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いしかわ障害者雇用推進カンパニー

認定シンボルマーク

新型コロナワクチン接種促進のための職場環境整備に関する要請

☆日　時　  7月21日(水)　午後1時30分～午後4時
8月18日(水)　午後1時30分～午後4時

☆場　所　石川県職業能力開発プラザ(金沢市芳斉1‒15‒15)
TEL：076‒261‒1400

相談スタッフ…石川県労働企画課・税務課・労働委員会、
石川労働局雇用環境・均等室、(独)勤労者退職金共済機構

総合労働相談会のご案内

労働ニュース

石川県経営持続月次支援金について

雇用維持アドバイザー派遣事業のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆様への支援制度について

研修のご案内（在職者の方向け）（８、９月実施分）

中小企業退職金共済制度のご案内

オーダーメイドセミナーのご案内（在職者訓練）

金沢・七尾産業技術専門校　体験見学会について

新型コロナワクチン接種促進のための職場環境整備について

ＳＴＯＰ!転倒災害　－３つの転倒予防－

職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため ～取組の５つのポイント～を確認しましょう！
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　新型コロナワクチン接種促進のための職場環境の整備について、6月23日、南井浩昌県商工労働部長と

八子理子石川労働局雇用環境・均等室長が金沢商工会議所会館を訪れ、県経営者協会の橋本政人専務理

事に要請書を手渡し、要請を行いました。

　要請書では、接種時や、接種後に体調を崩した場合に休暇を取得しやすくするため、特別休暇の新設や

既存の休暇制度を見直すことのほか、接種の時間は仕事から離れることを認めることなど、柔軟な対応を検

討するように企業に求めました。（8ページに要請文の記事あり）

　その後、県商工会議所連合会、県商工会連合会、県中小企業団体中央会、金沢経済同友会に対しても、

要請を行いました。

賃金や労働時間など労務管理上の課題や、職業能力開発、税金などの問題に
ついて専門スタッフがご相談に応じます。秘密厳守。費用は無料。電話によ
るご相談にもお応えします。

TEL(076)261-1400　FAX(076)261-1402

2021
第812号

7･8

企業からの

ご相談も受けて

おります
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労働ニュース
◎（一社）石川県技能士会令和３年度総会開催

