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何を知ればいいのかを
把握しよう

　まず、“辞めろ”と言われたときに備えて誰もが絶対
に知っておいた方がいいことをおさえよう。
　次にどんな選択肢があるのかを体系的に知った上で、
自分がこのパンフレットのどのページを読めばいいの
か、考えてみよう。

STEP1　“辞めろ”と言われたら…

STEP2　解雇で争う方法
　 
STEP3　辞めた後に使える諸制度
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STEP1　“辞めろ”と言われたら･･･

辞
め
て
も
ら
え
な
い
か

退職扱いに…

解雇→STEP2 へ

  

雇用保険→p.8へ

解雇予告手当→p.9へ

“わかりました”

“時間を下さい”

(*)

　「ある日突然、“辞めてもらえないか”と言われてしまった。」 

　ＰＯＳＳＥには、こうした退職勧奨に関する相談が多く寄せられ

ています。 

　この場合ポイントになるのは絶対にその場で「はい」と言わない

ことです。ここで「はい」と言ってしまうと、あらゆる点で不利な

立場におかれてしまいます。「困ります。」とはっきり言えなくても、

まずは「ちょっと時間を下さい。」と答えましょう。 

 

　（＊）解雇と退職はどう違うのか 

　解雇…会社からの一方的な、いわゆるクビ切り。１４日以上会 

　　　　社を無断欠勤するなど、よほどの理由が無ければ解雇は 

　　　　できません。 

　　　　整理解雇に関しても、①人員整理の必要性、②解雇回避の 

　　　　努力、③人員選定の合理性、④手続きの妥当性を全て満た 

　　　　していないといけないという厳しい規制があります。 

　　　　仮に解雇が不当でないものであっても、３０日以上前に　

　　　　予告しなければいけません。 

　退職…会社と労働者が合意の上で会社を辞めることです。上の 

　　　　ような法的な規制は、退職の場合には一切適用されませ　

　　　　ん！　更に「退職届」まで書いてしまうと、自己都合退 

　　　　職と言って労働者の側から積極的に辞めようとしたこと 

　　　　になってしまいます。この場合、雇用保険などの制度も 

　　　　利用しづらくなってしまいます（８ページ参照）。 
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STEP2　解雇で争う方法

解
雇
や

 

し
つ
こ
い
退
職
勧
奨

ユニオン（労働組合）→p.10へ

　STEP1 では、本当に自分が納得していない場合は“辞めてもら

えないか”に応じてはいけないことを学びました。実際のところ、

解雇に関する法的な規制は強力なので、労働者が応じない場合に無

理に解雇して辞めさせるのはかなり難しいことです。 

　それでもしつこく退職を迫られたり、不当に解雇されそうになっ

た場合には、いくつか法的な手段をとることができます。自分が辞

める気が無ければ、会社に残れる場合が実は多いのです。 

 

　 「こんな職場もう辞めたいけど、どうせ辞めるならたくさん退職

金をもらって辞めたい」という場合にも、STEP1 で学んだように

その場で辞めると言わないことが大切です。自分から積極的に辞め

るよりも、本来ならば自分は辞める必要がないのに、会社の都合で

仕方なく辞めなければならないのだ、という体裁を取った方が交渉

を有利に運べるからです。 

労働審判制度→p.11へ

ＮＰＯに相談→p.19へ

行政のあっせん→p.13へ
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STEP3　辞めた後に使える諸制度

離　
　
　
　
　

職

　もし“辞めてもらえないか”に合意してしまったり、自分から辞

めたり会社が倒産してしまって失職した場合、どうやって生計を立

てていくか、あるいはどうやって次の職を見つけるかという点に不

安を感じる人は多いでしょう。 

　STEP3 では、会社を辞めた後にどのような制度が使えるのかを

確認しておきましょう。いざというときのために、知っておいて損

はありません。 

　これらの制度は管轄がバラバラであるため、離職して余裕のない

時に全体像を把握するのはかなり困難です。そこで、ＰＯＳＳＥは、

総合相談窓口を設けています。この小冊子には詳しい内容を載せる

ことができませんが、住宅制度や医療保険、転職支援制度に関して

も紹介しています。ＨＰ上にも簡単な紹介を載せてありますので、

参考にしてみてください。 

雇用保険→p.8へ

生活保護→p.14へ

職業訓練

住宅制度

医療保険

転職支援制度



具体的に法制度を
知ろう

　前の章で興味を持った選択肢を、具体的に見ていこう。

① 雇用保険　　：失業中に生活費を受給できる
② 解雇予告手当：３０日分の賃金を受け取れる
③ ユニオン　　：労働組合だからできること
④ 労働審判制度：スピード解決
⑤ あっせん　　：行政に相談に行く
⑥ 生活保護　　：最後のセーフティネット
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1 雇 用 保 険
■雇用保険制度とは

