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この権利手帳は、高校 大学生 青年、そして、すべてのlllく みなさんに

贈りますc

だれもが「社会の役に立ちたい」と願つているはずです。東日本大震

災では、多くの若者が「私にも何かできないかJと行動しました。

今の日本は「毎日残業でクタクタJ「メチャメチャ給料が安い」「正規採

用でないから不安Jなど、将来に希望が持ちにくく、「lelく ことがつらいJ

労働未生rヒフブル!壬___=

というのが現実ではないでしょうか。

でも、決してあなたは一人ではあり

ません。101く 権利を守つてがんばつて

いる仲間が全国にいます。不当なこと

とたたかつているユニオン 労lll組合

がありますcあなたが困つたときには、

気軽に相談にのつてくれる専門家も

います。

この権利手帳は、働く私たちがど

んな権利を持つているのかを紹介し

ています。正社員りに正社員を問わ

ず、採用 賃金 労働時間 体日労働保

険 労働災害からセクハラパワハラま

で、きっと役に立つはずです。手もと

に置いて活用しましょう。

私たちは、イキイキとlElくあなたを

応援します。

採用面接時に労働条件を
よく確認しな■lっ たことで、
思わぬトラブルになることが
あります。求人広告をうの
みにせず、労働条件をしっ
かりと尋ね、採用時に「労
働条件通矢□書Jの交付を求
めましょう。

労働条件の内容は、あなたが合意して初めて成立します。労働基準法

はトラブル防止のために、採用時に□頭ではなく文書で下表の事項を明

示することを義務付けています。また、事業主はパートを含め10人以上

の労働者を雇つている場合、有給休暇、労働時間、休日、休憩時間など
の労働条件を規定した就業規貝Jを事業所ごとに作成し、労lEl基準監督署
長に届け、労働者が自由に開覧できる状態にしておくことが義務付けら
れています。

■ 嘉 贔襦 』:Lふ』:藷 ■ 1菫k~~~|
|■ 始業 終業時亥J、 休日 休憩 休暇、超過勤務の有無       |
|■ 賃金の決定 計算 支払い方法、賃金の締切 支払日、害J増資金率 |

| ■解雇事由 および手続きなど退職に関する事項          |
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③聰鍼
あなたの給料はいくらで

すか? 契約どおり払われ
ていない。矢□らない間に力
ットされている…なんてこと
はありませんか。給料明細
をチェックしましょう。

れη3よ『認 |]臭貸昌2し[童磐事 |
るために十分なものでなくてはなりません。
「これ以下の時間額で働かせてはいけな

い」という法律 (最低賃金法)があり、そ

れを下回ると契約は無効とされ経営者は罰

せられます。もちろん、パートやアルバイト

にも適用されます。

必ず給料明細をもらい、源泉徴収票をい

っしょに保管しておきましょう。

翻寵ヨ罰熙輌■
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準法第3条～6条 24条

労働時間は1日 8日寺間 週
40時間、休日は週 1回以上
が原則です。これはすべて
の労 lll者 に適用され、そ
れ以上働けば時間タト労働と
して害l増賃金の支払いを求
めましょう。

8時間眠り、8時間働き、8日寺間は自分の日寺間にするのが人間の1日 の
生活リズムです。労働B寺 間の中には仕事前のミーティングや準備作業時
間、作業前後の清掃時間も含まれます。就業実態をあらわすタイムカー

ド、出勤簿などをメモで記録しておきましょう。
通貨払い

直接払い

全額払い

毎月払い

一定期日払い 休 6時間以上 45分
憩 8時間以上 60分

休 1週間  1回
日 4週間  4回

時間タト労働(31日 88寺間を超えた分    25%以 上

時間外労働● 1か月の残業時間が608寺 間超 50%以 上
(た だしや小企業|ま当分の問猶予あり)

深夜労働   午後 10日寺～翌午前 5時    25%以 上

休日労働   法定休日労働        35%以 上

時間タト+深夜 日寺間クト25%、 深夜25%   50%以 上

休日+深夜  体日35%、 深夜25%    60%以 上

覇確箋覆城
`越
・u● 労働基準法3234～ 37条
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年次有給休暇 (有 休)は
理由に関わりなく自由にと
ることができますcバートや
アルバイトなど非正規社員
でも一定の条件を満たせば

