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今日の出前授業の内容
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

働くことは人生のど真ん中～働くことを考える

最後に 社会保険労務士(社労士）とは
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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？

⇒離職後は、非正規社員！或いはニート？
原因はミスマッチ

⇒就職してから「こんなはずじゃなかった」ということになら
ないように、働くということ・働く自分の姿をテレビや雑誌の
イメージではなく、具体的にイメージして考えてみる！

⇒何の経験もなくても採用してもらえるのは新卒の時だけ！



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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就職：会社選びについて
あなたは、何を基準に会社を選びますか？
・会社と労働者のあなたが労働契約を結び就職します。
就職するときに皆さんは会社選びをしますが、
会社も皆さんを選びます。
次のスライドは、求人票です。
求人票には、1.求人事業所名 2.仕事の内容 3.労働条件等
4.会社の情報 5.選考等が載っています。
⑦必要な経験：不問！ だが、 パソコン操作
ワード、エクセルを使って定型フォームへ入力できること
必要な免許・資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）
と書いてあります。
③仕事内容を見ますと、最低限、パソコンの操作ができて普
通自動車免許がないと会社は雇ってくれないようです。
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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 内定＝入社の約束
内定取消＝契約の解約

学校を卒業できない。免許・資格が
取得できない。健康状態悪化。
履歴書記載内容に重要な虚偽記載。
刑事事件。自動車運転要注意

入社時：労働条件を確認
契約書・誓約書に署名（就業規則）

試用期間（要注意）
入社時に、能力、勤務態度など適
正を見るため、3か月～6か月間の
試用期間を設けている会社がある
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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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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
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女性は、結婚、出産、夫の転勤など、自分の意思に関係な
く、キャリアチェンジ、いわゆる仕事を変えることを余儀なくさ
れる場合が結構あります。そのことも踏まえて、自分の長い
一生涯をキャリアデザインする必要があります。格差社会と
言われますが、将来、少しのことが取り返しのつかないぐら
い大きな差になってくることも結構あります。アルバイ

法律は、女性の味方です。
男女共同参画社会です。
女性の働きやすい職場環
境（育休・子育て休暇取得
等）が職場に活気を生みま
す。

会社で仕事と家庭の両立
支援環境が整い、

家庭で男性の家事と育児
への参加が進むことによっ
て家庭生活が充実します。
アルバイ



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
1.最低賃金 愛知県８９８円以上か？

輸送機械器具製造919円以上
（毎年10月改定）

2.時間外手当が正しく計算されているか？
3.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？

●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
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◆労働基準法第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超
えて、労働させてはならない。
②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き
一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

◆労働基準法第36条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合が
ある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労
働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書
面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第
32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間（以下この条にお
いて「労働時間」という。）又は前条の休日（以下この項において「休
日」という。）に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところに
よつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただ
し、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務
の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

◆労働基準法第37条

1週間40時間・1日8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。

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！



◆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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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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ある旅人が町を歩いていると、１人の男が道の脇で難しそう
な顔をしながらレンガを積んでいました。

旅人は、その男のそばに立ち止まってたずねました。

「ここでいったい何をしているのですか？」

すると、男はこう答えました。

「見ればわかるだろう。レンガ積みをしているのさ。毎日毎日、
雨の日も強い風の日も、暑い日も寒い日も１日中レンガ積み
だ。なんでオレはこんなことをしなければならないのか、まっ
たくついてない」

旅人は、その男に「大変ですね」となぐさめの言葉を残して歩
き続けました。

「3人のレンガ職人」の話
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しばらく行くと、一生懸命レンガを積んでいる別の男に出会いまし
た。
しかし、その男は、先ほどの男ほどつらそうには見えませんでした。
そこで、また旅人はたずねました。
「ここでいったい何をしているのですか？」
すると、男はこう答えました。

「オレはね、ここで大きな壁を作っているんだよ。これがオレの仕事
でね」
旅人は「それは大変ですね」と、いたわりの言葉をかけました。
すると、意外な言葉が返ってきました。

