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「必ずチェック 最低賃金！ 使用者も、労働者も」 

北北海海道道最最低低賃賃金金 

北海道内の事業場で働くすべての労働者（臨時、パートタイ

マー、アルバイト等を含む。）及びその使用者に適用される北海

道最低賃金は次のとおりです。 

時間額 ８８８６６６１１１ 円
（効力発生年月日 令和元年１０月３日） 

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び

時間外等割増賃金は算入されません。

○特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・

デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・

修理業、船体ブロック製造業」）で働く者には北海道の特定（産業別）最低賃金

が適用されます。

・厚生労働省北海道労働局 労働基準部 賃金室 ℡ ０１１―７０９―２３１１（内線 ３５３３）

・札幌中央 労働基準監督署  ℡ 011-737-1191 

・札 幌 東 労働基準監督署 ℡ 011-894-2815 

・函 館 労働基準監督署  ℡ 0138-87-7605 

江差駐在事務所  ℡ 0139-52-1028 

・小 樽 労働基準監督署  ℡ 0134-33-7651 

倶 知 安 支 署  ℡ 0136-22-0206 

・岩 見 沢 労働基準監督署  ℡ 0126-22-4490 

・旭 川 労働基準監督署  ℡ 0166-35-5901 

・帯 広 労働基準監督署  ℡ 0155-22-8100 

・滝 川 労働基準監督署   ℡ 0125-24-7361 

・北 見 労働基準監督署  ℡ 0157-23-7406 

・室 蘭 労働基準監督署  ℡ 0143-23-6131 

・釧 路 労働基準監督署  ℡ 0154-42-9711 

・名 寄 労働基準監督署  ℡ 01654-2-3186 

・留 萌 労働基準監督署  ℡ 0164-42-0463 

・稚 内 労働基準監督署  ℡ 0162-23-3833 

・浦 河 労働基準監督署  ℡ 0146-22-2113 

・苫 小 牧 労働基準監督署 ℡ 0144-33-7396 
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施行： 2020年４月１日～ ※中小企業は、2021年４月１日～

「働き方｣ が変わります!!

年次有給休暇の確実な取得が必要です！

事業主の皆さまへ

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。

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。

正社員と非正規社員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、
正社員と非正規社員（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。

２０１９年４月１日から
働き方改革関連法が順次施行されます

施行：2019年４月１日～ ※中小企業は、2020年４月１日～

時間外労働の上限規制が導入されます！

施行： 2019年４月１日～

「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ
改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

⇒時間外労働ができる時間数を設定し、労働基準監督署に届け出ていただく際の様式と記載例を
厚生労働省ＨＰにアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

⇒時季指定の仕方など、具体的な付与の仕組みを整理した資料を厚生労働省ＨＰにアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

⇒改正法への対応に向けた手順など、取組の参考となる情報を厚生労働省HPにアップしました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
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　労働者に労働三権を保障し、労使間の紛争の解決方法な
どについて規定しています。

 労働に関する法律

 　法は、企業経営の立場（使用者側）と、働く立場（労働者側）の双方に一定のルー
ルを定めていますが、それぞれ、信義に従い、誠実に義務を果たすことを労働基準法
（第２条第２項）、労働契約法（第３条第４項）に明記しており、その趣旨に則り、企
業・労働者双方が互いの繁栄のため、最大限の努力をしなければなりません。

労働条件の基準等に関する法

労働者福祉や職場環境整備に関する法

集団的労働関係に関する法

　労働条件の最低基準を定め、その基準に達しない労
働条件を無効とするとともに、違反した使用者への罰
則などについて規定しています。

労働契約の民事上のルールに関する法

○労働基準法（労基法）
○最低賃金法（最賃法）
○賃金支払いの確保に関する法律（賃確法）
○労働安全衛生法（安衛法）
○家内労働法

　労働関係の権利義務を定める労働契約に関して、使
用者と労働者の間の民事的なルールを明らかにしてい
ます。

雇用の安定に関する法

○労働契約法

　労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生
活の充実並びに労働生産性の向上を促進し、労働者の
生活および雇用の安定を図るとともに、雇用状態の是
正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発・向上等
を図るための施策などを規定しています。

労働保険・社会保険に関する法

　労働者が病気をしたり失業した場合の生活を保障するた
めの諸制度について規定しています。

○労働者災害補償保険法（労災法）
○雇用保険法
○健康保険法
○厚生年金法
○介護保険法
○労働保険の保険料の徴収等に関する法律（労働保険徴収法）

　労働者福祉や男女がともに働きやすい職場環境の整
備について、国や使用者が行うべき事項について規定
しています。

○中小企業退職金共済法（中退金法）
○勤労者財産形成促進法（財形法）
○育児企業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律（育児・介護休業法）
○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）
○次世代育成支援対策推進法（次世代法）
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（女性活躍推進法）
○労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

（労働時間等設定改善法）

○労働組合法（労組法）
○労働関係調整法（労調法）
○個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
○労働審判法

○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律（労働施策総合推進法）

○職業安定法（職安法）
○職業能力開発促進法（能開法）
○地域雇用開発促進法
○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

