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新しい世界に羽ばたこうとしている皆さんへ
今、島根県で勉学に励んでおられる高校生の皆さん。皆さんは仲間とと
もに、充実した高校生活を送っておられることと思います。
「就職」は、人生の大きな節目です。皆さんはこれから、社会人・職業
人として、自立した行動を求められるようになるのです。
皆さんにとって、「働くこと」とは何ですか？
「お金を稼ぐこと」…確かに正解ですが、それ以外にもたくさんの喜び
や、やりがいを見つけたいものです。また、この先の長い職業生活のなか
で、時には厳しい現実に直面することもあるでしょう。
辛くて仕方のないときには、休んだってかまいません。しかし、高い壁
を乗り越えた先には、皆さんの新しい可能性が待っていることも忘れない
でください。社会の一員として自分を成長させ、誰かの役に立つことは、
皆さんの人生をより豊かにしてくれることでしょう。
このハンドブックは、これから働き始める皆さんを対象に、知っておい
てほしい社会の仕組み（制度）や、皆さんを守ってくれるルール（法律な
ど）、困ったときの相談窓口などをまとめています。
働くうえで困ったことや、不安を感じる出来事があったときに、皆さん
をきっとサポートしてくれます。
これから先の未来が、実りある充実したものでありますように。私たち
は、皆さんのご活躍をお祈りしています。

島根県

多様な就業推進室

検索

＊ハンドブックは、島根県庁のホームページからも
見ることができます

島根県観光キャラクター
「しまねっこ」
島観連許諾第5447号

このハンドブックは、原則として平成31年1月1日時点の法律・制度や相談窓口を掲載しています。

教えて！しまねっこ

～職場のトラブル こんなときどうする？～

Ｑ．
就職試験に合格したけれど、給料や勤務時間についての説明がなかった…

働く前に労働条件をしっかり確認、にゃ！
会社とトラブルにならないためにも、働く条件は書類で確かめることが
大切にゃ。労働基準法で、書面で明らかにする労働条件の項目が決まっ
ているにゃ。
詳しくは、本文9ページ
Ｑ．
新入社員は休みがとれないって本当？

休暇は法律で決められた権利にゃ！
新入社員でもアルバイトでもパートでも、年次有給休暇は条件を満た
せば取得する権利が生まれるから、安心してほしいにゃ！
詳しくは、本文18ページ
Ｑ．
上司から突然、
「明日から来なくていい！」と言われた！

それはルール違反かもしれないにゃ！
労働者の解雇には、守らなくてはいけないルールや禁止されている事
項があるにゃ。社会の常識にかなう納得いく理由がなければ、解雇は無
効になることもあるから、しっかり確認しようにゃ。
困ったら、家族や職場の同僚、相談機関などに相談してみるといいにゃ！
詳しくは、本文２4ページ
Ｑ．
上司から毎日叱られて、気分が沈んでしまう。

いきいきと働きやすい職場を作ろうにゃ♪
職場の「いじめ」や「嫌がらせ」を「パワーハラスメント」と呼ぶことが
あるにゃ。
つらいときは、がまんせずに周りの人や専門家に相談するのが大事
にゃ（＊･ωｰｑ）
詳しくは、本文36ページ
それ以外にも、働く上で困っていることがあったら、40ページから掲載している
「困ったときの相談窓口」まで相談してみるといいにゃ！
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求人票を
確認してみよう！

では、まず“ 求人票”を見ながら簡単に確認してみましょう。
そのあと、それぞれのルールをゆっくり覚えよう！
＊参考:（P

）はこの本に掲載しているページ数です。
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就職を希望する方には、その希望と能力に最も適合する職業を、
人材を求める企業には、その企業にふさわしい人材を紹介する事業
を展開しています。

それぞれの人が、職業に喜びと生きがいを感じ、充実した職業生活
が営めるよう、各種の能力・援助等を行い、地域に密着した総合的
雇用サービスを行っています

一 般 事 務
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給与・社会保険関係を中心とした事務を担当していただきます。
主な業務は、給与計算・勤怠管理・社会保険関係の書類作成・
事務用品の管理・データ入力・電話対応です。

仕事の内容が詳しく書か
れている重要な部分
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9月 17日
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国語 数学
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総務人事課長
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・応募前職場見学歓迎いたします（随時）
日程につきましてはお打ち合わせにより決定します。
・入社後１週間は、マナーや内規則等を研修します。

・パソコンの操作は入社後、指導していきます。
・夏期休暇は有給休暇を充てています。
（３日間の計画付与）

会社のことや仕事の内容
などについて詳しく書か
れている重要な部分

《労働契約》
P.9～12

東京都
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東京都文京区
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①働く心構え

1

身につけたい
仕事のマナー

私たちが社会に出ると、おもに家族や同年代の
人たちと接していた学生時代の生活と比べて、年
代や立場、考え方の異なる多くの人たちと接する
ことになります。そうした社会のなかで働く上で
の心構えについて考えてみましょう。

●時間を大切にし、期限を守りましょう
時間や期限をきちんと守ることは仕事の基本です。特に企業を取り巻く環境変化の
激しい現在は、少しの時間のロスが大きな損失につながることもあります。時間はあ
なただけのものではなく、周りの人にとっても大切なものです。あなたが約束の時間
や期限を守ることは、周りの人の時間を大切にすることでもあるのです。

●あいさつはきちんと

あいさつは人間関係の基本です。正しいあいさつができないと、思わぬところで人
間関係にゆがみが生じたりするものです。上司や同僚の人たちと協力しあえる関係を
つくり、顧客や取引先とも良好な関係を築くための第一歩が最初のあいさつです。
会社内や取引先など、どこも最初は知らな
い人ばかりで、声も小さくなりがちですが、
勇気を出して大きな声を出してみましょう。

明るい笑顔で！
心をこめて！
相手に聞こえる声ではっきりと！
相手より先に！

●職場のルールを守る

職場は多くの人が同じ目標に向かって協力して働く場所です。良い仕事をするため
には全員が共通のルールのもと、お互いを高めあえる関係を築くことが大切です。
① 会社の決まりを確かめよう
会社には労働者と事業主の双方が守らなければいけない就業規則（P.14）が
定められています。また、就業規則以外にも明文化された規則や明文化されてい
ない独自の慣習があることもあります。これらを最初によく確認し、しっかり理
解しておきましょう。※従業員数が10人未満の事業所では、就業規則がない場
合もあります。
② 所在を明らかにしよう
勤務時間は会社の仕事をするために専念する時間です。業務で席を離れる時
は、行き先、所要時間などを周囲に伝えておきましょう。また、外出する時は、
必ず上司の承認を得ましょう。
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③情報も大切な財産です
あなたが仕事で入手した情報には、会社の行く末を左右するものが含まれてい
るかもしれません。宴席や家族の集まりなどで、勝手に情報を漏らすことのない
よう気をつけるとともに、重要書類の取り扱いにも気を配りましょう。
また、情報通信技術の発達した現代社会では、情報セキュリティに関する適切
な知識を持つことが求められています。営業機密や顧客・社員の個人情報など、
重要な情報が漏えい、消失してしまうことのないよう、適切な管理を心がけま
しょう。

②ビジネスマナーの基本
●電話応対のマナー
電話の受け方

電話は相手が見えないこともあり、より細やかな配慮が必要です。電話に出たあな
たの印象が、会社の印象につながることもあります。明るく丁寧な対応を心がけま
しょう。

① ３コール以内で取ろう
相手を待たせないよう、コール音が鳴って３回以内に受話器を取り、「お待たせ
しました。○○（会社名、所属名）
、○○（あなたの名前）でございます。」と明る
く聞き取りやすい声で話しましょう。
（会社で応答のマニュアル（ひな型）を定め
ている場合は、それに従ってください。
）

② メモを用意しよう
電話を受ける時は、必ずメモを取ります。次のア～カに気をつけて記録しましょ
う。受信日時や、あなたの氏名もメモに残しておきましょう。
ア
イ
ウ
エ
オ
カ

いつ
誰が
誰に
何を（用件）
改めて連絡する必要性
伝言の有無、内容

③ 相手を待たせないようにしよう
取り次ぎが必要な場合は、状況を速やかに聞き取り、取り次ぐ対象者の所在等を確
認します。対象者が不在であったり、その時点で対応できない場合、再度、応対のう
え趣旨を伝えます。（再度電話に出る時は、
「お待たせしまして申し訳ございません。
」
等の言葉を忘れずに。
）
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●来客時のマナー
常にお客様の立場に立った気持ちのよい応対を心がけましょう。
① 座ったままではなく、お客様の正面に立って応対しましょう。
② 相手の目をみながら、きちんとした姿勢で応対しましょう。
③ 失礼のない言葉づかいで、明るくきびきびとした応対を心がけましょう。
④ お客様を案内するときは、上座を勧めましょう。
（応接室は長いすが来客用、肘掛けいすが自社用の場合が一般的です。
）

●名刺交換のマナー
就職すると名刺交換をする機会が増えます。職種にもよりますが、初対面の人に
は名刺を渡して自己紹介をするのが普通です。
① 名刺交換する前に…
人に会う時には名刺を必ず持つ習慣をつけましょう。
上着を着用するなど、身だしなみを整えたうえで相手と接します。
② 名刺交換するときは…
立ってあいさつをし、必ず両手で名刺を交換します。
目上の人との名刺交換は、自分から先に相手が読める向き
で手渡しましょう。文字や会社のロゴ等に指がかからない
ように受け渡します。
③ 交換した後は…
会社名、氏名は声に出して読み、確認します。
いただいた名刺はすぐにしまわず、用件が済むまでは机に
置きます。

