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　これから就職やアルバイトをする学生の

方、働き出して間もない方などに、最低限

知っておいてほしい労働法の基本的な知識

をＱ＆Ａ方式でまとめました。

　働き始める前や、働いていて疑問に思うこ

とが生じたときは、ぜひ目を通して下さい。

　また、最後に、困ったときの相談窓口を紹

介していますので、ご利用下さい。

※令和4年3月1日現在の内容となっています。　　　　　
その後の法律改正等により内容が変わる場合があります
ので、ご了承下さい。

※この冊子は本市が運営する就職情報の総合
サイト「北九州しごと☆まるごと情報局」から 
ダウンロードできます。

　多言語版もあります（英語、中国語、韓国語、
ベトナム語、日本語（対訳））。

　（https://www.shigotomarugoto.info/pages/service）
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　 働き方改革とは 1

1 労働契約
A社から内定をもらいました。
今後、働き出す前に注意すべきことはありますか。

5

2 内定・内定取消
会社の都合で内定を取り消すと言われました。

7

3 就業規則
会社から就業規則を見せてもらったことがありませんが、
私たちでも、見ることができるのでしょうか。

9

労働法ってなに？ 11

労働組合ってなに？ 12

4 労働時間・休憩
労働時間って、労働法で決められているのですか。
朝礼や昼休みの電話番の時間も労働時間に含まれるのですか。

13

5 休日・休暇
休日や年次有給休暇は何日取れますか。

15

6 賃　金
給料日になったのに、給料の一部しかもらえず困っています。

17

給与明細の見方 19

働く上で守るべきルール 20
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7 退職・定年
退職したいのですが、いつ会社に報告すべきでしょうか。

21

8 解　雇
突然、「成績が悪いので、本日で解雇する」と言われました。納得できません。

23

9 労災保険
仕事中にケガをしてしまいましたが、
治療費は自己負担しなければならないのでしょうか。

25

10 雇用保険・社会保険
就職する会社には、雇用保険や社会保険が無いと言われました。
本当に加入できないのでしょうか。

27

11 両立支援・均等取扱い
妊婦健診に行くため休みを申請したら、
上司に「退職した方がいいのでは？」と言われました。

29

いろいろなハラスメント 32

12 パートタイム労働
パートタイムと正社員では、待遇に大きな違いがあるのですか。

33

多様な働き方 35

安心して働くための「無期転換ルール」 36

これってブラックバイト？ 37

38

43
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特集! 働き方改革とは

時間外労働の上限規制が導入されます！
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、
臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、
単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を
限度に設定する必要があります。

残業時間の上限を法律で規制することは、70年前（1947年）に
制定された「労働基準法」において、初めての大改革となります。

法律上、残業時間の上限が
ありませんでした。（行政指導のみ）

現在
法律で残業時間の上限を定め、
これを超える残業はできなくなります。

改正後

45時間の壁
60時間の壁
80時間の壁
100時間の壁

36協定における1か月上限（1年変形は42時間）
賃金割増率50％（中小企業は2023年4月1日から適用）
36協定特別条項2～6か月平均の上限・過労死ライン
36協定特別条項の1か月100時間未満の上限・医師による面接指導の義務

1年間（12か月） 1年間（12か月）

法定労働時間
（1日8時間）
（週40時間）

法定労働時間
（1日8時間）
（週40時間）

残業時間（原則）
（月45時間）
（年360時間）

残業時間
（月45時間）
（年360時間）

上限なし
（年間6か月まで）

月残業45時間
（1日残業2時間程度）

月残業80時間
（1日残業4時間程度）

大臣告示による
上限（行政指導）

法律による上限（原則）

●年720時間
●複数月平均80時間※

●月100時間未満※

※休日労働を含む

法律による上限（例外）

時間外労働の上限には大きな壁が設けられました

施行： 2019年4月1日～　（中小企業は、2020年4月1日～）

施行： 2019年4月1日～

施行： 2020年4月1日～　（中小企業は、2021年4月1日～）

年次有給休暇の確実な取得が必要です！
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、

毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差が禁止されます！
同一企業内において、正規雇用労働者と
非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）の間で、
基本給や賞与などの個々の待遇ごとに
不合理な待遇差が禁止されます。

　労働基準法始まって以来の大改革。みなさんが働く職場でも対応が遅れたり充分な
対応ができていなかったりするかもしれません。これからの常識として働く側もしっか
り覚えておきましょう。
　「働き方改革」は、過労死・過労自殺にもつながるような長時間労働問題や正規と非正
規の賃金等の待遇格差をなくすことで、生産性を上げ、多様な働き方を選択できる社会
を実現するためのものです。成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い
将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

POINT
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時間外労働の上限規制が導入されます！
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パートタイム・有期雇用労働法が施行されます。
2020年4月1日施行（中小企業は、2021年4月1日から適用）

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差が禁止されます！

POINT

3

年5日の年次有給休暇の取得を、企業に義務づけます。

年次有給休暇の確実な取得が必要です！
POINT

2

○ 均衡待遇規定
 パートタイム労働者（規定あり）
 有期雇用労働者（規定あり）
○ 均等待遇規定
 パートタイム労働者（規定あり）
 有期雇用労働者（規定なし）

現在
① 均衡待遇規定の明確化
個々の待遇※ごとに、当該待遇の
性質・目的に照らして適切と
認められる事情を考慮して判断
させるべき旨を明確化。
※基本給、賞与、役職手当、食事手当、
　福利厚生、教育訓練など

② 均等待遇規定
新たに有期雇用労働者も
対象とする。

改正後

どのような待遇差が不合理に
当たるか、明確性を高める必要が
ありました。

現在
③ 待遇ごとに判断することを
 明確化するため、
ガイドライン（指針）を策定。

改正後

2021年
7月1日

5日付与 5日付与（基準日）←付与日数の合計が10日に到達

2021年7月1日～2022年6月30日までの1年間に
3日年休を取得させなければなりません。

2021年4月1日～2022年6月30日までに労働者が自ら請求・取得していた
場合には、取得した日数（ここでいう2日）を5日から控除する必要があります。

2日取得

2022年
6月30日

※労働者が自ら5日取得した場合は使用者の時季指定は不要です。

2021年
4月1日
（入社）

労働者が自ら申し出なければ、
年休を取得できませんでした。

① 労働者が使用者に
 取得希望時季を申出
 （例： ○月○日に休みます）

② 労働者の希望を踏まえ
 使用者が取得時季を指定
 （例： ○月○日に休んでください）

① 使用者が労働者に
 取得時季の希望を聴取

② ○月○日に年休が成立

③ ○月○日に年休が成立

年
休

年
休

現在
使用者が労働者の希望を聴き、
希望を踏まえて時季を指定。
年5日は取得していただきます。

改正後

使用者労働者 使用者労働者

そもそも、①の希望申出が
しにくいという状況がありました。

我が国の年休取得率 49.4％

A. 対象者
 年次有給休暇が年10日以上付与される労働者が対象です。
B. 年5日の時季指定義務
 使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日（基準日）から1年以内に5日について、
 取得時期を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