（高年齢者雇用安定法）
○障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保

護等に関する法律（労働者派遣法）
○青少年の雇用の促進等に関する法律（青少年雇用促進法）
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労働条件等に関わる法制度 

（１）労働契約

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者が賃金を支払うことに、労働

者と使用者が合意することで成立し、双方が対等の立場で合意して契約・変更すべきもの

であり、就業の実態に応じ、均衡を考慮し、仕事と生活の調和にも配慮して締結しなければ

なりません。（労働契約法第 6条） 

●労働契約の期間

契約期間の定めのないものを除き、原則 3 年を超えることはできません。ただし、特定の

業務や、満 60歳以上の労働者を雇い入れる場合は、期間を 5年以内とすることができます。

（労基法第 14条） 

●労働条件の明示

労働契約の内容となる労働条件で、文書で必ず明示しなければならないものは次の

とおり。（労働基準法第 15条ほか同法施行規則の規定による） 

○労働契約の期間に関する事項

○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事項

○就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

○始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労

働者を交替で勤務させる場合における就業時転換に関する事項

○賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期に関する事項

○昇給に関する事項

○退職に関する事項（解雇の事由を含む）

※ほか退職手当・安全衛生・災害補償・休職などは制度を設ける場合には明示が必要。

●労働基準法等違反の契約および禁止事項

労働基準法及び就業規則で定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効となっ

た部分は同法及び就業規則で定める基準が適用されます。（労基法第 13 条、労働契約法

第 12 条）また、使用者は労働契約を結ぶ時、労働組合非加入の強制・賠償・前借金相殺・

強制貯金などの条件をつけることを禁止しています。（労基法第 7条第 1項、16～18条等） 

●就業規則

労働時間、休憩時間、休日・休暇、賃金、昇給、賞与、手当、退職、表彰、懲戒などの職

場で働く際に必要になる労働条件や遵守すべき規律を定めた規則です。賃金や退職金な

どについて別規定を設ける場合も就業規則の一部になります。 

常時 10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成・変更し、労働組合もしく

は労働者の過半数の代表者の意見を聴いて、労働基準監督署に届出のうえ、労働者に周

知しなければなりません。（労基法第 89、90、106条） 

（２）年次有給休暇

使用者は、勤務開始の日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤し

7



た労働者には、10労働日の年休を付与しなければなりません。そのうち、1年に 5日分を限

度として、時間単位で年次有給休暇を付与することができます。 

その後は、勤続年数に応じて下記の表の日数の年休を、原則として労働者の請求する時期

に与えなければなりません。（労基法第 39条第 1項、2項、4項） 

パートタイム労働者に対しても、所定労働時間や所定労働日数に応じて、年次有給休暇

を付与しなければなりません。（労基法第 39条第 3項） 

※2019 年 4 月より、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が 10 日以上の全ての労

働者に対し、毎年 5 日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。また

使用者は、年次有給休暇の付与日数のうち 5日を除いた残りの日数について、労使協定を

結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができます。 

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 

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 

（３）労働時間

●法定労働時間

労働時間とは、始業時刻から終業時刻までの拘束時間から休憩時間を除く時間で、使用

者は、労働者に原則として、休憩時間を除き 1 週間に 40 時間、また、1 日に 8 時間を超え

て労働させてはなりません。（労基法第 32条） 

●変形労働時間制

変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働

時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時

間の配分等によって全体としての労働時間の短縮を図るものです。 

※フレックスタイム制（労基法第 32 条の 2）とは、変形労働時間制の一つで、一定の期間

（2019年 4月から 3か月以内に延長）の総労働時間を定め、労働者がその範囲内で各日の

始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。 

●裁量労働制

裁量労働制とは、業務の性質上、遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある

ため、業務のやり方や時間配分などの具体的な指示を出すことが困難な業務に就かせる際、

労使協定等で定められた時間を労働したと見なす制度です。（労基法第 38条の 3、4） 

●高度プロフェッショナル制度

2019年4月から、職務の範囲が明確で、一定の年収を有する労働者が、高度の専門知識

を必要とするなどの業務に従事する場合に、年間 104 日の休日を確実に取得させること等

の健康確保措置を講じること、本人の同意や労使委員の決議等を要件として、労働時間、

休憩、休日、深夜の割増賃金の規定が適用除外となります。（労基法第 41条の 2） 

●勤務間インターバル制度

2019年 4月から、事業主は労働者が十分な生活、睡眠時間を確保し、ワーク・ライフ・バラ

ンスを実現するために、1 日の勤務終了後から次の出社までの間、一定時間以上の休息時

間（インターバル）の確保に努めなければなりません。（労働時間等設定改善法）

●時間外及び休日の労働

使用者は、労働時間を延長し、又は休日に労働させる場合には、労働者の過半数で組
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織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、事前に労働基準

監督署に届け出なければなりません。（労基法第 36条） 

●時間外労働の限度

2019年 4月（中小企業は 2020年 4月）から、時間外労働の上限は原則として月 45時間・

年 360時間（1年単位の変形労働時間制の場合は月 42時間・年 320時間）となり、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。また臨時的な特別の事情があっ

