
かながわ労働センター
　「休みが取れない」「給料を支払ってもらえない」「特別な理由がなく解雇された」「パワハラ
を受けた」など、職場での悩みがあるときに、次の窓口へご相談ください。

月～金 8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 17:15 （祝・休日、年末年始休み）
本　　所 横浜市中区寿町 1-4 かながわ労働プラザ２階  電話 045-633-6110（代）

          　　 045-662-6110（直）
川崎支所 川崎市高津区溝口 1-6-12 リンクス溝の口 1階  電話 044-833-3141

（2019（平成31）年５月19日（予定）までは川崎市高津区坂戸 3-2-1 かながわサイエンスパーク西棟 2階。詳細は川崎支所にお問合せください。）

県央支所 厚木市水引 2-3-1 県厚木合同庁舎 3 号館 2 階   電話 046-296-7311
湘南支所 平塚市西八幡 1-3-1 県平塚合同庁舎別館  電話 0463-22-2711（代）
このほか、メール労働相談、夜間相談（火曜日）（本所）、日曜相談（本所）を実施しています。
詳しくはHP http://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/soudan/index.html

かながわ若者就職支援センター
　「自分がどんな仕事に向いているかわからない」「非正規で働いていて、このままでは将来が不
安」「就職活動って何をしていいかわからない」「学校を卒業・中退してしまい、相談・情報収集
の場所がない」など、39歳までの仕事を探している方の就職活動の悩み・疑問にお応えします。

月～土 9：30 ～ 18：00（日・祝日、年末年始休み）
所在地 横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 ST ビル 5 階（横浜駅西口徒歩 8 分）
電話 045-410-3357
【キャリアカウンセリングコーナー】就職活動についての悩みやノウハウについて、経験豊

富なキャリアカウンセラーが個別にご相談を受けま
す。一人ひとりの個性に合わせてきめ細かく丁寧にア
ドバイス。応募書類の添削・面接練習もＯＫ。

【地域出張相談】県内各地に月１回、カウンセラーを派遣して、キャリアカウンセリングを 
      　実施しています。
【適職診断コーナー】パソコンでどんな職業に向いているか、適性診断を受けられます。
       仕事選びのご参考に。
【就職情報コーナー】仕事に関する情報誌、図書、パンフレットのほか就職セミナー、職業 
       訓練の情報を見ることができます。
【ハローワークコーナー】求人情報の検索・職業相談・職業紹介を受けられます。
     　     詳しくは、HP https://www.kanagawa-wakamono.jp/

発 行 者　神奈川県産業労働局労働部労政福祉課
発行年月　平成 31 年 3月

働くまえに読んでみよう

　 若者労働
ハンドブック

知っておこう、働くルール知っておこう、働くルール知っておこう、働くルール知っておこう、働くルール

平成31年４月１日から働き方改革関連法が順次施行され、労働時間法制の見直し、雇用形態
に関わらない公正な待遇の確保等のための措置が講じられます。
詳しくは、厚生労働省HP　 https://www.mhlw.go.jp/index.html　



はじめに 　私たちはなぜ働くのか？ 
　答えは人それぞれです。同じ人でも、その時々で違っていることもあるでしょう。
　理由はさまざまですが、このハンドブックでは、働き始める前後で、知っておきた
いこと、知っておくべきことをまとめました。
　働くことについて考え始めたとき、実際に働き始めて、疑問に感じたときなど、こ
のハンドブックを開いてみてください。
　困難なことも多い仕事生活において、楽しさを見つけて、充実した働き方ができる
ことを願っています。

目　次

Ⅰ 働く前に知っておきたいこと
１ 考えてみよう、仕事のこと、これからのこと ２
２ いろいろな働き方を知っておこう   ３
３ ワーク・ライフ・バランス    ６

Ⅱ 就職活動のポイント
１ 求人票を見るときのポイント   ７
２ 応募書類を作成する    ９
３ 面接を受ける           10

Ⅲ 社会人としてのマナー  11

Ⅳ 働くうえで知っておきたいルール
１ 労働契約・就業規則・労働法   13
２ 労働時間      15
３ 休日・年次有給休暇    17
４ 賃金       18
５ 労働保険・社会保険    19
６ 解雇・退職・雇止め    21
７ 内定・内定取消し    23
８ 産前産後休業（産休）・育児休業（育休） 24
９ ハラスメント・メンタルヘルス  25
10 若者の「使い捨て」    26
11 労働組合      27

働くうえでの疑問や質問に
答えていきます。

ボクの
真似はしないでね。

Ⅴ 「働く」を応援します
労働相談窓口・就労支援窓口   28 ～裏表紙

※このハンドブックは、若年者を対
象に就職活動や労働法について、
平易な表現で紹介しています。そ
のため、法律用語でない表現等も
ありますが、ご了承ください。

将来どんな仕事をしたい？

ぼくは建築の仕事がしたいな。
ビルを作るとか。
体力に自信あるし。

私は絵を描くのが好きだから、
デザイン系の仕事がいい！

ぼくはお金を稼げる仕事がいいよ。

えー、私は給料がそこそこでも、
安定して長く勤められるところ
がいいな。

わたしは人と話すのが好きだ
から、販売や営業が向いてる
かなぁ。

僕はまだ何が好きかとか
向いているとか
わからないよ・・

3 つの視点 自分のいる
環境

これからの
経済・
社会状況

経験の振り返り
学校生活
アルバイト
スポーツ

家族・友人の
意見

自分を知るためのポイント

　世の中にはたくさんの仕事があり

ます。仕事の情報を幅広く集めてみ

ましょう。「事務」「営業」といって

もいろいろな種類があります。調べ

ていくうちに、新しく興味を持つ仕

事が見つかるかもしれません。

　自分にとって興味のあること、

得意なこと、これまでの経験な

どをヒントに、自分はどのよう

な人間か、どのような仕事に就

きたいかを考えてみましょう。

　そして、将来なりたい自分の

姿や、就きたい仕事をしている

自分を想像し、その姿に向けて、

今、どのようなことが必要なの

か、情報を集めて

いきましょう。

考えてみよう、仕事のこと、これからのこと1

Ⅰ 働く前に知っておきたいこと

かながわ労働センターの
キャラクター
はたラッコ 

はたラッコのライバル
ブラッコ 

 
●自分にとって大切なこと
　「価値観」
●好きなこと、
　興味のあること
●得意なこと

職業適性検査を
受けてみる。

3つの視点
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うちのママはパートだけど、

よく「正社員と同じような仕事を

任されてるのに、給料が安すぎる！」

ってこぼしてるよ。

パートでも、仕事や転勤など
の面から正社員と同じ場合は、
パート労働者であることを理由
に差別的な労働条件にすること
は、禁じられているんだよ。

「パート労働者」って？

　違います。給料は派遣元から
支給されます。

　派遣労働は労働契約を結ぶ会社（派
遣元）と実際に働く会社（派遣先）
とが別々であることが特徴です。労
働条件について、派遣元・派遣先の
どちらに責任があるかわかりにくい
ため注意が必要です。

▽パートで働くときのルール

▽派遣労働とは

・パート労働者とは通常の労働者よりも
働く時間が短い労働者のことです。※

原則、正社員と同じように労働基準
法などの働くルールが適用されます。
また、パート労働者の待遇を良くす
るためにパート労働法が定められま
した。

・正社員と同じとみなされるパート労
働者以外のパート労働者に対しても、
会社は、その仕事の内容や責任に応
じて、正社員とバランスの取れた待
遇に努めなくてはいけません。

派遣で働いたら、どこ
から給料をもらえるの？

うーん、派遣先の会社から
じゃないの？

給料の支払 仕事の指示

仕事をする労働契約

労働者派遣
契約

●派遣労働の仕組み

いろいろな働き方を知っておこう

「非正規社員」って
どういう働き方なの？

働き方はどういうふうに違うの？

大きな違いは、働く期間かな。
正社員には働く期間に期限が
ないけれど、非正規社員には
期限が決められていることが
多いんだ。※

パートやアルバイト、契約社員や
派遣社員など、いわゆる正社員で
はない労働者のことをそう呼んで
いるよ。
昔はほとんどが正社員だったけれど、
非正規社員はどんどん増えて今は
全体の約４割が非正規社員だよ。

働き方の違い

期限が来るたびに次の仕事を
探さなくちゃならないなんて
大変だよ。やっぱり正社員の
ほうがよくない？
収入も全然違うし。

確かに正社員は安定はしているね。
ただ、夜遅くまで働くこともあり、
場合によっては、全国どこでも転
勤命令に従わないといけないなど
の制約もあるよ。

　正社員の求人は、昔と比べて減ってき

ていますが、正社員、非正規社員それぞ

れの特徴があるので、よく考えて働き方

を決めましょう。

2

派遣元 派遣先

労働者

※パート、アルバイト、契約社員など名称が異なっ
ていても、法律上はパート労働者となります。（　　　　　       　　）

※１、※２ 労働政策研究・研修機構「ユースフル労働統計2018」
※１ 大卒・高卒男子で同じ会社に60歳まで勤めた場合（2016年）
※２ 大卒・高卒男子で学校卒業後フルタイム非正規社員を60歳まで続け