A. 不合理な待遇差の禁止
 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの
 あらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

B. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
 非正規社員は「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めること
 ができるようになります。

［例］ 入社と同時に5日の年次有給休暇を付与し、3か月の試用期間経過後に
 更に5日の年次有給休暇を付与した場合

［入社日］ 2021年4月1日　［休暇付与日］ 2021年4月1日（5日付与）、2021年7月1日（5日付与）

同一労働同一賃金ガイドライン（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な
待遇の禁止等に関する指針）、パートタイム・有期雇用労働指針を策定

※ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続（ADR）の整備
 都道府県労働局において、無料の紛争解決手続を行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に
 関する説明についても、ADRの対象となります。

3
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労働契約とは、労働者と会社の間で働く際の条件（契約内容）につい
て、お互いが納得したうえで「働きます」「雇います」と交わす約束で
す。

5

労働者と会社が労働契約を
結ぶことで労働関係が
スタートします。
労働契約を結ぶにあたって、
労働時間・賃金・休暇など、
自分が働く際の条件をきちんと
確認しましょう。

労働契約1

A

A社から内定を
もらいました。
今後、働き出す前に
注意すべきことは
ありますか。

Q



会社は、労働者を採用する際に、労働条件を明示する義務を負います。書面等に
より必ず明示すべき労働条件は以下のとおりです。明示された労働条件と、実際
の労働条件が相違する場合は、労働者は即時に契約を解除することができます。

ワンポイント

6

このような事例に関するご相談・お問い合わせは

労働条件の明示

P38 ①

労働契約を結ぶことによって、会社は「労働契約で定めた
賃金を払う」という義務を負いますが、労働者は「会社の指
示に従って働く」という義務を負うことになります。

絶対的明示事項　※書面で必ず明示しなければならないもの（ただし7はパートタイム労働者のみ）

1 労働契約の期間

2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関すること

3 就業場所、従事する業務の内容

4 始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇など

5 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払の時期に関すること

6 退職に関すること（解雇の事由を含む）

7 昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無

相対的明示事項　※決まりがあれば明示しなければいけないもの

1 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方
法および支払いの時期に関すること

2 臨時に支払われる賃金、賞与などに関すること

3 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関すること

4 安全・衛生に関すること

5 職業訓練に関すること

6 災害補償、業務外の傷病扶助に関すること

7 表彰、制裁に関すること

8 休職に関すること



内定とは、「雇用契約の予約」のことで、例えば、学生が卒業（新卒）に
あたって在学中に締結される、卒業後を始期とした労働契約のことです。

また、内定を出して採用を約束したにもかかわらず、諸事情によりこれ
を破棄して一方的に採用を断ることを、内定取消といいます。

7

会社の都合で
内定を取り消すと
言われました。

「採用内定」により、
労働契約がすでに成立して
いると解される場合、
社会の常識に照らして
納得できる理由がなければ、
内定取消（契約の解約）は
無効です。

内定・内定取消2

A

Q



会社が採用内定を行い、入社式の案内通知を受け取ったり、誓約書を提出し
ていたりすれば、その時点で、会社の解約権が留保された労働契約が成立して
いるものと解されます。

就労の有無という違いはありますが、採用内定者の地位は、通常の雇用期間
に入った者と基本的に異なるものではないと見るべきです。

ワンポイント

学　生 労働契約成立

内　定

就職活動

会　社

例

8

このような事例に関するご相談・お問い合わせは

採用内定とは

内定取消が認められる場合には、通常の解雇と同様に、会
社は解雇予告など解雇手続きを適正に行う必要があります。

内定取消ができる場合（例示）

● 学校を卒業できなかった
● 必要な免許や資格が取れなかった
● 健康状態が悪化して働くことが難しくなった
● 履歴書に事実と違うことが記載されていた

上記の様に客観的に合理的な理由があると認められる場合、内定
取消が正当と判断されることもあります。

P38 ①



就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関するこ
と、会社の規律などについて、労働者の意見を聴いた上で会社が作成す
るルールブックです。

9

会社は就業規則を労働者に
周知する義務があり、
労働者全員が自由に
閲覧できるようにしなくては
なりません。

就業規則3

A

Q 会社から就業規則を
見せてもらったことが
ありませんが、
私たちでも、
見ることができるの
でしょうか。



10

このような事例に関するご相談・お問い合わせは

就業規則のきまり

就業規則の記載事項

作成届出義務 常時１０人以上の労働者がいる会社は、就業規則を作成し、労働基準
監督署長に届け出ること

意見聴取義務 会社は、就業規則の作成・変更に関して、労働組合、労働者代表の意
見を聴くこと

周知義務 会社は、就業規則を労働者に周知すること

絶対的必要記載事項（必ず記載しなければならない事項）

● 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇などに関すること
● 賃金に関すること、昇給に関すること
● 退職に関すること（解雇の事由を含む）

相対的必要記載事項（定めをする場合には必ず記載しなければならない事項）

任意記載事項（会社が任意に記載できる事項）

● 退職手当に関すること
● 退職手当を除く臨時の賃金等及び最低賃金額に関すること
● 労働者の食費、作業用品その他の負担に関すること
● 安全及び衛生、職業訓練に関すること
● 災害補償及び業務外の傷病扶助に関すること
● 表彰及び制裁の種類及び程度に関すること

● 会社の服務規律や禁止事項に関すること
● 慶弔休暇、休職に関すること
● その他の法定外の労働条件に関すること

P38 ①

ワンポイント
常時10人以上の労働者がいる会社の場合 、 契約社員や

パートタイム労働者等を含めたすべての労働者について、就
業規則を作成する必要があります。



◯ 労働法の役割とは

会社に就職しようとする場合、労働者と会社との間で、「働きます」「雇います」と
いう 約束 ＝ 労働契約 が結ばれます。どういう条件で働くかといった契約内容も労
働者と会社の合意で決めるのが基本です。だからといって、この契約を全く自由に結
んでよいとしてしまったらどうなるでしょうか。