　雇用保険は、正規・非正規にかかわらず加入できる失業者に対す

る国の保険制度です。週 30 時間未満でかつ一年未満の雇用を繰り

返している場合以外には、事業主が加入させる義務を負っています。

　離職者は、雇用保険による失業給付を受けることができます。基

本手当の１日あたりの金額は、離職前の６ヶ月の賃金に基づいて計

算される平均賃金の５～８割です。給付日数は最低でも９０日間あ

り、被保険者であった（つまり働いた）期間によって決められます。

■受け取り方

　まず、勤務先から離職票を受け取ります。それを持ってハローワー

クに行き、求職の申し込みをしてから離職票を提出します。

　その約１ヶ月後、失業認定を受けることができれば指定した金融

機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

■こんなトラブルあります！！

①会社側が離職票の発行を拒否するケースが多発しています。発行

することは会社の義務です。

②「自己都合」によって退職した場合、３ヶ月間基本手当を受給す

ることができません。しかし、実際には会社からの退職勧奨である

ケースが多数あります。その場合は給付制限を受けずに済みます。

③雇用保険に加入することは、事業主の義務です。「会社が雇用保

険に入っていない」「雇用保険に入らせてくれなかった」場合でも、

加入条件を満たしていれば過去の保険料を会社に払わせ（労働者が

払う部分の半分の額は支払わなければなりませんが、受給できる金

額と比較すれば確実にプラスになります）、手当を受け取ることが

できます。

　これらの事例は一例に過ぎません。POSSE では、トラブルを解

決する取り組みを行っています。お困りの方、是非ご相談ください。
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2 解雇予告手当
■解雇の予告義務

　労働基準法において、労働者保護の観点から使用者に対して解雇

制限がなされています。その一つが解雇予告義務です。これは、３

０日間の予告期間を罰則付きで使用者に義務づけています。「明日

辞めてくれ」と言われ何の補償も無いのなら、労働者は生きるすべ

を失ってしまうからです。

　もし退職勧奨を受け入れてしまう、あるいは自分から辞めてしま

うと、解雇予告義務は発生しません。

■解雇予告手当

　予告期間の日数は、１日分の平均賃金の支払いによってその日数

を短縮することができます。たとえば使用者は、３０日分以上の平

均賃金を支払うなら予告なしに解雇することが認められています。

　有期労働契約についても、期間中の解雇に関しては解雇予告を要

します。

　なお、辞める意思が無いのに解雇予告手当を請求してしまうと、

退職勧奨等に応じてしまったものとみなされ、不利になってしまう

場合がありますので注意しましょう。
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3 ユニオン・労働組合
■争わなければ解雇の不当性を示すことはできない !!

　解雇は、会社と働く人との合意によってなされるものではなく、

会社が一方的に労働契約を解除するものです。そのため、契約内容

を無視した不当なものであることがほとんどです。会社が解雇でき

る場合は、法律上きわめて限定的な場合だけなのです。これは、契

約社員など非正規雇用の場合でも同様です。つまり、ほとんどの解

雇は会社が一方的に契約を破った状態なのです。

　このように、ほとんどの解雇は会社側の約束違反と言えるのです

が、個人間の契約の問題であるため国や行政が救済してくれること

はありません。約束を破った会社に責任をとらせることは交渉や裁

判によって行うことができますが、これを個人で行うことはたいへ

ん困難です。そこで、以下に挙げるユニオン（労働組合）の法律上

の権利が有効になってきます。

■ユニオンで争うことの特徴

　ユニオンには団体交渉権があり、会社は正当な理由無く団体交渉

の申し入れを拒否することはできません。もし、会社が誠実に交渉

に応じなければ、それは違法行為となり、会社は行政から是正指導

を受けることになります。個人で争う場合とは違って、ユニオンで

争う場合には、無視することは許されないのです。

　また、会社が“誠実に”交渉に応じない場合は、これも指導の対

象になります。非常に強い交渉権を労働組は持っており、極めて高

い解決能力を持っています。

■ユニオンに加入する

最近は、企業や正規・非正規に関係なく加入することができる個人

加盟ユニオンが増えています。もし解雇されて争う意思がある場合

は、ユニオンに相談することは重要な選択肢の一つです。ＰＯＳＳ

Ｅでは、相談に来られた方の話や希望をきいた上でいくつかのユニ

オンを紹介することができます。
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4 労働審判制度
■労働審判制度の概要