た場合（2016年）

※平成25年４月１日以降に締結した有期労働契約については、同一の使用者との間で契約が反
復更新され、通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより期間の定めのない契約（無期
労働契約）に転換できます。

正社員 非正規社員

契約期間 働く期間に定めがな
い。

定年まで勤められる。

１年契約など働く期間
に定めがあることが多
い。

働く期間が終わったと
きに、自動更新される
とは限らない。

更新時でも労働条件が
不利益に変わったとき
に「嫌です」と言いづ
らい。

労働時間 残業が多い。 働きたい仕事・時間を
選べる。

残業が少ない。

収入、
転勤等

収入が安定している。

異動や転勤がある。

収入が不安定。

異動や転勤は少ない。

保険関係 雇用保険・社会保険に
加入し、いざというと
きの保障がされる。

雇用保険・社会保険の
加入条件に該当しない
こともある。

生涯賃金 約２億9,000万円（大卒）
※1

約２億5,000万円（高卒）
約1億6,000万円（大卒）

※2

約1億3,000万円（高卒）
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あなたのワーク・ライフ・
バランスはいかがですか？

社会人になったら、1日の
3分の１も働くんだね。
長いよねー。

そうだね。だから仕事の時間を
充実させることは大切だけど、
仕事以外の生活に使う時間との
バランスも大切だよ。

ワーク・ライフ・バランス3

今のうちに仕事を覚えたいのでがん
ばっています。将来、海外の営業所
で働きたいので、休日は語学の勉強
をしたり、趣味を楽しんでいます。

子どもが保育園に通っているのでそ
の送り迎えや、家事と育児で毎日が
忙しいです。生活にゆとりがなく、
仕事にも影響が…。

毎日残業が多く、終電近くになるこ
ともあります。ワークばかりで、ワー
ク・ライフ・バランスが取れていま
せん。友人に会う時間もなかなか取
れません。

子どもはまだ小さいのですが、妻が
主に家事や育児をしていて、僕は手
伝い程度です。もっと関わりたいの
ですが、子どものことで会社を休む
とは言いにくい雰囲気です・・・。

ワーク・ライフ・バランスって？

　仕事上の責任を果たしながら、「仕事」
と「仕事以外の生活」を、希望するバラ
ンスで行うことができる状態をいいま
す。

ワーク・ライフ・バランスを
実現すると…

仕事

家庭生活 健康・
休養

地域生活 自己啓発

様々な活動を
自ら希望する
バランスで展開

※自己啓発
　仕事に関する知識、技能、経験などを自主的に向上、
啓発していくこと。

　派遣で働くときは、派遣元から渡される「就
業条件明示書」で、派遣先での働く条件を確認
しましょう。もし、派遣先で何か問題があった
ら、派遣元の責任者に相談しましょう。

　請負契約と労働契約（会社に雇われること。P.13）
とは異なるものです。就職する前に渡された書類にわ
からない点があるときは、内容を確認してから同意す
るようにしましょう。同意ができない場合は、書類に
署名や押印してはいけません。

違います。会社として派遣労働者
を受け入れることはできますが、
同じ労働者は同じところで最長３
年間しか働けません。※

昔は、同じ会社で、派遣労働者が働く
ときには期限が決まっていたけれど、
今は手続きを踏めば、期限なく働く
ことができるんだって。※

へぇ、じゃあ派遣で働いて
いたら、ずっと同じところ
で働けるんだね。

請負契約
発注者 請負者

労働者

≠

就職しようとしている会社から、

「請負契約書」というものをもらっ

たの。これはどういう意味なの？ 

請負契約とは、その会社に雇われ

て働き、給料をもらう、いわゆる　

会社員とは違い、ある仕事を請け

負って完成させることを目的とする

契約で、大工さんやオーナーシェフ

のような個人事業主になるんだよ。

▽請負契約とは

　請負契約では労働時間をもとに賃金が
支払われるのではなく、契約内容どおり
に仕事を完成させたかどうかにより、代
金が支払われます。
　労働時間、休日など労働基準法で定め
られているルールは適用されません。

●請負契約の仕組み

※課を変えれば可とされています。
　派遣元で無期雇用されている場合も可です。

※平成 27年 9月 30日の派遣法改正により変わりました。

　労働者・会社ともメリットがありま
す !
労働者
・メリハリのある仕事のしかたにより、
仕事以外の生活にゆとりが生まれる。
・仕事に対するモチベーションが上がる。
・仕事に集中して取り組むことができ、
仕事の質が向上する。
会　社
・メリハリのある仕事のしかたにより、
業務効率化を図ることができる。
・業務効率化により会社の生産性が上がる。
・労働者の定着率がよくなることで、
優秀な人材を確保できる。
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●　ハローワークは、会社から新卒者の求人申込みを受けるとき、もしも、労働条件等に法
律違反の内容があった場合、その会社の求人申込みを一定期間受け付けしません。
　　また、応募する人が次のことを知りたいときに、新卒募集をしている会社に情報提供を
求めることができます。（青少年の雇用の促進等に関する法律の改正H28.3.1 から）

求人票（裏面）

企業における雇用管理に
関する状況

・所定外労働時間の実績
・有給休暇の平均取得日数　など

職業能力の開発・
向上に関する状況

・研修の有無及び内容
　など

募集・採用に
関する状況

・新規採用者数、離職者数
・平均勤続年数　　　など

求人票を見るときのポイント1

Ⅱ 就職活動のポイント

主な就職活動の流れ

求人情報
収集

応募書類
作成 応募 選考（面接・

筆記試験等） 結果通知

●求人情報、会社・業界の情報を収集する主な方法
・ハローワークでの求人情報閲覧 ・学校の進路指導室 ・先輩知人のはなし　　
・就職情報サイト ・求人広告（新聞・折り込みチラシ） ・会社のホームページ
・実際に会社へ足を運ぶ ・新聞や書籍等からの情報収集 ・求人誌

求人票（表面）

①どんな会社か？
　

②どこで、どのような
　仕事をするか？
　どんな働き方か？
　

・定めの有無を確認

③何時間、
　働くか？（P.15）

・会社所在地と勤務地が
  違う場合があり。
・転勤の有無を確認する。

④いつ、いくら給料が
　支払われるか？（P.18）
・基本給と手当は
  会社により異なる。
・通勤手当は全額支給され　
  ない場合もある。
・基本給に「定額残業代」
（P.16）が含まれているか
必ず確認が必要。

正社員、契約社員、パート
などあり（P.3～5）

・どんな事業を中心に行っているか、
   職場の具体的なイメージをつかむ。
・ホームページがあれば見てみる。

　

⑤休日は
　何日か？
　（P.17） 　

⑦どのように
　選考される
　か？

・週休二日とは限
  らない

・労働条件（賃金や労働時間、休日など）や
  試用期間、研修などについて補足や特記事
  項説明

・過去３年の応募者数、
  採用者数、離職者数

⑧離職状況はどうか？

　

就業規則の有無
（P.14）

労働組合の有無
（P.27）

育児休業などの
取得実績（P.24）

昇 給＝年 齢 や
経験などによ
り、一 定 額 賃
金が上がる仕
組みのこと。

⑥労働・社会
　保険に加入
　しているか？
　（P.19）
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面接を受ける3

　面接は、書類だけでは伝わらない、あなたの魅力を知っ
てもらうチャンス。
　限られた時間で自分の能力や意欲を伝えるために、しっ
かり準備をして、自信を持って面接を受けましょう。

●面接でよく聞かれる質問例

●面接の流れ

・なぜ当社を志望しましたか？
・自分の長所、短所を教えてください。
・学校ではどのようなことを学びましたか？
・学生時代いちばん頑張ったことは何ですか？
・これから、○○業界にとって必要なことは何だと思いますか？
・入社したら何をやりたいですか？
・最近、○○が話題になっていますが、どんなふうに思いますか？

●採用されるときには、契約内容を確認する

1
名前を呼ばれた
ら返事をして
ドアをノック
（2～3回）。

2
「失礼します」と
あいさつ、ドアを
開け、おじぎをし
てから入室。

3
ドアを閉め、
面接官におじぎを
する。

4
椅子の横にたち、
名乗り

5
面接官から着席をすすめられてか
ら、椅子に座る。（背筋を伸ばし、
背もたれによりかからないで座
る。）

7
　

と告げられたら、
立ち上がる。

8
椅子の横に立ち

9
ドアまで進み、
面接官に
おじぎをする。

10
ドアを閉めて
退室する。

6
〈面接〉
はきはきと元気よく答える。

　会社は、求人票の内容について、応募する人に誤解のないよう的確に記載しなければなり
ません。ただし、求人票に書いてある内容が、そのまま労働条件になるとは限りません。
　採用となり、労働契約（P.13）を会社と結ぶ前に、会社の提示した契約内容を確認し、
疑問点や要望を伝え、納得してから合意しましょう。契約内容のうち、会社が労働者に労働
契約書などの書面で明示する項目が法律で決まっています（P.13）。必ず書面をもらうよう
にしましょう。

応募書類を作成する2

　履歴書は、自分を知ってもらう最初の書類です。第一印象を
左右するので、読む人の立場に立ち、丁寧に読みやすく、を心
がけ、会ってみたいと思ってもらえるように書きましょう。書
いたものを誰かに見てもらうと良いでしょう。