労働者はどこかに雇ってもらって給料をもらわなければ、生計を立てていくことがで
きません。したがって、雇ってもらうためには、給料や働く時間に不満があっても、会
社の提示した条件どおりに契約を結ばなければならないかもしれません。また、もっと
高い給料で働きたいからといって、会社と交渉しようとしても、「ほかにも働きたい人は
いるから、嫌なら働かなくていい」と会社に言われてしまえば、結局会社の一方的な条
件に従わなければならなくなることもあるでしょう。会社よりも弱い立場にあることが多
い労働者にとって、低賃金や長時間など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容
となってしまうかもしれません。

そうしたことにならないよう、労働者を保護するために労働法は定められています。労
働法について知識をつけておくことが、みなさん自身の権利を守ることにつながります。

労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われて働いているすべての人が含まれ
ます。正社員だけでなく、派遣社員、契約社員、パートタイム労働者やアルバイトでも

「労働者」として労働法の適用を受けます。

労働法といっても、「労働法」という名前がついた一つの法律があるわけ
ではありません。

労働者に関するたくさんの法律をひとまとめにして労働法と呼んでいま
す。その中には、労働基準法や労働組合法をはじめ、男女雇用機会均等法、
最低賃金法といった様々な法律が含まれています。

check!

労働法（総称）
労働基準法 男女雇用機会均等法

労働組合法 最低賃金法 など

1 1

労働法ってなに？

※出典： 厚生労働省「知って役立つ労働法 〜働くときに必要な基礎知識〜」



◯ 労働三権

　この権利を具体的に保障するため、労働組合法が定められています。

◯ 労働組合の種別
● 企業別組合	 会社内の在籍労働者により組織される（日本では一般的）
● 職業別組合	 同一職業、職種に従事する労働者で組織される
● 産業別組合	 同一の産業に従事する労働者で組織される
● 一般労働組合	 所属する会社や職業、職種にかかわらず加入できる

◯ 労働協約
団体交渉によって労働組合と会社の意見が一致し、それを書面にしたものを労働

協約といいます。
就業規則や労働契約は、労働協約に違反することができません。

労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その
他経済的地位の向上を図ることを主たる目的としてつくる団体です。

一人では解決が難しい問題も、仲間と一緒に取り組むことで解決できる
場合もあります。みなさんが集団で会社と対等な立場で交渉できるよう、憲
法でも「労働三権」を保障しています。

check!

労働協約 就業規則 労働契約法　令

最優先
優先順位

■ 労働者が関係するルールの優先順位

12

労働組合ってなに？

1 労働者が労働組合を結成する権利 団結権

2 労働者が会社と団体交渉する権利 団体交渉権

3 労働者が要求実現のために団体で行動する権利 団体行動権（争議権）



労働時間とは、休憩時間を除いた実働時間を指しますが、労働者が現
実に労働に従事している時間だけではなく、労働者の労働力がなんらか
の形で会社の指揮命令下に置かれている時間をいいます。

13

労働時間は、原則として、
１日８時間、１週４０時間です。
制度化されている朝礼の時間、
指示があれば直ちに作業
できるように待機している
拘束時間、作業後の後片付け
なども労働時間となります。

労働時間・休憩4

A

労働時間って、
労働法で決められて
いるのですか。
朝礼や昼休みの電話番
の時間も労働時間に
含まれるのですか。

Q



労働者に、休憩時間を除き、1日8時間、1週40時間を超え
て、労働させてはならないと定められています。法定労働時

間を超えた場合、会社は割増賃金を支払わなければなりません。（P18参照）

会社は、労働者の１日の労働時間が６時間を超える場合には少な
くとも45分、８時間を超える場合には少なくとも60分の休憩を与え
なければなりません。休憩時間には、次の3つの原則があります。

休憩時間の三原則

労働時間の途中に

自由に利用一斉に

ワンポイント

14

このような事例に関するご相談・お問い合わせは

法定労働時間

変形労働時間制

一定の要件の下、一定の期間を平均して1週間の労働時間が40時間
を超えない範囲で、1日当りの労働時間が8時間を超えたり、1週間当り
の労働時間が40時間を超えたりしても労働させることができます。

①	1ヵ月単位の変形労働時間制　②	1年単位の変形労働時間制
③	1週間以内の非定型的変形労働時間制　④	フレックスタイム制

休　憩

みなし労働時間制

会社外で労働する営業のように時間管理が困難な場合や、専門業
務または企画業務に従事し労働者に裁量を与える場合には、定時に
働いたものとみなすことができます。

①事業場外労働　②専門業務型裁量労働　③企画業務型裁量労働

法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合、会社はあら
かじめ労働者側と「時間外労働・休日労働に関する協定（36協
定）」を締結し、労働基準監督署へ届け出ることが必要です。

P38 ①



休日とは、労働提供義務のない日をいいます。
休暇とは、労働契約上の労働日に労働提供義務を免除する制度です。

15

休日や
年次有給休暇は
何日取れますか。

休日や休暇の日数は、
法律で決められています。
休日は、週に１日又は
４週間に４日です。
また、年次有給休暇は、
継続勤務年数に応じて
日数が決まっています。

休日・休暇5

A

Q



会社は、労働者に毎週少なくとも１回、あるいは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。

会社は、６ヵ月以上継続して勤務し、全労働日の８割以上出勤した
労働者には有給休暇を与えなければなりません。

年休が10日以上付与される労働者に対して、年5日の年次有給休
暇を取得させることが使用者の義務となっています。

有給休暇を取得する理由は、原則として問われることはなく、特
別な事情がない限り、いつでも、自由に取得することができます。

ただし、会社の正常な運営を妨げる場合、会社は別の日に休暇を
変更させることができます。

ワンポイント

16

このような事例に関するご相談・お問い合わせは

休　日

休　暇

一 般 労 働 者

継続勤務年数 6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

週所定労働時間が30時間未満の労働者（パートタイム労働者など）

週所定
労働
日数

1年間の
所定労働日数

雇入れの日から起算した継続勤務年数

6ヵ月 1年
6ヵ月

2年
6ヵ月

3年
6ヵ月

4年
6ヵ月

5年
6ヵ月

6年
6ヵ月以上

5日以上 217日～ 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

4日 169日～216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

3日 121日～168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日

2日 73日～120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

1日 48日～72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

■ 年次有給休暇付与日数表

P38 ①

ボーナス算定などに用いる出勤率の計算に際しては、年次
有給休暇を取得した日は、原則出勤したものとみなされます。



賃金とは、賃金・給料・手当・賞与、その他名称のいかんを問わず、労働
の対価として会社が労働者に支払うすべてのものをいいます。

17

会社は支払うと
約束した賃金を、
「賃金支払の5原則」にそって
きちんと支払わなければ
なりません。

賃　金6

A

給料日になったのに、
給料の一部しか
もらえず
困っています。

Q



① 通貨払の原則 … 現金で支払うこと（本人の同意があれば銀行振込も可）
② 直接払の原則 … 労働者本人に直接支払うこと
③ 全額払の原則 … 働いた分の賃金は全額支払うこと
④ 毎月一回以上払の原則 … 毎月一回以上支払うこと
⑤ 一定期日払の原則 … 支払日を決めて支払うこと