て労使が合意する場合（特別条項）でも、以下を守らなければなりません。 

・時間外労働が年 720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月 100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について「2 か月平均」「3 か月平均」「4 か月平均」「5 か

月平均」「6か月平均」が全て 1月当たり 80時間以内

・時間外労働が月 45時間を超えることができるのは、年 6か月が限度

施行前（中小企業における猶予期間）における労働時間の延長は、厚生労働大臣が定

めた基準の「期間」に応じて原則「限度時間」を超えないものとしなければなりません。 

期 間 1週間 2週間 4週間 1か月 2か月 3か月 1年 

労働者 

限度時間 

15時間 
（14時間） 

27時間 

（25時間）

43時間 

（40時間）

45時間 

（42時間）

81時間 

（75時間）

120時間 

（110時間）

360時間 

（320時間）

※（ ）は 3か月を超える 1年単位の変形時間制の労働者限度時間。 

●労働時間の適切な把握

使用者は労働時間を適切に把握する責務があり、「労働時間の適切な把握のために使

用者が講ずべき措置の基準」で具体的に明らかにしています。 

（４）賃金

賃金とは、労働者が労務を提供したことに対する対償として、使用者が労働者に支払うす

べてのものをいい、給料、手当、賞与その他名称の如何を問いません。（労基法第 11条） 

●賃金支払いの 5原則

賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月１回以上、一定の期日を定めて支払わな

ければなりません。（労基法第24条）ただし、労働者の同意を条件とした口座振込や労使協

定による税金、社会保険料等の控除等の一部例外があります。 

●男女同一賃金の原則

賃金は、女性であることを理由として男性と差別してはなりません。職務、能率による差異

ではなく、性別によって給料表が異なり昇給に差がある場合も違法となります。（労基法第 4

条） 

●賃金の非常時払い

労働者が出産、病気、災害などの非常時の場合の費用に充てるため請求する場合は、

支払期日前であっても、これまで働いた分の賃金を支払わなくてはなりません。（労基法第

25条） 
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●休業手当

使用者の都合により休業した場合は、労働者を休業させた所定労働日について、平均賃

金の 6割以上の手当（休業手当）を支払わなければなりません。（労基法第 26条） 

●出来高払制の保証給

使用者は、出来高払制その他請負制で使用する労働者については、労働時間に応じ一

定額の賃金の保障をしなくてはなりません。（労基法第 27条） 

●時間外、休日及び深夜割増賃金

労働者に対し法定労働時間外、深夜（午後 10時から午前 5時）に労働させた場合には 2

割 5分以上、法定休日に労働させた場合には 3割 5分以上の割増賃金を支払わなければ

なりません。（労基法第 37条） 

また、1 か月に 60 時間を超える法定労働時間外労働には、原則 5 割以上の割増賃金を支

払わなければなりません。（中小企業は 2023年 4月から適用） 

●最低賃金（令和元年 10月 3日改正 北海道 861円）

賃金の低い労働者の労働条件の改善を図り生活を安定させるために、使用者が労働者

に支払う賃金の最低限度額を定めたもので、使用者は労働者に対して最低賃金額以上の

賃金を支払わなければなりません。パートタイマー、臨時などすべての労働者に適用され、

所定内労働に対する賃金が対象となります。 

なお、最低賃金額に満たない労働契約がなされた場合には、その部分は無効となり、最

低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。（最賃法第 4条） 

●未払賃金の立替払制度

企業（労災保険適用事業主であり、1 年以上活動を行っているもの）が倒産し、通常の賃

金や退職手当が支払われないまま退職した労働者に対して、国が未払賃金の一定範囲に

ついて事業主に代わって立替払いする制度です。（賃確法第 7条） 

（５）解雇の禁止・定年等

解雇とは、使用者の一方的意思表示により労働契約を解除することをいい、次のような理

由による解雇は、法律上禁止されています。 

○業務上の負傷又は疾病による休業期間中とその後 30日間の解雇（労基法第 19条）

○産前産後の休業期間及びその後 30日間の解雇（労基法第 19条）

○労働者の国籍・信条又は社会的身分を理由とする解雇（労基法第 3条）

○労働者が労働基準監督署に対して申告したことを理由とする解雇（労基法第 104条）

○労働者が有給休暇を取得したことを理由とする解雇（労基法第 136条）

○性別を理由とする解雇、あるいは婚姻、妊娠、出産、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇

（男女雇用機会均等法第 6、9条）

○育児休業、介護休業、子の看護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定

労働時間の短縮措置の申出等を理由とする解雇（育児介護休業法第 10 条、16 条、16 条の 4、16 条

の 7、16条の 9、16条の 10、18条の 2、20条の 2、23条の 2）

○労働者派遣法違反の事実を厚生労働大臣に申告したことを理由とする解雇

（労働者派遣法第 49条の 3）

○労働組合の組合員であることや、労働委員会に対し不当労働行為の申し立てをすることを理由とする

解雇（労組法第 7条）
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○裁判員の職務を行うための休暇を取得したことを理由とする解雇（裁判員法第 100条）