●指示の受け方
上司からの指示があれば、素直に聞き、迷ったときや困ったときは遠慮せず相談
するようにしましょう。
①
②
③
④
⑤

呼ばれたら、
「はい！」と答えて上司のところへ。
要点は、必ずメモを取る。
疑問点はその場で確認する。
指示内容は復唱して確認する。
自分の考えがあれば提案する。
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コラム
進学するあなたへ…心の準備できていますか？
～高校生とジョブカフェスタッフの会話から～
スタッフ：いよいよ高校生活も最後の年。今後のビジョンは決まってますか？
生
徒：…とりあえず進学します。正直言って働きたくないし、やりたいこともまだ特にな
いんで…
スタッフ：どうして働きたくないの？
生
徒：特に自信のあることもないし…働いてる自分が想像できないです。
スタッフ：なるほど。じゃあますます仕事について考える必要があるね。君が中学生の時、高
校生はすごく大人に見えなかった？自分の選んだ高校で勉強や部活を頑張って、や
がて進路を決めていくんだよね。
生
徒：まあ、そうですね。
スタッフ：じゃあ、今の君はどうかな？その時描いていたよう
な高校生になっているだろうか。
生
徒：うーん…。
スタッフ：進学するにしても、少しでも就職を考えながら数年
を過ごすのと、問題を先送りするのとでは結果は全
く違ってくるよ。					
今から進路についてしっかり考えておかなければ、
進学してから数年後の君も、同じ悩みを抱えている
かもしれない。そうしたらどうする？
生
徒：そういわれても…正直何からしていいか分からないです。
スタッフ：それと同じことを、大学生が相談しにくるよ。誰にとっても就職活動は初めてのこ
と。大学で学んだ先輩でさえ、右も左も分からない状況から始まるんだよ。相談し
ながら少しずつ自己分析や面接練習を重ねて、内定を得ていく。就職活動を行う中
で、知らなかった仕事を知ったり、やりたいことが変わっていく人もたくさんいる
よ。
生
徒：数年後にはぶつかる壁ってことですね。
スタッフ：そういうこと。そのときはぜひジョブカフェしまねを気軽に利用してみてね。学校
と違って評価や成績もないので、気軽に安心して相談できると思うよ。それから、
県内外でジョブカフェしまねが主催する就活イベントがたくさんあるからぜひ参加
してみてね。就職を考えるきっかけにもなるし、学生同士のつながりもできるよ。
生
徒：じゃあ、参加してみます！
スタッフ：ありがとう。会えるのを楽しみにしてるよ！
やがて誰もが、働くことについて考えることになります。困ったら、相談窓口の力を借りてみるの
も良いでしょう。
（ジョブカフェしまねについては、４９ページに詳しい情報を掲載しています。）
島根の暮らしの情報は
Twitter
Facebook
公益財団法人
@jobcafe_shimane
ふるさと島根定住財団
@jobcafeshimane
https://www.teiju.or.jp/ @jobcafe_hamada
「しまね学生登録」もよろしくお願いします。
ＳＮＳでも情報発信中！ しまねの就活情報をタイムリーにお届け！
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①働くときの約束事 労働契約について

2

働くルールの
ポイント

就職する場合、これからあなたが働く会社など
（この後では、
「使用者」や「事業主」とも表現し
ます。
）とあなたとの間で、“働く”ことに関する
いろいろな条件（労働条件）を取り決めることか
らはじまります。このことを『労働契約（の締
結）
』と呼びます。
労働契約を締結するときは、労働条件につい
て、会社の説明をよく聞き、わからないことがあ

れば質問して、きちんと確認しておきましょう。
後々のトラブルを未然に防ぐためにも、必ず書面で確認することが大切です。
＊会社（使用者）には、労働契約の締結に際し、労働条件を明らかにして伝える義務
が定められています。この場合、特に重要な事項は、書面を交付して明示しなけれ
ばなりません。

【労働基準法第15条】

＊労働条件の明示方法について、労働者が希望した場合にはファクシミリ、電子メー
ルその他の電気通信の送信の方法によることができます。（平成31年４月1日から）
（注１）昇給に関する事項は、必ず明示しなければなりませんが、口頭でも良いと
されています。
（注２）パートタイム労働者に対しては、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有
無、相談窓口について書面の交付が必要です。

≪書面で明示すべき労働条件の内容≫
⑦交替制勤務の場合は就業時転換に

①労働契約の期間・更新する場合の

関すること

基準

⑧賃金（退職金、賞与等を除く。）

②就業の場所

の決定・計算・支払いの方法

③従事すべき業務の内容

⑨賃金の締切・支払いの時期に関す

④始業・終業時刻

ること

⑤残業（所定労働時間を超える労

⑩退職に関すること（解雇の事由を

働）の有無

含む。）

⑥休憩時間・休日・休暇

＊入社前に、会社の法定福利厚生（健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労働
保険料など）や法定外福利厚生（住宅手当、社宅や独身寮の有無など）についても
確認しておきましょう。
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労働条件の明示の例～「労働条件通知書」を見てみよう
（一般労働者用；常用、有期雇用型）

労働条件通知書
平成３０年３月２４日

田中

太郎

殿
事業場名称・所在地
使 用 者 職 氏 名

契約期間

期間の定めなし、期間の定めあり（

３０年４月１日

～

３１年３月３１日

）

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入
１

契約の更新の有無

［自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（
２

）］

契約の更新は次により判断する。
・契約期間満了時の業務量
・会社の経営状況

・勤務成績、態度

・能力

・従事している業務の進捗状況

・その他（

）

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者）
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（
年
か月（上限１０年））
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間

○○工業(株)

就業の場所

本社配送係

製品の出荷管理全般

従事すべき

【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】

業務の内容
始業、終業の

・特定有期業務（

１

開始日：

時刻、休憩時

(1) 始業（

間、就業時転

【以下のような制度が労働者に適用される場合】

換((1)～(5)

(2) 変形労働時間制等；（

のうち該当

組み合わせによる。

するもの一

始業（

時

分） 終業（

時

分） （適用日

）

始業（

時

分） 終業（

時

分） （適用日

）

始業（

時

分） 終業（

時

分） （適用日

）

つに○を付
けること。)、
所定時間外

８時

３０分）

終業（

１７時

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業）

時

分から

時

（終業）

時

分から

時

分、

時

分から

時

分）

ｺｱﾀｲﾑ

項

(4) 事業場外みなし労働時間制；始業（
(5) 裁量労働制；始業（

時

○詳細は、就業規則第８条
休憩時間（６０）分

３

所定時間外労働の有無（

時

分） 終業（

～第

２

有

条、第

条～第

，

）

無

時

○詳細は、就業規則第９条
１

年次有給休暇

～第

条、第

分）

条、第

条～第

日
条～第

条

１０日

継続勤務６か月以内の年次有給休暇
→

か月経過で

（有・無）

日

時間単位年休（有・無）
２

代替休暇（有・無）

３

その他の休暇

有給（

慶弔休暇

）

無給（

）

○詳細は、就業規則第１０条

～第

条、第

（次頁に続く）
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条～第

条

）
）

６か月継続勤務した場合→

分、

分）を基本とし、労働者の決定に委ねる。

日、その他（

・１年単位の変形労働時間制の場合－年間

暇

分）終業（
時

・定例日；毎週土・日曜日、国民の祝日、その他（
・非定例日；週・月当たり

休

３０分）

）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の

に関する事

日

）

(3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。

労働の有無

休

完了日：

始業・終業の時刻等

条

賃

金

１

２

基本賃金

イ

月給（

ハ

時間給（

日給（

円）

円、保障給

円）

円）、

ニ

出来高給（基本単価

ホ

その他（

ヘ

就業規則に規定されている賃金等級等

円）

諸手当の額又は計算方法
イ（通勤手当
ロ（

３

180,000 円）、ロ

7,350 円

／計算方法：

円

／計算方法：

手当

通勤定期代の実費

）
）

ハ（

手当

円

／計算方法：

）

ニ（

手当

円

／計算方法：

）

所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
イ

所定時間外、法定超
所定超

ロ

休日

法定休日（

ハ

深夜

（

月６０時間以内（

２５）％

月６０時間超

５０）％

（

（

２５）％

３５）％、法定外休日（

）％

２５）％

４

賃金締切日（基本給）－毎月２０日、（手当）－毎月２０日

５

賃金支払日（基本給）－毎月

６

賃金の支払方法（

末日、（手当）－毎月

銀行振込

７

労使協定に基づく賃金支払時の控除（無

８

昇給（時期等

９

賞与（
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退職金（
（

，有（

））

昇給無し

）

有（時期、金額等

）

有（時期、金額等
有

末日

）

（６５歳）

）
無

，

無 ）
無

）

退職に関す

１

定年制

る事項

２

継続雇用制度（

３

自己都合退職の手続（退職する１４日以上前に届け出ること）

４

解雇の事由及び手続

有（

，

，

歳まで）

）
，

無

）

就業規則第１２条（退職）、１３条（解雇）による。解雇については
原則として３０日前に予告する。
○詳細は、就業規則第１２条
そ

の

他

～第

・社会保険の加入状況（

厚生年金

・雇用保険の適用（

，

有

無

条、第
健康保険

条～第

条

厚生年金基金

その他（

））

）

・その他

○○工業(株)契約社員就業規則による

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。
労働契約法第 18 条の規定により、有期労働契約（平成 25 年 4 月 1 日移行に開始する
もの）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か
ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労
働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合は、
この「５年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなります。

※

以上のほかは、当社就業規則による。

※

労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。

※会社と後々トラブルになるのを防ぐためにも、もらった労働条件通知書は、必ず
大切に保存しておきましょうね！

1
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●すべての労働者の保護を図る目的で、労働条件の最低限の基準が『労働基準法』と
いう法律で決められています。
●この『労働基準法』の基準に達しないような労働条件は認められていません。
●労働条件の最低基準を定めた『労働基準法』以外にも、労働契約の成立・変更等の
ルールを定めた『労働契約法』という法律があります。
●労働契約は、会社（使用者）と労働者がお互いに守らなければならないものです。
労働者も権利だけでなく、義務も誠実に履行しなければなりません。

●期間に定めがある労働契約のルール
「労働契約」には、正社員として働く場合等の「期間の定めのない契約」とパート
タイム労働者やアルバイトのような「期間の定めのある契約（※）」に分けられます。
（※）有期労働契約といいます。
●有期労働契約の期間
一定の業務が終わるまでとされている場合を除いて、原則としては3年以内です。
また、特例として、高度な専門的知識を持っている人や満60歳以上の人を新たに
雇用する場合には5年以内です。

【労働基準法第14条】

●有期労働契約の場合の契約時に書面で明示すべき事項
＊労働契約を締結するときに次の更新があるかどうか
＊更新する場合又は更新しない場合の判断基準

【労働基準法第15条】

（ 有期労働契約の更新をしないことが明らかな場合は、更新の基準の明示義務はありません。）

有期契約労働者のための「無期転換ルール」
「無期転換ルール」とは、同一の使用者（企業）との間で、有期労働契約が５年を超えて反
復更新された場合、有期契約労働者（契約社員、パートタイマー、アルバイトなど）からの申
込みにより、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換されるルールのことです。
契約期間が１年の場合

