
 

 

 

 

埼玉労働局における求人内容及び労働条件の適正化 

並びに採用時の労働条件の明示等の推進について 
―ハローワークと労働基準監督署が連携し求人や労働条件の適正化を図ります― 

 

 埼玉労働局（局長 阿部 充）では、ハローワークの求人票と実際の労働条

件が異なることに起因するトラブル等を防止するため、本年９月より、求人受

理時の求人票の適切な記入についての確認及び指導の徹底、労働基準法第 15 条

に基づく書面（労働条件通知書）による労働条件の明示の推進を図るとともに、

ハローワークと労働基準監督署において相互に情報提供等を行い、問題が認め

られる事業場に対し監督指導を実施するなど、求人事業場における適正な労働

条件の確保等を図ってまいります。 
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《具体的取組内容》 

○ 適正な求人内容及び労働条件の確保等の推進 

・ ハローワークにおいては、別添１のリーフレットにより、求人内容で特に

トラブルの多い、固定残業代、就業時間（特に時間外労働）、就業規則及び

年齢制限等について重点的に確認を行います。 

・ また、ハローワークと労働基準監督署の連携を強化し、ハローワークの求

人票と実際の労働条件が異なる等の申し出があった場合は、ハローワークと

労働基準監督署で相互に情報提供を行い、労働基準関係法令違反が疑われる

事業場に対して、労働基準監督署における監督指導等を実施します。 

 

○ 労働条件通知書による労働条件の明示の推進 

・ ハローワークにおいては、別添２のリーフレットにより、求人事業所に対

して、採用時の労働条件通知書の交付について積極的に周知するとともに、

ハローワークの職業紹介により就職した求職者に対して、求人事業所に労働

条件通知書の交付を求めるよう助言します。 

・ 労働条件通知書を交付しない求人事業所を把握した場合は、労働条件通知

書の交付が確認されるまでの間、ハローワークにおいて、その求人の紹介を

保留します。また、ハローワークから労働基準監督署に対して情報提供し、

必要に応じ労働基準監督署による監督指導等を実施します。 



求人情報の適正な記入をお願いします！
求人票の記載については、求職者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を可能
な限り正確に明示していただいているところです（職業安定法第5条の3「労働条件の明示」）。この労働条件の
うち労働トラブルの多い固定残業代、就業規則、就業時間及び年齢制限等について、重点的に確認させてい
ただきますので、求人を申し込まれる事業主の皆さまにご協力をお願いするとともに、労働関係法令の遵守へ
のご協力をお願いします。

固定残業代の重点確認事項
（定額残業代を含む）

項 目 記載上の注意点 備考

固定残業代等
の額

固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反して
いないこと。
※固定残業代等は、固定残業時間数✕通常の賃金時間額✕1.25を上回る
金額でなければなりません（労働基準法第37条）

【根拠法令】
(職業安定法第5条の3）
(労働基準法第37条)

固定残業時間
を超えた場合の
取扱い

固定残業時間を超えて残業を行った場合については、超過分につい
て通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されることが明
記されていること。
※固定残業代等の残業時間数を超えて残業を行わせた場合はその超えた時間
について法定の割増賃金を支払わなければなりません（労働基準法第37条）(注)

【根拠法令】
(職業安定法第5条の3）
(労働基準法第37条)

埼玉労働局・労働基準監督署・ハローワーク（公共職業安定所）

(注)労働基準法第37条は時間外、休日及び深夜の割増賃金について定めています。
この割増賃金については固定（定額）残業代制度の有無に関係なく「労働した時間」に適用されるため、固定（定額）残
業時間を超過した労働時間分について、固定（定額）残業制度を理由に割増賃金を支払わないといった取り扱いはできま
せんのでご注意ください。

最低賃金の重点確認事項

項 目 記載上の注意点 備考

フルタイムに適用
される就業規則

常時10人以上の労働者を雇用している場合は労働者全員に適用さ
れる就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届出を行っている
こと。

【根拠法令】
(労働基準法第89条)

パートタイムに適
用される就業規
則

パートタイム労働者を含め常時１０人以上の労働者を雇用している場
合は、フルタイムに適用される就業規則に加え、パートタイム労働者
に適用される就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届出を
行っていること。

【根拠法令】
(労働基準法第89条)

