
石川県職業能力開発プラザだより
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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

働き方改革セミナー「コロナ時代のテレワーク」開催

☆日　時　12月15日(水)　午後1時30分～午後4時
　　　　　  1月19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

も 　 く 　 じ

　11月4日、地場産業振興センターにおいて、開催され、県内企業などから６０名が参加しました。

（主催：石川県、北陸総合通信局、北陸情報通信協議会）

　当セミナーでは、「できるところからテレワークを始める」をテーマにＩＴコーディネーターの越田幸一

氏、社会保険労務士の池田亨氏が講演を行いました。また、株式会社山岸製作所の代表取締役社長

の山岸晋作氏から社内での取り組みについて講演いただいたほか、パネルディスカッションにおいて、

活発な議論がなされました。

　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
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労働ニュース
◎「障害者就職応援セミナー」開催

　9 月 17 日、10 月 15 日、それぞれ七尾サンライフプ

ラザ（能登会場）、県地場産業振興センター（金沢会場）

において、石川県、石川労働局の主催による障害者就

職応援セミナーが開催されました。オンラインによる

参加もでき、会場参加もあわせて、就職を目指す障害

者 17 人（能登会場 10 人、金沢会場 7人）が参加しまし

た。キャリアコンサル担当の髙木眞澄氏による、履歴

書の書き方や面接マナーに関する講義の後、参加者は

模擬面接に挑戦し、就職に向けたスキルアップに取り

組みました。

◎障害者雇用優良事業所等表彰式開催

　9 月 28 日、県庁において、障害者雇用に積極的に取

り組んでいる事業所や優秀勤労障害者などの表彰式

が開催されました。表彰を受けた事業所等は以下のと

おりです。

【障害者雇用優良事業所】

・株式会社ビー・オー・エス食品（野々市市）

【優秀勤労障害者】　※敬称略

・株式会社ベローズ久世　河野　真吾

・石川サンケン株式会社   小泉　外幸

・株式会社どんたく         櫻井　勝己

【20年以上勤続障害者】　※敬称略

・株式会社室戸鉄工所　  竹川　清征

【障害者雇用優良事業所】

・株式会社ＪＲ西日本金沢メンテック（金沢市）

【障害者雇用優良事業所】

・株式会社ホンダ四輪販売北陸（金沢市）

【優秀勤労障害者】　※敬称略

・ケービックス中日本株式会社　鹿角　登美子

・株式会社柴舟小出        藤村　晶恵

・株式会社シンクラン　　山口　祐典

◇石川県知事表彰

◇独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰

◇独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長努力賞

◇「女性活躍加速化クラス」認定企業一覧

◎いしかわ男女共同参画推進宣言企業
　　  「女性活躍加速化クラス」認定証書交付式開催

　県では、男女共同参画推進の取組を宣言する企業等

を「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」として認定

しており、さらに女性活躍に向けた取組を前進させる

ため、その中でも具体的な数値目標を設定する企業を

「女性活躍加速化クラス」として認定しています。

　10月 5日、女性活躍加速化クラス 34社に対し、県庁

において谷本知事から認定書の交付を行い、女性活躍加

速化クラスの認定企業は合わせて 414 社となりました。

・株式会社コスモサミット（金沢市）

・株式会社北陸電器製作所（かほく市）

・株式会社北都組（金沢市）

・佃食品株式会社（金沢市）

・株式会社キョー・エイ（金沢市）

・株式会社技研サービス（金沢市）

・株式会社吉光組（小松市）

・社会福祉法人能美市社会福祉協議会（能美市）

・合同会社レインボーハート（金沢市）

・株式会社大和印刷社（金沢市）

・北陸電気工事株式会社金沢支店（金沢市）

・北川ヒューテック株式会社（金沢市）

・萩野塗装株式会社（金沢市）

・北陸計器工業株式会社（野々市市）

・ＰＦＵライフエージェンシー株式会社（かほく市）

・石川サンケン株式会社（志賀町）

・株式会社オハラ（金沢市）

・荒木木材工業株式会社（金沢市）

・株式会社トーケンリンク（小松市）

・共栄工業株式会社（小松市）

・荒木空調工業株式会社（白山市）

・シンワ通信工業株式会社（金沢市）

・和田内潜建株式会社（七尾市）

・株式会社稲岡建設（志賀町）

・浦谷建設株式会社（七尾市）

・株式会社北陸綜合防災センター（金沢市）

・石川グローブシップ株式会社（金沢市）

・日本電気株式会社北陸支社（金沢市）

・北陸電設株式会社（金沢市）

・株式会社立花造園（能美市）

・株式会社ダスコン（金沢市）

・マルセ化建株式会社（金沢市）

・株式会社青木産業（能登町）

・有限会社アラキ建築設計事務所（金沢市）
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労働ニュース
◎障害者雇用促進シンポジウム開催