無期転換申込権発生！

５年
1年
↑
締結

1年
↑
更新

1年
↑
更新

1年
↑
更新

1年
↑
更新

1年
↑
更新

申込

無期労働契約
↑
転換

※無期労働契約の労働条件（職務、勤務他、賃金、労働時間など）は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と
同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則などの改定などが必要です。
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就職活動で注意すること
適性と能力のみを選考基準とする公正な採用に向けて
会社側は採用選考にあたって、就職差別につながるような事柄を質問すること等が禁じられ
ており、採用内定後においても提出書類等について同様の配慮が求められています。
面接で次のような質問があった場合には、学校の先生などに相談をしましょう。

＜応募者から収集すべきでない個人情報＞
① 本籍・出生地に関すること
（戸籍謄本や本籍が記載された住民票を提出させることはこれに該当します）
② 家族に関すること（職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など）
（家族の仕事の有無・職種・勤務先などや家族構成はこれに該当します）
③ 住宅状況に関すること（間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など）
④ 生活環境・家庭環境などに関すること
⑤ 宗教に関すること
⑥ 支持政党に関すること
⑦ 人生観、生活信条に関すること
⑧ 尊敬する人物に関すること
⑨ 思想に関すること
⑩ 労働組合・学生運動など社会運動に関すること
⑪ 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
＜その他不適切な採用選考の方法＞
① 身元調査などの実施
（「現住所の略図」は生活環境などを把握したり、身元調査につながったりする可
能性があります）
② 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

採用内定取消しについて
新規学校卒業者に対しての事業主の一方的な都合による採用内定取消し及び入職時期の繰下
げは、その円滑な就職を妨げるものであり、特に、採用内定取消しについては対象となった学
生及び生徒本人並びに家族に計り知れないほどの打撃と失望を与えるとともに、社会全体に対
しても大きな不安を与えるものであり、決してあってはならない重大な問題です。
［厚生労働省／新規学校卒業者の採用に関する指針より］
このため、採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、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採用内定取消しは無効とされます。
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②会社のルール 就業規則について
就業規則とは、労働時間や賃金等の基本的な労働条件や、職場での決まりごと（職
場規律）などについて会社が文書で定めたもので、会社において最も基本となる働く
ことのルールブックです。
●就業規則は、会社単位ではなく、工場や事務所、店舗などの事業場ごとに作成す
ることが義務づけられています。
（常時10人以上の労働者を使用する事業場に限
る。
）

【労働基準法第89条】

●就業規則の作成にあたって、会社側は労働者の過半数を代表する者等の意見を聴く
ことが求められています。

   
【労働基準法第90条】

●就業規則は、書面の交付や常時各作業場内の見やすいところへ掲示又は備え付ける
など、労働者に周知しなくてはいけません。

【労働基準法第106条1項】

●就業規則は、いつでも見ることができ、その会社に働く人なら誰でも知る権利があ
ります。
●細かい労働条件等は、この就業規則で定められていますので、自分の会社の就業規
則がどういう内容になっているかは、ぜひ知っておく必要があります。

就 業 規 則
【就業規則に必ず記載すべき事項】
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関すること
② 賃金の決定方法、計算方法、支払い方法に関すること
③ 賃金の締切り及び支払いの時期に関すること
④ 昇給に関すること
⑤ 退職に関すること（解雇の事由を含む。
）
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就業規則

③労働条件について
●働き方改革
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」
（
「働き方改革関連法」
）
が2018年７月６日に公布され、2019年４月1日から順次施行されます。
働き方が変わっていきます。
（ 働き方改革 ）※中小企業への適用が一定期間猶予されるものがあります。
施行日

○残業時間の上限規制

大企業

中小企業

2019年４月1日

2020年４月1日

○勤務間インターバル制度

2019年４月1日

○１人１年あたり５日間の年次有給休暇の確実な取得

2019年４月1日

○月60時間を超える残業の割増賃金率の引き上げ

2010年４月１日

2023年４月1日

○フレックスタイム制の制度の拡充

2019年４月1日

○高度プロフェッショナル制度の新設

2019年４月1日

○産業医・産業保健機能の整備

2019年４月1日

○正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な
待遇差の禁止

●賃

2020年４月1日

2021年４月１日

金

賃金とは、給料・手当・賞与など名称に関

係なく、「働いたことの対価として使用者か
ら労働者に支払われるすべてのもの」をいい
ます。
賃金の支払いに関しては、「賃金支払の５
原則」と呼ばれる規定が設けられています。
【労働基準法第24条】

賃金支払いの５原則
１．通貨払いの原則（現金で）※例外：本人の申出又は同意により口座振込が可能
２．直接払いの原則（本人に）
３．全額支払の原則（全額を）※例外：税金・社会保険料などの源泉徴収、賃金控除協
定による控除等
４．毎月払いの原則（毎月１回以上）
５．一定期日払いの原則（一定の期日に）
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「最低賃金制度」
パートやアルバイトに就いている人も含めて、すべての労働者を対象に、最低限支
払わなければならない賃金の額が最低賃金法に基づき定められています。

島根県の地域別最低賃金

７６４円（平成30年10月1日から）
●最低賃金には、都道府県ごとに定められている地域別最低賃金と、特定地域内の特
定の産業について、地域別最低賃金より金額の高い最低賃金を定める特定最低賃金
（産業別）があります。島根県では、６業種について特定最低賃金（産業別）が定
められています。
●毎年、最低賃金審議会が開かれ、改定の審議が行われます。
＊最低賃金には、結婚手当など臨時的に支払われる賃金、時間外手当、休日手当、深
夜手当、賞与、精皆勤手当、通勤手当、家族手当等の手当は含みません。

最低賃金に関するお問い合わせ先は
島根労働局賃金室（☎0852-31-1158）又は最寄りの労働基準監督署(Ｐ.45)

●労働時間

労働時間とは、仕事のはじまり（始業）から終わり（終業）までの時間から休憩時
間を除いた時間です。
（始業から終業までの時間を拘束時間といいます。）
労働基準法では、労働時間について、１週間で40時間、１日あたりでは8時間を
超えてはならないと定めており、これを「法定労働時間」といいます。
※一定期間の変形労働時間制もあり、すべてがこの通りではありません。
※小売業などの一定の業種で常時10人未満の事業場では、１週間で44時間が特例措
置として認められています。
休憩時間にはどんな決まりがあるの？
労働基準法により、次の時間が原則、一斉に与えられることが定められています。
・１日の労働時間が６時間を超えて８時間以内の場合（１日あたり）45分以上
・１日の労働時間が８時間を超える場合（１日あたり）１時間以上
【労働基準法第34条】
（例）一般的な会社の1日の労働時間、休憩の図
拘束時間（始業から終業までの全時間）

所定労働時間

休憩

始業

所定労働時間
終業
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「勤務間インターバル制度」

「勤務間インターバル制度」とは、１日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一
定時間以上の休息期間（インターバル）を確保する仕組みです。この仕組みは、働く
人の十分な生活時間や睡眠時間を確保するためのもので、企業の努力義務となりま
す。 働き方改革

●時間外労働・休日労働・深夜労働

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできません。
（月45時間は、１日当たり２時間程度の
残業に相当します。
） 働き方改革
サブロク
※残業をさせるためには、使用者は労働者代表と労使協定（３ ６協定）を締結し
て、労働基準監督署へ届出することが必要です。

時間外労働

法定労働時間を超えて働くことで、割増された賃金が支払われることとなります。
なお、法定労働時間内で、所定労働時間（会社が決めた労働時間）を超えて働いた場
合（法内残業）は、通常賃金の支払いは必要ですが、割増は義務ではありません。

休日労働

法定休日（週１回又は４週に４回）に働くことで、割増された賃金が支払われるこ
ととなります。

深夜労働

午後10時～午前５時までの間に働くことで、割増された賃金が支払われることと
なります。

残業や休日出勤した時の割増賃金（労働基準法第37条）
●時間外労働時間が１か月60時間までの場合… …………………………… 25％以上
＊月45時間を超え60時間以下の場合には25％を超える率とするよう努力義務が定め
られています。
●時間外労働が１か月60時間を超える場合… ……………………… 50％以上（※）
（※）中小企業については2023年４月1日から適用されます。
●法定休日に労働した場合…………………………………………………… 30％以上
●深夜労働（夜10時～朝5時）をした場合… ……………………………… 25％以上
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●休日

労働基準法では、毎週少なくとも１日または４週間に４日以上の休日を与えること

が義務づけられています。

【労働基準法第35条】

ただし、何曜日を休日にするかは、それぞれの会社（事業場）で自由に決めること
ができます。（会社（事業場）によっては、土曜日や日曜日が休日にならないことも
あります。
）

●年次有給休暇

年次有給休暇は、会社（使用者）から賃金が支払われる休暇日のことです。原則と

して労働者が希望する日に取ることができますが、例外的に、事業の正常な運営を妨
げる場合には、使用者は他の時季に与えることができます。

？ 皆さんは、何日間、休みを取ることができるのでしょうか ？
労働基準法では、最初に雇用されてから６か月間継続勤務し、その間、すべての労
働日の８割以上出勤すれば、年次有給休暇を原則として10日取得することができます。
さらにその後も働き続け、勤続年数が増え、かつ所定労働日数の８割以上の出勤を
満たせば、表１の日数が与えられます。

【労働基準法第39条】

平成31年４月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与され
る労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年５日については、使用者が時季を指
定して取得させることが必要です。 働き方改革
表１ 一般の労働者の年次有給休暇日数
勤続年数

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

年次有給休暇
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日
日 数
年次有給休暇は、いきいきと働き続けるために、労働者に認められた大切な権利です。
パートタイム労働者（アルバイトも含みます）の方も、所定労働日数に応じて、次
ページ表２のとおり年次有給休暇が与えられます。
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表２ パートタイム労働者（週所定労働日数４日以下、週所定労働時間30時間未満）の年次有給休暇日数