就業規則の重点確認事項

項 目 記載上の注意点 備考

最低賃金 労働者に支払われる賃金が就労する地域の最低賃金額（地域別、特
定（産業別）最低賃金額）を上回っていること。
※埼玉県で就労する場合には埼玉県、東京都で就労する場合には東京都の最低賃
金が適用になります。

【根拠法令】
(最低賃金法第28条)



労働者を採用したら適正な労務管理を
労働関係法令に基づく適正な労働条件を確保しましょう！

労働条件通知書を交付しましょう

埼玉労働局・労働基準監督署・ハローワーク（公共職業安定所）

労働者を採用した場合、労働関係法令に基づく適正な労務管理を行っていただく必要があります。また労働関係

法令に違反した場合、行政指導等の対象となります。

労働関係法令の遵守に努めていただくとともに、以下の事項について労務管理を適正に行ってください。

労働者を採用した場合、労働条件を明示しなければなりません。特に、①契約期間、②就業場所及び業務内
容、③労働時間、残業の有無、休憩時間、休日・休暇等、④賃金、⑤退職に関する事項、については、書面に
より明示をする必要があります（労働基準法第15条）。
なお、パート（短時間労働者）については、昇給・退職手当・賞与の有無についても書面により明示する必要
があります（パートタイム労働法第6条）。
※労働条件通知書の様式は埼玉労働局ＨＰよりダウンロードできます（ホーム＞各種法令・制度・手続き＞労働基準・労働契約関係）。

有期労働契約の場合には

期間を定めて労働者を採用した場合（有期労働契約）は、上記のほか、契約の更新の有無及び更新の基準
についても明示しなければなりません（労働基準法第15条）。なお、契約期間の上限は3年（特定の業務に就く
者や60歳以上の者を雇用する場合は5年）です。
また、契約の更新を繰り返して通算５年を超えた場合には、期間の定めのない契約（無期労働契約）に転換し
なければなりません（労働契約法第５条）。

採用内定と試用期間について

採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定の取消しは解雇に当たります。
また、試用期間とは、本採用決定前の一定期間、試験的な雇用を行い、その期間中の勤務状況により正式に
採用するか否かを決定するものですが、本採用に至らず契約解除した場合はやはり解雇に当たります。
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、権利を濫用したものと
して無効となります（労働契約法第16条）。また、解雇手続として、30日前の解雇予告を行うか、30日分の解雇予
告手当の支払等を行う必要があります（労働基準法第20条）。

労働契約の禁止事項

以下の事項を労働契約に盛り込むことは禁止されています。
① 違約金を支払わせることやその金額を決めておくこと（労働基準法第16条）
② 労働者に金銭を前貸しし、一方的に給料から天引きで返済させること（労働基準法第17条）
③ 給料から積み立てて強制的に貯金させること（労働基準法第18条）

労働基準法、労働契約法については労働基準監督署、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働
法については埼玉労働局雇用均等室、職業安定法等についてはハローワークにお尋ねください。

定年（65歳未満）の定めをする場合には、65歳までの安定した雇用を確保するため、①定年の引き上げ、
②継続雇用制度（希望者全員の継続雇用）の導入、③定年制の廃止のいずれかの措置を講じなければな
りません。

定年後の継続雇用について



埼玉労働局・労働基準監督署・ハローワーク（公共職業安定所） （Ｈ26.8）

育児休業、介護休業、看護休暇等の制度が利用できるよう育児・介護休業等に関する規定を作成し、労
働者に周知しなければなりません（育児・介護休業法）。なお、常時10人以上の労働者を雇用する場合には、
就業規則の中の育児・介護休業規定を所轄労働基準監督署に届け出なければなりません（労働基準法第
89条）。

厚生年金・労働保険等の加入について

労働契約の内容に応じ、労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険のうち加入が義務付けられてい
るものについては、各保険制度の期限までに加入手続をしなければなりません。なお、加入状況に問題が
ある場合には、年金事務所等に連絡する場合があります。

男女の均等な取扱いについて

以下の事項による男女労働者の差別等は禁止されています。
① 性別を理由に募集・採用・昇進等を差別すること（男女雇用機会均等法第５条・第６条）
② 合理的な理由なく転勤を募集・採用・昇進等の要件とすること（男女雇用機会均等法第７条）
③ 婚姻・妊娠・出産等を理由として女性に不利益な取扱い等を行うこと（男女雇用機会均等法第９条）