○労働関係紛争解決のための支援を求めたり、あっせんの申請を行ったことを理由とする解雇

（個別労働紛争解決促進法第 4、5条）

○通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いによる解雇

（パートタイム労働法第 8条）

○公益通報したことを理由とした解雇（公益通報者保護法 3条）

●解雇の手続

期間の定めのない労働契約の場合、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と

認められない解雇は無効となります。（労働契約法第 16 条）期間に定めのある労働契約の

場合でも、やむを得ない事由がなければ、契約期間満了までの間において解雇することは

できません。（労働契約法第 17条） 

また、使用者が労働者を解雇する場合は、少なくとも 30 日前までに解雇の予告をするか、

平均賃金の 30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。（労基法第 20条） 

●定年の年齢

定年の年齢を定める場合、60歳を下回ることはできません。（高齢者雇用安定法第 8条）

また、65歳未満の定年の定めをしている事業者は、65歳までの安定した雇用を確保するた

め「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかの措置を講

じなければなりません。（高齢者雇用安定法第 9条） 

（６）職場での男女平等と母性保護

労働者が性別により差別されることなく、また女性労働者にあっては母性を尊重されつつ

職業生活を送れるよう、次のような禁止事項や制限・保護規定があります。 

○性別による差別（賃金、採用、昇進、解雇等）の禁止（労基法第 4条、男女雇用機会均等法第 5条～6条）

○妊娠・出産等を理由とする解雇等不利益取り扱いの禁止（男女雇用機会均等法第 9条）

○セクシュアルハラスメント防止等の措置義務（男女雇用機会均等法第 11条）

○妊産婦の危険有害業務の就業制限（労基法第 64条の 3）

○産前（6週間）産後（8週間）の休業（労基法第 65条）

○妊産婦の労働時間の制限（労基法第 66条）

○所定休憩時間外の育児時間（1日 2回、各 30分以上）の確保（労基法第 67条）

○生理休暇（労基法第 68条）

○妊産婦の保健指導等を受けるための時間の確保（男女雇用機会均等法第 12条）

○妊産婦の医師の指導事項を守ることができるようにするための措置（男女雇用機会均等法第 13条）

※差別禁止事項等について労働者と使用者の間で紛争が生じた場合には、都道府県労働局長による

紛争解決の援助、紛争調整委員会による調停（募集及び採用についての紛争は除く）を受けることがで

きます。（男女雇用機会均等法第 17～18条）

（７）労働者の安全と健康

使用者は、労働契約に基づく賃金支払いの義務を負うほか、労働契約に特段の根拠

がなくとも、当然に安全配慮義務を負うことになります。（労働契約法第 5条） 

●就業に当たっての措置

労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したときは、安全衛生教育を行わなければな
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らず、危険・有害業務につかせるときは、特別の教育を行わなければなりません。また、クレ