※履歴書を書く時は、黒のボールペンを使いましょう。（消えるボールペンを使ってはいけません。）

自己ＰＲシート（例）

１ 希望職種

２ 志望動機

３ 学生時代に学んだこと

４ 自己ＰＲ

誤字、脱字に注意して、送
るときにもう 1 度確認。特
に、パソコンで作成すると
きは、入力ミス、誤変換に
注意する。

写真はまっすぐ
貼る。裏には名
前を記入。

「 〃 」（同じ）マークは使わない。
位置はそろえて書く。

趣味、特技
面接で質問されることが多
い。自分の好きなこと、得
意な分野などについて記入
する。

学校等でこれまでどんなこ
とを学び、どのような知識
や技能を身につけているか
伝わる内容にしよう。

志望動機
１　なぜその会社を選んだのか
２　自分のどんなところを仕事に活かせるか
３　どんな仕事をしてその会社に役立ちたいか
　という点を盛り込み、意欲と熱意が伝わるよ
　うに書く。

意欲をあらわすために、空
欄は作らない。
細かく書きすぎず、適度な
スペースをもって記入する
と読みやすい。

1 枚にまとめる。
履歴書に書いたことは省略し
てよい。

面接は提出書類に基づいて
行われることが多いので、
作成した書類は必ずコピー
をとり、面接前に自分が書
いた内容を読んで面接にの
ぞもう。

履歴書とは別に、より自分を
ＰＲするために「自己ＰＲシ
ート」などを提出することが
あります。
また、「エントリーシート」の
ように会社が独自に様式を決
めて提出を義務付ける場合も
あります。

これで終わります
ありがとう
ございました。

はい。私は○○○と思います。
それは△△△だからです。

よろしく
お願いします

１ ポイントを絞って
自分のＰＲポイントは、すべてを盛り込も
うとすると、一つひとつの内容が薄くなる
ので、自分の長所や能力を、いちばんうま
く伝えられる経験を中心に書く。

２ 具体的な内容で
「積極的」「コミュニケーション能力がある」
などの抽象的な表現ではなく、事実をベー
スに、それがどのような長所や能力と結び
つき、どのように仕事に活用できるか伝わ
るようにする。友人、先輩から言われた客
観的な意見を入れるのもよい。

とおじぎを
する。

とおじぎを
する。

パタン…
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電話のマナー

Ⅲ 社会人としてのマナー

　仕事の場面でのマナーを身に着けて、快適・スムーズに仕事
を進めましょう。

●基本的なマナー
１ 時間や期限を守る
仕事は多くの人と一緒に行うので、時間や期限を守ることが必要です。
　・出社には時間的余裕を心がけましょう。
　・限られた時間を有効に使うため、1 日の計画を立て能率的に
　　仕事をする習慣を身につけましょう。
　・遅刻や早退などは上司へ事前に連絡しましょう。

２ あいさつ
　あいさつをされるとうれしいものです。
　仕事における良好な人間関係をつくるスタートとなります。
　明るい笑顔で心をこめて、はっきりと、積極的にあいさつしましょう。

３ 身だしなみを整える
　身だしなみによって人格や仕事まで判断されることがあります。清潔感のある身だしな
みを整えましょう。

４ 公私混同しない
　会社のものと私物と分けて考えましょう。また、ものだけでなく、会社の機密情報や人事、
内情を気軽に持ち帰ったり、話したり、SNSにアップしないように気をつけましょう。

５ 就業規則（P.14）を確認する
　就業規則がある場合は、会社でのルールが定められているので、あらかじめ内容を理解
しておきましょう。内容に疑問や不安があるときは、周りの人に質問や相談をしたり、専
用の窓口（P.28）を利用してみましょう。

●電話・メールのマナー
　相手の顔が直接見えず、誤解や不快感を与えやすいですが、会社の顔ともなるものなので、
注意が必要です。

　

まずは慣れる
ことが大切！

電話を受けるとき
・メモを用意する。
・メモに「いつ、誰が、誰に、
用件内容、あらためて
電話する要・不要、連
絡先」
・ベル 3 回以内にとる。

電話をかけるとき
・事前に話の要点をまとめ、メモを用意する。
・取り次いでもらったときも名前を名乗り、あい
さつをかわす。
・用件は簡潔に、話が済んだら再度、重要部分を
再確認
・最後にていねいにあいさつし、静かに受話器を置く。

●言葉づかいのマナー
　仕事では、上司、先輩、同僚、他社の社員、お客様など、さまざまな方とのコミュニケーショ
ンが必要です。社会人としての言い回しや敬語を覚えて、慣れていきましょう。

●仕事の進め方
１ 指示を受けるとき ～仕事は指示を受けることから始まります～
① 呼ばれたら返事をして、姿勢を正して話を聞く。
② 話は要点を整理しながら聞き、必要に応じてメモをとる。
③ わからないこと、あいまいなことは、話の区切りで質問をして、理解してから進める。

２ ＰＤＣＡサイクル

　

３ スケジュールをたてる
　指示された仕事について、重要度や緊急性を考え、優先順位をつけて長期・短期のスケ
ジュールを立てます。初めての仕事は時間がかかるので、余裕を持って取り組みましょう。

４ 報告・連絡・相談 ～こまめなホウ・レン・ソウが大切です～
　

・用件は簡潔に、改行、段落あけなど読みやすくする工夫が必要ですが、適宜、「恐
れ入りますが・・」「お手数とは存じますが・・」などの言葉を入れると、印
象がやわらかくなるでしょう。
・ＣＣ，ＢＣＣの違いに注意しましょう。

メールのマナー

仕事の指示を受けた後、
計画→実行→点検・評
価→改善の流れで行う
のが基本です。

ＰＬＡＮ

ＡＣＴＩＯＮ

ＣＨＥＣＫ

ＤＯ

（計画）

（点検・評価）

（実行）（改善）

報　告 連　絡 相　談

・タイミングを逃さ
ない（仕事が終わっ
たとき、長期の仕
事の進捗状況を伝
えるときなど）
・簡潔、正確に

・途中経過や新しい
情報は、素早く正
確に伝える。

・ささいなことでも、
自分で判断がつかな
いとき、心配事があ
るときは、上司に早
めに相談する。
・自分なりの解決方法
も考えてからがよい。

○○の件で、ご報告
したいのですが、ご
都合のよいところで
○分ほどお時間いた
だけますか？

お名前のほうを
教えてください。

お名前をお伺い
してよろしいで
すか？

○○課長はお出か
けになりました。

○○は外出してお
ります。

こちらの○○でよろし
かったでしょうか？

こちらの○○でよろ
しいでしょうか？

窓口で 取引先に電話で

お客様に

上司
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　労働契約は原則、一方から勝手に変更できま
せん。変更する場合は、お互いの合意が必要です。

　就業規則には、その職場での労働
条件やルールが書かれています。常
時１０人以上の労働者がいる事業所
では必ず定めなくてはならず、また
労働者の誰もが自由に見られるよう
にしておかなければなりません。も
ちろん、法律を下回る内容にしては
いけません。自分の会社の就業規則
の内容を確認しておきましょう。

●　働くルールは労働法に定められている

●　労働条件通知書や労働契約書を渡されないときは、次のモデル様式を会社に見せて、項目を
　確認のうえ記載し、事業主のサインをもらいましょう。
　　労働条件通知書の様式（厚生労働省　労働基準法関係主要様式ダウンロードコーナー）
　ＨＰ　https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

　　日本国憲法第 27条では、国民の勤労権を宣言するとともに、第 28条で労働者の団結権、
　団体交渉権及び争議権を定めています。また、第 22条では職業選択の自由を、第 25条では
　生存権を定めています。
　　この憲法の理念に基づいて制定された法律を総称して「労働法」と呼んでいます。労働基
　準法や労働安全衛生法、労働契約法、労働組合法などさまざまなものがあります。働く人も
　雇う人もこれらを守らなければなりません。

●　就業規則は会社で決めるルール

日本国憲法
　第 27 条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
　　② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
　　③ 児童は、これを酷使してはならない。
　第 28 条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを
　　保障する。

会社には、就業規則が普通はあるっ
て聞いたけれど、うちの職場では
見たことがないの。

就業規則があっても、みんなが
知らなければ、意味ないよね・・

ほんとに？
僕の会社ではパソコンでみんなが
見られるようになっているよ。

　就業規則は、使用者が一方的に、労働
者に不利になるように変更することはで
きません。
　ただし、変更の内容が合理的であるこ
と、変更後の内容が労働者に周知されて
いる場合には、変更が認められます。

Ⅳ 働くうえで知っておきたいルール

労働契約・就業規則・労働法

　労働契約とは、あなた（労働者）と会社（使用者）が「働きます」「雇います」とお互いに
約束して成立する契約です。
　契約は、労働者と使用者が、お互い対等に結ぶものです。契約内容が労働法（労働基準法、
最低賃金法など）や就業規則を下回るものではいけません。

1

働きます
（労務の提供）

雇います
（賃金の支払）

労働者 使用者

　契約は口頭でも成立しますが、
口頭だけでは、言った、言わないで
トラブルになりがちです。重要なこ
とは労働条件通知書や労働契約書
などの書面で渡すように決まってい
るので確認しましょう。

