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＋
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今日のセミナーの目的

二十歳になったら、みなさんに
絶対やって欲しいこと

国民年金

２０歳になったら

納められない場合は

なぜ手続きが必要なのか

年金の仕組

【クイズ１～4】

2

厚生年金は保険です

卒業後に就職したら

被用者保険の適用事業
所について（現行）

厚生年金は労使折半で
保険料を払います



日本に住所がある方にはもれなく送られてきます

※２０歳の誕生日の約２週間後

後日、年金手帳が送られてきます

国民年金加入のお知らせと納付書が送られてきます

国民年金保険料１６，５４０円（令和2年度）

保険料は・・・

納付する 免除する

え！
冗談じゃ
ないよ



国民年金には、所得に応じた免除制度があります！

市役所、町役場、年金事務所で手続きをします

学生証が必要です。

学生の場合

納められない
場合、

絶対にそのまま
放置

しないでね！



5参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成

国民年金？
入る必要
あるの？



6

Ａ君は Ｂ君は

参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成

えっ！
ウソ！



年金のしくみ
みんなで保険料を出し合って

きっかけ（保険事故）が発生したときに、

毎年決まった額のお金（保険金）を受け取れる

助け合いのしくみ
国が運営

こうてきねんきん

公的年金

出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？ 7

どういう場合に
受け取れるか？
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①年をとったとき

ろうれいねんきん

老齢年金

8出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



②けがや病気で
からだが不自由になったとき

しょうがいねんきん

障害年金

9出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？

https://2.bp.blogspot.com/-1AvYcWLdhDY/WOsv7DzUbnI/AAAAAAABDt0/sZFmQmb-MBgHbUbHY10TXMceGykYcIGvwCLcB/s800/kega_sankakukin1_man.png


③家族のなかで働いている人が
亡くなったとき

いぞくねんきん

遺族年金

10出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？

https://4.bp.blogspot.com/-o08QZSPb8Ww/ViipZajoHYI/AAAAAAAAz3Y/kwlXnWyU24k/s800/mofuku2_woman.png
https://4.bp.blogspot.com/-voU7tqZL7f4/ViipaKzvSAI/AAAAAAAAz3k/OM3fpsgs4dE/s800/mofuku4_girl.png


【クイズ１】 年金は
早くて何才からもらえるでしょうか？

① 0才

② ２０才

③ ６５才

11出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



クイズ１の答え

① 0才

12出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



【クイズ2】 年金は
長くていつまでもらえるでしょうか？

① ６０才まで

② ８０才まで

③ 死ぬまで

13出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



クイズ２の答え

③ 死ぬまで

14出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



【クイズ3】 年をとった時の年金は
何才からもらえる？

① ６０才～

② ６５才～

③ ７０才

15出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？

https://3.bp.blogspot.com/-rRkszh5q0co/UpGGbLZ0VYI/AAAAAAAAa5E/HN1hp4Y0ixo/s800/nenkin_techou_orange.png


クイズ３の答え

多くの人は

② 65才～
ですが、

① 60才から

③ 70才まで

の期間で選択できます

16出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



じゅみょう

【クイズ４】日本人の平均寿命は？

①７２才

②７７才

③８３才

17出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



クイズ４の答え

③８３才

18出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



世代と世代で助け合うしくみ

19出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？

https://3.bp.blogspot.com/-nwCghI5Gpug/WHsSVWICOPI/AAAAAAABBHY/zlFc8xp-SRo9B_Znno2y6qqEjCwLQD7BwCLcB/s800/nenkin_mikoshi.png


保
険
料

年金を支えるのは、だれ？

年 金

税

金

20出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？
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年金は本当に役立つの？