都道府県ごとに賃金の最低限度額が決められています。

会社が法定の労働時間を超えて、時間外労働や休日労働をさせた場合、労働
者に対して相応の割増賃金を支払わなければなりません。就業形態にかかわら
ず、すべての労働者に適用されます。（アルバイトやパートタイム労働者も対象）

ワンポイント

18

このような事例に関するご相談・お問い合わせは

賃金支払の5原則

最低賃金

あなたの給料が最低賃金以上か確認しましょう。

地域別最低賃金 すべての労働者と会社に適用

特定最低賃金 特定の産業に従事する労働者と会社に適用

時間給の場合 時間給≧最低賃金額（時間額）

日給の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額）

月給の場合 月給÷1ヵ月の平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額）

割 増 率
法定労働時間を超えて働かせた時（時間外労働） 25％以上増し
法定休日に働かせた時（休日労働） 35％以上増し
午後10時から午前5時までの深夜に働かせた時（深夜労働） 25％以上増し
時間外労働＋深夜労働 50％以上増し
1ヵ月60時間を超える時間外労働（中小企業は2023年4月から適用） 50％以上増し

時間外労働の割増賃金

P38 ①



① 勤怠（勤務日数、時間等）
　出勤データの項目です。「出勤日数」、「欠勤日数」、「遅刻早退回数」、「特別
休暇日数」、「有給休暇」、「有給休暇残日数」、「時間外労働」等があります。

②支給（支払われるお金）
　支払われるお金の項目です。
●	基本給

　会社の規定により、「基本給」がもっと細かく分かれている場合があります。
　また、時間外手当、役職手当、資格手当、住宅補助、家族手当等の項目が入
る場合があります。

③控除（引かれるお金）
　引かれるお金の項目です。
●	健康保険

　ケガや病気などの医療費負担を軽くするためのものです。
●	厚生年金保険

　老齢、障害又は死亡した場合に、本人や家族が年金を受給するものです。
●	雇用保険

　失業した時に再就職までの生活を安定させ、就職活動を不安なく行える様に給
付するものです。

●	介護保険
　40歳以上の人が支払います。65歳以上で介護が必要になった場合や、40歳以
上でも加齢に伴う病気により寝たきり、認知症となった場合に「介護サービス」を
受けることができるものです。

●	所得税
　所得に基づいて、毎月引かれます。12月の「年末調整」で過不足を調整されま
す。

●	住民税
　「前年の課税所得」に基づいて計算され課税されます。退職し再就職していな
い場合には、前年の住民税を払うこととなるため、負担が大きくなることがあります。

●	その他
　財形貯蓄、個人生命保険等を給与から天引きしている場合は、その項目が表示
されます。

お金の出入りを理解することは社会人としての基本です。自分自身が毎
月受け取っている給料の内容は把握しておきましょう。

check!

19

給与明細の見方



会社の基本的な規則を守らないで、会社の秩序を乱すようなことをした
場合、就業規則によって給料が減らされたり、降格させられたりすることが
あります。これを懲戒処分といいます。

会社がルールを守ることはもちろんですが、雇われる側のみなさんにも、
一定のルール（職場の規律）を守る義務があります。

　基本給に時間外などの手当を加え、税金などの控除を引いたものが差引支給額
です。これがいわゆる手取りの額となります。

【こんなことはルール違反です】
● 遅刻を繰り返す  ● 無断で職場を離れる
● 会社の備品を持ち出す ● 会社の秘密を外部に漏らす　など

check!

令和◯◯年◯月分

※令和4年4月1日予定の
　数値で計算しています。

※介護保険の控除は、
　40歳以上65歳未満

例： 会社員の場合

◯◯◯◯株式会社　◯◯◯ ◯◯ 殿

健康保険

控 

除
11,231

厚生年金保険

20,130
雇用保険

660 0
介護保険 社会保険合計

32,021

所得税

3,910
住民税

7,500
税額合計

11,410
総控除額

43,431

基本給支 

給 200,000
家族手当 時間外手当

7,500
通勤手当

12,500
資格手当 総支給額

220,000

出勤日数勤 

怠 20日
欠勤日数

0日
有給休暇

2日
代休日数

0日
特別休暇

0日
時間外労働

5時間

総支給額集 

計 220,000
総控除額

43,431
差引支給額

176,569

給与支給明細書

1

2

3

20

働く上で守るべきルール

※出典： 厚生労働省「これってあり？ まんが 知って役立つ労働法Q&A」



退職とは、労働者からの申し出によって労働契約を終了することです。
定年退職とは、就業規則などで定められた一定の年齢に達したことを

理由とする退職のことです。

21

期間の定めのない労働者は、
原則2週間前までに退職を
申し出れば、いつでも
辞めることは可能です。
ただし、就業規則で定められた
規定に合理性があれば、
それに従った手続きを
取ることになります。