6か月

1年
6か月

勤
2年
6か月

169～216日

７日

８日

９日

10日

12日

13日

15日

３日

121～168日

５日

６日

６日

８日

９日

10日

11日

２日

73～120日

３日

４日

４日

５日

６日

６日

７日

１日

48～72日

１日

２日

２日

２日

３日

３日

３日

週所定労
働日数

年間所定
労働日数

４日

続 年 数
3年
4年
6か月 6か月

5年
6年
6か月 6か月以上

※１週間の所定労働時間が30時間以上又は所定労働日数が５日（年間217日）以上
のパートタイム労働者は、表１の日数が適用されます。

●安全衛生教育・健康診断
安全衛生教育

会社（使用者）は、労働者を雇い入れたとき、または、作業内容を変更したとき等に
は、労働者が従事する業務に関する安全衛生のための教育を行わなければなりません。
危険・有害な業務については、作業に応じた服装や保護具の着用が必要になります。
特に、危険・有害な業務については、知識や技能を身につけていただく資格制度
（講習や試験に合格しないと業務に就けない就業制限）としています。

健 康 診 断
会社（使用者）は、労働者に対し、雇い入れの際及び毎年１回（有害な業務や深夜
業務等に従事する労働者については、その業務への配置替えの際及び６か月以内ごと
に１回）
、定期的に健康診断を実施しなければなりません。

ストレスチェック
ストレスチェックとは、自分のストレス
がどのような状態にあるのかを調べる簡単
な検査です。常時50人以上の労働者を使用
する会社（使用者）は、労働者に対し毎年
１回、定期的に医師・保健師などによるス
トレスチェックを実施しなければなりませ
ん。
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④社会保険制度・税金について
次は、みなさんが会社から支払われる賃金（給料）明細書について説明します。
ここにも知っておいてほしいポイントがいくつかあります。
よく確認しておきましょう。
賃金（給料）明細書は、一般に次のような内容が記載されています。
（大きさやレイアウトなどは会社により、異なります。）

賃金（給与）明細書〔例〕
平成

年
支

月分
給

○○○課

額

法定控除額
社会保険料

給料
勤務地手当

（※１）

氏名

役職手当

（※２）

健康保険料
厚生年金保険料
雇用保険料

家族手当

所得税

住居手当

住民税

通勤手当

社宅賃貸料

時間外勤務手当

生命保険料

（※３）

休日勤務手当

支給額計
差引支給額

(Ａ)

控除額計

￥

(Ｂ)

(Ａ)―(Ｂ)

△△株式会社
（※１）この部分は、会社によって内容は異なります。
（※２）この部分は、会社によって特定保険料、基本保険料に区分されている場合があります。
（※３）この部分は、賃金控除協定を締結して控除されます。
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通常、毎月の賃金（給料）からは、
社会保険料（健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料）と税金（所得税、住民税）
が一定額ずつ差し引かれて、事業場を通じてそれぞれ納められます。
ほうていこうじょがく

これらは≪法定控除額≫と呼ばれています。
働いて得た賃金から税金を納めることは社会人としての大切な義務であり、ま
た、社会保険制度へ加入することは、これから安心して暮らしていくための大切
な支えを得ることです。
では、社会保険制度 と 税金 について、順に説明します。

●社会保険制度
社会保険制度とは、国民が生活するうえでの事故等に備えて、事前に強制加入の保険
に入ることによって、事故等が起こったときに生活を保障する相互扶助のしくみです。
社会保険には、
「医療保険」
（健康保険、国民健康保険、共済組合（短期給付）等）、
「年金保険」（厚生年金、国民年金、共済組合（長期給付）等）
、
「介護保険」
、
「雇用
保険」及び「労働者災害補償保険」
（労災保険）の５種類があります。

《社会保険制度の種類》
区

分

社会保険（狭義）
健康保険

労働保険

厚生年金

雇用保険

労災保険

業務外の病気、
給 付 内 容 ケガ、死亡、
出産

老齢、障害、
死亡

失業、雇用継続

業務上又は通勤
途上におけるケ
ガや病気

療養の給付
傷病手当金
埋葬料
給 付 種 類 出産育児一時金
高額療養費
など

老齢厚生年金
障害厚生年金
遺族厚生年金
など

求職者給付
育児休業給付
介護休業給付
など

療養（補償）給付
休業（補償）給付
障害（補償）給付
など

保 険 料
事業主（会社）と被保険者（労働者）
負
担
取扱窓口
管轄官庁

全国健康保険協会
・健康保険組合

年金事務所

厚生労働省・日本年金機構
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事業主（会社）
のみ

公共職業安定所
(ハローワーク)

労働基準監督署

厚生労働省

公的年金制度のしくみ
すべての20歳以上60歳未満の人が加入する Ａ：国民年金（基礎年金）がベー
スとなっており、その上に民間企業の労働者や公務員等が加入する Ｂ：厚生年
金保険 が乗る形で構成されています。
つまり２階建ての仕組みになっているのです。
※大学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付
特例制度」が設けられています。
≪国民年金≫
＊第１号被保険者…日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の農業・漁業・商業
等の自営業の人及び学生等
＊第２号被保険者…厚生年金の加入者（民間企業サラリーマン、公務員等）
＊第３号被保険者…厚生年金の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

●年金制度の体系図
厚生年金基金など

年
金

確定搬出年金（個人型）

加

国民年金基金

付

上乗せ年金（２階）

厚

基礎年金（１階）

国
（基

生

民
礎

年

年
年

金

金
金）

（自営業者等）

（サラリーマン・公務員等）

（第2号被保険者の被扶養配偶者）

第１号被保険者

第２号被保険者

第３号被保険者

【資料出所】日本年金機構ＨＰ

社会保険に関するお問い合わせ先は
最寄りの年金事務所(P.5１)
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●税金（所得税、住民税）
税金は、国や地方公共団体が様々な行政サービスを行うための費用であり、納税は
国民の義務とされています。
納税の義務…「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」
【日本国憲法第30条】

①所得税
所得税とは国に納める税金の一つです。
1年間（１月1日から12月31日）に得た個人の所得（賃金等）に対してかかる税
金であり、会社等から賃金の支払いを受ける労働者（サラリーマン）の所得税は、毎
月の賃金やボーナスから引かれることとなっています。このことを「源泉徴収」と呼
んでいます。
毎月、「給料引き」（「天引き」ともいいます）される税金の額はあくまで見込額
であり、その年の給料の総額が確定する12月の最後の賃金の支払い時に、生命保険
料等所得から控除される額を差し引いて、精算されます。これが「年末調整」と言わ
れるものです。

②住民税
住民税の種類（次の２種類）
①「県民税」と呼ばれる県に納める税金
②「市（又は町、村）民税」と呼ばれる市町村に納める税金
住民税は前年の所得が課税対象となっていますから、学校を卒業してはじめて働い
た方は、働いた年の翌年6月から「給料引き」の対象となります。
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⑤退職・解雇について
●退職
退職とは、労働者自身の意思や事業主との合意に基づいて労働契約を終了させるこ
とをいいます。
退職の種類には、次のようなものがあります。
＊任 意 退 職………労働者の意思に基づくもの（自己都合退職）
＊合 意 退 職………労働者と使用者が合意したもの
＊その他の退職………労働者の死亡、定年、契約期間の満了等によるもの
なお、任意退職する場合は、就業規則などで退職手続きを決めている会社がほとん
どですからよく確認しましょう。

●解雇
解雇とは、会社（使用者）の意思による一方的な労働契約の解除のことです。
しかし、使用者は解雇を自由勝手にできるものではなく、法律では次のとおり規定
されています。

解雇の制限
解雇は、どんな場合であっても、それが客観的に合理的な理由があり、常識的に
みて妥当であると認められるような場合でなければ行うことができません！
【労働契約法

らんよう

第16条（解雇権の濫用）】

解雇は、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、その権利を濫用した（一定の基準や限度を超えてむやみに使った）もの
として、無効とする。

［解雇予告］
会社は労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前にその旨を予告す
るか30日分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払わなければなりません。
【労働基準法第20条】
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不当な解雇じゃないですか？
次の理由での解雇は法律で禁止されています。
＊仕事上のけがや病気、産前産後休暇期間及びその復帰後30日以内の解雇
【労働基準法第19条】
＊国籍、社会的身分、信条を理由とする解雇

【労働基準法第3条】

＊使用者の法令違反の事実を労働基準監督署に訴えたことを理由とする解雇
【労働基準法第104条第2項】
＊労働組合に入ったり活動したことを理由とする解雇

【労働組合法第7条第1項】

＊女性労働者の結婚・妊娠・出産、女性労働者の母性保護の制度や母性健康管理の措
置の申出や取得、男女労働者の育児休業等の申出や取得などを理由とする解雇
【男女雇用機会均等法第9条、育児・介護休業法第10条・16条の4・16条の9・
18条の2・20条の2・23条の2】
＊男女労働者の介護休業等の申出や取得などを理由とする解雇
【育児・介護休業法第16条・16条の7・18条の2・20条の2・23条の2】
＊労働者が個別労働紛争等の援助を求めたことを理由とする解雇
【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条、男女雇用機会均等法第17条・
18条、育児・介護休業法第52条の4・52条の5、パートタイム労働法第24条・25条】
＊内部告発を理由とする解雇

【公益通報者保護法第3条】

注目！

退 職 ・ 解 雇
退職、解雇についてはいろいろと複雑な問題が絡んでくることがあります。
後々のトラブルを防止するためにも、決して早急に結論は出さず、まず、家
族の方や職場の先輩、仲間又は相談機関（P.40）などに相談しましょう！
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やとい ど

●雇止め
あらかじめ労働者と使用者との間で合意した雇用期間が満了したときに、契約を更
新せずに終了させることをいいます。
契約である以上、期間満了により契約が終了するのが原則ですが、次のような条件
が定められています。

〔雇止めをする場合の条件〕
①

雇止めの予告
使用者は、有期契約労働者を
ア

３回以上労働契約を更新している場合

イ

１年以下の契約期間が反復更新され、最初の契約から継続して通算１年を超
えている場合

ウ

１年を超えて継続雇用している場合

には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までにその予告をすること。
②

雇止めの理由の明示
使用者は、雇止めの予告後、労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合

は、速やかに交付すること。
（雇止め後に労働者から請求された場合も同様です。）
③

雇止めが無効となる場合
反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらないという場合

や、雇用の継続を期待することが合理的と考えられる場合、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とき、雇止めは認められません。