労働契約

〈書面で渡す内容〉
・労働契約期間
・有期労働契約のときは
   更新の有無、基準
・就業場所
・仕事内容
・始業・終業時刻、休憩時間、
   休日、休暇
・賃金の決定、計算及び
   支払方法、締切り及び
   支払時期
・退職に関すること（解雇
   の事由を含む）
・所定労働時間を超える
   労働の有無
・パートの場合は、
   昇給、退職手当、賞与の
   有無、相談窓口も。

一人前になるまで時給 700円
で働いてもらう。それまでは
残業代もなし！

こんな契約は無効です

店長が、仕事がないから働く日を
週３日に減らしてくれって。入る　
ときは週５日の約束だったのに…。

収入が減ると困るよね。 
労働契約書にはなんて
書いてあるの？

え？労働契約書は
もらった覚えが
ないなぁ…。

経営が苦しいので、
今月から、就業規則
を変更して全員の賃
金を半額にします。

労働条件通知書　厚生労働省 検索

労働契約書　

○○株式会社（甲）被用者山田太郎（乙）は次のとおり労働契約を締結する

雇 用 期 間

期間の定めあり（○年○月○日～○年○月○日）
１契約更新の有無 更新する場合があり得る
２ 契約の更新は契約期間満了時の業務量、勤務成績、態度、
能力、会社の経営状況により総合的に判断する。

就 業 の 場 所 ○○市○○町○○番地○○株式会社○○支店
仕 事 の 内 容 一般事務

就 業 時 間 ９時００分から１７時００分まで（休憩時間 12 時から 13
時まで）

所 定 時 間 外
労 働 の 有 無 有 ・ 無

休 日 毎週土・日曜日・祝日、会社創立記念日
休 暇 別に定める当社就業規則にもとづき付与するものとする

賃 金

基本賃金 月額                    ○○○○○○円
             手当 家族手当 配偶者○○○○○円
        配偶者以外の扶養親族１人 ○○○○円
                                通勤手当 実費を支給

賃 金 の 支 払 毎月 20 日締切、25 日払
昇 給 毎年 1 回 4 月 1 日に行う

退 職 満○歳をもって定年とし、定年に達した日の属する月の末日
をもって退職とする

解 雇 事 由 別に定める当社就業規則にもとづき解雇するものとする
退職手当賞与 別に定める当社就業規則にもとづき支給するものとする

そ の 他 上記以外の労働条件は、別に定める当社就業規則によるもの
である

  年 月 日
  甲   ○○株式会社
    代表取締役社長 田中一郎
  乙   現住所 ○○市○○町○○番地
    氏 名 山田太郎
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クイズ答え  使用者がその作業を義務付けている場合、その作業が必要不可欠な場合は労働時間となります。

●　三六協定で定める労働時間には、月45時間・年360
時間の限度時間が定められていて、限度を超えた協定を
結んだ場合には、労働基準監督署に届け出ても受理され
ません。
　　「特別条項」を定めることにより、特別な場合に限度時
間の基準を超えた残業をさせることができますが、それは
例えば「通常の生産量を大幅に超える受注が発生し、納期
が差し迫っている場合に限る」など限定的なものです。

●　残業の罰則付き上限規制が法律の中に定められ、平成31年４月１日から施行されます（適
用を猶予・除外する事業・業務あり）。　※中小企業は 2020 年４月１日から適用

●　会社から「基本給の中に残業代が含まれている」と言われた場合に、基本給と残業代の区別
がはっきりしていないときは、残業代が支払われているとはいえません。

　　また、定額残業代を支払っているからといって、会社は労働時間の管理をしなくてよいとい
うわけではありません。

　現実の残業の有無にかかわらず、定額の残業代を支
払うものです。
　この例のように、残業が定額分の時間を実際に超え
るときには、その超えた分については、残業代を支払
わなくてはいけません。

三六協定を結んでいれば、
労働時間の上限は決まっていないの？

求人票にこのように書いてある
けれど、どういう意味なの？

　会社は労働者がどのくらい働いている
か、労働時間を把握する義務があります。
　長時間労働が長いあいだ続くと、疲れ
がたまって健康を損ない、最悪の場合は
過労死の原因にもなってしまいます。そ
のような事態にならないよう、会社には、
労働者の健康を守る義務もあります。
　自分でも労働時間の記録をつける習慣
をつけましょう。

補
足
事
項

※定額残業代は残業の有無にかか
わらず 25 時間分支給。25 時
間を超える部分は実績に応じて
別途残業代を支給します。

●定額残業代（会社により名称は異なります）

労働時間 　2

残業が続くとき、確認してみましょう。
・仕事の進め方や仕上がり目標について、上司に
確認していますか？
　がんばって仕事をすることは大事ですが、ひと
りで抱え込まずに、早くから報告　（ホウ）連絡
　（レン）相談（ソウ）を心がけましょう。
・上司は残業時間を把握していますか？
・会社と労働者との間で、三六（サブロク）協定
を結んでいますか？　
・残業時間に対して割増賃金は払われていますか？

●三六（サブロク）協定とは（労働基準法第 36条）
　労働者に残業をさせるときに、会社と労働者の代表※との間で結んでおかなければならない約束
です。どんなときに、誰に、どのくらい残業をさせるかなどを定めています。

●割増賃金
　残業が法定労働時間を超えたときに、超えた時間に対して、25％以上の割増賃金が支払わ
れます。残業が月 60時間を超えると割増率は 50％以上※です。※中小企業は 2023年４月１日から適用
〈割増賃金の例〉所定労働時間7時間（９時～17 時）　休憩12 時～13 時　残業17時～23 時　時給1,000円の場合

※法定労働時間を超えない分の残業（例の場合 17 時～ 18 時）は割増分の支払義務はありませんが、就業規則などで定め　
　て支払っている場合もあります。 

労働時間とは使用者の指揮監督下にある時間です。

クイズ 居酒屋での開店前の準備作業や閉店後の後片付け、これは労働時間？　答えは次ページ

9時 12時

時給
1,000 円

時給
1,000 円

0円 時給
1,000 円※

時給
1,250 円

時給
1,500 円

13時 17時 18時 22時 23時

今月は固定残業代のほうが少な
いな。でも先月は固定残業代の
ほうが実際の残業代よりも多
かったんだから、差額を払わな
くていいだろう。

差額を
支払わなくては
いけません。

期限が間に合わない～
でも体がついていかない…

※労働者の過半数で組織する
労働組合、ない場合は労働
者の過半数を代表する者

法定労働時間 労働基準法で定められた時間

１週４０時間、１日８時間　（１週４４時間の特例あり）

所定労働時間 会社で定められた労働時間

時間外労働
（残業）

所定労働時間を超えて働くこと。
法定労働時間を超えられる時間は限度があるが、特別な事情がある場合は、この限
度を超えることができる（P.16）。
法定労働時間を超えて働くと、その超過時間については、25％以上の割増賃金が支
払われる。また、1か月60時間を超える残業には50％以上の割増賃金が支払われる。
※中小企業は 2023年４月１日から適用

休日労働 法定休日（P.17）に働くことで、３５％以上の割増賃金が支払われる。

深夜業 午後１０時から午前５時までの間に働くことで、25％以上の割増賃金が支払われる。
法定労働時間を超える時間外労働と深夜労働が重なれば 50％以上、休日労働と深夜
労働が重なれば 60％以上の割増賃金が支払われる。また、1か月 60 時間を超える
時間外労働と深夜労働が重なれば、75％以上の割増賃金が支払われる。
１８歳未満の年少者については、原則、深夜業は禁止されている。

休憩時間 １日の労働時間が６時間超→４５分以上、８時間超→１時間以上の休憩時間を労働
時間の途中に与えられ、労働者はこの休憩時間を自由に利用することができる。
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クイズ答え 　

■勤怠項目
労働日数 労働時間 所定時間外労働

■支給項目
基本給 所定時間外賃金 家族手当 住宅手当 交通費 支給額計

■控除項目
健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 所得税 住民税 損害賠償額

支給額合計 控除額合計 差引支給額

遅刻した時間など働いていない時間は対象となりません。

割増賃金の対象となりうる時間です。

賃金4

　労働時間に対しては賃金が支払われなくてはなり
ません。万一、賃金が支払われない場合は、自分で
請求してみましょう。請求方法がよくわからない場
合は、労働センター等の相談窓口（P.28）に相談
してみましょう。
　給料明細や、給料を決めるもととなる労働契約書
や就業規則、タイムカードの写しなど働いた時間が
わかるものは保管しておきましょう。請求する際に
必要となります。（賃金の請求の時効は２年です。）

お店のグラスをこわしたら、給料か
ら代金を引くと言われたんだけど・・

たとえ、仕事上のミスで、会社に損害
を与えたとしても、会社が給料からその
分の天引きをすることは許されないよ。
そもそも、仕事上のミスによる損害賠
償は当然に支払わなくてはいけない、
というものではなく、故意や重大な過
失によるものを除いて、ごく限られて
いる。万が一、会社が損害賠償を請求
するとしても、給料は給料として全額
を支払わなければいけないよ。