退職・定年7

A

退職したいのですが、
いつ会社に報告すべき
でしょうか。

Q



ワンポイント

22

このような事例に関するご相談・お問い合わせは

退職の種類

退職の手続

定　年

自己都合退職 「退職願」など労働者からの意思表示によるもの

合意退職 労働者と会社との合意によるもの

契約期間満了退職 期間を定めた契約社員やパートタイム労働者など、契約期間が終了
することによるもの

定年退職 一定の年齢に達したことによるもの

会社から受け取るもの
● 雇用保険の離職票　● 年金手帳　● 源泉徴収票
● 雇用保険の被保険者証　● 退職時の証明書　など

会社へ返すもの ● 健康保険者証　● 身分証明証　● 社章　● 名刺　など

基本的には、2週間前までに退職を申し出ればいつでも辞めることは可能です
が、会社の就業規則で退職手続きが定められていますので確認をしてください。

また、退職の時は会社から様々な書類等を受け取り、返さなくてはなりません。

労働者の定年制を定める場合、定年年齢は６０歳を下回ってはなりません。
６５歳までの安定した雇用の確保を図るため、以下のいずれかの措置（高齢者

雇用確保措置）を制度として講じるようになっています。

1 65歳までの定年の引上げ

2 65歳までの継続雇用制度の導入（原則として希望者全員が対象）

3 定年制の廃止

P38 ①

契約期間に定めのあるアルバイトや契約社員などは、やむ
を得ない事由がある場合を除き、契約期間の満了前に退職す
ることはできません。



解雇とは、労働者の意思に関わりなく、会社が労働契約を一方的に終
わらせて労働者を辞めさせることです。

23

客観的に合理的な理由が
なかったり、解雇制限に
該当している場合には、
解雇は無効とされています。

解　雇8

A

突然、
「成績が悪いので、
本日で解雇する」と
言われました。
納得できません。

Q



会社は、労働者が仕事中のケガや病気の療養のために
休業する期間、または、産前産後の女性が休業する期間、
およびその後30日間は、解雇してはなりません。

解雇する明確な理由がない解雇、社会的に見て行き過
ぎた解雇は、解雇権の濫用として無効となります。

解雇を行う際には、会社は少なくとも３０日前に解雇の予告を
する必要があります。予告を行わない場合には、解雇予告手当
として３０日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

※期間を定めた労働契約であるが、常態として何度も更新されていたり、更新の期待
を与えていたにもかかわらず、会社の一方的な雇止めがあった場合は解雇に該当す
ることがあります。

ワンポイント

30日間

解雇制限期間

●仕事中のケガや病気の療養のための休業
●産前産後休業

24

このような事例に関するご相談・お問い合わせは

解雇制限期間

解雇権の濫用

解雇予告

解雇の種類

解雇なのに「自己都合による退職願」を提出してしまうと、
雇用保険の受給で不利益を受けることがありますので、会社
から勧められても安易に応じないなど、十分注意しましょう。

普通解雇 業績が著しく悪く指導を行っても改善の余地がない場合や、健康上の
理由から長期間勤務ができていない場合

懲戒解雇 労働者の不正や非行が著しい場合

整理解雇 労働者側の理由ではなく、会社側の経営上の理由による場合
（いわゆる「リストラ」）

P38 ①



労災保険とは、労働者の業務が原因のケガ、病気、死亡（業務災害）、
また通勤の途中の事故（通勤災害）などの場合に、国が会社に代わって
給付を行う制度です。

25

仕事中のケガですので、
労災保険が適用されます。
労災保険の給付により、
各種補償が受けられるので、
自己負担の必要は
ありません。

労災保険9

A

仕事中にケガをして
しまいましたが、
治療費は自己負担
しなければならない
のでしょうか。

Q



正社員だけでなく、契約社員、派遣社員、パートタイム労働者、アルバイトを
含め、すべての労働者が対象となります。

● 業務災害
　　仕事中にケガや病気になった場合は、業務災害となり、労災保険から給付が行わ

れます。認められるためには、次の2つの要件があります。

ワンポイント

26

このような事例に関するご相談・お問い合わせは

主な補償・給付の内容

給付の対象

　病院で受診する時は、労災であることを伝えましょう。

療養補償給付 労働者が仕事中のケガや病気のために療養を必要とするとき

休業補償給付 労働者が仕事中のケガや病気のために休業したとき

障害補償給付 労働者が仕事中のケガや病気により身体に一定の障害が残ったとき

遺族補償給付 労働者が仕事中において死亡したとき（遺族に支給）

葬祭料 労働者が仕事中において死亡したとき（葬祭を行った者に支給）

傷病補償年金 労働者の仕事中のケガや病気が、療養開始後1年6ヵ月を経過しても
治らないで、傷病等級に該当するとき

● 通勤災害
　　「合理的な経路および方
　法」つまり、通常、通るであろ

う経路を通って通勤した場合
に負ったケガや病気に対して
給付されます。徒歩やバスな
ど交通手段は問いません。

業務遂行性 会社の支配･管理下にある状態で発生した、ケガや病気であること

業務起因性 仕事と、ケガや病気との間に一定の因果関係があること

P38 ②



保険制度は、失業などで働けなくなったときや、ケガ・病気などの様々
な場面で給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的と
した制度です。

27

雇用保険や社会保険の
加入は会社の義務です。
条件を満たす場合は、
正社員でなくとも
加入することが出来ます。

雇用保険・社会保険10

A

就職する会社には、
雇用保険や社会保険が
無いと言われました。
本当に加入できない
のでしょうか。

Q



労働者が失業したときに、失業中の生活を心配することなく、新しい仕事を探
すことができるように給付を行う制度です。

労働者や扶養しているその家族が仕事外でケガ・病気や死亡、又は出産をした
場合に必要な医療給付や手当金を支給する制度です。

労働者が老齢になったり、障害者になったり、死亡した場合に年金や一時金を
支給する制度です。

ワンポイント

28

このような事例に関するご相談・お問い合わせは

雇用保険

社会保険（健康保険）

社会保険（厚生年金保険）

パートタイム労働者やアルバイトなどの短時間労働者の場
合でも、要件を満たす人は、雇用保険や社会保険の被保険者
となります。　※詳しくはP34でご確認ください。

適用事業所 労働者を１人でも雇用する事業所

保険料 賃金に応じて労働者と会社が定められた率で負担

主な給付 求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、
雇用継続給付（育児・介護休業給付等）

適用事業所 労働者を1人でも雇用する法人事業所
労働者を常時５人以上雇用する個人事業所

保険料 賃金に応じて定められた額を、労働者と会社が折半で負担

主な給付 療養の給付、傷病手当金、出産の給付、高額療養費　等

適用事業所 労働者を1人でも雇用する法人事業所
労働者を常時５人以上雇用する個人事業所

保険料 賃金に応じて定められた額を、労働者と会社が折半で負担

主な給付 老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金　等

P39 ③④



働く男性・女性ともに仕事と家庭を両立するために、労働基準法や男女
雇用機会均等法で様々なことが決められています。

29

妊娠や出産、産前・産後の
休業、育児休業等を理由
とする不利益な取扱い
いわゆる
「マタニティハラスメント」は
禁止されています。

両立支援・均等取扱い

妊婦健診に行くため
休みを申請したら、
上司に「退職した方が
いいのでは？」と
言われました。

11

A

Q



仕事と家庭（妊娠・出産、育児、介護など）との両立を会社が
支援することで、労働者が働き続けやすい職場環境を整えるた
め様々な制度が整備されています。

「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」という言葉をご存知
ですか？ 働くすべての方々が、「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休
養、地域活動といった「仕事以外の生活」との調和をとり、その両方を
充実させる働き方・生き方のことです。

