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石川県職業能力開発プラザ

ホームページ  https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/syokunou-p/
E-mail          pzinfo@pref.ishikawa.lg.jp

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

第１回ワークセミナーの開催

☆日　時　10月20日(水)　午前10時～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
　　　　　　　なお、10月は労働相談個別紛争解決機関が多数参加します

拡大総合労働相談会のご案内

も 　 く 　 じ

　石川県では、毎年、企業の経営者や人事・労務担当者向けに、国や県などが実施する施策、制度等に関するセミナー

を開催しております。今年度、第１回目のワークセミナーを、９月１５日、県庁（金沢市鞍月1-1）で開催し、44名の方に参加

いただきました。

　今回は、改正労働施策総合推進法に基づき、令和４年４月から、中小事業主もパワーハラスメント防止措置が義務化

されることから、どのような取り組みをしなければならないのか、石川労働局の担当者に解説いただきました。また、令

和４年４月より、改正女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定及び届け出義務、女性活躍に関する情報公

表義務が、労働者数が１０１人以上の事業主にも拡大されることから、あわせて解説していただきました。

　本ワークセミナーは、１０月２８日（木）に第２回、来年１～３月に第３回を開催する予定です。今後、県労働企画課の

ＨＰ等に開催案内を掲載していきますので、関心、興味のある方はご参加ください。

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
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労働ニュース
◎「高校生を対象とした企業ガイダンス」の開催