　5 月 13 日、金沢市内において、（一社）石川県技能士

会令和３年度総会が開催されました。川元傳会長が開

会の挨拶をした後、令和２年度事業報告及び収支決

算、令和３年度事業計画及び収支予算などについて審

議が行われ、いずれも承認されました。令和３年度事

業計画では、①技能向上研修会への助成、②青年技能

者の育成強化、③技能競技大会出場選手の激励、④「石

川の技能まつり」への参加などの事業に取り組むこと

とされました。

◎経済団体への新規学校卒業予定者の採用等に関する要請

　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 4年

3月新規学校卒業予定者を取り巻く就職環境について

も厳しい状況となることが懸念されています。

　このため、第二の就職氷河期世代を作らないとの観

点から、5 月 19 日、𠮷田研一石川労働局長と南井浩昌

県商工労働部長が金沢商工会議所会館を訪れ、県経営

者協会の橋本政人専務理事に要請書を手渡し、新規学

校卒業予定者の採用維持・促進や現在働いている方々

の雇用維持について、要請を行いました。

　その後、県商工会議所連合会、県商工会連合会、県中

小企業団体中央会、県鉄工機電協会、県食品協会、県繊

維協会、県情報システム工業会に対しても、要請を行

いました。

◎（一社）石川県労福協第60回通常総会開催

　６月 21 日、金沢市内において「すべての働く人の幸

せと豊かさをめざして、連帯・協同で安心・共生の福

祉社会をつくろう」をメインスローガンに（一社）石川

県労働者福祉協議会の第 60 回通常総会が開催されま

した。今年も新型コロナウイルス感染症対策のため参

加者数を絞り議事進行を迅速に進める形式で開催さ

れました。冒頭、西田満明理事長のあいさつ後、2020

年度一般経過報告及び会計報告などが審議承認、役員

改選などが行われ、スローガンを採択し閉会しました。

◎「障害者雇用促進セミナー」の開催

　6 月 22 日、県庁において、石川県、石川労働局及び

石川障害者職業センターの主催による障害者雇用促

進セミナー「発達障害者等の採用面接及び雇用管理の

ポイント」が開催され、県内事業所から 13 名（うちオ

ンライン参加 5 名）が参加しました。石川労働局職員

による県内障害者雇用の現状及び支援制度の説明や、

石川障害者職業センターによる採用面接及び雇用管

理のポイント解説が行われた後、参加者は３グループ

に分かれて意見交換を行い、障害者雇用や採用のポイ

ントについて理解を深めました。

◎「いしかわ就職フェア」の開催

　6月25日から26日にかけて、石川県本多の森庁舎会

議室において「いしかわ就職フェア」が開催されま

した。令和4年3月卒業予定の大学生、大学院生、短

大生、高専生、専門学校生など県内で就職を考えて

いる学生等を対象とするもので、県内企業108社と学

生等196人の参加がありました。各企業ブースでは採

用情報や企業概要の説明が行われました。
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　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている県内企業等の皆様が抱える雇用維持に関する課題解決の
　ため、各種助成金の活用や適切な労務管理等について、雇用維持アドバイザーによる支援を行います。

◎雇用維持に係る助成金について申請に向けたアドバイスを受けたい

  （雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、働き方改革推進支援助成金　等）

　※本事業では助成金の申請代行手続きは行いません

◎就業規則の整備、労使協定の締結等の労務管理についてアドバイスを受けたい

◎その他、雇用維持のために活用できる制度について知りたい

対象者

相談料

利用条件

アドバイザー

期　間

申し込み方法

以下に該当する場合はお気軽にご相談ください

雇用維持アドバイザー派遣事業のご案内

【申込先】　石川県商工労働部労働企画課（TEL：076-225-1531)　

県内企業・事業所

無料（相談は1回1時間程度）

1事業所3回まで

社会保険労務士

令和3年4月１日～令和4年3月31日

詳細は下記申込先へご連絡ください

石川県経営持続月次支援金の申請受付開始！

5月,6月にまん延防止等重点措置の影響で売上が減少した事業者へ上乗せ支援

石川県経営持続月次支援金県

5月又は6月の国の月次支援金を受給した事業主に対し追加支援

給付額 中小企業等

個人事業主

上限

上限

10万／月

5万／月

最大2カ月分20万円

最大2カ月分10万円

月次支援金国
2021年の月間売上が2019年又は

2020年の同じ月と比べて50%以上減少

給付額 中小企業等 個人事業主

上限 上限20万／月 10万／月
給付額の算定方法 2019年又は2020年の基準月の売上－2021年の対象月の売上

石川県事業者支援ワンストップコールセンター

076-225-1920 対応時間 土・日・祝日も対応9:00～18:00

申請要項はホームページに掲載しているほか県内市町や商工会議所へ配布しております。

国の月次支援金
給付通知書で確認

申請期間 7月5日（月）から10月31日（日）まで

酒類販売事業者は
国と同額

お問い合わせ先
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R3.7.1時点

① 新型コロナウイルス感染
　 拡大防止協力金（４次）
　  申請受付 6/14～8/2

② 集客施設への時短要請
　 協力金
 　 申請受付 6/14～8/2

③ 緊急事態宣言又はまん延防止等　        
　　重点措置の影響緩和に係る

   　「月次支援金」
　　    4月分/5月分：6/16 ～ 8/15
　　　 6 月分：7/1 ～ 8/31

⑦ 事業再構築補助金
     ２次公募 5/20～7/2
   ※R3年度中にさらに3回程度公募

⑧  ものづくり・商業・
　 サービス補助金
   （低感染リスク型ビジネス枠）
     ７次公募 6/3～8/17

⑨ 持続化補助金
   （低感染リスク型ビジネス枠）
     ２次公募 5/13～7/7

5/12～6/13までの全ての期間
において県からの営業時間の短縮
要請にご協力いただいた飲食店

5/16～6/13までの全ての期間
において県からの営業時間の短縮
要請にご協力いただいた金沢市内
の集客施設及びそのテナント

時短率 ( 短縮した時間 / 本来の営業時間 ) に
応じて、

【1,000 ㎡超の大規模施設】
時短営業した面積 1,000 ㎡ごとに
  最大 20 万円 / 日（29 日間）
※協力金の支給対象テナント及び特定百貨店店舗が計   
　10 以上の場合、追加支給有