皆さんも自らの仕事と生活の調和の在り方を考えてみませんか。

30

両立支援

妊娠・出産

育　児

介　護

● 出産前6週間（双子以上の場合は14週間）は休業できます
● 会社は、出産後８週間は就業させてはなりません
　※産後６週間を経過し、本人が希望し、医師が認めた場合は就業できます

● 会社は妊産婦検診の時間の確保や医師から受けた作業の制限など
の指導を労働者が守ることができるよう、措置を講じなければなり
ません

● 会社は、妊娠中の女性から請求があった場合、軽易な業務に転換さ
せなければなりません

● 会社は、妊産婦から請求があった場合、時間外労働・休日労働・深夜
労働をさせてはなりません

● 原則として子どもが１歳（一定の条件を満たした場合は2歳）にな
るまで休業できます → 男女ともに可能

● 両親がともに育児休業を取得する場合、１歳２ヵ月に達するまで、
各々が上限で１年間育児休業を取得できます

● 子どもが１歳になるまで、女性労働者は１日２回、各々少なくとも30
分、育児時間を取得できます

● 対象家族1人につき、最長で通算93日間休業できます
　※常時介護を必要とする状態ごとに１回取得できます

ワーク・ライフ・バランスってなに？



労働者が性別によって差別される
ことなく、母性を尊重されつつ充実
した職業生活を営むことができるよ
うに、男女雇用機会均等法により、募
集・採用等、雇用における性別を理由
とする差別が禁止されているほか 、
母性健康管理の措置等会社に対する
義務が規定されています。

ワンポイント

31

このような事例に関するご相談・お問い合わせは

会社の規模・業種・性別に関係なく育児休業は請求できま
す。出産育児一時金や出産手当金などの経済的支援を受ける
ことも出来ます。

均等取扱い

性差別の禁止 労働者の募集・採用および採用後の労働契約の更新において、
性別を理由として差別的な取扱いをしてはならない

間接差別の禁止

仕事と関係がないのに身長、体重、体力などを募集や採用の要件
にするなど、表向きは性別に関係のない中立的な取扱いであって
も、結果として男女間に不均衡を生じさせる差別をしてはならな
い

妊娠・出産などを
理由とする不利
益取扱いの禁止

妊娠・出産、産前産後の休業や育児休業の申し出・取得などを理
由とする以下のような不利益な取扱いをしてはならない
● 退職強要 ・ 解雇 ・ 降格 ・ 契約の更新拒否（雇止め） など

母性健康管理 妊産婦が健康診査や保健指導を受診できるように必要な時間を
確保しなけらばならない

ポジティブ・
アクション

● 営業職に女性はほとんどいない
● 管理職は男性が大半を占めている
等の差が男女労働者の間に生じている場合、それを解消しよう
とするために、会社が行う自主的かつ積極的な取組

P40 ⑤



●	セクハラ（セクシュアルハラスメント）
　労働者の意に反する性的な言動を行い、その対応によって不利益を与えたり、
職場環境を不快にさせたりすること。

●	パワハラ（パワーハラスメント）
　職務上の地位や人間関係などの職場内の優位な立場を利用して、精神的・身
体的な苦痛を与えること。

●	マタハラ（マタニティハラスメント）
　妊娠・出産・育児などを理由として、解雇などの不利益な取扱いを行ったり、精神
的・身体的な苦痛を与えること。

●	モラハラ（モラルハラスメント）
　倫理的に問題のある言動により、人間の尊厳を傷つけること。

●	オワハラ（就活終われハラスメント）
　会社が自社に内定した学生に対して、就職活動を終わらせることを強要すること。

◯ 解決のためには
●	会社に相談を

　はっきりと拒絶の意思を相手に示すことも大切ですが、自分だけで解決しようとす
るのではなく、速やかに会社の相談窓口担当者や信頼できる上司に相談し、会社
としての対応を求めるようにしましょう。労働組合がある場合は、労働組合に相談す
る方法もあります。

●	会社が対応してくれない時は
　会社で対応してもらえない場合や社外で相談したいときは、行政機関の相談窓
口に相談しましょう。専門の相談員が問題解決の手伝いをしてくれます。

◯ 職場におけるハラスメント防止対策が強化されました
●		令和4年4月1日より中小企業事業主にもパワーハラスメント防止措置が義務
化されます。（大企業は令和2年6月1日より適用）

●	セクシュアルハラスメント・マタニティハラスメント防止対策も強化されました。

事例等詳細は　厚生労働省ＨＰに掲載されてます

近年、いろいろな場面において「◯◯ハラスメント」と言われることが増
えてきました。

ハラスメントとは広い定義で言うと「様々な場面においての嫌がらせや
いじめ」の事です。代表的なものをいくつか紹介します。

相手がされて嫌がる内容ではないか、慎重に考えて行動しましょう。

check!

32

いろいろなハラスメント



パートタイム労働とは、１週間の所定労働時間が、同じ事業所の通常
の労働者（正社員）より短い労働をいいます。

アルバイト・嘱託職員・臨時職員などの労働者も通常の労働者より短い
労働時間で働く場合は、パートタイム労働法でいうパートタイマーになり
ます。

33

パートタイムと正社員
では、待遇に大きな
違いがあるのですか。

給与や仕事量で違いはある
かもしれませんが、
パートタイム労働者でも、
職務の内容や人材活用の
仕組みなどが正社員と
同じ場合は、差別的な
取扱いは禁止されます。

パートタイム労働12

A

Q



パートタイム労働者に対する仕事上の役割が増えていることを背景に、パート
タイム労働者の公正な待遇を確保し、雇用環境を整備するためにつくられた法
律です。会社には、主に以下のようなことが義務付けられています。

ワンポイント
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このような事例に関するご相談・お問い合わせは