　10 月 12 日、県地場産業振興センターにおいて、「障

害者雇用促進シンポジウム」が開催され、県内企業等

から 50 名（うちオンライン参加 29 名）が参加しまし

た。㈱アソウ・ヒューマニーセンターのキャリアコン

サルタント　二見武志氏による「ゼロから始める障害

者雇用」と題した基調講演や、田中利充氏（賀谷セロ

ファン㈱管理部長）、及び本川克久氏（生活協同組合

コープいしかわ執行役員）による事例発表のほか、パ

ネル討論が行われました。

◎女性活躍推進セミナー開催

　10 月 13 日、県庁において、石川県と石川労働局主催

による「企業における女性の活躍推進セミナー」が開

催され、県内企業等から 49 名が参加しました。

　基調講演では、“ ワーク・ライフ・バランス ” のシ

ンボル的存在と知られる佐々木常夫マネージメント・

リサーチ代表の佐々木常夫氏が、「組織も個人も成長

するための女性活躍推進」と題し講演し、続いて事例

発表では、安江雪菜氏（㈱計画情報研究所）、及び高橋

仁美氏（北菱電興㈱）が自社の取組について発表し、参

加者は企業における女性活躍推進の必要性、取組方法

等について理解を深めました。

◎令和３年度「拡大総合労働相談会」開催

　10 月 20 日、石川県職業能力開発プラザにおいて、拡

大版総合労働相談会が開催されました。この相談会は

「いしかわ労働相談強化月間」に併せて毎年開催され

ているもので、金沢弁護士会、司法書士会、社労士会、

産業カウンセラー協会、法テラス石川、石川県、石川労

働局から各相談員が参加し、電話と面談で 17 人の相

談者から相談を受けました。相談内容としては、パワ

ハラ・いじめなどの職場の人間関係、賃金不払いや長

時間労働などの労働条件、雇止め、雇用保険などにつ

いての相談がありました。
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◎令和3年度第2回ワークセミナー開催

　10 月 28 日、県庁において、石川県、県労働委員会、石

川労働局及び石川県人材確保・定住推進機構の主催

による、企業の経営者、管理職、人事・労務担当者、労

働者などを対象とする第２回ワークセミナーが開催

され、46 人が聴講しました。

　第1部では、県労働委員会の松田光代会長代理が「職

場におけるハラスメント対策」と題して講演を行い、

国の指針や裁判例を踏まえて解説しました。

　第 2部では、石川労働局の担当者が「高齢者雇用安

定法の改正」、「個別労働紛争解決のための留意点」に

ついて説明しました。

◎連合石川第 33回定期大会開催

　10月28日、金沢市内において、『安全社会へ新たな

チャレンジ　～すべての働く仲間とともに「必ずそば

にいる存在」～』を大会スローガンとして、加盟労働

組合が参加して連合石川第33回定期大会が開催されま

した。冒頭の西田会長の挨拶の中で、「この１年間は

、コロナ禍という状況の中、厳しい立場で働く仲間や

生活している仲間の生活を少しでも良くする取り組み

をさらに強く意識した一年であった」と振り返り、今

後１年間重視する課題として「度重なる自然災害」「

春闘」など６点についての所見を述べました。大会で

は、2022年度の運動方針案、予算案、秋季年末闘争方

針案が審議・採択さました。また任期満了に伴う西田

満明会長の退任に伴い2022～2023年度役員の選出が行

われ福田佳央事務局長が新会長に選任されました。

　その後大会は新旧役員の挨拶の後、大会スローガン

を承認し、ガンバロウを三唱して大会を終了しました。
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石川県職業能力開発関係表彰式