賃金支払い５原則
① 通貨で　② 本人に直接
③ その全額を　④ 毎月１回以上
⑤ 一定の期日に支払わなければ
　ならない。

給料が
安すぎ

ない？

給料の最低額って
決まっているの？

今年はいくらなの？

最低賃金というものがあるよ。国が都道府県ご
とに地域の実情をふまえて決めるもので、毎年
改正されているよ。

神奈川県は時給 983 円（ 平成 30年 10月 1日～）。
時間外や休日労働に対する賃金、ボーナス、通勤手当などは
含まれない額だよ。アルバイト、パート、正社員どんな雇用
形態の人にも適用されるよ。（特定（産業別）最低賃金も時間
額 983 円が適用されます。）

クイズ  交通機関が不通で会社に行けなくなりました。この場合の給料は支払われますか？　答えは次ページ

アルバイトにも
年次有給休暇は
あるの？

　アルバイト・パートなど所定労働
日数の少ない労働者は、下の表のよ
うに、所定労働日数に応じて、比例
的に与えられ、取ることができます。

休日・年次有給休暇
●休日とは
　労働契約において、労働義務のない日をいいます。
　使用者は、労働者に週１回以上、または４週間を通じて４日以上の休日を与えなければなり
ません（法定休日）。

●年次有給休暇とは
　所定の休日以外に、請求することによって、自分の希望する日に賃金をもらいながら休むこ
とができる制度です。
・入社後６か月間、継続して働き、全労働日の８割以上働いた場合、10日の年次有給休暇を
とることができます。その後、継続して働き、８割以上出勤した場合、１年経過するごと
に新たに休暇が付与されます。
・休む理由は問われません。
・時効は２年間。その年に残った分は翌年に繰り越しできます※。原則、会社は残った年次
有給休暇の買い上げをすることはできません。　※前年からの繰越分は除く。

・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対して、毎年５日、時季
を指定して休暇を取得させる義務が課せられます。　※平成 31年４月１日から適用　

※　時間外労働の時間は、脳・心臓疾患の労災認定や心理的負担による精神障害の労災認定の際の
判断基準の１つとなります。また、時間外労働が月 80 時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認めら
れるとき、会社は労働者の申し出を受けて、医師による面接指導等を受けさせなければなりません。

3

年次有給休暇は事前に申し出ればいつでも自由に取得できますが、たと
えば、同じ日に何人も休暇をとったため、仕事が回らない、というよう
なときには、会社は休みの日を変更することができる場合があります。

給料明細

ノーワーク・ノーペイの原則（就労がなされなければ賃金は支払われない）により会社に支払義務はありませんが、
就業規則等によりルールを定めて（例　遅延証明書の提出等）支払う会社もあります。確認してみましょう。

＜給料明細例＞

損害賠償額は控除できません。
控除額合計は 57,757円、差引支給額（支払
われる金額）は185,993円になります。

20日 150時間 10時間

190,000 18,750 20,000 15,000 243,750

11,916 21,960 731 4,550 18,600 3,000

243,750 60,757 182,993

継続勤務年数 ６か月 １年
６か月

2 年
６か月

3 年
６か月

4 年
６か月

5 年
６か月

6 年
６か月以上

一般の労働者（下記以外） １０ 11 12 14 16 18 20

週所定労働
時間が

30 時間未満

週 4 日又は年間
169 ～ 216 日 7 8 9 10 12 13 15

週 3 日又は年間
121 ～ 168 日 5 6 6 8 9 10 11

週 2 日又は年間
73 ～ 120 日 3 4 4 5 6 6 7

週 1 日又は年間
48 ～ 72 日 1 2 2 2 3 3 3
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クイズ答え 　

　会社（すべての法人の事業所と従業員５人以上の個人事
業所（サービス業等を除く））は労働者を健康保険、年金
保険に加入させないといけません。保険料は会社と労働者
で折半します。パート労働者などでも、月の労働日数や週
の労働時間が正社員の４分の３以上（一般的に週 30 時間
以上）、２か月超の契約であれば適用になります。また、
従業員規模が 500 人を超える会社では、週 20 時間以上働
く方など一定の要件を満たす場合も加入対象となります。
　健康保険では医療費の保障（本人の病院での窓口負担が 3 割になります）のほか、会社を休
んだときの傷病手当金（給料の約 3 分の 2）※などもあります。また被扶養者への保障も行われ
ています。　※療養のため連続３日以上欠勤した後、欠勤４日目以降の給料の支払われない期間に支給されます

　年金保険のなかで、会社や工場、商店などで働く労働者が加入するのが、厚生年金保険です。
労働者の老後の生活保障のほか、重い障害で働けなくなった人の生活や、死亡した場合のその
遺族の生活を保障する役割も果たしています。
　会社を辞めた場合は、原則として、国民健康保険、国民年金に加入することになります。

該当条件
・離職前２年間に被保険者期間が 12か月ある。
  （解雇された場合などは離職前１年間に６か月）
・働く意思がある。
・働ける状態にある。
・ハローワークに求職の申込みをしている。

離職後、ハローワークで手続きする。
・受給資格決定後、待期期間７日間
・自己都合退職の場合は、さらに給付制限期間が３ 
  か月ある。
・４週間（28日）ごとにハローワークで失業認定   
  を受ける。

2 年間 受給期間（原則１年間）離職日

▽健康保険・年金保険

　賃金から控除される税金に所得税と住民税があります。
所得税
　年間（1/1 ～ 12/31）の給与収入が 103 万円を超えるとかかります。毎月の賃金やボーナ
スから見込額を天引きで前払いし、実際額との調整を 12月の最後の給与支払い時に行います。
（年末調整）
住民税（県民税と市町村民税を合わせて呼びます）
　年収が 100 万円を超えると超えた額に対して住民税（所得割）がかかります。※ 前年の所得
が課税対象となります。月々の賃金から天引きされます。　

▽税金

雇用保険も労災
保険のように
誰でも加入で
きるものなの？

会社は労災保険と同じく一人でも労働者を雇う場
合は原則、雇用保険に加入させないといけないん
だ。パートやアルバイトなどの場合は、①所定労働
時間が週 20 時間以上で、②31 日以上の雇用が見込
まれる、という場合は加入させないといけないよ。

クイズ  試用期間の間は社会保険（健康保険・厚生年金）には加入できない？　答えは次ページ 試用期間だからといって加入できないものではありません。加入要件に該当している場合は社会保険の適用があ
ります。

入った会社をすぐ辞めてしま
ったのだけど、失業給付って
もらえるの？

雇用保険に加入していたかどうか、
それから加入していた期間にもよるよ。
どのくらいの期間もらえるかは、会社を　
辞めた理由によっても変わってくるよ。

▽労災保険（労働者災害補償保険）

▽雇用保険

労働保険・社会保険5

給料からいろいろ引かれて
いる「保険」って何？

病気、ケガ、身体の障害、老齢、
失業などで働けない！というと
きのために、病院代や生活費を
支給してもらえる制度だよ。

社会保険

労働保険

年金保険

仕事中、通勤中のケガや病気などのとき

失業したとき、職業訓練を受けたとき

仕事以外でのケガや病気、出産、死亡のとき

老齢や重い障害で働けなくなったとき、
死亡したとき

労災保険

雇用保険

健康保険

社会保険

（狭い意味で）

　

会社は、原則、労働者を一人でも雇う
場合は、労災保険に加入しなくてはな
らないんだ。会社がもし加入していな
くても、仕事中に、仕事が原因でケガ
をしたり、病気になったときには請求
ができるよ。

　仕事中だけでなく通勤中の事
故も対象となります。正社員だ
けではなく、パート・アルバイ
トなども適用になります。保険
料は全額会社が負担します。請
求手続きや労災かどうかの認定
は労働基準監督署で行います。
労災となれば、治療費は全額労
災保険から支給されます※。

治療費は保険から出してもらえるんだ！助かった～。
でも、ケガが治るのにしばらくかかりそう。労災で仕事に行けないときの給料は
どうなるの？

仕事中や通勤中の事故によるケガや病気を治すために仕事を休み、
賃金がもらえないときも、休業して４日目から、約８割※が補償
されるよ。
※給付基礎日額（平均賃金）の８割（休業（補償）給付６割と特別支給金約２割）

（広い意味で）

※通勤災害の場合は一部負担あり

仕事中に事故にあったので、会社に報
告したら、「労災保険に入ってないから、
使えないよ」と言われたんだけど…。

※住民税（均等割）については、お住まいの市
町村などにおたずねください。

今月は給料が少なくて大変だなぁ…

（休日にケガをして休んで治療中…）

健康保険に
加入している
と傷病手当金
が出ます！

大丈夫
！
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クイズ答え 　退職日前ならば可。退職時の有給休暇買い上げは会社の義務ではなく、任意のものです。クイズ  退職のときに有給休暇が残っている場合は、取ることができる？　答えは次ページ

解雇・退職・雇止め6
　労働契約が終了するときには、契約の種類や終了する時期、
労働者と会社（使用者）のどちらから意思表示をするか、どの
ように受け入れるか、によって大きく変わってきます。

　【雇止め】とは、期間を定めた有期労働契約の契約終了時に再度の契約をしないことで
す。１年を超えて継続勤務している場合や、３回以上契約を更新している場合は、契約
終了の 30日前までに、会社は労働者に予告しなければなりません。
※「無期転換ルール」：同一の使用者との間の有期労働契約が反復更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込み
により、期間の定めのない契約に転換することができます。（平成 25年４月１日以降に締結した契約が対象）