【大規模施設に入居するテナント】
時短営業した面積 100 ㎡ごとに
  最大 2 万円 / 日（29 日間）
※映画館は別の算定式有

対象月の売上50%以上減の中堅・
中小事業者
法人20万円/月、個人10万円/月
を上限に支援

月次支援金事務局
相談窓口

0120-211-240

新分野展開や業態転換で事業を
立て直したい

社会経済の変化に対応した製品
を開発するための設備を導入し
たい

感染防止対策をしつつ、販路を
開拓したい

新分野展開や事業転換等の事業再構
築に取り組む場合、上限 1 億円まで
最大 2/3( 中堅は 1/2) で補助
さらに時短営業の飲食店や外出自粛の影響で本年
1 ～ 5 月のいずれかの月の売上が 30% 以上減なら補
助率を 3/4( 中堅は 2/3) に引上げ（上限 1,500 万円）

事業再構築補助金
事務局コールセンター

0570-012-088

対人接触機会の減少に資する、製品
開発、サービス開発、生産プロセ
スの改善に必要な設備投資を最大
1,000万円まで2/3補助

ものづくり補助金事務局
サポートセンター

050-8880-4053

小規模事業者に最大100万円まで
3/4補助
さらに緊急事態宣言の影響で本年１～５月のいずれ
かの月の売上が30%以上減なら、補助金総額に占め
る感染防止対策費の上限を最大25万円→最大50万円
に引上げ

小規模事業者持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）

コールセンター

03-6731-9325

⑤ 新型コロナウイルス感染
     症経営改善支援特別融資

⑥ 政府系金融機関による 
　 実質無利子・無担保融資  
　 制度
  （ 新型コロナウイルス感染症特別貸付等）

売上減で資金繰りが厳しい

【融資限度額】  ４千万円
【利子】  １．０％

                ※売上減少率が一定水準を超える場合

【返済期間】  １０年以内
                 ( 元本据置５年以内 )

【信用保証】  必須 ( 保証料はゼロ )

【融資限度額】  公庫 ( 国民 ) ６千万円
                       公庫 (中小 )・商工中金３億円

【利子】  当初３年間実質無利子
               ※売上減少率が一定水準を超える場合

【返済期間】  １０年以内
                 ( 元本据置５年以内 )

最寄りの金融機関
または石川県商工労働部

経営支援課

076-225-1522

日本政策金融公庫

0120-154-505
商工組合中央金庫

0120-542-711

４～６月の緊急事態宣言又は
まん延防止等重点措置の影響で
飲食店との取引減少、不要不急
の外出自粛により売上が減少

1 日当たりの売上高に応じて、１店舗当たり

【金沢市】  99 万円～ 660 万円
　　　　　  ( 大企業 0 万円～ 660 万円 )

【金沢市以外】 82.5 万円～ 660 万円
　　　　　  ( 大企業 0 万円～ 660 万円 )

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆様への支援制度（石川県）

石川県事業者支援
ワンストップコールセンター

076-225-1920

石川県事業者支援
ワンストップコールセンター

076-225-1920

国の「月次支援金」の支給を受けた
事業者

※5月、6月の最大2ヶ月分が対象

国の「月次支援金」の給付額の 1/2
（最大で法人 20 万円 /2 ヶ月、個人
10 万円 /2 ヶ月）を上乗せ支援
酒類販売事業者には、国の「月次支援金」と同額