　労働審判とは、解雇や給料の不払いなど、事業主と個々の労働者

との間の労働に関するトラブルを、実情に即して迅速、適正かつ実

効的に解決することを目的とする裁判です。

　労働審判制度では、労使双方の主張にもとづき、労働審判委員会

（裁判官と労使の専門委員の３名により構成）が争点の整理や証拠

調べ、簡易尋問などを行います。それにより調停の試みがなされ、

調停が成立しない場合には労働審判委員会の判断である「労働審判」

が出されます。

■労働審判制度の特徴

　解雇が無効とされた場合、従業員としての地位の確認と未払い賃

金の補償を命じることができます。また、労働者が望めば、地位確

認の代わりに一定の金銭支払いを使用者に命じることもできます。

つまり、解雇を撤回させることも、職場には戻らずに金銭補償を得

ることもできるという柔軟な制度なのです。

　労働審判制度は、通常の民事裁判に比べ短期間で決着します。原

則として３回以内の期日で審理を終えることになっており、申し立

てから３ヶ月程度で審理が終わることになります。

　また、労働現場の実態に精通した労使選出の労働審判員が審理を

行うため、実情に即した適正な紛争解決が期待できます。

■注意しておくこと

　注意しなければならないのは、紛争中は退職を前提とした行動を

とってはいけないということです。具体的には、退職金や解雇予告

手当を請求したり、それを受領すべきではありません。金銭補償が

目的だとしてもここで争うのはあくまで解雇撤回です。退職を前提

としたような行動をとってしまうと、合意解約が成立した、あるい

は解雇を承認したなどといった主張をする口実を使用者に与えてし

まいます。
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コラム　「労働審判に備えて」 
 
　解雇や雇い止めをめぐって雇い主と裁判をするにあたり、下記の

ような証拠が役立ちます。どうせ辞めるのだから必要ない、と捨て

てしまわずに、後々証拠として役立ちそうなものはすべて手元に

取っておきましょう。メールなどのデジタルデータは、プリントア

ウトしておくのがおすすめです。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

どのような処遇や条件で労働契約を結んでいたのかを

確認する重要な資料です。

残業代の請求等に役立ちます。

実際の始業時間、休憩時間、退社時間、残業時間は毎

日できるだけ正確に控えておきましょう。タイムカー

ドが無くても、手帳やメモでもかまいません。POSSE

作成『しごとダイアリー２』（P.18 参照）が便利です。

退職金や解雇、罰金などの事項を確認できます。

上司などから受けた査定、自分の業績に対する評価に

関する資料は、整理解雇の４要件（P.４参照）の中の「人

員選定の合理性」を覆す際の裏付けになります。

日ごろの勤務態度や仕事内容、業績について、また雇

い主の違法行為について上司や同僚など第三者の証言

は有効な証拠になります。

裁判所に証人として来てもらうのが難しい場合は、陳

述書として書面にし、署名と捺印をもらいます。

裁判官に、会社での立場や具体的な業務内容を説明す

る際に役に立ちます。

従業員を解雇するにあたり、雇い主が解雇回避努力を

行ってきたかどうかは、整理解雇の４要件の１つとし

て争点になります。解雇回避努力には、採用活動の中

止も含まれます。解雇をしておきながら、コストを低

く抑えられる新卒の採用を行う企業もあります。雇い

主は解雇回避努力をしなかったという言い分を裏付け

るために役に立つかもしれないのでチェックしておき

ましょう。

【契 約 書】

　 

【給与明細】 

【勤 務 表】

　   

 

 

【就業規則】 

【査定資料】 

 

 

【 証  言 】 

 

 

 

 

【成 果 物】 

 

【企業ＨＰ】  
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5 行政のあっせん
■個人で会社と争う