　7 月 3 日から 7 月 31 日にかけて県内高等学校卒業

者の県内就職を促進するため、「高校生を対象とした

企業ガイダンス」が開催されました。

　県内企業が就職を希望する高校 3 年生及び保護者

に対して、自社の情報を発信するとともに、生徒に

とっては、色々な県内企業の魅力を知ることができる

場を、新型コロナウイルスの影響を鑑み、オンライン

を活用して設けられました。

◎「就職氷河期世代向け合同企業説明会」の開催

　7 月 28 日、金沢市内において就職氷河期世代向けの

合同企業説明会が開催されました。

　正規での就職を目指す県内在住の就職氷河期世代

を対象とするもので、26 名の参加がありました。当該

世代の方の正規での採用に積極的な 8 社の県内企業

に出展いただき、各企業ブースでは求人情報や企業概

要の説明が行われました。

◎「転職・キャリアチェンジ支援セミナー」の開催

　7 月 29 日に白山市内において、再就職・転職にむ

けたセミナーが開催されました。

　コロナの影響等で離職された方などを対象とする

もので、28 名の参加がありました。キャリアコンサル

タントの資格を持った講師を招き、自信をもって面接

に臨めるよう、自分の特徴や持ち味を知る「ワーク」を

交えた講義が行われました。

◎「ジモトのシゴト研究会」の開催

　8 月 11 日、学生と県内企業との交流会「ジモトのシ

ゴト研究会」がオンラインで開催されました。

　県内外の大学等に通う学生を対象とするもので、40

名の参加がありました。講師によるコロナ禍での就活

のあり方の変化に関する講演の後、県内企業等 8社の

担当者と、企業概要や今の仕事のやりがい、石川県で働

く魅力などについて話し合う交流会が行われました。

QRコードは
(株)デンソーウェーブ

の登録

内 職 情 報 の ご 案 内

◎内職求人を募集しています！

◎求人情報はHPに掲載中！　　　

●内職情報は、右記QRコードよりアクセスいただけます。

●毎週月曜日（祝日の場合は翌日）更新

●能登地区の方は、下記へお問い合わせください。

　中能登総合事務所　　　　　TEL：（0767）52-6113
　奥能登総合事務所　　　　　TEL：（0768）26-2303

◎内職の仕事をご紹介しています！
●紹介には、石川県職業能力開発プラザへの登録が必要です。

●来所または電話でお申込みください。メールでは、お申込みできません。

●登録後、事業者連絡先等をご案内いたします。

●応募、詳細の確認は、ご自身で直接事業者にご連絡ください。

●金沢市及び近郊の内職情報は、北陸中日新聞（毎週月曜日朝刊）にも掲載されています。

●担当地域：金沢市、白山市、野々市市、小松市、加賀市、能美市、川北町、かほく市、津幡町、内灘町

●求人情報掲載をご希望の事業者様は、下記の内職専用ダイヤルへご連絡ください。

●求人には石川県職業能力開発プラザへの登録が必要です。

石川県職業能力開発プラザ
月曜～金曜（休日除く）8：30～16：45

内職専用ダイヤル（076）223-7025

石川県職業能力開発プラザ

〒920-0862 金沢市芳斉1丁目15番15号
Tel(076)261-1400
・北鉄「三社バス停」下車徒歩約１分
・JR 金沢駅東口より徒歩約８分

登録
無料

掲載
無料

登録
無料

石川県職業能力開発プラザ　内職情報のご案内
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企業における女性の活躍推進セミナーのご案内

＜日時＞

　令和３年１０月１３日（水）１３：３０～１６：００

＜会場＞

　石川県庁行政庁舎１１階１１０２会議室

＜対象＞

　経営者、人事労務責任者等

＜申込方法＞

　石川労働局雇用環境・均等室まで ＦＡＸ(076-221-3087)  または 電話 (076-265-4429) で

　お申し込みください。 ※県男女共同参画課ＨＰから申込書をダウンロードできます。

　本格的な人口減少社会、続くコロナ禍において、企業のさらなる成長には、多様な人材が能力を発揮できる

職場環境の整備が必要です。そこで、“ワーク・ライフ・バランス“のシンボル的存在として知られる佐々木常夫氏

を講師としてお迎えし、女性の活躍推進が企業に与える効果や具体的な手法等を考えるセミナーを開催します。

是非、ご参加ください。

石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課啓発普及グループ

Tel：076-225-1378　FAX：076-225-1374　E-mail：danjo@pref.ishikawa.lg.jp
お問合せ先

　県では、男女がともに生き生きと働くことが

できる職場環境づくりなど、男女共同参画の推

進に自主的に取り組む企業の皆様を認定してお

ります。

＜主な認定のメリット＞

・シンボルマークを交付

・企業名や宣言内容などを県ＨＰや事例集等に

　掲載し、積極的に広報

・県が発注する建設工事、物品購入等の入札

　参加資格に係る審査において加点対象

いしかわ男女共同参画

推進宣言企業

制度概要を記載したパンフレットや申請様式等は県男女共同参画課のHPからダウンロードできます。

　いしかわ男女共同参画推進宣言企業の皆様を

対象に、宣言いただいた女性活躍や働きやすい

職場環境整備などの取組を進めるためのアドバ

イザーを無料で派遣いたします。

＜相談事例＞

・長時間労働是正、女性の登用、

  休暇取得促進、社内の意識改革など

いしかわ男女共同参画推進宣言企業

アドバイザー派遣事業

参加費無料
定員６０名
（先着順）

女性社員の採用を
増やすにはまず何を？

男女ともに働きやすい
職場にして、従業員の
定着を目指したい！
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R3.8.27時点

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）

要請期間の終了を待たずに、協力金の一部を

早期支給（3 週間分定額）

【金沢市】
・8/2 時点で認証済※店舗 84 万円
・認証申請中を含むその他店舗63万円

※いしかわ新型コロナ対策認証制度の認証の指します。

【白山市、野々市市】52.5 万円

給
付
金

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

1 日当たりの売上高に応じて、１店舗当たり

【金沢市】  17.5 万円～140 万円
　　　　　  ( 大企業 0 万円～ 140 万円 )

8/2～9/12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ける金沢市・
白山市・野々市市の飲食店

8/2～9/12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

7/26～8/1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
の飲食店

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

5 月、6 月、8 月、9 月分の国の
「月次支援金」の支給を受けた
事業者
※5 月、6 月、8 月、9 月の最大
　4ヶ月分が対象

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

④ 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 月分：8/1 ～ 9/30
         8 月分：9/1 ～ 10/31
         9 月分：10/1 ～ 11/30