アルバイトをめぐるトラブルについて
学生のアルバイトは本分である学業との適切な両立を図ることが大切です。しか
しながら近年、企業が過酷な条件で学生を働かせる「ブラックバイト」が社会的
に大きな問題となっています。
トラブルに巻き込まれないためには、アルバイトを始める前に労働条件通知書
（P.10）などの書面をもらい保存しておくことが重要です。
困ったときには、一人で悩まず「困ったときの相談窓口」（P.40）へ相談してみ
ましょう。
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⑥いろいろな働き方
これまでの社会では、最初に就職したら、定年退職までずっとひとつの会社で働き
続けることを前提とすることがほとんどでした。
しかし、正社員以外にもいろいろな働き方が存在しています。ここではいろいろな
働き方について、簡単に説明していきます

●働き方のちがい
区

分

正社員

収入形態

労働条件

雇用期間

パートタイム
労働者

契約社員
賃

金 （給

派遣労働

請負

（個人で仕事を
請け負う場合）
請け負った仕
事ごとの報酬

与）

一 般 的 に、 フ
ルタイムで勤
務 し、 月 給 制
が 多 く、 定 期
昇 給 が あ り、
ボーナスや退
職金等も支払
われることが
多い。

月給制あるい 同一事業所の 派遣の形態に 自営業となる
は 日 給 制 と な 通 常 の 労 働 者 よりさまざま。 た め 労 働 条 件
るケースが比 よりも所定労
はない。
較 的 多 い。 ま 働時間が短い。
た、 フ ル タ イ 一 般 的 に 時 間
ムでの勤務が あたりの賃金
比較的多い。 （時間給）とな
ることが多い。

期間の定めが
な く、 定 年 ま
で雇われるこ
とが多い。

期間が定めら
れている。

期間が定めら
れていること
が多い。

（注）
「正社員」や「契約社員」
は、あくまでも一般的な区
分によるものであり、法律
上の明確な定義はありませ
ん。
企業によって、さまざまな
呼び方がありますので、求
人に応募する際には、労働
条件をよく確認しましょう。
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期間が定めら
れていること
が多い。（雇用
期間と派遣期
間は違う場合
があります。）

では、この“いろいろな働き方”について、「パートタイム労働」「派遣労働」
「請負」という特徴的な３つの働き方についてそれぞれみていきましょう。

●パートタイム労働
現在、パートタイム労働は、働き方の一つとして定着しています。パートタイ
ム労働者は、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（「パートタイ
ム労働法」）では、「１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の
労働者の１週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されています。
したがって、この条件にあてはまれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託
社員等、呼び名は違っていても、「パートタイム労働者」になります。

●自分の労働条件を知ろう！
労働基準法では、パートタイム労働者を含めたすべての労働者を雇い入れる時、労
働条件を明らかにした書面を交付するか、就業規則等で労働条件を明示するよう会社
（使用者）に義務づけています。また、これに加え、パートタイム労働法では「昇給
の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」についても書面の交
付等により明示することを義務づけています。
労働条件は、必ず書面で確認するようにしてください。
●雇い入れ時、賃金制度がどうなっているのかなど、雇用管理の制度を説明するよう
使用者に求めています。
●雇い入れ後、待遇の決定にあたって考慮した事項の説明を求めることができます。
●パートタイム労働者からの相談に対応する窓口等の体制の整備をすることが使用者
に義務づけられています。
●パートタイム労働者の待遇はその働きや貢献に応じて決定するよう使用者に求めて
います。
●パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスがあります。
パートタイム労働法では、通常の労働者を募集する際、既に雇っているパートタイ
ム労働者にも募集内容を周知するなど、通常の労働者へ転換のチャンスを整えること
が事業主に義務付けられています。
●パートタイム労働法以外にも、労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、育
児・介護休業法等が適用されます。
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●他にもこんな制度が適用になります。
労 災 保 険

仕事上のケガや病気、通勤途上での災害についての治療費や休業補
償を受けることができます。

雇 用 保 険 要件を満たせば対象となります。
健 康 保 険 勤務時間及び勤務日数が正規の労働者の３／４以上であれば、対象
厚生年金保険 となります。
労働契約が１年未満となっておらず、１週間の労働時間が正規の労
健 康 診 断 働者の３／４以上であれば、雇入時健康診断・定期健康診断ともに
対象となります。

「パートタイム労働法」に関するお問い合わせ先は
島根労働局雇用環境・均等室（☎0852-31-1161）

は けんろうどう

●派遣労働
雇用主は派遣元事業主
派遣元
事業主

派遣契約

労
働
契
約

派遣先
Ａ社

令
命
揮
指

賃金の支払い

勤務

派遣労働者

●労働者と労働契約を結ぶのは、雇用主である派遣元事業主です。
●賃金を支払うのは、派遣元事業主です。
●仕事をする勤務先は、派遣先のA社です。
●仕事上の指揮命令を行うのは、派遣先のA社です。
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うけおい

●請負
「請負」には、請負会社に雇用されて、仕事の発注元から請け負った業務を行う
場合と、雇用関係（労働契約）はなくて自営業（事業主）として個人で仕事を請
け負う場合の２パターンあります。
●請負会社に雇用されて、仕事の発注元に出かける場合には、発注元から指揮命令を
受けることはありません。（指揮命令は請負会社の管理者が行います。）
●個人で仕事を請け負う場合には、同じく発注元から指揮命令は受けることはなく、
納期までに自分の作業計画（裁量）で行えばよいことになります。また、明確に請
負業務であると認められる場合は、労働者ではなく個人自営業者であり、労働者に
適用される労働基準法の対象外になり、労災保険や雇用保険等も受けられません。
●契約が「請負契約」として行われていても、時間拘束や指揮命令の実態によって
は、「労働者派遣契約」に該当し、労働者派遣法の適用を受けることもあります。

「労働者派遣」に関するお問い合わせ先は
島根労働局職業安定課（☎0852-20-7017）

注目！

い ろ い ろ な 働 き 方

派遣労働者として働くメリット・デメリット
メリット
○自分の能力に合った仕事や職場を選択し、専門性を生かせる。
○勤務時間など選ぶこともできて、自分の時間が有効に使える。
○特定の会社に拘束されずに、比較的自由に働ける。
デメリット
×期限付きで働くため、次の仕事（派遣先）が見つからないこともあり、不安定で
ある。
×同じような仕事をしている正社員よりも、低い労働条件で働かされる場合もある。
×自分の能力、将来の希望等をしっかり考えたうえで選択しないと、年齢を重ねて
も、社会で認められるキャリアを得にくい。
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正社員・正職員と正社員・正職員以外の賃金比較
〔雇用形態、性、年齢階層別の１か月分の賃金（時間外手当は除く）〕

男性

（千円）
500

404.9

400

437.3 428.7

366.9

正社員・正職員 331.2

329.8

294.6

300

291.4

252.0
212.9

正社員・正職員以外

200
189.8

209.6

245.9 252.0
229.1 230.7 236.7 239.2 237.3
227.7

100
0

24

～
20

29

～
25

34

～
30

39

～
35

44

～
40

49

～
45

54

～
50

59

～
55

64

～
60

69 （歳）

～
65

女性

（千円）
500

400
正社員・正職員

300

252.7

206.3

232.5

300.5

295.1

283.0

269.4

293.3

265.8

264.9

183.9

178.2

正社員・正職員以外

200
196.8

195.6

191.3

178.7

194.3

191.9

189.7

185.9

100

0

24

～

20

29

～

25

34

～

30

39

～

35

44

～

40

49

～

45

資料出所：厚生労働省
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54

～

50

59

～

55

64

～

60

69 （歳）

～

65

平成29年賃金構造基本統計調査（全国）

⑦ 「働きやすい職場」であるために
●母性保護・母性健康管理
母性保護など
出産等、母性保護や母性健康管理に関しても労働基準法や男女雇用機会均等法で
は様々な規定が設けられています。
これらの規定は正社員、派遣社員、パートタイム労働者など「働き方」を問わず
すべての女性労働者に適用されます。
（例）生理休暇、産前産後休業、育児時間、母性健康管理の措置（妊産婦通院休暇
やつわりなどの症状がある場合の休業等）

●育児・介護支援
「育児・介護休業法」
仕事と家庭生活の両立を図りながら、働き続けられるよう、育児・介護休業や育
児、介護のための勤務時間の短縮等の措置を定めた法律であり、男女とも対象です。
法律に基づき労働者が利用できる制度には、次のようなものがあります。
＊育児休業、介護休業…… 一定期間、育児や家族介護に専念するための休業
＊子の看護休暇、介護休暇…… 子どもの急な病気などまたは要介護状態の家
族の通院に付き添うなどのための休暇
＊育児のための短時間勤務制度…… 子が３歳に達するまで希望する期間、１
日原則６時間の短時間勤務が可能
＊育児のための所定外労働の制限……子が３歳に達するまで希望する期間、所
定外労働の免除が可能
＊介護のための短時間勤務制度等の措置…… 家族介護のために短時間勤務や
時差出勤など事業主が定めた制
度の利用が可能
＊介護のための所定外労働の制限……家族介護を行う期間、所定外労働の免除
が可能
＊その他、仕事と家庭生活を両立するために時間外労働や深夜業を制限す
る制度などがあります。
＊これらの制度の取得を申し出たことや、実際に取得したことを理由とす
る不利益な取扱いを禁止しています。
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≪パパの育児休業を応援します≫
＊パパママ育休プラス……ママだけでなく、パパも育児休業を取る場合、子が
１歳２カ月に達するまで休業ができます！
＊育児休業の再取得……ママの出産後８週間以内にパパが育児休業を取った場
合には、パパは再度の取得が可能となります！
＊ママが専業主婦でもパパは育児休業が取得できます（同様に、パパが専業主
夫でもママは休業取得ができます）！

「母性健康管理」や「育児介護支援」に関するお問い合わせ先は
島根労働局雇用環境・均等室（☎0852－31－1161）

「母性保護」に関するお問い合わせ先は
最寄りの労働基準監督署(Ｐ.45)

●男女雇用機会均等
「男女雇用機会均等法」
職場に働く人が性別により差別されることのないよう、また、働く女性の母性を
尊重しつつ、その能力を十分発揮することができる雇用環境を整備するための法律
です。
募集・採用から退職までの全ての雇用管理のステージにおける性別を理由とした
差別的取扱いを禁止するとともに、間接差別や妊娠・出産等を理由とする不利益取
扱いも禁止しています。
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●職場のハラスメント防止
「セクシュアルハラスメント（いわゆる「セクハラ」
）の防止」
男女雇用機会均等法により、職場における男女双方に対するセクシュアルハラスメ
ント対策として雇用管理上必要な措置を講ずることが事業主の義務となっています。
＊セクハラは個人だけの問題ではありません。どんなことでも1人で悩まずに相
談しましょう。
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント（いわゆるマタニティハラスメント）の防止
男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法により、上司・同僚からの妊娠・出産・
育児休業等に関するハラスメントについて、雇用管理上必要な措置を講じることが
事業主の義務となっています。