年をとったときの年金を計算してみよう！

21出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



これがわからないと、できない

・毎月いくらはらうの？

・いつからいつまではらうの？

・年金は死ぬまでもらえるけど、それっていつ？

・年金の金額は？

22出典：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



これがわからないと、できない

・毎月はらう保険料はいくら？

毎月 １６，５４０円（令和２年度）

・保険料はいつからいつまではらうの？

２０才～６０才まで

・年金は死ぬまでだけど、それっていつ？

平均寿命（じゅみょう）で考えよう

・年金の金額は？

65,141円（令和2年度）×12ヶ月＝７８１，６９２円

23参照：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



支払う保険料は、いくら？

【考えること】

・保険料 1か月 １６，５４０円（令和２年度）

・支払う期間 ２０才～６０才の40年間

【合計でいくら？】

１６，５４０円×１２か月×４０年間

＝７，９３９，２００円

24参照：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



ろうれい

老齢国民年金の受け取り額

• もらえる年数
じゅみょう ねんれい

平均寿命 － もらいはじめる年齢＝ １８ 年間
（ ８３ ）才 （ ６５ ）才

• １年分の年金は・・・・７８１，６９２円

• もらえる額
７８１，６９２円×１８年＝１４，０７０，４５６円

25参照：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



年金って役に立つ？

・支払う額 ７，９１５，２００円

・受け取る額 １４，０７０，４５６円

１．７７倍に

なった！
26参照：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？



保
険
料

なぜでしょうか？

年 金

税

金

27
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参照：愛知県社会保険労務士会 みんなで助ける年金の仕組 社会保険って何？
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保険の考え方

28

「ALL FOR ONE. ONE FOR ALL.」
「みんなは一人のために、

一人はみんなのために」
（マーネス）共助の精神

•保険とは、将来起こるかもしれない危険に対し、
予測される事故発生の確率に見合った一定の保
険料を加入者が公平に分担し、万一の事故に対
して備える相互扶助の精神から生まれた助け合
いの制度です。

日本では年金を社会保険としました



年金の仕組み

国民年金と厚生年金

• 国民皆年金：20歳以上の日本に住所がある人は全て年金
制度に加入しなければいけません。



初めての人には、年金手帳が会社から渡されます

30

会社が厚生年金の加入の手続きをします

厚生年金保険料は会社と本人が半分づつ負担します

保険料：１８．３％を、本人と会社が９．１５％づつ負担
例：給料が毎月平均額２０万円の人は

本人が１８,３００円、会社が１８,３００円負担します

保険料は、毎月の給料から控除されます
参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成



被用者保険の適用事業所について（現行）

• 常時１名以上使用されている、法人事業所（Ａ）・強制適用

• 常時5名以上使用されている、法定１６業種に該当する個
人の事業所（Ｂ） ・強制適用

• 上記以外（Ｃ）・・・強制適用外（労使合意により任意に適用
事業所になることが可能＝任意包括適用）



５人未満の個人事業主の
事業所及び法定１６業種
以外で常時５人以上を使
用する事業所は厚生年
金に入れない事業者が
あります

法人・５人以上の個人事
業所で働いても、週30時
間未満で働く方は厚生年
金保険・健康保険（社会
保険）の加入の対象にな
らないのが一般的です※

参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成



33

国民年金保
険料16,540
円の金額は、
厚生年金５
等級（折半額
10,797円）と
あいち協会
健保８等級
（折半額
5,841円）を加
えた金額
（16,638円）と
ほぼ同じです。
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国民年金保険料16,540円は、厚生年金５等級
（折半額10,797円）あいち協会健保８等級（折半額
5,841円）を加えた金額（16,638円）とほぼ同じ。
標準報酬月額は118,000円（114,000円～122,000円）です

厚生年金に入れるのと、入れないとで
は、月給が同じ１２万円だとしても、厚
生年金に入れれば、16,638円で

が、厚生年金に入れ
なければ、国民年金16,540円払っても

更に
ということです



なぜ？そうなるのでしょうか

厚 生
年 金

35

1/2 1/2

参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成





みなさんのお祖父さん、
お祖母さんの生活を、
みなさんのお父さん、
お母さんでみなければ
ならなくなります。

もし年金がなかったら？

参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成



年金って、だれのため？

自分 家族

社会

年 金

38参照：ねんきん手続ガイド 半田年金事務所 年金セミナーＰＴ作成
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年金を支えるのは、だれ？

年 金

39参照：知っておきたい年金のはなし 厚生労働省 日本年金機構

https://3.bp.blogspot.com/-nwCghI5Gpug/WHsSVWICOPI/AAAAAAABBHY/zlFc8xp-SRo9B_Znno2y6qqEjCwLQD7BwCLcB/s800/nenkin_mikoshi.png