取得することができます。

有体をとっても賃金をカットされたり、解雇されることもありません。その年度

に有休がとりきれなかった分は翌年に限つて繰り越すことができます。

あなたは解雇されても仕
方ないと思つていませんか。
そんなことは決つしてありま
せんc上 司や店長 (使 用
者)がいきなリクビを切る
こと 解 雇)は違法です。

使用者の都合による解雇の場合は、30日 前に解雇予告をおこなうか、
解雇予告手当 (平均賃金の30日 分以上)の支払いが必要です。会社が
経営難で整理解雇する場合も、以下の4要件すべてを満たさなければそ
の解雇は無効です。病体や産体中の解雇はできませんc
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¨ 労100基準法第39条 136条
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高度の経営危機

解雇□避のための相当の努力

人選基準が合理的

解雇の必要性等について労働者や
労働組合に説明する努力

業務上の疾病による休業時間
およびその後30日 間

産前産後体暇およびその後30ヨ 問

退職の勧奨にあたつて、対象を
男女のいずれかのみとすること

●有給ケ J「 量は希寧する月に取In 理由を言う必要 |まおりません

労働組合の結成や加入、組合員であることを理由とする解雇は労働組合法で禁止されています
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今、アルバイトだけで暮ら

す青年も増えています。「若

者の2人に1人は非正規」の

時代といわれていますが、ア
ルバイトもパートも立派な労

lel者 です。自分の賃金 権

利を見直してみましょう。

パート アルバイト、派遣社員、請負労働者なども

労lEl者としての基本的権利が保障されています。

● 労lEl条件の文書提示、待遇について説明責任が義務化されていきす。

■ 一定の条件 (労働日数 労lEl時間)があれば厚生年金 健康保険
雇用保険にI」B入できます。

■ 一定の条件で育児 介護休暇がとれます。

地域のハローワークや労働基準監督署へ行つてみましょう。仕事の相

談もできるし、労働条件や仕事の内容でわからないことも窓□の職員が

確認してくれます。採用後に条件が違つた場合も相談できます。

派遣労lEl者 も労lEl者 とし

ての権利が保障されていま

す。賃金 労働条件 社会

保険 安全衛生などは派遣
元に責任があり、派遣元は
これを守り、そして派遣労

働者を守る義務があります。

契約を一方的に変更 中途解除することは違法です。派遣期P00がまだ

残つているのに、一方的に打ち切られた場合にはすぐに相談しましょう。

また、紹介予定派遣は、期間が6カ月以下と法律で定められています。

直接雇用に至らない場合は、派遣先がきちつと理由を明示する必要があ

ります。

厚生労働大臣の許可、届け出がない事業所による派遣

派遣法で決められた上限を超える、長期にわたる派遣

対象業務以外への派遣
2重3重の派遣

翻昭ヨ3熙輌コ
異里蒲

児 介護体業法第5条 6条 ¨ 労lEll者 派遣法、労働契約法23461617条
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労働基準法や男女雇用

