付する。磁気ディスク等に記録し内容を常時確認
　　　できる機器を設置する（パソコンで見られるようにする）等

（2）寄宿舎規則
　①作成、届出：　寄宿舎に労働者を寄宿させる場合は寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届出なければ

　　　　ならない（変更する場合も同様）
　②必要事項　：　

1.安全及び衛生に関する事項
2.建設物及び設備の管理に関する事項

　③作成、変更時の同意：　作成又は変更時は寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意
　　　を得なければならない
　　　届出を行う場合、同意を証明する書面を添付しなければならない

終わり

よく出題される誤った表現

・就業規則の作成又は変更の手続きとして、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合（その労働

組合がない場合は労働者の過半数を代表する者）の同意が必要である

⇒同意は不要。作成変更に当たっては労働者の過半数を代表する者の意見を聞き、
届出時に意見を記した書面を添付しなければならない