こんな絵を教科書で見た事ありませんか？



６５歳人口と２０～６４歳人口の推移グラフ



高校の教科書は間違いではありませんが？



ＧＰＩＦに積立・運用された分は
２０５０年から使われます



みんなで守り、育て、継続しよう

年金制度

44



知っておきたい
働くときの基礎知識

第2部

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



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」と「制度」を学びましょう。

人生100年時代？

50年？

直ぐに辞めるという判断をするのはやめよう
隣の芝生は青く見える＝転職すればまた苦労もある

そして自分の実力がつくまでは、正社員にこだわってみよう
絶対に、辞めグセだけは就けないようにしましょう

最初に選んだ会社で、３年間は頑張って勤めてみる



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。

48



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
雇用条件書を再確認して
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

49



50



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

51



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？



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。

53

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割が非正規社員ルバイ





正社員と非正規社員の賃金
一般的に

非正規社員
の賃金は

正社員より
安い・・・



⚫改善すべきふたつの問題 1.「正社員」「非正社員」の格差
2.「労働者」の長時間労働問題

⚫少子高齢化の時代に継続可能な社会を維持する
① パートタイマー・アルバイト・派遣社員の処遇をよくする
② 給与を引き上げて、仕事の効率をあげる
③ 長時間労働をなくす
④ 転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させないため
の教育

⑤ テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方
⑥ 女性・若者が活躍しやすくするための社会保障制度・税制
等の整備」

⑦ 高齢者が働きやすくする
⑧ 病気の治療、子育て・介護と仕事の両立
⑨ 外国人労働者受け入れ

働き方改革のめざすもの（Ｐ9）



給与明細の見方って
わかりますか？

支給額と手取り額の差ってわかりますか？

控除って何かわかりますか？



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



◆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927円）以上か？（10月改定）

●時間外手当が正しく計算されているか？

残業１．２５倍（１，１59円）以上



労働条件はどうやって
決まるのか？

労働基準法・労働契約法・就業規則・

労働契約書・労働条件通知書

って、わかりますか？



◆労働条件はどうやって決まるのか？

●労働契約書 ●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



会社を休みたいときは

年次有給休暇が使えます。

どんな制度か確認しましょう？



◆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？

５．会社を休みたいとき
（Ｐ20～Ｐ23）

⇒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！



⚫産前産後休暇は

●育児休業 給料のおよそ67％（or50％）が支給されます

●介護休業 給料のおよそ67％が支給されます

●その他の休暇：慶弔休暇・夏季休暇・年末年始休暇等



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？



◆職場のトラブルは、どのようなケースで起こるのか

６．職場でトラブルがあったとき
（Ｐ24～Ｐ27）



◆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

⇒就業規則に抵触しているか確認

⇒残業代が20時間

打ち止め制度は無効

⇒9時から18時の就業時間を超えた分は残業時間なので、
80時間の残業代を会社は支払わなくてはならない。



◆職場のトラブルが増えている

●ケース３ いじめ・嫌がらせ

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）

⇒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

◆職場のトラブルの解決方法 社労士会電話番号冊子P46

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 0570-064-794（ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ）
総合労働相談センター日本司法支援センター（法テラス）

社労士会労働紛争解決センター 0570-064-794 (ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ)

紛争調整委員会



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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社会保険労務士（社労士）とは（Ｐ４８）

①人事労務
管理のコン
サルティング

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」ことのできる職場づくりをお手伝いします。
・就業規則の見直し
・給料や労働時間、休日など、労働条件の設計など

②年金相談
将来もらえる年金の見込額や手続の方法について相談を
お受けします。
また、手続きを代行します。

③労働社会
保険手続の
代理・代行

この冊子で解説した労働保険や雇用保険、健康保険、
年金など会社が行う手続の代行をします。
・労働保険、雇用保険など、就職から退職までの各種手続
書類の作成、提出など

【社労士になるには】
社労士になるには、学歴等による受験資格を有した上で毎年１回実施される
社労士の国家資格に合格することが必要です。その後、全国社会保険労務士
会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録（実務経験２年以上または事務
指定講習の修了が必要）することで、社労士として仕事をすることができるよう
になるのです。（※令和2年10月末時点でおよそ４万人が社労士として登録）
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ご清聴ありがとうございました！


