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今日の出前授業の内容
あなたが直面する不都合なバイト

知っておきたい働くときの基礎知識 はじめに

１．会社で働くということ

２．いろいろある働き方

３．給与明細をよく見てみよう

４．入社前に確認しておこう

５．会社を休みたいとき

６．職場のトラブルがあったとき

７.～１１. その他 最後に

社会保険労務士(社労士）とは
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「ブラックバイト」って
知っていますか？

「ブラックバイト」の定義を知っていますか？



ブラックバイトとは

 学生らしい生活を送れなくなるバイトのこと

1. 正社員並みに働かせられる
⇒ 学業に支障をきたしてしまう

2. シフトを一方的に決められる
⇒ 授業や課外活動に参加できなくなってしまう⇒ 単位
不足・留年・退学に追い込まれる

■ ブラックバイトは違法行為・法律的無効の場合が多い

1. 残業代不払い・最低賃金以下の給与

2. 休憩時間の与えない・1週間に1日の法定休日を与えない

3. 自爆営業の強要・不合理な罰金の請求

4. パワハラ・セクハラの放置

5. 後任者が決まるまで辞めさせない
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⇒ 学業に支障をきたしてしまう

⇒ 授業や課外活動に参加できなくなってしまう
⇒ 単位不足・留年・退学に追い込まれる

大内裕和 中京大学教授の定義



1. 会社の言うことを絶対に鵜呑みにしない！
自分の納得できないこと、おかしいなと思うことは他人
（親・先生・先輩・友人）の意見も聞いてみる！

2. あきらめない！自分を責めない！
責任を追及されても罪悪感を持たない！自分の正当性
を考えてみる！

3. 困ったらすぐに労働法のプロに相談しよう！
自分の言い分が聞き入れられないときは、労働基準監
督署、愛知県弁護士会・社会保険労務士会、組合等に
相談しよう！

4. 証拠・メモを残そう！
もめたら証拠・メモが必要・重要になる！

トラブルになったときは
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在学中の学習が卒業時の知識・能力を支え、それ
が卒業後の学習を支える。

そして卒業後の学習の継続が所得や知識の満足
度を高くし、将来を見据えた人生設計が可能にな
る。

学生が学生らしい生活を送る必要性

 学生であるという自覚をもつ！
あくまでも、学業が本分であり、アルバイトは本業で
は無い！
企業に取ってバイトは低賃金労働者 「授業は休め
るけど、バイトは休めない」は駄目！バイト先の人
間関係よりも、自分を優先！
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（Ｐ１９） アルバイトも労働者です
～何かおかしいなと思ったら相談しましょう～

当てはまるものに□を入れてください～コラム

あなたが直面する不都合なバイト
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◎バイトをするときは労働条件書を貰うようにする
アルバイトにまつわる悩みについて、
詳しい内容を知りたいときは、社労士会ホームページへ

□残業代が支払われない

□テスト期間なのに休めない
□割った皿の代金を弁償させられた

□仕事中に怪我をしても労災にならない

□代わりを探さないと辞められない

□社員からの罵倒がひどい
□特に指導もないまま現場へ

□休憩時間がない

□責任が重すぎる

レ

□仕事が全部終わらないと帰れない



https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/resources/onayami/part-time/
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働くときの基礎知識 はじめに
人生80年・・・

そのうち半分の約40年（ ）が働く期間

⇒いきいきと前向きに働くことができるかということが、
充実した人生を送れるかの大きなポイント。
７５３現象とは⇒現実には、中学、高校、大学の卒業後、３年
以内に就職した会社を辞めてしまう割合のこと。

⇒中学校 ７割 高校 ５割 大学 ３割 離職？

◆いきいきと職場で働き、いきいきとした人生を送るために
「働くときのルール」や「制度」を知る必要がある。
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人生100年時代？

50年？

３年後離職しない為の方法！

結果ニートになる

まずは、企業情報をよく調べてみよう

⇒３年後離職率に注目！ 「就職四季報」・ＮＥＴ等で調べる

⇒インターンシップで実際に働いてみる



働くということは
どういうことでしょうか？

会社で働くということを考えたことは

ありますか？



１．会社で働くということ（Ｐ２～Ｐ５）

●会社で働くこと
・・・会社と労働者が労働契約を結び、
労働者が労働することで、会社から給料が支払わ
れるということ。
⇒この関係は、私たちが代金を払って
コンビニから商品を買う行為（「売買契約」）
と似ている。
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働くことは人生のど真ん中

仕事は“１日のど真ん中”
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働くことは“人生のど真ん中”
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採用から定年まで、社会人の流れ
●内定・入社・試用期間