『男女雇用機会均等法』
『セクハラ』
『マタニティハラスメント』
に関するお問い合わせ先は
島根労働局雇用環境・均等室（☎0852-31-1161）
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注目！
義務です！職場における
セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント
（妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント）対策
こんな行為がハラスメントに該当します！

【職場におけるセクシュアルハラスメント】
①労働者の意に反する性的な言動に対し、労働者が拒否、抵抗、抗議したこと等により、そ
の労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けること
（対価型セクシュアルハラスメント）
（例）事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解
雇すること など
②労働者の意に反する性的な言動により、就業環境が不快なものとなったため、労働者が就
業する上で見過ごすことができないほどの支障が生じること
（環境型セクシュアルハラスメント）
（例）上司が、勤務先の廊下や湯沸し室などで、労働者の腰などをたびたび触ったり、パソ
コン作業をしていると肩を揉んだり、手に触れたりするので、就業意欲が低下してい
る など
＊職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれます。
【職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント】
①男女雇用機会均等法や労働基準法の妊娠・出産に関する制度や育児・介護休業法の育児・
介護に関する制度等を利用しようとしたり、利用したことにより、上司・同僚から、解雇
その他の不利益取扱いを示唆する言動や、制度等の利用を阻害する言動、嫌がらせ等の言
動により就業環境が害されること
(制度等の利用への嫌がらせ型)
（例）上司に産前休業の取得を相談したところ、「休むなら辞めてもらう」と言われた。
上司に育児休業の取得について相談したところ、「男のくせに育児休業を取るなんてあ
り得ない」と言われ、取得をあきらめざるを得ない状況だ。
②女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産後休業を取得したこと、つわり等で能率が
下がったこと等に関して、上司・同僚から解雇その他の不利益取扱いを示唆する言動や、
嫌がらせ等の言動により就業環境が害されること
(状態への嫌がらせ型)
（例）妊娠を報告したら、上司や同僚が、「妊娠するなら忙しい時期は避けるべきだっ
た」とか「妊婦はいつ休むかわからないから仕事を任せられない。辞めてもらった方が
いいな。」と繰り返し言われ続け、心身共に疲れ就業継続できそうもない。
企業においては、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に対するハラスメントにつ
いて、『相談窓口』を設け、相談を受けたら適切に対応することになっています。
もし、あなたが、これらのハラスメントを受けたら、まずは、職場の相談窓口を探し相談してみ
ましょう。相談窓口が見つからない、または相談しにくいという場合には、あきらめずに………

島根労働局雇用環境・均等室（☎0852-31-1161）
へ相談してみましょう！！

35

「職場におけるパワーハラスメント」とは
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を
背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境
を悪化させる行為をいいます。

例えば、こんな行為が該当します
①暴行・傷害（身体的な攻撃）
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
（精神的な攻撃）
③隔離・仲間外し・無視（人間関係から
の切り離し）
④業務上明らかに不要なことや遂行不可
能なことの強制、仕事の妨害（過大な
要求）
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とか
け離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと（過小な要求）
⑥私的なことに過度に立ち入ること（個の侵害）

「これって、パワハラ？」と思ったら
悩んでいる方は、まずは、周りの人に相談してください。周りの人も、パ
ワーハラスメントを受けている人がいたら、孤立させずに声をかけてくださ
い。
また、企業や労働組合などの組織は、一人ひとりがこの問題に向き合い、
互いに支え合えるよう、職場のパワーハラスメントの予防・解決に取り組む
必要があります。

「パワーハラスメント」に関する個別の相談先は
島根労働局、各労働基準監督署の総合労働相談コーナー（Ｐ.43）
島根県労働委員会（Ｐ．
42）

36

学生・求職者の皆さまへ

企業選択の指標の一つとして、ご活用ください。
島根県では、誰もが働きやすい職場環境づくりを進めています。

「しまねいきいき雇用賞」
魅力ある職場づくりに取り組む
企業を表彰

がんばる企業
を応援してる
にゃ！！

「しまね子育て応援企業
（こっころカンパニー）」

「しまね女性の活躍
応援企業」

子育てにやさしい職場
づくりに取り組む企業
を認定

女性がいきいきと活躍
できる職場づくりに取
り組む企業を登録

厚生労働省では、一定の基準を満たした優良な企業を認定する制度
を設けています。

《安全衛生優良企業》

《ユースエール認定企業》

高い安全衛生水準を維持・改
善している企業

若者の採用・育成に積極的で若
者の雇用管理が優良な中小企業

《くるみん＆プラチナくるみん》

《えるぼし》

仕事と育児の両立の取組に成果の
ある企業

女性の活躍推進の取組に
成果のある企業
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●労働組合
労働組合とは、労働者が使用者と対等な交渉をすることで労働条件等の改善や要求
の実現を図ることを目的とした、働く仲間がまとまり組織された団体です。
具体的に、労働組合は給料や働く時間、または職場環境などの労働条件や社会的地
位の維持と向上を目指して、組合員（従業員など）の意見や改善提案などの声を集約
し、代表して会社と交渉を行います。
こうした労働組合の活動については、憲法で基本的な権利が保障され、労働組合法
という法律で活動内容の保護等が具体的に決められています。
「日本国憲法第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。
・団

結

権……労働組合を結成するなど、団結する権利

・団体交渉権……労働条件等について、話し合いを求める権利
・争

議

権……話し合いの状況に応じて、ストライキなどを行う権利

「労働組合法第７条」
使用者が行う次の行為は、
「不当労働行為」として禁止されています。
・
「労働組合の組合員であること」
「労働組合を結成しようとしたこと」「労働組合
に加入しようとしたこと」
「労働組合の正当な行為をしたこと」を理由に労働者
を解雇したり、不利益な取扱いをすること
・労働組合に加入しないこと及び脱退することを雇用の条件とすること
・労働組合などの労働者代表と団体交渉することを正当な理由なく拒むこと
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等

コラム 「ワーク・ライフ・バランス」について考えよう
ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）とは
仕事は、私たちの暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものです。一方で、家事・育
児・ご近所とのつきあいなども暮らしには欠くことができないものです。日々の「仕事」と、
こうした「仕事以外の生活」とを自ら希望するバランスで両立させ、いずれも充実させる働き
方・生き方のことを、「ワーク・ライフ・バランス」と呼んでいます。
しかし、今日の社会では、
・「安定した仕事に就けず、経済的に自立できない」
・「仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかねない」
・「仕事と、子育てや親の介護との両立が難しい」
などの理由で、多くの方がワーク・ライフ・バランスを実現
できていません。
働く人それぞれが、ライフスタイルやニーズに合わせて多
様な働き方・生き方を選べる社会の実現に向けて、国をはじ
め、島根県でも様々な取り組みを行っています。
＜あなたにとっての「ワーク・ライフ・バランス」を考えてみよう＞
・メリハリのある仕事のやり方を工夫したので、自分のために使える時間が増えた。
・会社が育児を応援してくれるので、安心して子育てをすることができる。
・残業が少なくなったので、通信教育で資格を取得した。専門的な知識が身についたので仕事
でも成果が出せるようになった。
・仕事以外の経験を生かした斬新なアイデアを部下が提案してくれたので、新製品の売り上げ
を伸ばすことができた
ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生活に使う時間を半々にするという意味ではありませ
ん。あなたの生き方・働き方にとって、よりよい「バランス」を見つけ、充実した職業生活を
送りましょう。
島根県では、社員がいきいきと働ける職場づくりを推進している企業等を、「しまねいきい
き雇用賞」（Ｐ.37）として表彰しています。

働き過ぎと「過労死」について
｢過労死」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
長時間にわたる過重な労働による疲労の蓄積が、脳・心臓の病気との関連性が強いというこ
とが、医学の研究から分かっています。さらに、業務における強い心理的負荷（ストレスやプ
レッシャーなど）により精神障がいを発症し、最悪の場合みずから命を絶ってしまう場合があ
るとされています。このような原因によりもたらされる過労死等を防ぐためには、ワーク・ラ
イフ・バランス（仕事と生活の調和）を図るとともに、働きやすい職場環境（職場風土）をつ
くりあげ、働く人の心理的負荷を軽減していくことが必要です。
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3

困ったときの
相談窓口

困りごと

相談窓口

ページ

島根県庁雇用政策課

41

島根県労働委員会

42

①職場のトラブルや悩みごと、労働条 島根労働局総合労働相談コーナー
件等について相談したい！
くらしサポートセンター島根

43
44

連合島根

44

しまね労連

44

②解雇、賃金不払い、労働災害・補償
労働基準監督署
について相談したい！

45

③男女の雇用機会均等、仕事と家庭の
両立支援、パート労働について相談 島根労働局 雇用環境・均等室
したい！
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④仕事を探したい！

公共職業安定所（ハローワーク）

46

ハローワーク関連施設

47

松江新卒応援ハローワーク

48

⑤若者の就職活動を強力にサポートし
ジョブカフェしまね
てほしい！

地域若者サポートステーション

⑥健康保険、厚生年金、国民年金につ 日本年金機構・年金事務所
いて知りたい！
全国健康保険協会 ( 協会けんぽ ) 島根支部

49
50
51

島根県消費者センター
島根県交通事故相談所

⑦その他のいろいろな困りごとについ
島根県人権啓発推進センター
て相談したい！
島根県女性相談センター

島根県立心と体の相談センター
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52

① 仕事上の悩みや不安なことについて、相談したい！
島根県庁雇用政策課
県では、労働者や事業主を対象に、労働相談窓口を設置しています。働くことに関す
る諸問題について、相談員がお話をうかがいます。
秘密厳守・無料でご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。
よくある相談の例：賃金・退職金の支払い、労働時間、ハラスメントなど