　会社として労働者に辞めてもらいたいときでも、「辞めてほしい」とは言わずにあいま
いな言い方をするなど【退職勧奨かどうかがはっきりしない】場合があります。社長な
どの権限のある人の発言であっても、自分で勝手に解釈して「わかりました。」と返事を
したら、自己都合退職扱いとされ、問題になることもあります。
　自分から辞める「自己都合退職」では、「会社都合退職」と比べて、失業給付がすぐに
もらえないなど違いがあるので、退職か解雇かなど、よく確認するようにしましょう。

　【退職勧奨】の場合は、応じるとしても退職条件について納得できるまで確認しましょ
う。退職したくないときは、はっきりと断り、不利益なことがある場合には、労働センター
などの相談窓口（P.28）に相談しましょう。
　過剰なノルマや無理な長時間労働を命じられたり、パワハラなど、はっきりした退職
勧奨ではなくても、実質的に退職勧奨（あるいは退職強要）となっている場合もあります。
一人で悩まず、自分の健康を守りつつ、自己都合退職する前に、周囲に相談して対応し
ていきましょう。

　【退職】は、就業規則等に決められた手続きに従うことが望ましいですが、退職を認め
てもらえない場合でも、法律上２週間前に申し出ることにより、退職となります。
（半年や 1 年など期間の定めのある有期労働契約の場合は、やむを得ない理由があるとき
は、退職することができますが、突然の退職で会社に損害を与えた場合、損害賠償を請
求されることもあるので注意が必要です。）

　【解雇】の場合、会社は労働者を解雇する権利を持っていますが、法律で禁止されてい
る解雇理由・期間があるとともに、合理的な理由のない、また常識的にみて「解雇する
には重すぎる」場合の解雇は権利の濫用として、無効（効力が生じない）となります。
特に「懲戒解雇」は簡単にできるものではなく、「整理解雇」も必要性や解雇を避ける努
力をしたかなど、条件があります。解雇理由などを明らかにする書面をもらいましょう。
　また、合理的な理由があって解雇する場合でも、解雇は重大なことなので、会社は 30
日以上前に予告するか、それに代わる解雇予告手当の支払いが必要です。

　【解雇】を受け入れない場合は、解雇は無効である、撤回してほしい、と主張して、会
社と交渉したり、労働審判等の裁判手続きで争うことが可能です。会社に対して、解雇
が理不尽であることをはっきりさせたい、未払賃金も払ってほしい、など、どうしたい
のかを考えて、一人での対応は難しいので、相談窓口（P.28）などに相談しながら、必
要な方法をとるようにしましょう。

有期労働契約（期間の定めがある契約）が終わるとき

契約期間の定めのない場合・有期労働契約の途中の場合

退職勧奨かどうかが、
はっきりしない
（例）「次の仕事を考えた
　　　　　　　ほうがいいよ」

退職勧奨
「辞めてもらえないか？」

退職したい

解雇
「クビだ」
「明日から来なくていい」

普通解雇 懲戒解雇 整理解雇

退職してもよい

退職したくない

退職してもよい

退職したくない

了承

退職したら、自分か
ら辞めたことになる

退職しない

合意退職

拒否する

合意退職

辞めさせない

解雇を受け入れ、
退職してもよい 解雇

解雇に納得いかない
退職したくない

解雇無効、撤回を
求めて交渉する

更新しない

更新を希望 契約に「更新しない」明示あり

契約に「更新する場合あり」
明示あり

雇止め

雇止め
更新しない理由の明示
を求めることができる。

更新を希望して
交渉する

更新を希望しない 期間満了による契約終了

※契約更新される場合、通算契
約期間が５年を超えたときは
「無期転換ルール」（P.22①）
が適用となります。

（　　　　　　）解雇予告または
解雇予告手当の支払

会社 労働者

会社 労働者

会社

会社

労働者

会社 労働者

労働者

●①

●②

●③

●④

●⑤
●⑥

①

②

③

④

⑤

⑥

①～⑥の説明は右ページにあります。

労働者の非行
を理由とする

経営悪化によ
る人員整理

・期間の定めのない契約→
   2 週間前の申出により退職
・有期労働契約→やむを得ない
   理由があるとき退職可

君はうちの社風に合わない。
解雇するから明日から来なく
ていいよ。

こんな解雇はできません。

ミスが多くて能力不足だ。
解雇するから明日から来るな。
（会社の指導や注意がない場合）

こんな解雇はできません。
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クイズ  内定中の研修は強制参加なの？　答えは次ページ

内定・内定取消し7 産前産後休業（産休）・育児休業（育休）8

１ 内定者側の事由によるもの
　○学校を卒業できなかった場合
　○所定の免許・資格が取得できなかった場合
　○心身の病気等により勤務できないことが明らかになった場合
　○履歴書の記載内容や面接時の発言内容に虚偽があり、その内容が採否判断の重要な要素である場合
　○採用に差し支える犯罪行為（破廉恥罪等）があった場合

２ 会社側の事由によるもの
　○企業に新規採用を不可能とするような予測不能な経営事情が発生し、人員整理が必要な場合

　内定の場合も労働契約が成

立していることになるから、

内定取消も労働契約終了の

ル ー ル が 適 用 さ れ ま す。

（P.22④）解雇と同じく、客

観的に合理的な理由と、社会

通念上の相当性が必要となり

ます。もし内定取消しの通知

を受けたときは理由を確認し

て、学校の先生や相談窓口

（P.28）に相談しましょう。

クイズ答え 　 

産休や育休は、会社の規則で定めていなくても、誰
でも要件に合っていれば取ることができるもので
す。もし、会社に許可してもらえないようなことが
あったら、そのことを説明し、それでも聞いてもら
えない場合は、相談窓口や助言・指導をする機関
（P.28）などに相談してみましょう。

内定をもらうと、労働契約
は成立したことになるの？

学生から内定辞退はでき
ないものなの？

内定取消しはどんなとき
にされるの？

学生からの応募に対して、会社
が採用内定通知を発したときに
は、一般的に労働契約が成立す
ると考えられているよ。

話は少し違うけれど、内定を出す
ときに、他社の就職活動をしない
ことを学生に約束させるよう強要
はできないよ。就職活動は自由だ
からね。

学生から契約の解約を申込むこと
になるから、法律では２週間以上
前に内定辞退の申出が必要とされ
ているよ。でも、あまりに直前に
辞退するのは信義則上（相互に相手
の信頼を裏切らないようにするという

原則）よくないと思うよ。

次のような例があるよ。

内定者が在学中の学生である場合は、入社するま
では、原則として研修を命ずることはできないと
解されていますが、内定者が参加について同意を
すれば、学業に支障がない範囲で、企業は研修を
命じることは可能と考えられています。
なお、一般的に内定期間中の研修を実施する企業
もあることから、学業への支障等を考慮の上、研
修に参加するかどうかを決めることが大事です。

　妊娠から子どもが小学校に入るまでは、子どもと母親の健康
を守るため、また育児と仕事とを両立させるために、休暇その
ほか支援する制度があります。

産前
6 週間

誕生 産後
8週間

1 歳 1 歳
６か月

2歳1 歳
２か月

3 歳 小学校
入学

女性労働者のみ利用可 男性労働者が利用可 男女労働者が利用可

産前休業　　産後休業

時間外、休日労働、深夜業の制限

軽易業務
への転換

育児休業　

育児時間

所定外労働の制限・所定労働時間の短縮等の措置 努力義務

子の看護休暇・時間外労働の制限・深夜業の制限

社会保険料の免除（産前産後休業・育児休業期間中） 場合により免除

努力義務

・〔産前休業〕 出産予定の女性は請求すれば、予定日の６週間前（双子以上の場合は
  14 週間前）から産前休業（出産日を含む）を取得可
・〔産後休業〕 原則として、産後８週間経過しない女性を働かせてはいけない。

（特例により延長可能）

男性でも育休をとれるの？

産休・育休中の給料は義務ではない
ので、就業規則等で確認してみよう。
そのほか、健康保険に加入している
場合は、出産育児一時金や、要件に
あてはまれば出産手当金を支給され
るので確認してみよう。
雇用保険でも一定の要件を満たせ
ば、育児休業給付金が支給されるの
で、よく調べてみるといいね。

産休・育休中は給料は出ないんで
しょ？ 生活費が心配だなぁ。

子どもが１歳になるまでは男女問
わず取ることができるよ。
妻が専業主婦でも OK。父母両方
が育休をとると、通常 1 歳まで
のところ1 歳 2 か月まで延長可能
だよ。1 歳以降も保育園に入れな
いなどの特別な場合には最長で
2歳まで延長できることもあるよ。

業績は悪くないけど、他の会
社も内定取消しをしているか
ら、うちも便乗して内定を取
り消そう。

こんな内定取消しはできません。
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　各項目について対処方法があります。違法なことに対しては早めの対処が必要です。
　一人での対応はとても難しいので、社外の相談窓口（P.28）などへ相談するようにしましょう。