国

申請
受付

県

② 新型コロナウイルス感染
　 拡大防止協力金（6次）
　  申請受付 8/6～8/31

　  ※要請期間終了後に本申請を
　  　受付予定

① 新型コロナウイルス感染
　 拡大防止協力金（5次）
　  申請受付 8/6～10/15

県

４～ 9 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

③ 集客施設への時短要請
　 協力金（2次）

　 ※要請期間終了後に受付予定

県

⑤ 石川県経営持続月次支
　 援金
         5 月 /6 月分：7/5 ～ 10/31 

　　  8 月分：9/15～（予定）

          9 月分：10 月以降（予定）
県

申請
受付

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（42 日間）

【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（42 日間）
※詳細は、後日公表予定

国の「月次支援金」の給付額の 1/2
（最大で法人 40 万円 /4 ヶ月、個人
20 万円 /4 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 80 万円 /4 ヶ月、個人 40 万円 /4 ヶ月
 を上乗せ支援）

融
資

⑦ 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

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

⑥ 新型コロナウイルス感
   染症経営改善支援特別
   融資

県

国

【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 )

補
助
金
・
助
成
金

⑧ 事業再構築補助金
     3次公募 7/30～9/21
     ※R3年度中に5回程度公募

⑨ 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）
     8次公募 9/1～11/11

⑩ 持続化補助金
   （低感染リスク型ビジネス枠）
     3次公募 7/12～9/8

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

事業再構築補助金
事務局コールセンター

0570-012-088

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

国

国

国

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）

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

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



5

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8月27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
     ※8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

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

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
     申請受付 7/1～9/30

　  ※先着順で受付（予算の上限に
　  　達し次第、受付終了）

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）
     3 次公募 8/1 ～ 9/30

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

宿泊施設が行う、感染防止対策に必要な備品・消耗品
の購入費や、施設改修など前向きな投資に対して、

① 基礎分
　　 R2.5/14～R3.12/31の取組
　    ▶最大500万円まで1/2補助
② 上乗せ分
　　 R3.7/1～R3.12/31の取組
　    ▶最大250万円まで1/4補助
①と②を合わせて、最大750万円補助

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)



研修のご案内（在職者の方向け）（10、11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。

◎金沢産業技術専門校
■機械系 （訓練時間9:30～16:30）

コース名 研修内容及び目標 対象者

車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び

掘削用機械）の運転業務に必要な技能講習修

了証を取得する。（労働安全衛生法第 61 条）

建設業に従事する方
（18 才以上） 10

定員

R3.11.8

～11.16

実施日程 費用

■建設機械系 （訓練時間9:00～17:15）

車両系建設機械（整
地等）運転技能講習

◎小松産業技術専門校
■管理・IT系 （訓練時間 危険予知訓練 9:00～16:00、ワード・エクセル  13:00～17:00）

コース名 研修内容及び目標 対象者

報連相や５Ｓを理解し、危険予知に
ついての知識を習得する

危険予知について勉強
したい方

15

定員

R3.10.20
～21

実施日程

1,660円

費用

危険予知訓練

文書作成ソフト Word の基本操作
を習得する

表計算ソフト Excel の基本操作を
習得する

ワードを基礎から勉強
したい方

エクセルを基礎から勉
強したい方

10

10

R3.10.26
～28

R3.11.9
～11

4,690円
(テキスト費含)

4,690円
(テキスト費含)

ワード　基礎

エクセル　基礎

コース名 研修内容及び目標 対象者

測定に必要な知識と技能を習得する
測定・検査作業に初めて
従事する方 10

定員

R3.10.13
～15

実施日程

4,250円
(テキスト費含)