ーンの運転等一定の危険な業務については、当該業務に係る免許を有する者、一定の技

能講習を修了した者等でなければ、その業務につかせることはできません。（安衛法第 59、

61条） 

●安全衛生管理体制の確立

○一定業種、規模の事業場は安全衛生管理官者等を選任しなくてはなりません。（安衛

法第 10～12条の 2、第 14～16条）

○労働者 50人以上の事業場は産業医の選任の義務があります。（安衛法第 13条）

○一定業種、規模の事業場は安全委員会、労働者 50人以上の事業場は衛生委員会の

設置の義務があります。また、両委員会の設置を必要とする場合は、それぞれの委員

会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置できます。（安衛法第 17～19条）

●労働者の危険または健康障害を防止するための措置、調査

事業者は機械設備・爆発物等による危険及び健康障害を防止する措置、建設物や作業

行動に必要な措置、危険切迫時の作業中止・避難の措置、重大事故発生時の安全確保の

措置を講じなくてはなりません。（安衛法第 20～25 条の 2）また、建設物、設備、原材料、ガ

ス、蒸気、粉じん等や、作業行動その他業務に起因する危険性や有害性を調査し、労働安

全衛生法又はこれに基づく規定により労働者の危険または健康障害を防止するため必要

な措置を講じるよう努めなくてはなりません。（安衛法第 28条の 2）

●健康の保持促進のための措置

○一定の有害作業を行う屋内作業場等では、作業環境測定士等により作業環境測定を

行うことが義務付けられています。（安衛法第 65条）

○１年以内ごとに１回の定期健康診断をはじめ、雇い入れ時、一定の業務への配置換え

時（特定業務従事者の定期健康診断は 6月以内ごとに 1回）、海外派遣時の労働者に

対して健康診断を行う義務があります。また、有害業務に従事する者については、一般

健康診断に加えて特殊健康診断を実施しなければなりません。（安衛法第 66条）

※なお、健康診断の費用は事業主が負担すべきものであり、特に特殊健康診断は労働

時間内に行われることを原則としていることから、法定時間外に行われた場合、割増賃

金を支払わなくてはなりません。また、一般健康診断も賃金の支払いをするのが望まし

いものです。

○時間外・休日労働時間が 1月当たり 80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労

働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施しなければなりません。（安

衛法第 66 条の 8）また、2019 年 4 月からは、医師による面接指導を実施のため、管理

監督者を含む全ての労働者（高度プロフェッショナル制度の対象者を除く）についてタ

イムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等

の客観的な方法、その他の適切な方法により労働者の労働時間を把握しなければなり

ません。（安衛法第 66条の 8の 3）

○がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、一定業務に従事

して一定の要件に該当する方は、離職の際または離職後に住所地の都道府県労働局

長に申請し健康管理手帳が交付うけることで、決められた時期に定められた項目の健

康診断を、年２回（じん肺の健康手帳については年 1回）無料で受けることができます。

（安衛法第 67条）
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●労働者死傷病報告

労働者が労働災害等により死亡または休業したときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長

に報告しなければなりません。ただし、休業日数が４日未満の時は、四半期ごとの期間にお

ける事実について各期間の最終月の翌月末までに報告しなければなりません。（労働安全

衛生規則第 97条） 

●ストレスチェック制度

事業者は常時使用する労働者（労働者50人未満の事業場は当分の間努力義務）に対し

て、医師、保険師等による心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を

実施しなければなりません。（安衛法第 66条の 10） 

検査の結果、一定要件に該当する労働者から申し出があった場合、医師による面接指導

を実施しなければなりません。また、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に

応じ就業上の措置を講じなければなりません。 
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（８）育児・介護休業制度等

育児休業制度 介護休業制度 

対象 

一歳未満の子（実子・養子を問わない）を

養育する有期契約を含む男女労働者 

負傷、疾病、身体上もしくは精神上の障害によ

り、2週間以上にわたり常時介護を要する対象

家族（配偶者・父母・子・配偶者の父母・同居し

かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫）を介

護する有期契約を含む男女労働者 

対象外 

労使協定で

対象外に出

来る者も含 

 む

日々雇用労働者 

有期契約労働者であって、下記のいずれかに該当する者 

・継続雇用期間が 1年未満の者

・育児休業の申し出日から 1年以内に雇

用が終了することが明らかな者

・子が１歳 6か月になる前日までに雇用関

係が終了することが明らかな者 

・一週間の所定労働時間が 2日以下の者

・継続雇用期間が 1年未満の者

・介護休業の申し出日から 93日以内に雇用が

終了することが明らかな者

・介護休業開始予定日から 93日と 1年を経過

する日までに雇用が終了し、かつ契約更新が

ないことが明らかな者 

・一週間の所定労働時間が 2日以下の者

期 間 

子が出生してから 1歳に達する日（誕生日

前日）までの連続した期間で、労働者が

申し出した期間 

対象家族 1人につき通算 93日まで 

・父母ともに育児休業を取得する場合は、

父は、子が 1歳 2か月に達するまでの期

間に上限 1年間の育児休業の取得可。 

母は、子が 1歳に達する日までの期間、

産後休業と育児休業を合わせ、1年間の

休業取得可。 

・係る子が 1歳に達する日において、本人

または配偶者が育児休業を取得中で、

「保育所に入所を希望したが入所できな

い」「養育を行っていた配偶者が死亡、疾

病、離婚した」などの事情がある場合、子

が 1歳 6月に達する日まで育児休業を取

得できる 

勤務時間の短縮等の措置を行っている場合、

合わせて計算する 

回 数 原則、子 1人につき 1回 
対象家族 1人につき、介護を要する状態に至

るごとに、3回を上限として分割取得が可能 

手 続 

・休業開始日の 1か月前までに事業主に

書面で申し出する 

・1歳 6月までの育児休業については、1

歳に達する日の 2週間前までに申し出が

必要

休業開始の2週間前までに事業主に書面で申

し出する 

※育児・介護休業中の賃金は法律に定めがありません。就業規則や労使間の話し合いで

決めることになります。ただし、雇用保険に加入している労働者には、育児休業給付金・介

護休業給付金が支給されます。
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●下記に該当する労働者が申し出、請求した際には、事業主は休暇を取得させたり、