機会均等法などで男女差

別は禁止されています。同
一労働、同一賃金が原則
です。

男女雇用機会均等法では、募集 採用、配置 昇進、教育訓練、福利

厚生、定年などにおける男女差月」を禁止しています。結婚や子どもをもつ

ことを理由とした差男Jも許されません。

■ |■ ‐■ |■ ■ ■

~~~~~|

| |1産前6週間 (多胎14週 間)、 産後8週間の出産体暇が可能       |
||1生理日の就業が著しく困難な女性は、生理体811が可能        |
|■ 男女ともに育児休業、介護休業の取得が可能           |
| (休業前賃金の50%の育児休業給付金が雇用保険から支給されます)  |
| ||パートタイム労働者も一定の条件を満たせば育児 介護休暇を取得することが可育ヒ   |

¨ 笙斃盪範轟誘薬、朝燿燎源56H

同僚や上司のちょつとし

た態度や行動がセクハラや
パワハラ (い じめ)につな
がることがあります。実際に

起きた時、事業主は迅速に

対応しなければなりません。

07年 4月からの改正男女雇用機会均等法では、セクハラについて「事

業主は雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と義務付けまし

た。企業はあらかじめ、相談や苦情を受ける窓□を明確にし、対応しな

ければなりません。いじめやセクハラ パワハラのある職場を放置、容認

している場合は、企業も責任をPolわ れます。

もしセクハラやパワハラにあったら、「いつ」「どこで」「誰に」「どのよ

うなことをされた (言われた)Jかを、メモや録音などに残しておくことが

重要です。

会社で対応してもらえない場合は、ひとりで悩まずに労働組合や雇用

均等室 (セクハラ)労働局企画室 (パワハラ)に相談しましょう。

印
退
場
ム

翻ぞヨ圏眠輌田 男女雇用機会均等法第11条



働く人鰊保はつて何晰 これつて圃丁甘/ つ

事業主は労lllJ者 を雇い入
れる場合、原則として社会
保険 (健 康保険、厚 生年
金)や 労 lll保 険 (雇 用 保
険、労災保険)へのカロ入を
義務付けられています。い
ざという時のためにカロ入しま
しょう。

仕事中や通勤途中に事
故にあったリケガをした場
合には、事業主に労災保
険の手続きを申請しましょ

う。もし事業主が未カロ入

保険料未納であつても請求
できます。

労災保険は、事業主が保険料を全額負担する強市Jカロ入保険です。パ

ート アルバイトも含め労働者を1人でも使用する事業主は、労災保険に

カロ入しなければなりません。業務上や勤務途中の負傷 疾病で仕事を休

む場合、労災保険から医療費や体業補償が支払われます。

労災保険には、療養 休業 障害 遺族 介護 葬祭料等の保険給

付があり、支給決定は事業所を管轄する労働基準監督署で行います。労

働者には労災保険を請求する権利があり、労働者 遺族から要請があれ

ば事業主は保険請求事務に協力する義務があります。

うつ病などメンタルを理由に仕事が出来ない場合も、業務が原因なら

対象になります。

ひとりで悩まずに労働組合に相談しましょうc

務確轟 ,a・ EE労災保険法7～ 9条

事業主は常時5人以上の労働者を雇つていれば、社会保険への力0入が義務

付られ、それ以下でも任意力□入で誌 す。社会保険にはパ■ やアルバイヽ でも
一般労働者の4分の3以上の労働時間または労働日数があれば加入で誌 す。

労働保険には1人でも雇つていればカロ入が義務付けられていますcパートで

も1週の所定労働時間が20日寺間以上、31日以上の雇用見込みがあれば雇用

保険にカロ入できます。雇用保険にカロ入していれば、失業した場合、カロ入期間
に応じて失業手当が受けられます。解雇など退職理由によってはカロ入期間が
6か月以上あれば失業手当の対象になります。

健康診断は事業主の負担で最低でも年1回は実施することになっています。
パートやアルバイトでも一定の要件があれば会社の負担で健康診断が受けら
れます。

鶉 ―ンiポ鷺ザi「.T7f‐憬鍼
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基本は憲法です。憲法第
13条 では国民の幸福追求権、

憲法25条 ではEII民 の生存権、
27条 では国民の lElく 権利、

28条で|ま労lel基本権を定めて

います。

憲法は、人間らしく生き、働くための労働条件をすべての労働者に保障

し、労lDl者 を劣悪な条件で働かせることを規制しています。こうした趣旨に

沿つて、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法などの労働者保護法

が定められたのです。

日本国憲法は①国民主権 ②4厘久平和 ③基本的人権の尊重 の3原則か

ら成り立っており、lElく ルールは基本的人権として保障されています。

■ ■ ■

~~~~~~~― ‐

|

1富法>法今>労働協約>託業規,1>労働契約>業務命令(たの方が効力が強しl)|

労lll協 約 労働条件等を労使で取り決め、記名 押印したもの

就業規則 使用者が労働条件等を定めた規則

労lEl契 約 使用者と個々の労働者との契約

労 llll組 合は働く者の権

利を守るために、会社と対

等の立場で団体交渉をす

ることができます。労lll組

合の結成 加入は憲法や

労働組合法で保障されて

います。

憲法では、lllく 人の権利を

守るために、また労働条件を

さらに良いものにしていくため

に、労働組合をつくつて団体

交渉やストライキを行う権利を

保障しています。1人で|よ 心細

くても、みんなで力を合わせ

れば働きがいのある職場を作

ることができます。そしてあな

たの地域にも、 1人でも入れる

□―カルユニオン (労働組合)

があります。

ユニオンに入つて

残業代を

支払わせた

牛丼チエーン店でlElく 青年、ヘアース

タイリストの青年、ロリータフアツション店

で働く青年、イロイロな青年がユニオン

に入り会社と交渉しています。本人だけ

ではなく、約1万人trバィト全員に法律ど

おり残業代を払わせた例もあります。

翻繋覇罰需罰団憲法第27条 28条、労働基準法第1条、労/91組合法第7条