　個人で会社と争う際に利用する方法として、行政によるあっせん

を利用する方法があります。「個別労働関係紛争処理制度」という

ものです。

　この制度は、労働者と会社との間の紛争に関し、都道府県労働局

や紛争調停委員会が助言または指導を行うことによって、その解決

を促すというものです。

■利用方法

　各都道府県労働局に総合労働相談コーナーという窓口がありま

す。まずはそこに行き、トラブル内容を相談します。争う側が労働

法などを知らない場合が多いため、まずは行政側からは様々な法律

の情報提供がなされます。もしそれで相談者が納得した場合はその

相談は終了。納得しないのであれば、地方労働委員会などの適当な

窓口への紹介を行います。

　また、紛争当事者からの要望があった場合、紛争調整委員会とい

うところにあっせんを依頼します。この委員会は学識経験者で組織

され、紛争当事者双方の主張をまとめ、紛争解決のために助言を行

います。

■あくまで個人対会社の争い

　行政によるあっせんは、あくまで「労使間の紛争の解決を促す」

という目的のもとあるものです。つまり、争うのは個人であり、行

政による強制力なども発生しません。

　特に解雇の事例に関しては、解決が困難であることが多いため、

法的強制力の無いあっせんの制度を使うだけでは必ずしも満足な結

果を引き出すことはできません。
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6 生 活 保 護
■本当に困った時は生活保護！　こんな方はいませんか？ 

　①辞職して次の職も決まらず、もうすぐお金も尽きてしまう…。 

　②住む場所がなく、体調も崩し、働きたいが面接に行く金もない。 

 

■生活保護とは 

　生活保護とは、国で定める「最低生活費」を下回る場合に足りな

い部分について保障する制度のことです。生活保護制度は基準を満

たせば誰でも利用することができます。仕事の給与や仕送りなどを

合計したものと「最低生活費」を比較して、世帯全体の収入の方が

少なければ基本的に保護費を受給することができます。 

 

「最低生活費」 ＞ 現在の収入 → 生活保護費を受給できる！ 

 

　①生活扶助、②住宅扶助、③医療扶助、④教育扶助など、生活に必

要な費用を受け取ることができます。注意点としては、自家用車や

家、一定額以上の貯金を保有していると生活保護は受給できません。 

 

■「最低生活費」の目安 

　たとえば、一人暮らしで毎月１０万円程度の収入で生活している

場合、まず「最低生活費」を下回っています。 

 

■受給まではどのような“流れ”なのか 

　まず、お近くの福祉事務所や市役所に相談に行きましょう。そこ

で、申請書を出せば申請は終了です。その後、調査を経て、保護が

必要だと判断されれば生活保護費が支給されます。  

　ところで、生活保護の窓口で、係員が嘘をつく、脅すなどして申

請に訪れた人を追い返す、という信じがたい事態が最近増えていま

す。例えば、「本当に仕事を探しているの？」「本当に体調が悪いの？」

「本当に誰も援助してくれないの？」などです。一人で行ってみた

ら申請を断られた、という場合も諦めずに私達に相談して下さい。 



更に詳しく知りたい人の

　これまで、“辞めろ”と言われたときにとりうる選択

肢と、辞めた後に使える制度について紹介してきました。

　この章では、まだ紹介していない重要なテーマについ

てＱ＆Ａ方式で紹介します。

Q&A 

　Q1. 残っている有給休暇ってどうなるの？

　Q2. 解雇で辞めると再就職に響くってホント？

　Q3. 今のうちから準備できることってある？
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　有給休暇は法律上、「労働関係の存続を前提としたものである」