パートタイム労働法

パートタイム労働者の各種保険

パートタイム労働者も要件を満たしていれば、年次有給休
暇や育児・介護休業も取得できます。

労働条件の明示 正社員同様に文書等で交付・説明すること

差別的取扱いの禁止 職務内容、また人事異動等の有無や範囲が同一な場合は、正
社員と同様に扱うこと

教育訓練の実施 職務遂行のために必要な教育訓練を行うこと

福利厚生施設の利用 休憩室等の施設を利用できるようにすること

通常の労働者への
転換の推進

正社員の募集を行う場合に、募集内容等をパートタイム労働
者に周知すること

保険の種類 適用対象

労災保険 ● すべての労働者

雇用保険
● 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
● 31日以上の雇用見込があること

社会保険

［原則］
● 1日または1週間の労働時間が、その事業所で同種の業務を行う労

働者の所定労働時間のおおむね4分の3以上であること
● 1ヵ月の労働時間が、その事業所で同種の業務を行う労働者の所定

労働時間のおおむね4分の3以上であること
　平成28年10月より、以下の5つの要件を満たす場合はパートタイム
労働者であっても、社会保険の被保険者となります。
　● 1週の所定労働時間が20時間以上であること
　● 1年以上の雇用見込があること
　● 月額賃金が8万8,000円以上であること（年収106万円以上）
　● 学生でないこと
　● 従業員が501人以上の会社に勤めている人
　平成29年4月より、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意
がなされれば、社会保険に加入することができるようになりました。

P40 ⑤



◯ 正社員
　労働契約の期間の定めがなく、所定労働時間がフルタイムであり、直接雇用され
る労働者のことです。

【多様な正社員とは】
　いわゆる正社員（従来の正社員）と比べ、配置転換や転勤、仕事内容や勤務時間
などの範囲が限定されている正社員のことです。

◯ 契約社員
　働く期間、給料などの条件が契約によって定められている労働者のことです。決め
られた期間が終わったら労働契約は終了です。そのまま契約満了になるケースもあれ
ば、再度契約を結んだり、評価によっては正社員への道が開けたりすることもあります。

◯ 派遣社員
　雇用契約をした派遣会社（派遣元）から、別の事業所（派遣先）に派遣され、派遣
先の指揮命令のもとで働く労働者のことです。

【労働者派遣の仕組み】
　労働者派遣と直接雇用では、雇用関係・指揮命令系統が異なります。

労働者の大半が正社員で終身雇用だった時代とは異なり、今や一つの会
社内で正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど雇用形態が多様
化している会社も珍しくありません。自分自身がどのような形態で働きたい
のか（働いているのか）を知っておくことは、働く者としての権利を守る上
でとても大切です。

check!

直接雇用の場合派遣の場合

指
揮
命
令
関
係

指
揮
命
令
関
係

雇
用
関
係

雇
用
関
係

派遣契約
雇用主派遣元 派遣先

労働者労働者

派遣元・派遣先・労働者の
三者関係

雇用される会社（派遣元）と働く
場所である会社（派遣先）が異な
り、派遣先の指揮命令を受けて
働くことが特徴です。
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多様な働き方



◯ 無期転換ルールとは
　平成25年4月1日以降に契約した有期労働契約が反復更新されて通算５年を超え
たときに、労働者の申込みにより、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。

◯ 対象となる方
　雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が５年を
超えるすべての方が対象です。契約期間に定めのある場合は、「契約社員・パート・ア
ルバイト」などの名称は問わず、すべて「無期転換ルール」の対象となります。

◯ 無期転換の申込みは書面で
　無期転換申込権の発生後、働く方が会社に対して無期転換する旨を申し出た場
合、無期労働契約が成立します（会社は断ることができません）。この申込みは口頭
でも法律上は有効ですが、後々のトラブルを防ぐため、書面で行うことをお勧めします。

契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなどの有期労働契約で働く人は、
全国で1,200万人と推計されています。

有期労働契約による雇止めへの不安の解消や期間の定めがあることによ
り不合理な労働条件が定められないよう「労働契約法」が改正されました。

この改正は、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現する
ためのものです。

check!

1年
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1年

更
新

1年

5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

平成
25年
4月

平成
26年
4月

平成
27年
4月

平成
28年
4月

平成
29年
4月

平成
30年
4月

平成
31年
4月

無期転換
申込権発生

【例： 平成25年4月から、1年間の有期労働契約を更新し続けている場合】

※無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定めが無
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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安心して働くための「無期転換ルール」
〜 平成30年4月から転換申込みが本格化 〜



学生の皆さんへ、あなたの周りでこのような話を聞いたことはありませんか？

近年、「ブラックバイト」という言葉を耳にすることがあると思います。

ブラックバイトについては諸説ありますが、学生が学生らしい生活を送れなくしてしま
うアルバイトのことです。

正社員並みに働かせられることによって学業に支障をきたしてしまったり、シフトを
一方的に決められることによって授業や課外活動に参加できなくなってしまったりする
ケースが増えてきています。

アルバイトであっても雇用主と労働契約を結んで働いているのですから、決まった
日の決まった時間に勤務先に行き、決められた業務をきちんとこなす責任があります。

しかしながら一方で、「アルバイトだから残業代が出ない」、「突然辞めさせられても
仕方がない」ということはありません。

アルバイトにも仕事をする側、つまり労働者としての権利はあります。

おかしいと思ったら、労働基準監督署の総合労働相談コーナー等で相談すること
ができます。また、最近では、相談窓口を設けている大学等もあります。

いざという時には一人で問題を抱え込まず、こうした機関を利用して問題の解決に
当たりましょう。

● バイト先でお皿を割ったら弁償させられた！
● ノルマ達成のため自腹で商品を買わされた！
● 残業代を払ってもらえない！

check!
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これってブラックバイト？

※出典： 厚生労働省「アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント」

アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイント
● アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう
● バイト代は、毎月、決められた日に、全額支払いが原則です
● アルバイトでも、残業手当があります
● アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます
● アルバイトでも、仕事中のケガは労災保険が使えます
● アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません
● 困ったときは、労働基準監督署の総合労働相談コーナー等で相談を



① 労働問題全般に関する相談窓口

② 労災保険に関する相談窓口

※市では、若者ワークプラザ北九州において、巡回労働相談を実施しています。
　相談日等は若者ワークプラザ北九州（TEL. 531-4510）にお問合せください。
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労働に関する行政機関等の相談窓口

名　称 運　営 住　所 電話番号

北九州東労働基準監督署
（総合労働相談コーナー） 厚生労働省 小倉北区大手町

13-26 561-0881

北九州東労働基準監督署門司支署
（総合労働相談コーナー） 厚生労働省 門司区北川町

1-18 381-5361

北九州西労働基準監督署
（総合労働相談コーナー） 厚生労働省 八幡西区岸の浦

1-5-10 622-6550

労働条件相談ほっとライン
（月〜金： 17〜22時）
（土 ・ 日： 10〜17時）

厚生労働省 【電話相談のみ】 0120-
811-610

福岡県北九州労働者支援事務所 福岡県 小倉北区浅野3-8-1
AIMビル 4階 967-3945

名　称 運　営 住　所 電話番号

北九州東労働基準監督署 厚生労働省 小倉北区大手町13-26 561-0881

北九州東労働基準監督署門司支署 厚生労働省 門司区北川町1-18 381-5361

北九州西労働基準監督署 厚生労働省 八幡西区岸の浦1-5-10 622-6550

令和4年3月1日現在



③ 雇用保険に関する相談窓口

④ 社会保険（健康保険・厚生年金保険）に関する相談窓口
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名　称 運　営 住　所 電話番号