育児・介護休業等について

年次有給休暇について

6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には10日以上の年次有給休暇を付与するこ
ととし、その後は勤続年数に応じて下表の年次有給休暇を付与しなければなりません（労働基準法第39
条）。（短時間労働者については所定労働日数に応じて比例付与）

休憩・休日について

１日の労働時間が６時間を超える場合は45分、８時間を超える場合は60分の休憩を途中で与えなければ
ならず、休憩時間は労働者が自由に利用できることが必要です（労働基準法34条）。
また、毎週１日、あるいは４週間に４日以上の休日を与えなければなりません（労働基準法第35条）。



就業時間の重点確認事項

項 目 記載上の注意点 備考

就業時間 労働基準法第32条の法定労働時間（１日８時間、１週40時間）の範
囲内で定められた所定労働時間となっていること。
※一部の特例事業場（労働者数が常時10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛
生業、接客娯楽業）については、週の法定労働時間は44時間となっています。

※労働基準法第36条第1項に基づく労使協定（36協定）の締結・届出が行われて
いる場合であっても、この欄には法定労働時間を超えない範囲で定めた所定労働
時間を記載してください。

【根拠法令】
(労働基準法第32条)
(労働基準法第40条、労働基
準法施行規則第25条の2)

時間外の「月平
均」

１月平均の時間外労働時間数を記載することとし、締結・届出を
行っている36協定の月の時間外労働時間数以内の時間数とするこ
と。
※36協定で定めることができる時間外労働の時間数は、一部の業種・業務（建設、
自動車運転、研究開発ほか）を除き「限度基準」（厚生労働省告示）により以下
のとおり限度が定められています。
①１年単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の４）の場合…１か月42時
間、１年320時間

②上記以外の場合…１か月45時間、１年360時間

【根拠法令】
(労働基準法第32条)
(労働基準法第32条の４)
(労働基準法第36条)
(平成10年労働省告示「労働
基準法第36条第１項の協定
で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準」)

就業時間に関
する特記事項

「特別条項」付き36協定を締結・届出している場合は、特別条項の
内容が分かるように記載すること。（例；納期ひっ迫の場合の１か月60
時間までの特別条項あり。）
※「特別条項」付き36協定とは、特別な事情（臨時的なものに限ります。）が生じた
場合に、労使当事者間において定める手続を経てその協定で定めた時間外労働
時間の限度を超えて延長することができる労働時間を定めた協定のことです。

「限度基準」の対象外の業種・業務については36協定の上限時間を
記載すること。（例；上限は月45時間まで。）

【根拠法令】
(労働基準法第36条)
(平成10年労働省告示「労働
基準法第36条第１項の協定
で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準」第３条
第１項)

埼玉労働局・労働基準監督署・ハローワーク（公共職業安定所）

確認が取れない場合の求人の取扱について

上記確認事項が確認できない場合は、求人を受理できないことや、紹介を保留とさせていた
だくことがありますのでご注意ください。（職業安定法第5条の５「求人の申込み」）

求人により人を採用した場合には労働関係法令に基づく適正
な労務管理が必要となります。詳しくは裏面をご覧ください。

年齢制限の重点確認事項

項 目 記載上の注意点 備考

年齢 雇用対策法施行規則第1条の3第1項により、例外として年齢制限が
認められる事由のうち、『「例外事由1号」、「例外事由3号イ」及び「例
外事由3号ロ」』については、雇用期間の定めのない募集を行う場合
に限られること。
※【例外事由1号】定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労
働契約の対象として募集・採用する場合
【例外事由3号イ】長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのな
い労働契約の対象として募集・採用する場合
【例外事由3号ロ】技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程
度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用
する場合

【根拠法令】
(雇用対策法施行規則第１条
の３第1項)

（Ｈ26.8）

休憩時間の重点確認事項

項 目 記載上の注意点 備考

休憩時間 労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合
には60分以上の休憩時間が確保されていること。

【根拠法令】
(労働基準法第37条）



労働条件通知書を交付しましょう！
労働者を採用する場合には、書面による労働条件の明示を行わなければなりません（労働基準法第15条）。
採用した方に対しては、必ず労働条件通知書（雇入れ通知書）を交付してください。