（最大で法人 40 万円 /2 ヶ月、個人 20 万円 /2 ヶ月
を上乗せ支援）

石川県事業者支援
ワンストップコールセンター

076-225-1920

④石川県経営持続月次
    支援金
     申請受付 7/5～10/31

申請
受付

国

国

国

国

国

県

県

県

県

⑩ 高機能換気設備等の
　 導入支援事業
     ２次公募 6/8～7/22

高機能な換気設備を導入して
感染リスクを抑えたい

環境省
地球温暖化対策事業室

0570-028-341

中小企業等の高機能換気設備及び
同時に導入する空調設備の導入費
用を最大1,000万円まで1/2補助※
※施設のCO2排出量の削減が必要 

県

融
資

補
助
金
・
助
成
金

給
付
金
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金沢商工会議所
金沢市尾山町 9-13

076-263-1151
珠洲商工会議所
珠洲市飯田町 1-1-9

0768-82-1115

小松商工会議所
小松市園町ニ 1

0761-21-3121
白山商工会議所
白山市西新町 159-2

076-276-3811

七尾商工会議所
七尾市三島町 70-1 0767-54-8888

石川県商工会連合会 (※)
金沢市鞍月 2-20

076-268-7300

輪島商工会議所
輪島市河井町 20-1-1 0768-22-7777

( 公財 ) 石川県産業創出支援機構
金沢市鞍月 2-20

076-267-1244

加賀商工会議所
加賀市大聖寺菅生ロ 17-3 0761-73-0001

石川県中小企業団体中央会
金沢市鞍月 2-20 076-267-7711

※令和3年7月1日時点の国や県（関係団体含む）の主な支援策をまとめた一覧です。支援メニューの詳細や最新の情報は、各連絡先までお問い合わせください。

※お近くの商工会にお問い合わせいただくことも可能です。

石川県事業者支援ワンストップコールセンター

０７６－２２５－１９２０
各種支援制度の総合窓口はこちら

⑯ 経営力強化総合支援
    アドバイザー派遣
     随時受付

コロナ禍の様々な経営課題の解決
に向けたアドバイスがほしい

経営課題に応じて、各分野の専門家
を無料で派遣

県内商工会議所・商工会、
(公財)石川県産業創出

支援機構、中小企業団体
中央会

雇用維持に係る助成金や労務管理
について、アドバイスを受けたい

社内のデジタル化の取り組み
（テレワーク、生産現場の効率化、
ＲＰＡ）をサポートしてほしい

⑰ 雇用維持アドバイザー
    派遣
     随時受付

⑱ デジタル化推進経営
    アドバイザー派遣
     随時受付

社会保険労務士を無料で派遣

デジタル化の推進に精通する専門
家を無料で派遣

石川県商工労働部
労働企画課

076-225-1531

(公財)石川県産業創出
支援機構 デジタル推進課

076-267-1001

商工会・商工会議所等の支援機関では、各種支援制度の活用サポートを行っています。

⑬ 雇用調整助成金
     ※7月時点

⑭ 産業雇用安定助成金

⑮ 人材確保等支援助成金
  （テレワークコース）

雇用を維持したい

在籍出向で雇用を維持したい、
在籍出向の人材を活用したい

テレワークを新規導入・実施したい

一定要件で、休業手当等の最大9/10、
13,500円/日(中小企業)を助成
まん延防止等重点措置に係る特例、または、業況特例

に該当する場合、最大10/10、15,000円/日(中小企業)

出向中に要する経費の一部を最大
9/10 助成 ( 中小企業 )

（日額最大 12,000 円  ※出向元・先の計）

一定要件で、テレワーク通信機器等
の導入費用を助成(各最大100万円)
・機器等導入の支給対象経費の30%を助成
・更に、離職率の目標達成で上記経費の20%を助成