対策を講じなければなりません。

子が 3歳未満 子が小学校就学前 要介護家族あり 

子の看護休暇制度 

介 護 休 暇 制 度 

子の看護・健診等のための休暇を申し出し、（子 1

人年 5日、2人以上で年 10日まで）半日（所定労

働時間の 1/2）単位での取得が可能 

要介護家族の世話のため

の休暇を申し出し、取得で

きる（該当 1人であれば 5

日、2人以上であれば 10日

まで） 

所定外労働の免除 
請求があった場合、所

定外時間を超えて労働

をさせてはならない 

時間外労働の制限 
請求あった場合は、1か月 24時間、1年 150時間を超える時間外労働をさせ

てはならない 

深 夜 業 の制 限 
請求あった場合は、深夜（午後 10時～午前 5時まで）において労働させては

ならない 

勤務時間短縮等の措置 

申し出に基づき、原則と

して短時間勤務等の措

置（1日6時間）を講じな

くてならない 

申し出に基づき、原則として短時間勤務等の措置

を講じなくてならない ※1 

※1 同一対象に対する介護休業及び要介護所定労働時間の短縮等の措置は通算して 93

日までです。

◆事業主は、育児休業、介護休業、子の看護休暇及び介護休暇の申出や取得を理由に、

労働者を解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。（育児・介護休業法第 10、16条）

（９）非正規労働者

アルバイト、パート、契約社員、派遣社員などの非正規労働者であっても、一定条件を満

たせば、労働契約や賃金などに関する労働基準法の諸規定や男女雇用機会均等法等の

諸法令の規定が適用されます。 

●年次有給休暇

非正規労働者であっても、6 か月間継続勤務し所定労働日の 8 割以上勤務した労働者

に対しては、週所定労働時間、労働日数に応じて、年次有給休暇が与えられます。（労働

基準法第 39条） 

週所定労

働時間 

週所定労

働日数 

１年間の所

定労働日数 

雇い入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数 

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 

30時間以上 
10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 

30時間 

未満 

5日以上 217日以上 

4日 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 8日 9日 10日 11日 

2日 73～120日 3日 4日 5日 6日 7日 

1日 48～72日 1日 2日 3日 

※網掛け部に相当する労働者は「年 5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象となります。
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●労災保険、雇用保険、社会保険（健康保険、厚生年金保険）

労災保険は原則として、全ての労働者に適用されます。また、雇用保険、社会保険につ

いては、非正規雇用であっても雇用見込み期間や所定労働日数によって適用となるか判

断されます。 

●短時間労働者（パートタイム労働者）

パートタイム労働法の対象である短時間労働者（パートタイム労働者）とは「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労働者の 1 週間の所定労働時間に比べ短い

労働者」を指します。 

短時間労働者に対し、事業主は下記の義務と禁止事項があります。 

義 務 

正社員への 

転 換 推 進 

事業主は短時間労働者の正社員へ転換を推進するため、正社員を募

集する際に「募集内容の周知を行う」「社内公募を行い応募機会を与え

る」、「正社員への転換試験制度を設ける」などのいずれかの措置を講じ

なければいけません。（パートタイム労働法第 13条） 

労働条件の 

文書交付等 

雇い入れ時に労働基準法で義務付けられている事項に加え「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、文書の交付

等において明示しなければならないほか、待遇、正社員への転換推進の

内容を説明しなければなりません。（パートタイム労働法 14条） 

禁 止

事 項 
待    遇 

「職務の内容と責任の程度」及び「退職までの長期的な人材活用の仕

組みや運用等」が通常の労働者と同一の場合は、短時間労働者であるこ

とを理由に、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用などの

待遇を差別的に扱うことは禁止されています。（パートタイム労働法第 9～

12条） 

●有期契約労働者

就業形態にかかわらず、契約期間に定めのある雇用契約をした労働者を指します。

有期契約労働者に対し、事業主は下記の義務と禁止事項があります。 

義 務 

契約締結時に明示 

「契約の更新の有無」「更新しない場合の判断基準（基準の変更があっ

た際には労働者速やかに明示しなければならない）」について契約締結

時明示しなくてはなりません。 

期間の定めのない

労働者への転換 

同一使用者との間で有期労働契約が通算で 5年を超えて繰り返し更新

された場合は、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換します。（労

働契約法第 18条 平成 25年 4月 1日施行） 

禁 止

事 項 

契約の更新 

（不合理な雇止め 

の禁止） 

使用者が有期労働契約の更新を拒否した時は契約期間の満了により

雇用が終了しますが、これを「雇止め」と言います。有期労働契約の反復

により実質無期労働契約と異ならない場合、もしくは契約期間満了時に更

新されるものと期待する合理的な理由が認められる場合には、社会通念

上相当であると認められる場合を除き、有期労働契約が更新（締結）され

たものとみなされます。（労働契約法第 19条） 

労 働 条 件 
有期労働契約者であることを理由に、不合理に労働条件相違させるこ

とは禁止されています。（労働契約法第 20条） 

●派遣労働者

派遣労働者は、派遣元事業主に雇用され、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先の

ために労働に従事する者をいい、「登録型」「常用型」の２種類があります。 
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○派遣期間の制限