セクハラは起こった企業に対しても、もちろん大きな影響があります。社内モラルや社員の仕事への意欲低下、
会社全体の業務効率悪化を招く場合もあります。法律でセクハラ防止や起きたときの適切な対応が義務付けられ
ていますが、会社としてセクハラを認識し、対策を取ることが必要です。

会社には次のような義務があります。
　・労働者の安全を確保して働くことができるように必要な配慮をすること。　　
　・人格権などの侵害を行ったことで発生した損害について、行った人だけでなく、会社も使用者と
　　しての責任が生じる場合があります。
　・妊娠、出産、育児、介護休業を理由とした嫌がらせやセクハラの防止に向けた取組みを行い、相
　　談体制を整備すること。また、起きたときに迅速・適切に対応すること。

○拒否の意思表示をする。
○同僚や上司に相談する。
　相手に直接言うことが難しい場合は、同僚や上司な
　ど身近な信頼できる人に相談してみる。
　直属の上司でうまくいかない場合は、さらに上位の
　上司や信頼できる上司へ。
○社内・社外の相談窓口・労働組合への相談

相談の結果、会社にどのような対応をしてもらうか（例）
　・ハラスメントをやめさせてもらいたい。
　・人事異動をしてほしい。（自分又は相手）
　・相手から事情を聴くなどの話し合いの仲介に入ってほしい。
　・改まらない場合は、懲戒処分を検討してほしい。
　・心身に不調をきたしているので治るまで休職させてほしい。

クイズ  セクハラについて相談したら、「個人的な問題だから会社は関係ない」といわれましたが本当ですか？　答えは次ページ

ハラスメント・メンタルヘルス9

　相談にあたっては、日時、場所、相手
の氏名、言動の内容・理由、居合わせた
人など記録（証拠）をとって客観的にわ
かるようにしておきましょう。

パワハラとは、職場での優位な地位や人間関
係を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精
神的・身体的な苦痛を与えたり、働く環境を
悪化させる行為。

セクハラとは、職場で行われる労働者の望
まない性的な言動に対して、拒否や抵抗を
することで不当な扱いを受けたり、性的な
言動により働く環境を害されること。

　仕事のノルマや成果に対する評価、職場の人間関係など職場にはストレスの原因となるもの
が多くありますが、過度のストレスは心身に悪い影響を与え、メンタルヘルス不調につながる
ことがあります。

メンタルヘルス不調の主な例

　・夜、眠れない。　　　　　　　　　・休日でも仕事のことが頭から離れない。
　・仕事に集中することが困難となる。・うつ病などこころの病
　・遅刻や欠勤をする。　　　　　　　・（最悪の場合）自殺　など

～ストレスと上手に付き合いましょう～

　♥十分な休養をとる。   ♥バランスのとれた食事、規則
　♥自分のストレスに気づく。   　正しい生活習慣、適度な運動
　　（職場で行われるストレスチェック ♥自分のストレス発散方法を見つける。
　　 などを利用する。）

　相談窓口も多くありますので、身近な人に話せないようなときには利用してみましょう。
（P.29）
　メンタルヘルスの総合情報サイト「こころの耳」  HP  http://kokoro.mhlw.go.jp

若者の「使い捨て」10

●過酷な労働環境にみられる例

●　メンタルヘルス（こころの健康）

　採用した若者を長期的に育成するのではなく、短期間で集中的に劣悪な労働環境のなかで働
かせ、退職に追い込むことを繰り返す企業が問題になっています（いわゆる「ブラック企業」）。

・病気
・休職
・（自己都合）退職

　ハラスメントは我慢を続けても改善
されるとは限りません。自分を責めず、
次のような対応をとっていきましょう。

・過剰なノルマを命じたり、競争をさせる
・恒常的な長時間労働　
　次のような制度を不適切に利用し、低い賃金で長時間労働をさせる
・定額残業代（P.16）
・みなし労働時間制
　会社が労働時間を把握できない場合や、労働者の裁量にゆだねる
のに適している仕事の場合などに、一定の手続きのもとに、実際に
働いた時間に関わらず、ある一定の時間を働いたとみなす制度。

・管理監督者
　労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあ
る者（組織上の管理職とは異なる）については、労働時間や休憩、
休日のルールは適用されないというもの（深夜労働を除く）。

・残業代未払い（P.16）
・パワハラ（P.25）
・退職を申し出た場合に辞めさせない（P.22④）

〈パワハラの例〉

〈セクハラの性的な言動例〉

暴行

ひどい暴言

無視・隔離

過大・過小な要求

必要なく身体に触る

交際の強要

お酌の強要

「彼氏いるの？」
「子どもはまだ？」などの発言

不快
嫌だ…

優
位
性

※パワハラ：パワーハラスメント　セクハラ：セクシュアルハラスメント
※マタハラ：マタニティハラスメント　パタハラ：パタニティハラスメント

パワハラ※やセクハラ※にはどのような
問題があるの？

パワハラ・セクハラなどのハラスメント
（嫌がらせ）は、相手の人格や尊厳を傷
つけ、心身の健康を害し、深刻な場合は
自殺に至るなど、働く人の命を危険にさ
らすこともあるよ。
妊娠・出産を理由にした嫌がらせ（マタ
ハラ※）や、育休（P.24）などを取得しよ
うとする男性に対する嫌がらせ（パタハ
ラ※）も問題になっているんだ。

A さんがパワハラしてるって相談を受け
たけど、彼はベテランだし仕事ができる
し怒らせたらこわいしなぁ。何もなかっ
たことにしよう。

こんな対応はダメ

会社には安全配慮
義務があります

クイズ答え 　　
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～労働組合に加入すると～

〈労働組合の場合〉

〈個人の場合〉

もうかってないからムリ。
イヤなら辞めてもいいですよ。

給料をあげて
ください！

ムム…組合からの交渉
申し入れは断れないな…

もうかってないけど…
考えてみます。

給料をあげて
ください！

　労働者が団結し、使用者と交渉する権利は
憲法によって保障されています。

Ⅴ  「働く」を応援します

法律が守られていないと感じたら、どうしたらいいの？

　こんなに大変なアルバイトは
辞めたいけれど、事情があって
辞められない…というような場
合、早めに学校の先生や相談窓
口に相談してみましょう。

　

アルバイト先でこんなことはないですか？

　□試験前であることをあらかじめ伝えているのに
　　シフトを入れられる。
　□授業があるのにシフトの穴埋めで呼び出される。
　□レジの金額が合わないと給料から天引きされる。
　□売上ノルマがある。
　□タイムカードを打刻した後なのに仕事をさせら
　　れる。

　法律を知ることは、はじめの一歩ですが、知っているだけでは権
利が守られないことがあります。（このハンドブックに書いてある内
容は、まだほんの一部であり、また、例外規定もたくさんあります。）
　あなたの権利が守られていないとき、法律にもとづいて、相手に
対して主張するなど、実際に知識を使ってみることが大切です。

　そのためにお互いの（働くあなたと雇う会社との）利害の一致をめざして、交渉が必要にな
る場面もありますが、一人で行うのは大変なことなので、次のような窓口を利用してみてくだ
さい。

　１ 給料や労働時間、休みのこと、解雇や退職、パワハラ、セクハラなど、職場で困っている
　　ことがあるが、どう整理したらいいか、どこに聞いたらいいかわからない。

　○神奈川県かながわ労働センター（→裏表紙へ）
　○神奈川労働局総合労働相談コーナー（国の機関）
　　神奈川労働局、各労働基準監督署、横浜ＳＴビル内（横浜駅西口）にあります。
　　HP https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudanmadoguchi/socorner.html

　2 労働基準法の問題とわかっているが、もっと細かい手続きや詳細内容を知りたい。
　　労働基準法違反について申告したい。会社に指導などをしてほしい。

　○労働基準監督署　職場の所在地により担当が分かれます。
　　HP https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/kankatu.html

　3 セクハラ、マタハラ、パタハラ、産前産後休業、男女差別、育児・介護休業、パート労
　　働に関することを聞きたい。詳細な手続きを知りたい。会社に対して指導をしてほしい。

　○神奈川労働局雇用環境・均等部 指導課　電話 045-211-7380

◎「解雇が有効か無効か判断してほしい」など労働契約に関することについて、監督・指導する機関はありま
せん。当事者同士で解決できないときは、「あっせん」「労働審判」などの制度を利用することとなります。

　4 派遣労働に関することを聞きたい。

　○ 神奈川労働局 職業安定部 需給調整事業課　電話 045-650-2810

　5 労働保険・社会保険のことで聞きたい

　○労災保険について →労働基準監督署※
　○雇用保険（失業給付、育児休業給付金）について →ハローワーク（公共職業安定所）※※
　○健康保険・厚生年金について
　　加入に関すること→年金事務所※
　　HP https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kanagawa/index.html

労働組合11

○一人ではなく、労働組合として交渉を
　進めることができる。
　（一人では会社と対等の立場にたつことは困難）
○労働組合から交渉の申込があった場合、
　会社は拒否することはできない。

●　また、学生アルバイトなのに、正社員並みの仕事を任せられ、本来の学生生活を送るこ
とができなくなってしまう「学生であることを尊重しない」アルバイト（いわゆる「ブラッ
クバイト」）が問題になっています。