費用

測定

切削理論や旋盤加工技術を習得する

高度な旋盤加工技術を習得する

ドリル加工の切削理論とドリル研削の方
法について、加工実習を通じて習得する

ＮＣ旋盤の基礎的なプログラミング
を習得する

ＮＣプログラム及び各種補正値の有効な活
用方法について、加工実習を通じて習得する

旋盤加工作業に初めて
従事する方

旋盤基礎編の修了者又は、

同等の技能を有する方

ドリル加工作業に初め
て従事する方

NC 旋盤加工作業に初
めて従事する方

NC 旋盤基礎プログラ
ミングコースの修了者

5

5

5

5

5

R3.10.18
～20

R3.10.25
～27

R3.10.26
・29

R3.11.8
～10

R3.11.15
～17

9,090円
（テキスト費、教材費含）

9,990円
（テキスト費、教材費含）

1,660円

4,690円
(テキスト費含)

6,190円
(教材費含)

旋盤基礎編

旋盤応用編

ドリル切削・研削

NC旋盤
プログラミング

NC旋盤　課題実習

■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

JW-CAD（2 次元 CAD）の基本操作
を習得する

表の作成・編集、関数による計算処理
など基本的な機能と操作を習得する

様々な関数の使い方やデータベースの
活用方法など、応用的な機能を習得する

Excel VBA の基本機能と操作を習得
する

Excel VBA を使用したアプリケーショ
ン作成技術を、演習を通じて習得する

Windowsの操作が
できる方

Windowsの操作が
できる方

Excelの基本操作が
できる方

Excelの基本操作が
できる方

Excel VBA基礎編修了者
又は、同等の知識がある方

10

10

10

10

10

定員

R3.11.7
・14・21

R3.10.26
～28

R3.11.9
～11

R3.11.16
～18

R3.11.24
～26

実施日程

6,120円
(テキスト費含)

4,690円
(テキスト費含)

4,690円
(テキスト費含)

5,350円
(テキスト費含)

5,130円
(テキスト費含)

費用

建築CAD

表計算基礎編

表計算応用編

ExcelVBA基礎編

ExcelVBA応用編

88,660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

現場リーダーを育成するためのノウ
ハウを習得する

品質管理の基本的な考え方と、QC
七つ道具の使い方を習得する

新人や部下の育成に携
わる方

QCを初めて学ぶ方

10

10

定員

R3.10.19
・22

R3.11.29
～30

実施日程 費用

現場リーダー養成

QC基礎編

1,660円

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

6



7

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、機械系等）

　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
（期間、日程等）

にも柔軟に対応！！

随時募集中！

いしかわ障害者雇用推進カンパニー

「いしかわ障害者雇用推進カンパニー｣ 認定企業募集中!

　石川県では、障害者雇用に積極的な企業や就労支援の福祉サービス事業

を行っている事業所を「いしかわ障害者雇用推進カンパニー」と認定してい

ます。認定企業は、シンボルマークを名刺、封筒、パンフレット、広告、ホーム

ページ等に表示することができます。

詳しい要領・申請に関するお問い合わせ

石川県商工労働部 労働企画課 企画・労働福祉グループ（〒920-8580金沢市鞍月1-1）

TEL.076-225-1531  FAX.076-225-1534  e-mail:e191300a@pref.ishikawa.lg.jp

URL：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/symbol/ninntei.html

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
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令和３年８月から

業務改善助成金が使いやすくなります

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、業務改善助成金の内容を大幅に拡充します。
（③はコロナ禍により売上等が一定減少した事業主又は事業場内最低賃金900円未満の事業場に限る）

①45円コースを新設
②年度内に２回目の

申請が可能
③上限加算の対象人数

を10人まで拡大

①　事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内

②　事業場規模100人以下

『業務改善助成金』は、設備投資により生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）」の
引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