石川労働局
職業対策課

076-265-4428

新規事業への進出や事業転換に必
要な経費を最大100万円まで2/3
で補助

県

石川労働局
職業対策課

076-265-4428

石川労働局
雇用環境・均等室

076-265-4429

⑫ 石川県宿泊施設感染
　 防止対策緊急支援事業
     ２次公募 7/1～8/10

いしかわ新型コロナ対策
認証制度事務局

（石川県宿泊施設感染防止
対策緊急支援事業補助金）

076-262-6170

ＩＴツールの導入により、業務に
おける接触機会を低減したい

⑪ ＩＴ導入補助金
    （ 低感染リスク型ビジネス枠）
     ２次公募 5/15 ～ 7/30

サービス等生産性向上ＩＴ
導入支援事業コールセンター

0570-666-424

業務の効率化及び接触機会の低減
に資するＩＴツール等の導入費用を
最大 450 万円まで最大 2/3 補助
※テレワーク用のクラウド対応したＩＴツール導入

（ソフトウェア、クラウド利用料等）を支援するテレ
ワーク対応類型は最大150 万円国

国

国

国

県

県

県

県

【宿泊施設限定】

感染防止対策に必要な備品・
消耗品の購入や、新たな需要に
対応するための施設改修など
前向き投資をしたい補

助
金
・
助
成
金

専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス

補
助
金
・
助
成
金



研修のご案内（在職者の方向け）（8、9 月実施分）

☆産業技術専門校では企業ニーズに対応したセミナーを企画・実施しておりますので、従業員の方の技術向上にお役立てくだ
　さい。ご希望の際は各産業技術専門校の在職者訓練担当までご相談ください。

　県内産業技術専門校では、在職者の方を対象に、講義と実技を組み合わせた実践的な技術研修を実施しています。受
講希望の方は、開催日の２週間前までに各産業技術専門校へお申し込みください。

コース名 研修内容及び目標 対象者

マシニングセンタの基礎的なプログ
ラミングを習得する。

マシニングセンタ加工
作業に初めて従事され
る方

 5

 5

定員 実施日程

4,580円
(テキスト代等含む)

6,190円
(テキスト代等含む)

費用

◎金沢産業技術専門校
■機械系 （訓練時間9:30～16:30）

マシニングセンタ
プログラミング

NC プログラム及び各種補正値の有
効な活用方法を加工実習を通じて習
得する。

コース名 研修内容及び目標 対象者

産業用ロボットの教示等の業務に必要な特別教育

修了証を取得する。（労働安全衛生法第59条3項、

労働安全衛生規則第36条31項）

産業用ロボットの教示
等の業務に従事する方

（18 才以上）
10

定員

R3.8.2

～8.3

実施日程 費用

■機械系 （訓練時間9:00～16:10）

産業用ロボット教示
等業務特別教育

マシニングセンタプロ
グラミングコース修了
者

マシニングセンタ
課題実習

◎小松産業技術専門校
■機械・金属系 （訓練時間 ＩＣＡＤ　製図 9:00～16:00、プレゼンテーション  9:30～16:30）

コース名 研修内容及び目標 対象者

ＩＣＡＤの基本操作や簡単な機械部
品の製作方法を習得する。

機械図面の読図及びパソコ
ンの基本操作ができる方 5

定員

R3.8.25
～26

実施日程

1,660円
(教材費含)

費用

ＩＣＡＤ　製図

プレゼンテーションソフト Power
Point の基本操作を習得する。

ワードの基本操作がで
きる方

10
R3.8.31
～9.2

4,690円
(テキスト費含)

プレゼンテーション

■IT系 （訓練時間9:30～16:30）

コース名 研修内容及び目標 対象者

Excel VBA を使用したアプリケーショ
ン作成技術を演習を通して習得する。

ExcelVBA基礎編修了者
又は、同等の知識がある方 10

定員

R3.8.3
～5

実施日程

5,130円
(テキスト費含)