という取り決めがあります。つまり、退職してしまうと、労働契

約がなくなり有給休暇は自動的に消滅してしまいます。ですから

使わないとそれだけ損をしてしまうのです。

　辞めろといわれた場合は、辞める前に残っている有給休暇を消

化する方法（有給休暇）と買い上げてもらう方法が考えられます。

　有休消化するのであれば、会社に口頭で有給休暇を取りたいと

申し入れるだけで取ることができます。会社は基本的に有給休暇

の申し入れを断ることはできませんが、唯一、有給休暇の時季変

更を行うことが許されています。退職日が決まっている場合は、

その退職日以降に変更することはできないので、辞める前に残っ

ている有給休暇をまとめて取得することも可能です。6 ヶ月以上

の勤務があれば、アルバイトやパートなどすべての雇用形態で有

給休暇を取ることができるので、ぜひ使いましょう。

　会社がお金の力で労働者から休む権利を奪う事が禁じられてい

るため、会社が有給休暇の代わりにお金を支払う、つまり有給休

暇の“買い上げ”は基本的に法律で認められていません。しかし、

退職時に消滅してしまう分の有給休暇を一部“買い上げ”の形に

することは問題無いとされています。

　「有給休暇が残っているが、できれば出勤してほしい」

　などと言われた場合は残日数を計算して、その分の有給休暇を

買い取ってもらうことを条件とするのも１つの手です。

残っている有給休暇って
どうなるの？

退職前であれば使いましょう。辞めてしま
うと労働契約がなくなり、使うことが困難
になります。また、場合によっては有給休
暇の買い上げも交渉することができます。

A.
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「解雇で辞めてしまうと君の経歴に傷が付くよ」、「解雇で辞めてし

まうと再就職のときに面接官の心証が悪くなる」と言って退職扱い

で辞めさせる企業が多いようですが、本当のところどうなんでしょ

うか。就職活動支援に携わる方々にお話をきいてみました。

　■ハローワーク職員の話

　・解雇だと会社の都合だと思われるが、むしろ自己都合で辞め

　　てしまうと「勝手な人だ」とイメージが悪くなることが多い。

　・採用の際に、前の職場にいちいち離職理由を問い合わせるよ

　　うなことはしないし、絶対に情報は漏れない。たとえ懲戒解

　　雇の場合でも、情報が再就職先に行くようなことは無い。

　・考え得る可能性としては再就職先が興信所を使って調べるこ

　　とぐらいだが、そんなことはまずやらない。

　■東京都労働相談情報センター職員の話

　・自己都合退職の方が面接官の心証がよいということはあまり

　　考えられない。

　・通常の企業の面接官であれば退職の経緯や理由には重きを置

　　かず、その人が会社に適性があるかどうかに関心を払う。

解雇で辞めると再就職に
響くってホント？

離職理由によって就職で不利になることは
ありません。むしろ自己都合で辞めたとき
の方が苦労する場合があるようです。

A.
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　もしあなたが会社の不当な解雇に対して異議を申し立てたいな

ら、普段の仕事内容や就業時間に関するメモが証拠になります。（１

２ページのコラム参照。）特に解雇や退職勧奨の事例では、「い

つ」 、「どこで」、「だれから」 、「どんな手段で」 解雇を言い渡され

たのかが重要なポイントとなります。この点は絶対にメモしておく

ようにしましょう。いじめや嫌がらせで辞めさせるような、物的証

拠が残りにくいケースでも、メモをつけておけば対応することがで

きます。

今のうちから
準備できることってある？

様々なことをメモしておきましょう。
日記感覚で毎日の仕事を「証拠化」できる、
『しごとダイアリー２』が便利です。

A.

『しごとダイアリー２』は１冊５00 円（税抜き）。全国の書店、Amazon で販売中です。

　また、会社は辞めるけれど未払いの

残業代などに関してはきちんと精算し

たいなどという場合、たとえ会社を辞

めた後でもメモがあればそれを基に交

渉することができます。普段から、就

業時間や仕事内容についてメモしてお

くようにしましょう。

　『しごとダイアリー２』は働く人が

メモをつけることに焦点を合わせて

作ったものです。労働法に詳しい弁護

士の監修を受け、何をメモすればいい

のか解説がある他、裁判やあらゆる交

渉で使用することができます。



What's POSSE?
NPO 法人 POSSE（ポッセ）は労働相談、労働法教育、調査活動、政策研究・提言を

若者自身の手で行う NPO 法人です。20 代を中心に、40～ 50 人のメンバーで運営し

ています。年間およそ2000件の労働相談・生活相談に対応しています。

相談受付
NPO法人POSSEは、無料の労働相談を行っています。

TEL: 03-6699-9359
Mail: soudan@npoposse.jp

残業代が支払われない、有給休暇がとれない、
セクハラやパワハラを受けている、退職を迫られている…。

そのほか、どんなことでも構いません。
自分だけのささいな問題だと思っていたり、自分が悪いと自分を責めていても、
じつはよくある労働問題だったり、職場の法律違反だったりすることは少なく
ありません。

ひとりで悩む前に、ぜひ一度、お気軽にご連絡ください。
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ボランティアスタッフ募集！
POSSE に寄せられる相談は年間約 2000 件。より多くの労働相談に応え

るために、ボランティアスタッフを募集しています。あなたも一緒に経験

を積みながら、労働問題解決のための相談スキルを磨いてみませんか？

定期的に勉強会を開催しており、経験者が相談の受け方や労働法の知識面

でのサポートをしているので、未経験の方でも心配ありません。

興味のある方は、裏表紙の連絡先までご連絡ください。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