対象者（事業場）

支給要件

①　賃金引き上げ計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること

②　引き上げ後の賃金額を支払うこと

③　生産性向上に役立つ機器・設備などを導入して業務改善を行い、その費用を支払う

　　こと

④　解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと

⑤　10人以上の上限額区分を適用する場合のみ、ア又はイに該当すること

　　ア　賃金要件：事業場内最低賃金 900 円未満の事業場

　　イ　生産量要件：売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３か月間の月平

　　　　均値が前年または前々年の同じ月に比べて、30％以上減少している事業者

必ずチェック最低賃金！使用者も労働者も

「石川県最低賃金の改正のお知らせ」

時間額８６１円（改正発効日  令和３年10月７日）

　石川県最低賃金は、パートタイマー・アルバイト等雇用形態を問わず、石川県内で働

くすべての労働者に適用されます。

　使用者は、これより低い賃金で労働者を使用することはできません。

　詳細は石川労働局賃金室（℡076-265-4425）又は最寄りの労働基準監督署に

お尋ねください。

　なお、産業によっては、これより金額の高い特定（産業別）最低賃金が適用されます

ので、ご注意ください。

　また、石川労働局のホームページhttp://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/

もご覧ください。
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最大 450万円（上記⑤のア又はイに該当する場合 最大 600万円） 　　　　
コースにより異なるので、詳細は裏面を確認してください

助成額

通常 生産性要件あり

事業場内最低賃金

900円未満
４／５ ９／10

900円以上 ３／４ ４／５

※　「生産性」とは、企業の決算書類

　から算出した、労働者１人当たりの

　付加価値を指します。

　　助成金の支給申請時の直近の決算

　書類に基づく生産性と、その３年度

　前の決算書類に基づく生産性を比較

　し、伸び率が一定水準を超えている

　場合等に、加算して支給されます。

助成率

設備投資（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練など）

※ PC、スマホ、タブレットの他、貨物自動車なども生産性向上の効果が認められる場合は対象

　（⑤のイの生産量要件に該当し、引き上げ額30円以上の場合に限る）

助成対象

引き上げる労働者数

１人 ２～３人 ４～６人 ７人以上 10人以上

20円コース （20円以上引き上げ） 20万円 30万円 50万円 70万円 80万円

30円コース （30円以上引き上げ） 30万円 50万円 70万円 100万円 120万円

45円コース（45円以上引き上げ） 45万円 70万円 100万円 150万円 180万円

60円コース （60円以上引き上げ） 60万円 90万円 150万円 230万円 300万円

90円コース （90円以上引き上げ） 90万円 150万円 270万円 450万円 600万円

・45円コースを新設
・10人以上の上限区分を新設

各コース助成上限額

交付決定
申請書・事業実施計
画等を労働局へ提出

事業実施
事業実施
結果報告

支給
審査

手続きの流れ

令和４年1月31日

【お問い合わせ】

　　令和３年８月10日より業務改善助成金コールセンターを開設します。

　　電話番号：03-6388-6155（受付時間平日8:30～17:15）

【申請窓口】石川労働局 雇用環境・均等室 （電話：076-265-4429） 

i

申請期限

業務改善助成金の活用事例は

厚生労働省ＨＰに掲載しています。
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① 70歳までの定年引き上げ

② 定年制の廃止

"

③ 70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入

　 ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む　　　

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

　　a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

　　b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

※④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります
（労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の
　過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必
　要です。）。

※③～⑤では、事業主が講じる措置について、対象者を限定する基準を設けることができますが、

　その場合は過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。　

※高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを

　目的とした事業のことです。「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘

　案して個別に判断されることになります。

※bの「出資（資金提供）等」には、出資（資金提供）のほか、事務スペースの提供等も含まれます。

＜対象となる事業主＞

　・定年を 65歳以上 70歳未満に定めている事業主
　・65歳までの継続雇用制度（70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。）を
　　導入している事業主

＜対象となる措置＞

次の①～⑤のいずれかの措置（高年齢者就業確保措置）を講じるよう努める
必要があります。

高年齢者就業確保措置について

６５歳までの雇用確保

（義務）

７０歳までの就業確保

（努力義務）

70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、
再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。

事業者の皆さま、労働者の皆さまへ

石川労働局・職業対策課 TEL:076-265-4428お問合せ先

改正高年齢者雇用安定法が令和３年４月から施行されました