エントリーシート必須項目
1.学生時代に頑張ったこと
2.長所・短所
3.なぜこの会社を選んだのか・この
会社に入って挑戦したいこと
エントリーシートは他人との差別化

採用選考スケジュール
2022年卒の就活は、2020年6月か
ら始まります。これは何の時期かと
いうと、夏季インターンシップの申
込の時期が就活の開始時期です。
経団連の定める会社説明会が解
禁されるのは毎年3月ですが、来年
以降、撤廃の可能性があります
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会社で働くとき求められる能力

●社会人基礎力〈3つの能力/12の能力要素〉

前に踏み出す力（アクション）
主体性 働きかけ力 実行力

考え抜く力（シンキング）
課題発見力 計画力 創造力

ストレスコントロール力

チームで働く力（チームワーク）
発信力 傾聴力 柔軟性

情報把握力 規律性
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正社員と非正規社員の
違いがわかりますか？

何故？非正規社員が増えたのか

わかりますか？



正社員 有期契約・パート社員

包括契約（業務、職務、勤務場所等） 限定契約（業務、職務、勤務場所等）

業務促進責任（中核的担い手） 業務促進責任無し（与えられた業務）

業務の役割分担と責任権限有り 担当業務遂行の限定責任

目標設定と達成管理 目標設定無し

業績向上責任・キャリアアップ責任 業績への責任・キャリアアップ責任無し

自己研鑽義務（改善提案の提出義務） 自己研鑽義務無し（改善提案の提出義務無し）

職能･資格制（段階的向上の努力義務） 職務限定

能力向上による広範な企業貢献 当該業務の能力向上による企業活動寄与

職務上配慮・指導義務 当該業務の分担実施

36協定限度までの残業義務 残業義務無し（又は２時間に限る等）

会社のリスクへの注意監視と率先通報義
務

会社のリスクへの配慮責任無し（発見時
の通報対応努力）

部下同僚の健康、メンタル等配慮義務 他社員の健康・メンタル配慮義務無し

Ｃ．Ｓ．Ｒ、ボランティア活動 企業外活動無し

非常時緊急対応義務 非常時出勤義務無し
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２．いろいろある働き方（Ｐ6～Ｐ9）

◆どのような働き方があるの？

１ 正（規）社員
・一般の社員⇒ワークライフバランス

・契約期間の定めがない社員（定年まで勤められる）

・雇用が安定しているので、将来設計がしやすい。

・フルタイムで働き、一般的に 昇給 や 賞与 がある。

２ 契約社員

・契約期間（６ヶ月、１年など）を定めて勤務する社員。

・期間は原則３年以内と法律で定められている。

・契約期間の更新が有る場合と無い場合がある。

・働く時間や仕事内容を選択できる⇔雇用が不安定になる。
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昇給 賞与
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３ パートタイマー・アルバイト社員
・正社員に比べて１日の労働時間が短かったり、勤務日数が
少ない人。

・契約期間が有る場合と無い場合があり、労働条件により雇
用保険、健康保険、厚生年金に加入できない場合がある。

４ 派遣社員

・派遣会社に登録。他の会社に派遣されて働く人。

・パート、アルバイトに比べ時給が高いケースが多い。

・正社員より給与が低い場合が多い。

※正（規）社員以外の社員のことを非正規社員といい。
労働者全体の約４割が非正規社員

現在、正社員と非正規社員（契約社員、パートタイマー・アル
バイト、派遣社員）とは約1億円以上の生涯賃金格差がある
といわれているアルバイ



給与明細の見方って
わかりますか？
バイトで給与を貰った時に、なんで
こんなにも引かれているんだろうと
思ったことがありませんでしたか？



３.給与明細をよく見てみよう
（Ｐ１０～１３）

◆給与明細は一般に「勤怠」、「支給」、「控除」の３
つに分かれている
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◆勤怠とは 出勤簿、タイムカード等により勤務時間管理

◆支給額とは 基本給、職務手当､家族手当、住宅手当、
通勤交通費、時間外手当（残業手当）

◆控除額とは 法定控除（法的に引かれる）その他控除

●税金とは 所得税・・国に納める税金

住民税・・都道府県や市区町村に納める税金

（入社の翌年から納める税金）

●社会保険料とは

健康保険料、介護保険料（40歳以上の人）

厚生年金保険料、雇用保険料

◆給与明細をもらったときのチェックポイント

●最低賃金 愛知県８98円以上か？
（毎年10月改定）

●時間外手当が正しく計算されているか？

●社会保険料が控除されているか？

マイナンバー
とは

通知カード・
個人番号
カードは大事
他人にむや
みに教えない



労働条件はどうやって
決まるのか

わかりますか？

バイト先で労働契約を

交わしたことはありますか？



◆労働条件はどうやって決まるのか？

●労働契約 ●労働条件通知書

◆働くルールは何で決められているの？

労働契約

就業規則 労働協約

労働基準法 労働契約法 労働組合法

弱

強

４．入社の前に確認しておこう
（Ｐ14～Ｐ19）
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◆チェックポイント