「派遣先事業所単位の期間制限」…派遣先同一事業所における派遣可能期間は原則３

年を限度とし、それを超えて受入れをする場合は、労働組合等から意見を聴く必要がありま

す。（労働者派遣法第 40条の 2） 

「派遣労働者個人単位の期間制限」…同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同

一組織単位に対し派遣できる派遣可能期間は原則３年を限度とし、それを超えて引き続き

（さらに３年を限度として）派遣する場合は「派遣先事業所単位の期間制限」の延長が行わ

れた上で組織単位を変更する必要があります。（労働者派遣法第 40条の 2） 

○賃金

派遣先の事業場に適用されている地域別（産業別）最低賃金の適用を受けます。（最低

賃金法第 13、14条） 

○禁止業務

港湾運送業務、警備業務、建設業務、病院等における医療関係業務（一部業務を除く）

は労働者の派遣が禁止されています。 

○説明・明示事項

派遣元事業主は派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、「賃金の見込み額や

待遇」「労働者派遣制度の概要」「派遣会社の事業運営」について説明しなくてはなりませ

ん。（労働派遣法第 31条の 2） 

また、雇い入れ時に労働基準法で義務付けられている事項のほか、下記についても文書

等の交付により明示しなければなりません。（労働派遣法第 34条第 1項、2項） 

○雇用安定措置

派遣元事業主は同一の組織単位に継続して３年間派遣される見込みがある派遣労働者

に対し、派遣終了後の雇用継続のため「派遣先への直接雇用の依頼」「新たな派遣先の提

供（合理的なものに限る）」「派遣元事業主での無期雇用（派遣除く）」その他安定した雇用

継続を図る措置などをとらなければなりません。 

・労働者を派遣しようとする旨

・派遣労働者が従事する業務内容

・派遣労働者の就業場所

・直接指揮命令する者に関すること

・派遣元責任者・派遣先責任者に関すること

・労働者派遣の期間、派遣就業をする日

・派遣就業する日以外の就業させることのできる日

・派遣就業開始、終了の時刻、休憩時間

・就業時刻の延長をすることが出来る時間数

・期間制限抵触日など

・派遣労働者からの苦情処理に関すること

・安全衛生に関すること

・派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項

・労働者派遣契約の解除にあたって講ずる雇用の安定を図るため必要な措置に関すること

・労働者派遣に関する料金の額

・派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
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○キャリアアップ措置