労働組合って、どういうもの？
加入すると何ができるの？

労働組合は労働条件の維持改善
・向上などをめざして、労働者
が自主的に組織する団体のこと
だよ。加入すると、このような
ことができるよ。

うちの会社には労働組合は
ないみたい。

　会社にない場合は多いけれど、
二人以上で自主的に結成する
ことができるよ。また、それ
が難しければ、組合のない中
小企業の従業員や非正規労働
者が相談・加入できる合同労
組（ユニオン、ネットワーク
などの名称が使われている）
に一人でも加入することがで
きるよ。
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　２ 障がいがあるが、就職に役立つ技術・技能を身につけたい。

　○神奈川障害者職業能力開発校
　　障がいのある方が、就職に必要な技術・技能を習得できる施設です。
　　HP http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f3e/kanakou/　　電話 042-744-1243

　3 就職活動の悩みを相談したい。自分に合った仕事を知りたい。
　　仕事を探したい。（若者対象の窓口）

　○かながわ若者就職支援センター（→裏表紙へ）
　○新卒応援ハローワーク（横浜・川崎）
　　大学（院）・短大・高専・専修学校等に在学中の方、および卒業後おおむね 3 年以内の方
　　の就職をジョブサポーターがお手伝いをします。
　　電話　横浜 045-312-9206　川崎 044-244-8609（49＃）
　○横浜わかものハローワーク（横浜わかハロ）
　　おおむね 45 歳未満の正社員での就職を希望する方（学生、正社員の在職者は除く）に対し、
　　個別担当制（予約制）で支援をしています。
　　電話 045-227-8609
　　HP https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/marumaru/kanrensisetu/_119843.html

　４ 仕事を探したい。仕事探しの相談がしたい。

　○ハローワーク（公共職業安定所）住所により担当が分かれます。
　　HP https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list.html

　5 「働くイメージが持てない」「働きたいけど、一歩を踏み出せない」「人との関わりが苦手」
　　 「人間関係でつまずき退職後、ブランクが長くなってしまった」など働くことに関する
       悩みや不安を相談したい。

　○地域若者サポートステーション（愛称：「サポステ」）
　　厚生労働省が委託した全国の若者支援の実績やノウハウのあるNPO 法人、株式会社などが実施

働くことに悩みを抱えている若者に対し、キャリアコンサルタントなどによる専門的な
相談、コミュニケーション訓練、協力企業への就労体験などにより、就労に向けた支援
を行っています。

　・給付に関すること（傷病手当金、出産手当金ほか）→健康保険組合（会社にある場合）
       　  全国健康保険協会神奈川支部

HP https://www.kyoukaikenpo.or.jp
/shibu/kanagawa/　　※ 職場の所在地によって担当が分かれています。

　　※※ 失業給付は住所によって、育児休業給付金は職場の所在地によって担当が分かれます。  
             また、失業給付手続きは仕事探しと一緒に行います。

　6 職場になじめず孤立している、通勤時に体調不良となる、仕事のことを考えると眠れない、
　　などメンタルヘルス不調について相談したい。

○かながわ労働センター「働く人のメンタルヘルス相談」
　　第１・２・３・４火曜日（祝・休日・年末年始休み） 13:30 ～ 16:30
　　電話 045-633-6110（内線 2718）（面談のみ・予約制）
○横浜労災病院メール相談（24 時間対応）
　　E-mail アドレス mental-tel@yokohamah.johas.go.jp
○神奈川県精神保健福祉センター「こころの電話相談」
　月～金曜日（年末年始、祝日休み）9：00～ 21：00（受付 20：45 まで）
　　電話 0120-821-606
　　そのほか、お住いの近くの保健所、保健福祉事務所、精神保健福祉センターなどへ

就職に向けて技術を学びたいときや、仕事を探したいときは、どうしたらいいの？

●次のような窓口があります。

１ 就職に役立つ技術・技能を身につけたい。

○産業技術短期大学校
「ものづくり」に関する２年間の訓練を通じて実践的な技術者を育成します。
生産技術、制御技術、電子技術、産業デザイン、情報技術の５科があり、実験や実習を中心に、
高度な技術・技能が習得できます。就職活動も支援します。
HP http://www.kanagawa-cit.ac.jp/
電話 045-363-1232

◆東部総合職業技術校　二俣川支所（委託訓練担当）
専門学校などの民間教育訓練機関等に委託してＩＴ関連や介護等の訓練を実施しています。
電話 045-363-1992

○総合職業技術校（かなテクカレッジ東部・西部）
学校を卒業された方、求職中の方が、就職に必要な技術・技能を学ぶ施設です。
工業技術、建築技術、社会サービスの 3 分野の訓練コースがあり、実習中心の授業を通じて、
各種資格等を取得できます。就職活動も支援します。
HP http://www.pref.kanagawa.jp/docs/xa4/kanatech/
電話　東部校　045-504-2810　
　　　西部校　0463-80-3002

　　HP http://www.pref.kanagawa.jp/docs/t7e/cnt/f4151/p471988.html

　○キャリアサポートかわさき（川崎市）HP http://cs-kawasaki.com/
　　就業マッチング（個別カウンセリング）や電話相談、臨床心理カウンセリング
　　電話相談　044-811-6088  月水木金土 9:00 ～ 17:00 火 9:00 ～ 20:00（      　　　　　）12:00 ～ 13:00 除く。

日・祝、年末年始休み

所在地 名 称 電 話 実施日

横浜市
よこはま若者サポートステーション

045-290-7234 月～土 10:00 ～ 18:00 まで
（毎月第3月曜、日・祝、年末年始休み。第3月曜が祝日の場合は第2月曜休み）新横浜サテライト（よこはま若者サポートステーション）

鎌倉市 湘南・横浜若者サポートステーション 0467-42-0203 月～金 10:00 ～ 18:00
（土日・祝休み）

川崎市 かわさき若者サポートステーション 044-850-2517 月火木金土 10:30 ～ 18:00
（水曜、日・祝、年末年始休み）

相模原市 さがみはら若者サポートステーション 042-703-3861 月～金、第 2・4 土曜 8:30 ～ 17:00
（日・祝、年末年始休み）

厚木市 神奈川県央地域若者サポートステーション 046-297-3067 月～土 10:00 ～ 17:00
（日・祝、年末年始休み）

小田原市 神奈川県西部地域若者サポートステーション 0465-32-4115 月～金 10:00 ～ 17:00
（日・祝、年末年始休み。土曜日は月１回開所）
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かながわ労働センター
　「休みが取れない」「給料を支払ってもらえない」「特別な理由がなく解雇された」「パワハラ
を受けた」など、職場での悩みがあるときに、次の窓口へご相談ください。

月～金 8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 17:15 （祝・休日、年末年始休み）
本　　所 横浜市中区寿町 1-4 かながわ労働プラザ２階  電話 045-633-6110（代）

          　　 045-662-6110（直）
川崎支所 川崎市高津区溝口 1-6-12 リンクス溝の口 1階  電話 044-833-3141

（2019（平成31）年５月19日（予定）までは川崎市高津区坂戸 3-2-1 かながわサイエンスパーク西棟 2階。詳細は川崎支所にお問合せください。）

県央支所 厚木市水引 2-3-1 県厚木合同庁舎 3 号館 2 階   電話 046-296-7311
湘南支所 平塚市西八幡 1-3-1 県平塚合同庁舎別館  電話 0463-22-2711（代）
このほか、メール労働相談、夜間相談（火曜日）（本所）、日曜相談（本所）を実施しています。
詳しくはHP http://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/soudan/index.html

かながわ若者就職支援センター
　「自分がどんな仕事に向いているかわからない」「非正規で働いていて、このままでは将来が不
安」「就職活動って何をしていいかわからない」「学校を卒業・中退してしまい、相談・情報収集
の場所がない」など、39歳までの仕事を探している方の就職活動の悩み・疑問にお応えします。

月～土 9：30 ～ 18：00（日・祝日、年末年始休み）
所在地 横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 ST ビル 5 階（横浜駅西口徒歩 8 分）
電話 045-410-3357
【キャリアカウンセリングコーナー】就職活動についての悩みやノウハウについて、経験豊

富なキャリアカウンセラーが個別にご相談を受けま
す。一人ひとりの個性に合わせてきめ細かく丁寧にア
ドバイス。応募書類の添削・面接練習もＯＫ。

【地域出張相談】県内各地に月１回、カウンセラーを派遣して、キャリアカウンセリングを 
      　実施しています。
【適職診断コーナー】パソコンでどんな職業に向いているか、適性診断を受けられます。
       仕事選びのご参考に。
【就職情報コーナー】仕事に関する情報誌、図書、パンフレットのほか就職セミナー、職業 
       訓練の情報を見ることができます。
【ハローワークコーナー】求人情報の検索・職業相談・職業紹介を受けられます。
     　     詳しくは、HP https://www.kanagawa-wakamono.jp/
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働くまえに読んでみよう

　 若者労働
ハンドブック

知っておこう、働くルール知っておこう、働くルール知っておこう、働くルール知っておこう、働くルール

平成31年４月１日から働き方改革関連法が順次施行され、労働時間法制の見直し、雇用形態
に関わらない公正な待遇の確保等のための措置が講じられます。
詳しくは、厚生労働省HP　 https://www.mhlw.go.jp/index.html　