〔電話・面談〕
相 談 日 ： 毎週月・水・金曜日（原則）
相談時間：８：３０～１７：１５

労働相談専用ダイヤル : 0852-22-6557
〔メール〕
メールde労働相談
いつでもインターネットからメールでの労働相談が可能です。
雇用政策課のホームページ上に労働相談専用の入力フォームを用意しています。
島根県雇用政策課

アクセスは
こちら！

検 索

担当： 島根県商工労働部雇用政策課 労働福祉グループ（県庁本庁舎２階）
働くうえでの困りごとは…
それぞれの職場の労働組合（参考：P.38）でも相談できます。
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島根県労働委員会
職場でのトラブルにお困りの方…

ぜひ、労働委員会へご相談ください！
労働委員会では、労働に関する様々なトラブルにお困りの方からのご相談をお待ち
しています。
面談のほか、メールや電話でも受け付けています。労働者と事業主どちらの方も利
用できます。
労働委員会の委員（弁護士、労働組合の役員、経営者等）による専門的な相談も
行っています。詳しくは、次のとおりです。
○労働委員会の委員による労働相談
労働問題の専門家である委員が、問題の解決に向けたアドバイスを行います。事
前予約制となっていますので、相談日の前々日までにお問い合わせください。
日

時：毎月第２・第４木曜日 午後３時～
※日時は変更となる可能性があります。

場

利用無料

所：島根県労働委員会（県庁南庁舎１階）

相談時間：30分から１時間程度
・お急ぎの相談は上記以外でも対応します

【問合せ先】
島根県労働委員会事務局
〒690-8501 松江市殿町８番地（島根県庁南庁舎１階）
☎0852-22-5450 FAX 0852-25-6950
Ｅメール rodoi@pref.shimane.lg.jp
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秘密厳守

島根労働局総合労働相談コーナー
国（厚生労働省島根労働局）では、県内５ケ所で総合労働相談コーナーを設け、職
場でのいじめ・嫌がらせ、解雇、労働条件引下げ等の職場のトラブルについて、労働
者の方、事業主の方双方に対して、
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」
に基づき、次の３つの解決援助制度を用意しています。
①

総合労働相談

②

助言指導（相手方への民事判例等のアドバイスによる自主解決の促進）

③

島根紛争調整委員会によるあっせん（話し合いの機会の設定）
機関名

電話番号

所在地

管轄区域

0852-20-7009

松江市向島町134番10
松江地方合同庁舎5階
県内全域
島根労働局雇用環境・
均等室内

松江総合労働相談コーナー

0852-31-1166

松江市・安来市・雲南
松江市向島町134番10
市のうち大東町、加茂
松江地方合同庁舎2階
町、木次町・仁多郡・
松江労働基準監督署内
隠岐郡

出雲総合労働相談コーナー

0853-21-1240

出雲市塩冶善行町13番地3 出雲市・大田市・雲南
出雲地方合同庁舎4階
市のうち三刀屋町、吉
出雲労働基準監督署内
田町、掛合町・飯石郡

浜田総合労働相談コーナー

0855-22-1840

浜田市田町116-9
浜田市・江津市・邑智郡
浜田労働基準監督署内

益田総合労働相談コーナー

0856-22-2351

益田市あけぼの東町4-6
益田市・鹿足郡
益田地方合同庁舎3階
益田労働基準監督署内

島根労働局
総合労働相談コーナー

利用時間
島根労働局総合労働相談コーナー
月～金曜日

８：30～17：15（祝日と年末年始を除きます）

その他の総合労働相談コーナー
月～金曜日

９：15～16：45（祝日と年末年始を除きます）
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（その他の相談窓口）

くらしサポートセンター島根
仕事・家庭・暮らしの問題について相談をお受けしています。
雇用、賃金、パワハラ、セクハラ、差別などの労働問題全般および日常生活上に起
こる生活苦、借金、子育て、医療・介護、こころの健康、家族関係などの悩みや問題
について、どこに相談してよいかわからないとき・・・そんなとき、
「くらしサポー
トセンター島根」がお力になります。
ひとりで悩まないで、お気軽にご相談ください。
（毎週水曜日は女性相談員も常駐しております）
〔電話・面談〕
相談日：月～金曜日

１０：００～１６：００（祝日除く）

フリーダイヤル ： 0120-154-052
面談相談の場合は、事前予約が必要です。
問合せ先：一般社団法人島根県労働者福祉協議会
〒690-0007
☎

松江市御手船場町557–7（労働会館内）

0852-23-3302 / FAX 0852-23-3303

URL ：http://shimane.rofuku.net/

連合島根
連合島根では、県内で働く全ての人たちの相談窓口を設けています。
雇用・労働条件・ハラスメントなど職場での困りごとは気軽にご相談ください。
〒690-0007 松江市御手船場町557-7 日本労働組合総連合会・島根県連合会（連合島根）
URL:http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/shimane/
労働相談ダイヤル

☎

0120-154-052

しまね労連
しまね労連は、島根県における労働組合のローカルセンター（地方機関）です。
地域の賃金底上げや労働条件の改善を求める運動や労働相談、いのちや暮らし、平
和・民主主義を守るためのさまざまな取組をすすめています
〒690-0886

松江市母衣町55-2

島根県労働組合総連合（しまね労連）

URL: http://www.simane-roren.jp/
しまね労連 労働相談センター

☎

0120-378-060
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② 解雇、賃金不払い、労働災害・補償について相談したい！
労働基準監督署
労働条件（労働時間、休日、休暇等）が労働基準法に違反していないかを監督する
機関であり、解雇、賃金不払い、労働災害・補償の相談などを受け付けています。
機関名

電話番号

松江労働基準監督署

0852-31-1166

松江労働基準監督署
隠岐の島駐在事務所

08512-2-0195

所在地

管轄区域

松江市向島町134番10
松江市・安来市・雲南
松江地方合同庁舎2階
市のうち大東町、加茂
町、木次町・仁多郡・
隠岐郡隠岐の島町
隠岐郡
城北町55番地
隠岐の島地方合同庁舎

出雲労働基準監督署

0853-21-1240

出雲市・大田市・雲南
出雲市塩冶善行町13番地3
市のうち三刀屋町、吉
出雲地方合同庁舎4階
田町、掛合町・飯石郡

浜田労働基準監督署

0855-22-1840

浜田市田町116-9

益田労働基準監督署

0856-22-2351

益田市あけぼの東町4-6
益田市・鹿足郡
益田地方合同庁舎3階

利用時間：月～金曜日

浜田市・江津市・邑智郡

8:30～17:15（祝日と年末年始を除きます)

③ 男女の雇用機会均等、仕事と家庭の両立支援、
パート労働について相談したい！
男女雇用機会均等法や、育児・介護休業法、パートタイム労働法上の問題で会社と
の間でトラブルがある場合、
「労働局長による紛争解決の援助」「調停」といった紛争
解決を援助するための制度が利用できます。

島根労働局雇用環境・均等室
機関名
島根労働局雇用環境・均等室

電話番号
0852-31-1161
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所在地
〒690-0841
松江市向島町134番10
松江地方合同庁舎5階

④ 仕事を探したい！
公共職業安定所（ハローワーク）
職業相談、職業訓練、雇用保険に関する相談を受けています。
また、仕事上の不安などに関する相談も受けています。
利用時間：月～金曜日

8:30～17:15（祝日と年末年始は除きます。)

機関名

電話番号

所在地

管轄区域

ハローワーク松江

0852-22-8609

松江市向島町134番10
松江市
松江地方合同庁舎2階

ハローワーク隠岐の島

08512-2-0161

隠岐郡隠岐の島町城北町55
隠岐郡
隠岐の島地方合同庁舎

ハローワーク安来

0854-22-2545

安来市安来町903-1

ハローワーク浜田

0855-22-8609

浜田市殿町21-6

ハローワーク川本

0855-72-0385

邑智郡川本町川本301-2 邑智郡、江津市桜江町

ハローワーク出雲

0853-21-8609

出雲市塩冶有原町1-59 出雲市

ハローワーク益田

0856-22-8609

益田市あけぼの東町4-6
益田市、鹿足郡
益田地方合同庁舎1階

ハローワーク雲南

0854-42-0751

雲南市木次町里方514-2 雲南市、仁多郡、飯石郡

ハローワーク石見大田

0854-82-8609

大田市大田町大田口1182-1 大田市
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安来市
浜田市、江津市(桜江
町を除く)

ハローワーク関連施設
雇用保険の受給手続きなど一部お取り扱いできない業務がありますので、詳しくは
各機関におたずねください。

定休日：土日祝日及び年末年始

機関名

電話番号

駅前しごとプラザ松江
※１

0852-28-8700

ハローワーク松江
マザーズコーナー
※２

0852-20-2949

所在地・利用時間

業務内容

松江市朝日町478－18
職業相談、職業紹介
松江テルサ3階
※１利用時間
10:00～18:30
子育て中の方、これか
※２利用時間
ら子育てをお考えの方
10:00～17:15
対象
職業相談、職業紹介

松江市福祉就労支援
コーナー
0852-20-7557
「ハローワークプラス」

松江市末次町86
松江市役所内
（ 利 用 時 間 8:30～
17:15）

生活保護や児童扶養手
当を受給中の方等を対
象
職業相談、職業紹介

ハローワーク出雲
マザーズコーナー

0853-24-8044

出雲市今市町2065番地
パルメイト出雲２階
( 利 用 時 間 9：00～
17：00)

子育て中の方、これか
ら子育てをお考えの方
対象
職業相談、職業紹介

0855-54-0952

江津市江津町1518-1
江津ひと・まちプラザ
（パレットごうつ）２階 職業相談、職業紹介
( 利 用 時 間 9：00～
17：00)

ワークステーション江津

駅前しごとプラザ松江では、第二・第四土曜日に、10:00〜17:00まで、在職中の方など平日日
中にハローワークを利用できない方を中心に職業相談を行っています。（雇用保険の手続きはお取り
扱いできません。）
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⑤若者の就職活動を強力にサポートしてほしい！
松江新卒応援ハローワーク
大学生、短大生、専門学校生、高専学生等のための専門のハローワークです。
新卒の方、既卒（３年以内）の方を対象に就職支援を行っています。
○サポート内容
☆担当制により、就職実現まで一貫した職業相談、職業紹介をフォローします。
☆応募書類の書き方などの助言、模擬面接、企業との就職面接会を行っています。
☆学校への出張相談も毎週行っています。
☆地元の求人情報や企業情報を提供します。
☆ご要望に応じて、個別の求人開拓や企業への問い合わせを行います。
○利用時間
10:00~18:30（定休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始）
○問合せ先
松江新卒応援ハローワーク
所在地：〒690－0003 松江市朝日町478-18 松江テルサ3階
☎0852-28-8609
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ジョブカフェしまね
ジョブカフェしまねを就職活動の拠点に。
ジョブカフェしまねは、皆さんの“島根で働く”を全力でサポート！
就職についての悩みや分からないことなどを、キャリアアドバイザーにじっくり相
談できます。一人ひとりに合った方法で、皆さんの「働く」をサポートします。その
ほか県内外で、合同企業説明会や企業交流セミナーなどのイベントも実施しています。