派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、段階的かつ体

系的な教育訓練や希望者に対するキャリア・コンサルティングを行う義務があります。 

（１０）労働保険・社会保険

労働保険とは、労働者災害補償保険（労災保険）、雇用保険を総称したものです。

保険給付は別個に行われますが、保険料の納付については原則一体的に行い取り扱い

ます。労働保険は労働者を１人でも雇っていれば、事業主が加入手続きを行い労働保

険料等を納付しなければなりません。 

社会保険とは、一般的に健康保険と厚生年金保険のことをいいます。常時 5人以上

の従業員が働く事業所と全て法人事業所が強制適用の対象になります。このほかにも

自営業者や無職の人を対象とした国民健康保険と国民年金、公務員などを対象とした

共済組合などがあります。 

●労災保険

業務上の理由又は通勤により労働者が負傷、疾病、障害、死亡された場合に、労働者や

その遺族に対し保険給付を行うものです。雇用される全ての労働者に適用され、事業主が

保険料を全額負担します。療養は全額、療養のための休業は給付基礎日額の 8 割を休業

4 日目から支給されるほかに、障害給付、遺族給付、傷病年金、介護給付などがあります。

制度の詳細等については、労働基準監督署へお問い合わせください。 

●雇用保険

労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を

行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を行った場合に必要な給付を行うものです。

加入手続きは事業主が行い、保険料は事業種類に応じて定められた一定の額を事業主と

被保険者が一定の割合で負担します。職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継

続給付等があります。制度の詳細等については、公共職業安定所（ハローワーク）へお問い

合わせください。 

●健康保険

事業所で働く人やその扶養する家族が病気やけがをした時や出産や死亡によって臨時

の出費がある時に、必要な給付を受けられる制度です。 

●厚生年金保険

事業所で働く人が高齢になった時病気やけがで働けなくなったり、死亡した時に年金や

一時金を支給し、本人やその家族の生活の安定を図り福祉の向上をする制度です。加入

者には基礎年金を支給する国民年金に、厚生年金保険や共済組合が上乗せされ支給され

ます。 
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●保険の適用となる条件

労災保険 農林水産業の一部を除き、雇用される労働者は適用されます 

雇用保険 

下記①～③の全てに該当する者 

①1週間の所定労働時間が 20時間以上であること

②31日以上の雇用見込みがあること

※平成 29年 1月より 65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として適用対象

※農林水産業のうち常時 5 人未満の労働者を雇用する個人経営事業については当分

の間任意適用とする

厚生年金 
下記の①、②の両方に該当する者、もしくは③に該当する者 

①1週間の所定労働時間が同一事業所で使用される通常労働者の 3/4以上

②1か月の所定労働日数が同一事業所で使用される通常労働者の 3/4以上

※2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者を除く

③従業員数が 501 人以上（労使の合意があれば 500 人以下でも加入可能）の事業所で

働く、所定労働時間が 20 時間以上かつ 1 月の賃金が 88,000 円以上の者（学生、70

歳もしくは 75歳以上、雇用期間が 1年未満の予定の者を除く）

健康保険 

介護保険 
※40歳以上 65歳未満である場合、健康保険料と合わせて被保険者負担金の被保険者

負担分を賃金から控除されます 

（１１）次世代育成支援・女性活躍の推進・若者の雇用促進

●次世代育成支援対策推進法

次代の社会を担う子供が健やかに生まれ育成される環境をつくるため、事業主は、多様

な労働条件、雇用環境の整備を行うことにより、次世代支援対策を実施するよう努めることと

されています。 

●女性活躍推進法

職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、女性

の活躍推進の取組を着実に前進させるべく、一般事業主は、雇用している、又は雇用しよう

とする女性労働者に対する活躍の推進に関する取組を実施するよう努めることとされていま

す。 

●若者の雇用促進

若者の雇用促進等を図りその能力を有効に発揮できる環境を整備するため、新卒等の

募集を行う企業には、「募集・採用」「職業能力の開発・向上」「雇用管理に関する状況」のう

ち１つ以上の情報を提供する義務があります。また、ハローワークでは一定の労働関係法

令違反があった事業所の新卒求人を一定期間受け付けないこととなっています。 
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働く人の相談窓口 

１．労働問題全般に関する相談 

◎労働相談ホットライン （フリーダイヤル） ０１２０－８
ハ

１
イ

－６
ロー

１
ド

０
ー

５
コール

月～金曜日（17：00～20：00）、土曜日（13：00～16：00）※12/29～1/3・祝日を除く 

◎総合労働相談

・北海道労働局総合労働相談コーナー ０１１－７０７－２７００ 

・滝川総合労働相談コーナー ０１２５－２４－７３６１ 

・旭川総合労働相談コーナー   ０１６６－３５－５９０１ 

◎深川市労働相談所

・金融･労働問題特別相談窓口（商工労政課）  (０１６４)２６－２２６４ 

・深川市中小企業相談所（商工会議所内） (０１６４)２２－３１４６ 

・深川地区連合（労働福祉会館内） (０１６４)２２－２１３１ 

※毎週火曜日午後 1時から午後 4時まで

２．賃金・労働時間などの労働条件・労働災害などに関する相談

◎滝川労働基準監督署 ０１２５－２４－７３６１ 

３．労働組合を巡る紛争に関する相談 

◎北海道労働委員会事務局総務審査課 ０１１－２０４－５６６４ 

４．男女雇用機会均等、育児・介護休業、パートタイム労働問題に関する相談 

◎北海道労働局雇用環境・均等部 ０１１－７０９－２７１５ 

５．労働者派遣に関する相談 

◎北海道労働局職業安定部需要調整事業課 ０１１－７３８－１０１５ 

６．外国人労働者の労働条件に関する相談 

◎北海道労働局外国人労働者相談コーナー ０５７０－００１７０６ 

７．個別労働紛争解決制度 

◎北海道労働委員会事務局調整課 ０１１－２０４－５６６７ 

◎北海道労働局総合労働相談コーナー ０１１－７０７－２７００ 

◎社労士会労働紛争解決センター北海道（有料） ０１１－５２０－１９５３ 
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８．健康保険・厚生年金についての相談 

◎砂川年金事務所 ０１２５－２８－９０００ 

◎全国健康保険協会北海道支部   ０１１－７２６－０３５２ 

９．職業に関する相談 

◎ハローワーク滝川 深川分室   (０１６４)２３－２１４８ 

◎北海道若年者就職支援センター

（ジョブカフェ・ジョブサロン北海道） ０１１－２０９－４５１０ 

１０．職業に必要な技術や知識取得 

◎中空知地域職業訓練センター（スキルアップセンター空知）  ０１２５－２４－１８８０ 

◎道立札幌高等技術専門学院 ０１１－７８１－５５４１ 

◎道立旭川高等技術専門学院 ０１６６－６５－６６６７ 

◎北海道職業能力開発促進センター（ポリテクセンター北海道）０１１－６４０－８８２２

◎北海道職業能力開発促進センター旭川訓練センター（ポリテクセンター旭川）

０１６６－４８－２４１２ 

１１．労働者の福利共済制度導入などの相談 

◎中小企業退職金共済事業本部 ０３－６９０７－１２３４ 

◎建設業退職金共済事業本部 北海道支部   ０１１－２６１－６１８６ 

◎深川市勤労者共済会（商工会議所内） (０１６４)２２－３１４６ 

１２．生活資金融資の相談 

◎北海道勤労者福祉資金

・空知総合振興局商工労働観光課   ０１２６－２０－００６０ 

◎深川市勤労者生活資金融資

・深川市中小企業相談所（商工会議所内） (０１６４)２２－３４１６ 

◎生活福祉資金貸付制度

・深川市社会福祉協議会 (０１６４)２６－２４１１ 

１３．健康相談 
◎北海道産業保健総合支援センター ０１１－２４２－７７０１ 

◎滝川地域産業保健センター ０１２５－２３－５８８７ 

労働者に対しての健康相談の窓口を設置し、事業所への個別産業保健指導、産業保健 

情報の提供など、医師などが無料で相談を行っております。（健康相談など秘密は厳守） 

１４．未払賃金の立替払制度を利用したい時 
◎独立行政法人労働者健康福祉機構未払賃金立替払相談コーナー

０４４－５５６－９８８１ 

◎滝川労働基準監督署 ０１２５－２４－７３６１ 
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