労働基準法・・労働者を保護するための法律

働く上での最低の条件を定めています

＜例＞

（１）法定労働時間・・

※法定労働時間を超えて残業するには が必要

（２）休憩・・・・6 時間以内は 無、 6 時間超～8 時間以内
は 45 分、 8 時間超は 60 分

（３）法定休日・・１週間に最低 1 日は休日

（４）有給休暇・・6 ヶ月間勤務し、
8 割以上出勤したら10日、最高20日

（５）割増賃金・・法定労働時間を超えれば残業代
（ ）

法定休日に出勤したら休日出勤手当
（時給×1.35）

1日8時間・1週間40時間 以内

36協定

時給×1.25



◆会社を休んだ時の給料は
●年次有給休暇

全労働日の８割以上出勤すると年次有給休暇を取得できる。

２０１９年４月から、５日以上の時季指定による付与義務

アルバイトでも有給休暇はあるか？

●産前産後休業と生理休暇

●育児休業と介護休業

●その他の休暇：慶弔休暇・夏季休暇・年末年始休暇等

５．会社を休みたいとき
（Ｐ20～Ｐ23）
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⇒所定労働時間に応じ

て有休休暇を取得できる

うちの会社には有休は無いは⇒ウソ！



残業代が支払われない
休みがとれない
いじめにあった
解雇された

どうしたら良いかわかりますか？



◆職場のトラブルが増えている
●ケース１ 解雇（クビ）

●ケース２ 残業代の未払い

サービス残業

●ケース３ いじめ・嫌がらせ

セクハラ（セクシュアルハラスメント）

パワハラ（パワーハラスメント）

マタハラ（マタニティーハラスメント）

◆職場のトラブルの解決方法
まずは（専門家に）相談してみよう
社労士会総合労働相談所、総合労働相談センター
日本司法支援センター（法テラス）

６．職場でトラブルがあったとき
（Ｐ24～Ｐ27）
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⇒就業規則に抵触しているか確認

⇒残業代が20（30）時間

打ち止め制度は無効

⇒会社には社員を快
適な環境で働けるよ
うに配慮する義務が

ある



その他
７.病気やけがで病院に行ったとき （Ｐ28～Ｐ31） 健康保険

８.職場や通勤中にけがをしたとき （Ｐ32～Ｐ35） 労災保険

９.失業したり退職したりしたとき （Ｐ36～Ｐ39） 雇用保険

１０.年をとったときの生活は？ （Ｐ40～Ｐ45） 年金

１１.困ったときの相談先 （Ｐ46～Ｐ47）

職場トラブルの相談は・・・

愛知労働局総合労働相談コーナー 052-972-0266

愛知県社会保険労務士会総合労働相談室 052-871-2278
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新社会人に必要な心構え
を知っていますか？
会社員としていいスタートをきれると

仕事が面白くなる！



◆これから社会人になる人達に伝えたいこと

1. 社会人になったら1日1回以上、上司・先輩に報・連・相
（報告・連絡・相談）しよう！

2. 会社内で役立つ人、必要とされる人になろう！

3. お金を貯めよう！そして増やそう

最後に
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報・連・相する為には、愛社精神と職場愛が必要！上司・先
輩を好きになり、積極的に話し、質問する気構を持とう！

会社が継続する為には利益が必要。会社に必要とされる人
とは利益を上げられる人。お金儲けはできると楽しい！

積立預貯金･財形貯蓄（一般･住宅･年金）･ＮＩＳＡ･積立ＮＩＳ
Ａ･iDeCo等、様々な制度有。人生何をするにもお金が必要



貯蓄するためには

34

！給料天引きで

お金が貯める

支給額の６０
～６５％で生
活するように
する！

➡目的を持つ
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社会保険労務士（社労士）とは（Ｐ４８）

職場のトラブルを未然に防止し、労働者の皆さんが「いきい
きと職場で働く」ことのできる職場環境づくりをお手伝いしま
す。

●就業規則の作成、見直し

●給料や労働時間、休日など、労働条件の設計など

●労働保険、社会保険など、就職から退職までの各種手続
書類の作成、提出など

ご清聴ありがとうございました！