労働条件通知書の様式は？

埼玉労働局・労働基準監督署・ハローワーク（公共職業安定所）

労働条件通知書の交付は、労働基準法第15条に基づく労働条件の明示だけでなく、労

働者が自分の労働条件を書面で確認できるため、納得・安心して働くことができます。

その結果、労働条件における労使のトラブルを防止できるばかりでなく、労使の信頼関係

を高めることができ、労働者のやる気（モチベーション）を高めることにもつながります。

事業主の
皆様へ

ハローワークからのお知らせ

採用した方に対し、労働基準法第１５条（労働基準法施行規則第５条）に基づき、裏面の労働条

件通知書を交付し労働条件の明示を行ってください。

労働条件通知書には少なくとも①-1労働契約の期間、①-２期間の定めのある労働契約を更新

する場合の基準、②就業の場所・従事する業務の内容、③労働時間（始業・終業時刻、所定労働

時間を超える労働の有無、休憩時間）や休日・休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関

する事項、④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切、支払の時期に関する事項、⑤退職

に関する事項を記載しなければなりません。

また、短時間労働者（パートタイム労働者）を雇い入れる事業場は、パートタイム労働法第６条の

規定により、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を追加し書面に明示することも必

要です。

埼玉労働局ホームページからダウンロードすることができま
す（埼玉労働局ＨＰ＞各種法令・制度・手続き＞労働
基準・労働契約関係「事業主の皆様へ ～労働条件
通知書を交付しましょう！～」）。

労働条件通知書の交付は、労働条件の決定について権
限のある方が作成し、本人に交付してください。

労働条件通知書の交付は？

常時10人以上の労働者を雇用している場合は就業規則
を作成し、労働基準監督署へ届け出るとともに、労働者
にその内容を周知する必要があります。

就業規則の作成・周知



労働者を採用したら適正な労務管理を

埼玉労働局・労働基準監督署・ハローワーク（公共職業安定所）

労働者を採用した場合、労働関係法令に基づく適正な労務管理を行っていただく必要があります。以下の労働関

係法令に留意し、労働条件通知書により適正な労働条件を明示してください。

労働契約の期間

期間を定めて労働者を採用する有期労働契約については、一部の場合を除き労働契約の期間を３年以
内（特定の業務に就く者や60歳以上の者を雇用する場合は5年）としなければなりません（労働基準法第
14条）。有期労働契約では、契約の更新の有無及び更新の基準についても明示する必要があります。
また、契約の更新を繰り返して通算５年を超えた場合には、期間の定めのない契約（無期労働契約）に転換し
なければなりません（労働契約法第５条）。

就業の場所及び従事すべき業務の内容

雇入れ直後のものとし、将来の就業場所や従事させる業務を併せて明示しても差し支えありません。

始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無

法定労働時間（１日８時間、１週40時間）の範囲内で定められた所定労働時間とし（労働基準法第32条）、
採用した労働者に適用される具体的な条件を明示してください。

休日及び休暇について

休日は、毎週１日、あるいは４週間に４日以上の休日を確保し（労働基準法第35条）、曜日又は日を特定
して所定休日を記載してください。
年次有給休暇は、6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10日以上付与（労働基準法
第39条）する必要があります。その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、日数
（期間等）を記載してください。

賃金について

埼玉県最低賃金額以上の額とし、基本給等について具体的な額を明記してください。就業規則に規定さ
れている賃金等級等により賃金額を確定できる場合は、その等級等を明示しましょう。
割増賃金率については、労働基準法第37条で定める率（法定時間外労働は２割５分（１箇月６０時間超は
５割（中小事業主を除く。））、法定休日労働は３割５分、深夜労働は２割５分）以上の率としてください。
営業手当等の名目で定額の割増賃金を支払う場合には、その旨を明示し、労働基準法第37条の割増率
以上の金額としてください。（記載例「営業手当○万円／計算方法：30時間分の時間外労働の割増賃金」）

退職に関する事項及びその他

退職の事由及び手続、解雇の事由等を具体的に記載してください。定年制を設ける場合は、60歳を下
回ってはならず、65歳未満の定年の定めをしている場合は、65歳までの安定した雇用を確保するための措
置（①定年引き上げ、②継続雇用制度、③定年制の廃止）を講じなければなりません。
「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の適用の有無の
ほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度
として設けている場合に記入してください。

（Ｈ26.8）



労働条件通知書について詳しく知りたいときには最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。



破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労働基準法により義務付
けられている事項です。

また、退職金に関する事項、臨時に支払われる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関
する事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関す
る事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項については、当該事項を制度として設けている場
合には口頭又は書面により明示する義務があります。

適用する部分を明確にした上で就業規則を交付する場合は、その項目は具体的に記入しなくても差し支
えありません。