「なんてことはないよ。この仕事でオレは家族を養ってるんだ。この
仕事があるから家族全員が食べていけるのだから、大変だなんて
言ったらバチが当たるよ」

旅人は、その男に励ましの言葉を残して歩き続けました。

「3人のレンガ職人」の話
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さらにもう少し歩くと、別の男がいきいきと楽しそうにレンガを積ん
でいました。
旅人は興味深くたずねました。
「ここでいったい何をしているのですか？」
すると、男は目を輝かせてこう答えました。
「ああ、オレたちのことかい？オレたちは歴史に残る偉大な大聖
堂をつくっているんだ」

旅人は「それは大変ですね」と、いたわりの言葉をかけました。す
ると男は、楽しそうにこう返してきました。

「とんでもない。ここで多くの人が祝福を受け、悲しみを払うんだ
ぜ！素晴らしいだろう！」

旅人は、その男にお礼の言葉を残して、元気いっぱいに歩き始め
ました。
引用：イソップ童話

「3人のレンガ職人」の話
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この童話は働くときの気持ちの持ち方を考えさせられます。

安心してください！私40年間サラリーマン勤務してきましたが、
3人目のレンガ職人には残念ながら会ったことがありません。
1人目のレンガ職人の方にも、殆ど会いませんでした。

働くときの気持ちの持ち方が大事なのは間違いありません。

すこし論点が違いますが、みなさん『サザエさん症候群』を、
ご存じでしょうか？
日曜夜サザエさんを観ると、「翌日からまた通学・仕事をしな
ければならない」という現実に直面して憂鬱になり、体調不
良や倦怠感を訴える症状です。英語で「ブルーマンデー」とも
いわれ、日本中でたくさんの人が訴える症状です。
「ブルーマンデー」は、世界中に認識されている症状です。

あなたが、日曜日の夜または月曜日の朝、仕事行くのやだ
なぁと思ったら、世界中の人も同じだと思ってください！

働くことを考える
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第１位は、男女共圧倒的に多いのが「仕事が面白そう」です。
第２位になると、
男子は「働き甲斐がある」「自分が成長できる」
女子は「雰囲気がいいこと」これがすごく大事になってきます。

せっかく頑張って希望の会社に入ったのに、３ヶ月とか半年
で辞めてしまう子が結構います。どうして辞めたのと聞くと今
まで両親に怒られたことがないのに会社にはいって初めて
怒られた、それがショックで辞めたという子が結構多いです。

「働きやすい」「雰囲気がいい」というのは、みんながいつも
優しいというイメージでいると、こんなはずでは無かったとい
うことになります。

仕事を続けるのに最も大事な「やりがい」を見つけるには大
事なキーワードが３つあります。
それは「興味」「能力」そして「価値観」です。

どういう基準で、仕事・会社を選ぶの？
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自分が「何が好きで」「得意なことは何で」「大切に思うこと、こだ
わることは何か」ということです。

この３つが重なっている部分が、「やりがい」のある仕事であり、
充実感とか満足感が得られる仕事であると言われています。

例えば、食べることが大好きで、考えたり、企画することが大好
きで得意な人が食品会社に入社しました。でも商品企画のよう
な仕事を１年目から任される人はいません。

１年目に雑用・現場勤務をして経験を積み、お客様の反応を知
り、上司からよく気が付くねとほめられると、２年目には「やりが
い」を感じる仕事が広がっていきます。

「やりがい」とは、ちいさな「やった」「やった」の積み重ねが、大
きな「やりがい」へと変わっていくのが仕事です。

いろいろなことに興味を持って、いろいろ情報収集をして、新し
いことにチャレンジして、可能性をどんどん広げてください！
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興味
「何が好きで」

価値観
「大切に思う
こと、こだわ
るのは何か」

能力
「得意なこと
は何で」
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興味が増え・能力が高くなり・価値観が多様
化すれば⇒「やりがい」のある仕事も増える

３つが
重なって
いる部分

小さな
「やった」
の積み重
ね



◆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！

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、質問する気構をもとう！

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
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！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

社会保険労務士は会社の経営者・労働者だ
けではなく、その家族を含めて、誕生から老
後まで、「ヒト」の一生を支える専門家です。
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ご清聴ありがとうございました！