費用

ExcelVBA応用編

15,510 円（注1）
（テキスト費、教材費含）

■管理系 （訓練時間9:30～16:30）

コース名 研修内容及び目標 対象者

QC7つ道具の活用方法を習得する。
QCサークル活動の経験が
あり、QC7つ道具を使える方

10

定員

R3.9.6
～7

実施日程 費用

QC7つ道具活用 1,660円

◎七尾産業技術専門校

（注１）金額の確認は、七尾労働基準協会（TEL：0767－52－5343）まで、お願いします。

TEL：0767‐52‐3159

TEL：076‐267‐2221

TEL：0761‐44‐1183

R3.8.23
～25

R3.8.30
～9.1

6
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お問い合わせ先

◎小松産業技術専門校 〒923‐0967 小松市青路町 130　TEL：0761‐44‐1183 

◎金沢産業技術専門校 〒920‐0352 金沢市観音堂町チ 9 番地　TEL：076‐267‐2221

◎七尾産業技術専門校 〒926‐0853 七尾市津向町へ部 34 番地　TEL：0767‐52‐3159

◎能登産業技術専門校 〒927‐0602 鳳珠郡能登町字松波 3-60-3　TEL：0768‐72‐0184

オーダーメイドセミナーのご案内（在職者訓練）

県内産業技術専門校（全 4 校）では、地域企業の皆様の職業能力開発の支援と技術力の向上を目的として、各

種在職者訓練を実施しています。

各企業様の要望に応じたオーダーメイド型セミナーも実施しており、モノづくり分野での人材のレベルアップを図ります。

産業技術専門校からオンラインで行う訓練や、講師を企業に出張させて行う訓練も実施しています。

対象・内容

各校特色

＜対象＞ 新規採用者～中堅技術者
＜内容＞ 基礎技術～応用技術
＜費用＞ 830円 /人・日、教材費、テキスト代

◯小松産業技術専門校（機械・金属、溶接等）

　ex）溶接、熱処理、NC 旋盤、フライス盤、
　　  機械・建築 CAD 等

◯能登産業技術専門校（IT 等、機械系）

　 ex）ワープロ、表計算、クレーン 等

◯金沢産業技術専門校（機械系、IT 等）

　ex）マシニングセンタ、NC 旋盤、機械検査、
　　  機械・建築 CAD 等

◯七尾産業技術専門校（自動車整備、生産設備保全等）

　ex）自動車整備、ガス溶接技能教育 等

中堅社員のレベルアップ！

新入社
員の

即戦力
化！

講師の謝金・

旅費はかかりません
（県が負担します）

企業指定の講師による研修も

ご相談ください

各種要望
（内容、期間、日程等）

にも柔軟に対応！！

随時募集中！

実施風景

雇用調整助成金等を活用し、訓練等はいかがですか？

オンラインでの訓練や企業への出張型の訓練も実施していますオンラインでの訓練や企業への出張型の訓練も実施しています

金沢・七尾産業技術専門校　体験見学会

１.場所・日時

２.対　　　象

３.内　　　容

４.申込・お問い合わせ先

金沢産業技術専門校（金沢市観音堂町チ９番地）

令和３年７月２５日 ( 日 )  ①午前の部１０:００～１２:００ ②午後の部１３:００～１５:００

七尾産業技術専門校（七尾市津向町へ部３４）

令和３年７月２５日 ( 日 )  ①午前の部１０:３０～１２:００ ②午後の部１３:３０～１５:００

高校卒業予定者、既卒者、保護者、教職員

（１）各科の訓練内容及び入校に関する説明

（２）施設及び各訓練内容の見学

（３）各科訓練の実習体験等

金沢産業技術専門校　体験１回目１０：３０～　２回目１３：３０～

総合建築科 　「イス（木製）の製作」（各回先着 10 名）

メカトロニクス科　「工作機械を使用したネームタグの製作」（各回先着 10 名）

電気工事科 　「テーブルタップの製作」（各回先着 10 名）

七尾産業技術専門校

自動車整備科 「エンジン分解組立体験」（各回先着 15 名）

生産設備保全科 「ＵＦＯキャッチャーの製作体験」（各回先着 5 名）

※実習体験を希望される方は、電話または FAX にて、各産業技術専門校へお申込ください。

申込締め切り日　７月２１日（水）金沢産業技術専門校

　　　　　　　　７月２０日（火）七尾産業技術専門校

金沢産業技術専門校　TEL 076-267-2221　FAX 076-267-2295　

七尾産業技術専門校　TEL 0767-52-3159　FAX 0767-52-4697　
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新型コロナワクチン接種促進のための職場環境整備について