ハローワーク小倉 厚生労働省 小倉北区萩崎町1-11 941-8609

ハローワーク小倉
門司出張所 厚生労働省 門司区北川町1-18 381-8609

ハローワーク八幡

622-5566
◯ 黒崎駅前庁舎
 （給付に関すること） 厚生労働省 八幡西区黒崎3-15-3

コムシティ6階

◯ 本庁舎
 （適用関係手続きに関すること） 厚生労働省 八幡西区岸の浦1-5-10

八幡労働総合庁舎

ハローワーク八幡
若松出張所 厚生労働省 若松区本町1-14-12 771-5055

ハローワーク八幡
戸畑分庁舎 厚生労働省 戸畑区汐井町1-6

ウェルとばた 8階 871-1331

名　称 運　営 住　所 電話番号

小倉北年金事務所 日本年金機構 小倉北区大手町13-3 583-8340

小倉南年金事務所 日本年金機構 小倉南区下曽根1-8-6 471-8873

八幡年金事務所 日本年金機構 八幡西区岸の浦1-5-5 631-7962



⑥ 就職活動全般に関する相談窓口

⑤ 両立支援（育児・介護休業等）、均等取扱い、
　 パートタイム労働法に関する相談窓口
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名　称 運　営 住　所 電話番号

ハローワーク小倉 厚生労働省 小倉北区萩崎町
1-11 941-8609

ハローワーク小倉
門司出張所 厚生労働省 門司区北川町

1-18 381-8609

ハローワーク八幡
黒崎駅前庁舎 厚生労働省 八幡西区黒崎3-15-3

コムシティ6階 622-5566

ハローワーク八幡
若松出張所 厚生労働省 若松区本町

1-14-12 771-5055

ハローワーク八幡
戸畑分庁舎 厚生労働省 戸畑区汐井町1-6

ウェルとばた8階 871-1331

名　称 運　営 住　所 電話番号

福岡労働局
雇用環境・均等部指導課 厚生労働省

福岡市博多区博多駅東
2-11-1
福岡合同庁舎新館4階

（092）
411-4894



⑦ 若者の就職活動に関する相談窓口

⑧ 中高年者の就職活動に関する相談窓口
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名　称 運　営 住　所 電話番号

若者ワークプラザ北九州
（北九州若者ジョブステーション） 北九州市 小倉北区浅野3-8-1

AIMビル2階 531-4510

若者ワークプラザ北九州・黒崎 北九州市 八幡西区黒崎3-15-3
コムシティ2階 631-0020

小倉新卒応援ハローワーク
（北九州若者ジョブステーション） 厚生労働省 小倉北区浅野3-8-1

AIMビル2階 512-0304

八幡新卒応援ハローワーク
（ハローワーク八幡本庁舎内） 厚生労働省 八幡西区岸の浦1-5-10 622-6690

北九州若者サポートステーション 厚生労働省
福岡県

小倉北区浅野3-8-1
AIMビル2階 512-1871

福岡県若者しごとサポートセンター
北九州ブランチ 福岡県

小倉北区浅野3-8-1
AIMビル2階
若者ワークプラザ北九州内

531-4510

名　称 運　営 住　所 電話番号

北九州市高年齢者
就業支援センター 北九州市

戸畑区汐井町1-6
ウェルとばた8階

882-5400

はつ・らつ・コミュニティ
北九州

（公社）福岡県高齢者
能力活用センター 881-6699

北九州市シルバー人材
センター 【入会受付のみ】

（公社）北九州市
シルバー人材センター 882-5400

北九州市キャリア
カウンセリングコーナー 北九州市 882-6260

シニア・ハローワーク戸畑 厚生労働省 871-1338
北九州市
シルバー人材センター

（公社）北九州市
シルバー人材センター

小倉北区片野新町
1-1-6 922-4801

福岡県70歳現役応援
センター 北九州オフィス 福岡県 小倉北区船場町2-10

近藤会館4階 513-8188



⑨ 女性の就職活動に関する相談窓口

⑩ その他就職に関する相談窓口
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名　称 運　営 住　所 電話番号

■ 障害のある方
北九州
障害者しごとサポートセンター

厚生労働省
福岡県

北九州市

戸畑区汐井町1-6
ウェルとばた2階 871-0030

■ ひとり親家庭等の方
北九州市立
母子・父子福祉センター

福岡県
北九州市

戸畑区汐井町1-6
ウェルとばた4階 871-3224

■ 福祉関係で働きたい方
北九州市福祉人材バンク

（福）北九州市
社会福祉協議会

戸畑区汐井町1-6
ウェルとばた8階

（北九州市社会福祉協議会内）
881-0901

名　称 運　営 住　所 電話番号

ウーマンワークカフェ北九州

総合受付 北九州市

小倉北区浅野3-8-1
AIMビル2階

551-0092

マザーズハローワーク
北九州 厚生労働省 522-8609

子育て女性就職支援
センター（北九州） 福岡県 533-6637

保育士・保育所
支援センター 北九州市 551-0095

母子自立支援プログラム
策定事業 北九州市 551-0094

ハローワーク八幡
マザーズコーナー 厚生労働省 八幡西区岸の浦

1-5-10 622-5566
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名　称 運　営 住　所 電話番号

九州職業能力開発大学校
（九州ポリテクカレッジ）

（独）高齢・障害・
求職者雇用
支援機構

小倉南区大字志井
1665-1 963-0125

福岡職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター福岡）

（独）高齢・障害・
求職者雇用
支援機構

八幡西区穴生3-5-1 641-4906

福岡県立小倉高等技術専門校 福岡県 小倉南区横代東町
1-4-1 961-4002

福岡県立戸畑高等技術専門校 福岡県 戸畑区東大谷
2-1-1 882-4306

福岡障害者職業能力開発校 福岡県 若松区大字蜑住
1728-1 741-5431

北九州地域職業訓練センター
（マイテク・センター北九州）

（職）北九州地区
職業訓練協会

八幡東区大蔵
2-13-7 651-3775

職業訓練施設
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