就活に役立つ機能がギュッとつまっています！
ご利用は全て無料。お気軽にお越しください！

キャリア相談
就職に関することなら何でも、専門のキャリアア
ドバイザーに個別にご相談いただけます。応募書類
の添削や面接練習もできます。
●しっかり相談

(要予約：50分）

●ちょこっと相談(予約不要：20分まで)

就職応援ミニセミナー
就職活動に役立つセミナーを毎週開催しています。実践形式のプログラムでポイン
トを学びます。
●オーダーメイドセミナー：4名以上集まれば、ご希望の内容と日程でセミナーを開
催できます。メニュー例…集団面接、コミュニケ―ション力アップなど。

お役立ち機能
●適職診断…フロアのパソコンを使って適性を探り、自分自身を知ることができます。
●パソコン利用・印刷…フロアのパソコンを就活のためにご利用いただけます。イン
ターネットを使って求人・企業情報などを調べたり、応募書類の作成もできます。
作成した書類の添削には、キャリア相談をご利用ください。
●就職関連図書の貸し出し…1週間に3冊まで、就職に役立つ図書を借りられます。

○利用時間

９：30~18:00

○問合せ先

ジョブカフェしまね

松江センター  〒690－0003 松江市朝日町478-18 松江テルサ3階
  ☎0120-67-4510（定休日：日、祝日、年末年始）
浜田ブランチ  〒697－0034 浜田市相生町1391-8 ｼﾃｨパﾙｸ浜田2階
  ☎0120-45-4970（定休日：土日、祝日、年末年始）
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地域若者サポートステーション
地域若者サポートステーション（通称「サポステ」）は、自立に悩みを抱える若者
が就労への一歩を踏み出す支援をしています。ご利用には予約が必要な場合もありま
す。事前にお問い合わせください。
仕事に就くことへの不安がある、人と話すの
が苦手であるなどのさまざまな理由で社会への
第１歩を踏み出せないでいる若者や、そのこと
を心配しているご家族の方を対象に就労に向け
た支援を行っている支援機関です。どうぞ、お
気軽にご相談ください。
○こんな方々は、ぜひご相談ください
＊働きたいけど不安（働いたことがない、社会経験が少ない、人間関係が苦手）
＊学校を中退、卒業したけど進路が決まっていない
＊仕事に就いても長続きしない
＊働いていない子どもの将来が不安
○対象者
＊15歳から39歳の無業状態にある方で就職への意欲などがあると認められる方
及びその家族
○支援の内容
＊個別相談、出張相談（松江、出雲、安来、雲南、隠岐、大田、浜田、益田、江
津、川本、邑南、津和野）
＊臨床心理士等による心理カウンセリング、キャリアコンサルタントによるお仕事相談
＊各種セミナー（コミュニケ—ションセミナー、お仕事セミナー、社会人セミナー）
＊保護者交流会
＊就労後の定着及びステップアップ支援

など

詳細は、下記へお問い合わせください
問合せ先
しまね東部若者サポートステーション
所在地：〒690-0011松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根１階
☎ 0852-33-7710 URL：http://matsue-saposute.com/
しまね西部若者サポートステーション
所在地：〒697-0016浜田市野原町1826-1 いわみーる１階
☎ 0855-22-6830 URL：http://hamada-saposute.com/
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⑥ 健康保険、厚生年金、国民年金について知りたい！
日本年金機構・年金事務所
会社に就職して加入する健康保険・厚生年金、学生や自営業の方が加入する国民年
金に関する相談を受け付けています。ただし、健康保険の給付申請、健康診断などに
関する相談は、全国健康保険協会島根支部にお問い合わせください。
機

関

名

所

電話番号

在

地

松江年金事務所

0852-23-9540(代)

〒690-8511
松江市東朝日町107

出雲年金事務所

0853-24-0045(代)

〒693-0021
出雲市塩冶町1516-2

浜田年金事務所

0855-22-0670(代)

〒697-0017
浜田市原井町908-26

全国健康保険協会（協会けんぽ）島根支部
健康保険の給付申請、生活習慣病予防健診・特定健康診査、保健指導、健康保険の
任意継続などに関する相談を受け付けています。
〒690-8531

松江市殿町383

山陰中央ビル２階

☎ 0852-59-5139（代）
URL: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shimane/
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⑦その他のいろいろな困りごとについて相談したい！
相談窓口名

相談内容

所在地・電話番号

相談時間

（祝日及び年末年始を除く）

日～金曜日
8：30～17：00

島根県消費者
センター

島根県消費者
センター
石見地区相談室
島根県交通事故
相談所
島根県交通事故
相談所
浜田相談室

〒690-0887
（日曜日は電話のみで
商品の購入やサービス 松江市殿町8-3
12：00～13：00を除く）
市町村振興センター５階
の提供に関する事業者
※メール相談の詳細は
とのトラブルなどにつ ☎0852-32-5916
ホームページをご覧くだ
いて、電話相談、来所
さい。
相 談、 メ ー ル 相 談 を
〒698-0007
行っています。
月～金曜日
益田市昭和町13-1
8：30～12：00
県益田合同庁舎２階
13：00～17：00
☎0856-23-3657
〒690-8501
松江市殿町8
交通事故でお悩みの方 県庁南庁舎別館１階
に、損害賠償、示談の ☎0852-22-5102
進め方等について、電
話 相 談、 面 談 相 談 を 〒697-0041
浜田市片庭町254
行っています。
県浜田合同庁舎１階
☎0855-29-5563

人権に関する相談に応
じ た り、 相 談 内 容 に
よって専門の相談機関
を紹介するなど、問題
の解決に向けた支援を
島根県西部人権啓発 行います。電話相談、
面接相談を実施してい
推進センター
ます。

島根県人権啓発
推進センター

月～金曜日
9：00～12：00
13：00～16：00
毎週水曜日
9：00～12：00
13：00～16：00

〒690-8501
松江市殿町128
県庁東庁舎１階
☎0852-22-7701

月～金曜日
8：30～17：15

〒697-0041
浜田市片庭町254
県浜田合同庁舎１階
☎0855-29-5530

月～金曜日
8：30～17：15
月～金曜日

島根県女性相談
センター
島根県女性相談
センター西部分室

(あすてらす女性相談室)

島根県立心と体の
相談センター
（心のダイヤル）

〒690-0883
8：30～17：00
松江市北田町48-1
*女性相談センターでは
土日の電話相談も行い
配 偶 者 や 恋 人 な ど、 ☎0852-25-8071
ます。
パートナーからの暴力
*このほか、児童相談所
などについて電話・面
（ 出 雲、 浜 田、 益 田、
接相談を行っています。 〒694-0064
大田市大田町大田イ236–4
隠岐）でも相談できま
☎0854-84-5661
す。（祝日・休日・年末
年始を除く）

気分が沈みがちでくよ 〒690-0011
くよする、仕事が手に
松江市東津田町1741–3 月～金曜日
つかないなど心の健康
いきいきプラザ島根2階 8：30～17：15
に関する相談を行って
☎0852-21-2885
います。

52

しまねいきいき雇用賞とは？
島根県では、社員がいきいきと働き続けられる魅力ある職場づくりに取り組んでいる
企業を、「しまねいきいき雇用賞」として、毎年知事表彰しています。

○表彰された取り組みの例
１ 社員のキャリアアップやチャレンジを会社が応援！
２ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現し
た働き方ができる！
３ 充実した研修や先輩社員によるフォローなどを行い、 若手
社員の人間関係の悩みを解消！

・平成31年２月１日現在、第１回～第５回
の全31社を表彰しています。
・受賞した企業等の取り組み内容は、島
根県のホームページに掲載しています。
しまねいきいき雇用賞

検

索
第１回しまねいきいき雇用賞 表彰式の様子
（平成２７年３月）

社会に出る前に読みたい

働くルール ハンドブック
平成31年２月発行
発行 島根県商工労働部雇用政策課 多様な就業推進室
〒690-8501 島根県松江市殿町１番地
TEL 0852-22-6562
FAX 0852-22-6150
挿絵作成：島根県立東部高等技術校Webデザイン科

「ジョブカフェしまね」は、若い方の就職を応援・支援しています！
自分に合う仕事ってなんだろう？就職活動って何から始めたらいいの？
そんな就職についての悩みの相談や、求人・企業情報を調べることができます。
企業と皆さんの縁結びの機会として、様々なイベントも開催しています。
わたしたちジョブカフェしまねは、
「島根で働く」を全力でサポートします！
登録
無料

■利用対象者・・・学生の皆さん・若年求職者（概ね45歳未満）の皆さん

しまね学生登録
しまねを支える力に！
「しまね学生登録」は、島根県内での就職をサポートしています。登録され
た方には、県内企業の情報や就職面接会などの就活イベントのご案内や、
島根の企業情報を学年に応じてタイムリーにお届けします。
島根県内での就職を希望される方であれば、県内出身者でなくてもご登録
いただけます。また、保護者の方もご登録いただけます。

ジョブカフェしまねサイト
島根県内の企業情報・求人情報No.1!
企業情報・求人情報・就活イベント等、島根の就
活情報はここでチェック！企業からのスカウトメー
ルが 届いたり、希望 条 件に合わせ「おすすめ求
人」が表示されます。応募・お問合せ機能付き。

ジョブカフェしまね

松江城
県庁

ハローワーク松江

国道４８５号

ハローワーク浜田

宍道湖

市役所

石央文化ホール
浜田医療センター
JR浜田駅

JR松江駅

JＡいわみ中央
島根県立
美術館

国道９号

松江テルサ３F
0120-67-4510

浜田高校

シティパルク浜田２F

国道９号
浜田バイパス

0120-45-4970

この印刷物は再生紙を使用しています。
（古紙配合率80％）