【お問い合わせ先】  石川県商工労働部労働企画課（TEL：076-225-1531）

　
令和３年６月２３日

県内経済団体の長　殿

新型コロナワクチン接種促進のための職場環境整備に関する要請

　日頃より、石川県及び石川労働局が取り組んでいる施策の推進に

当たり、多大なるご支援、ご協力をいただき深く感謝申し上げます。

　また、県外出張の自粛、テレワークの活用、業種別ガイドラインの遵

守などの職場における感染防止の取組みの徹底をはじめ、感染拡大

防止のため多大なご協力をいただき、改めて感謝申し上げます。

　さて、全国的に新型コロナワクチン接種の取組みが進んでいます

が、接種は新型コロナウイルス感染拡大防止に極めて有効であると同

時に、事業活動を継続していくうえでも有効な手段であり、もとより強制

ではありませんが、積極的な接種が望まれています。

　当県においては、今後、全接種者の３分の２を占める６５歳未満の方

への一般接種が始まります。

　こうした中、今後、接種を円滑に進めていくためには、労働者の方々

が安心して接種を受けられる職場環境の確保が大切と考えています。

　つきましては、接種時や、接種後に体調を崩した場合に休暇を取得

しやすくなるよう、特別休暇の新設や、既存の休暇制度の見直し、接

種の時間につき労務から離れることを認めるなど、柔軟な勤務時間の

取扱いについてご検討いただきますよう、お願い申し上げます。

　石川県及び石川労働局では、１日も早い社会経済活動の正常化の

ために、全力を尽くしてまいりますので、貴団体傘下の団体及び事業

主の皆様にこの趣旨をお伝えいただきたく、特段のご配慮をお願いい

たします。

石 川 県 知 事   谷本　正憲

石川労働局長　𠮷田　研一
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「産業雇用安定助成金」のご案内

11

職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため

～取組の5つのポイント～を確認しましょう！

■ 職場における新型コロナウイルス感染症対策を実施するために、まず次に示す

　 ～取組の 5 つのポイント～が実施できているか確認しましょう。

■ ～取組の 5 つのポイント～は感染防止対策の基本的事項ですので、未実施

　 の実施の事項がある場合には、「職場における感染防止対策の実践例」を

　 参考に職場での対応を検討の上、実施してください。

■ 厚生労働省では、職場の実態に即した、実行可能な感染症拡大防止対策を検討し

　 ていただくため「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防 

　 止するためのチェックリスト」を厚生労働省のホームページに掲載して

　 いますので、具体的な対策を検討する際にご活用ください。

■ 職場における感染防止対策についてご不明な点等がありましたら、都道府県労

　 働局に設置された「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対

　策相談コーナー」にご相談ください。

事業者の皆さま、労働者の皆さまへ

実施できて
いれば

取組の５つのポイント

テレワーク・時差出勤等を推進しています。

体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実行
できる雰囲気を作っています。

職員間の距離確保、定期的な換気、仕切り、マスク徹底など、
密にならない工夫を行っています。

休憩所、更衣室などの“場の切り替わり”や、飲食の場など
「感染リスクが高まる『５つの場面』」での対策・呼びかけ
を行っています。

手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人が触る箇所の消毒
など、感染防止のための基本的な対策を行っています。

～取組の5つのポイント～

□

石川労働局・労働基準監督署
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昼休みの時差取得（製造業）

○ 感染リスクが高まる「５つの場面」を避ける取り組み
※職場では、特に「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙室など）に注意が必要

休憩所での対策（小売業）

休憩室の机の中
央を注意喚起付
きのパーテー
ションで区切り、
座席も密となら
ないよう二人掛
けにし、対面とな
らないよう斜め
に配置した。

職場における感染防止対策の実践例

このチェックリストは、感染症対策の実施状況について確認し、職場の実態に即した対策を労使
で検討していただくことを目的としたものです。

職場での対策が不十分な場合やどのような対策をすればよいかわからない場合には、感染症対策
の実践例を参考に検討してください。

項目の中には、業種、業態、職種などにより対応できないものがあるかもしれません。すべての
項目が「はい」にならないからといって、対策が不十分ということではありませんが、可能な項
目から工夫しましょう。

職場の実態を確認し、全員（事業者と労働者）がすぐにできることを確実に継続して、実施いた
だくことが大切です。

チェックリストは
厚生労働省ホームページから
ダウンロード可能です。

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト

職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談窓口

石川労働局健康安全課

０７６－２６５－４４２４

平日（月～金曜日）

午前8:30～午後5:15
受 付 時 間

休憩時間の３密回避のため、労使協議の上、休憩
時間帯を２つに分けることとした。