　石川県職業能力開発関係表彰式が、去る１０月１２日、金沢港クルーズターミナルにて開催され、

谷本正憲石川県知事から石川県知事表彰が、中村健一石川県職業能力開発協会長から同協会長表彰

が、以下の受賞者に贈られました。

竹内　一彦

阪本　良夫

淺川　郁夫

清水　文夫

岩田　昌成

坪野　博文

本田　壽

小田　耕市

中屋敷　靖之

今井　健

定免　和幸

元尾　将己

井上　智勝

吉田　哲也

先出谷　誠

越野　　正

石立　博人

嶋　　勝弘

山本　誠進

奥野　克弘

堀　　浩俊

小谷　達也

谷口　卓司

小川　浩行

髙桑　幸司

江畑　慶一

塩見　卓史

麦山　隆

浅香　敏泰

水口　雅文

谷屋　伸司

南谷　晃平

元 北陸積水樹脂㈱

ダイワ㈱

石川県板硝子商工協同組合

石川県保温保冷工業協会　

石川県インテリア事業協同組合

㈱小松製作所粟津工場

ピーエヌシー工業㈱

㈱カナイワ

㈱小松製作所粟津工場

㈱小松製作所粟津工場

中村留精密工業㈱

津田駒工業㈱

㈱東振テクニカル

㈱小松製作所粟津工場

先出谷板金工業㈱

㈱越野錺工所

津田駒工業㈱

津田駒工業㈱

㈱小松製作所金沢工場

㈱小松製作所粟津工場

㈲キムラ工芸

小谷建具

谷口建築

㈱イスルギ

㈱髙桑工業

江畑総合設備㈱

㈱KBM

サワダライン㈱

㈱八百辰

日本の宿　のと楽

Ｓ．Ｔ．ＲＵＫＩＡ

㈲リッチモント

１．職業能力開発関係功労者知事表彰

2．技能顕功賞知事表彰

被表彰者名

被表彰者名

所　属

越田　由希子

角永　聖弥

道下　尚城

野々村　怜音

北　　宵璃

田中　希望

木村　加奈子

野上　真司

宇枝　元治

永野　靖典

田宮　侑季

山森　あきら

橋本　祐伍

馬場　泰宏

中村留精密工業㈱

中村留精密工業㈱

津田駒工業㈱

津田駒工業㈱

岩本工業㈱

㈱小松製作所粟津工場

津田駒工業㈱

㈱小松製作所粟津工場

㈱小松製作所粟津工場

㈱永野建具店

㈱イスルギ

中橋タイル㈱

中橋タイル㈱

㈱小松製作所粟津工場

3．青少年技能者知事表彰

被表彰者名 所　属

阿部　敏樹

山岸　寛信

吉田　哲也

田中　良則

川西　学

中出　義春

吉田　幸弘

湊　　康久

山口　吉樹

中栄　英晶

浦　　誠

石川県型枠工事業協会

高松機械工業㈱

㈱小松製作所粟津工場

㈱小松製作所粟津工場

㈱小松製作所粟津工場

㈱小松製作所粟津工場

（職）管協会

石川県さく井協会

澁谷工業㈱

（一社）石川県造園緑化建設協会

（一社）石川県造園緑化建設協会

4．職業能力開発協会長表彰（技能検定功労者）

被表彰者名 所　属

所　属

飯田　大翔

北　　勇太郎

山森　あきら

永井　聖

池田　直子

㈲剛配管設備工業

幾何デザイン

中橋タイル㈱

㈱イスルギ

㈱オフィス・べっぴん

5．越馬技能奨励賞

被表彰者名 所　属



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

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

5

オーダーメイドセミナーのご案内（在職者訓練）

＜職業能力開発関係功労者知事表彰＞

＜青少年技能者知事表彰及び越馬技能奨励賞＞ ＜職業能力開発協会長表彰（技能検定功労者）＞

＜技能顕功賞知事表彰＞



研修のご案内（在職者の方向け）（12 月以降実施分）

☆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。

◎小松産業技術専門校　TEL：0761‐44‐1183

■ IT系　（訓練時間 13:00～17:00）

コース名 研修内容及び目標 対象者

Excel を使用し、効率的に作業をする
ためのマクロの活用方法を習得する。

Excel を使用し、効率的に作業をする
ためのマクロの活用方法を習得する。

10

定員

R3.12.14
～16

実施日程

5,350円
(テキスト費含)

費用

表計算　マクロ

効率的に作業をするため、Excel
の各種関数の活用方法を習得する。

Excel の実用的な活用方法を習得
する。

Excel の基本操作がで
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 の基本操作がで
きる方

10

10

R4.2.1
～3

R4.2.8
～10

5,020円
(テキスト費含)

4,690円
(テキスト費含)

10
R4.3.1

～3
5,350円
(テキスト費含)

表計算　関数

表計算　実務活用

表計算　マクロ

■ＣＡＤ･機械系　（訓練時間 9:00～16:00）

コース名 研修内容及び目標 対象者

JW_CAD の基本的な使用方法に
ついて習得する。

パソコン操作ができる
方

10

定員

R4.1.12
～13

実施日程

4,740円
(テキスト費含)

費用

ＪＷ＿ＣＡＤ　初級

JW_CAD の実践的な使用方法に
ついて習得する。

基本的なプログラミングや段取り、
加工技術を習得する。

刃先Ｒ補正や複合固定サイクル等、
応用的なプログラミングや加工技
術を習得する。

JW_CADの基本操作
ができる方

基礎的なＮＣ旋盤操作
技術を習得したい方

実践的なＮＣ旋盤操作
技術を習得したい方

10

10

R4.1.26
～27

R4.1.17
～19

4,740円
(テキスト費含)

7,440円
(教材費等含)

10
R4.1.31
～2.2

7,440円
(教材費等含)

ＪＷ＿ＣＡＤ　応用

ＮＣ旋盤技術 基礎

ＮＣ旋盤技術 応用

◎金沢産業技術専門校　TEL：076‐267‐2221

■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

Solidworks2016(3 次元 CAD) の
基本操作を習得する。

Windowsの基本操作が
できる方

10

定員

R4.3.10
～11

実施日程

1,660円

費用

機械ＣＡＤ

■電気・電子系　（訓練時間 9:30～16:30）

コース名 研修内容及び目標 対象者

PLCの基本命令を使用したプログラム
の作成法を、実習を通じて習得する。

シーケンスプログラミ
ングを初めて学ぶ方

5

定員

R3.12.23
～24

実施日程

3,360円
(テキスト費等含)

費用

ＰＬＣ制御

R4.1.31

～2.2

実施日程 費用

21,230 円（注1）
（テキスト費、教材費含）

◎七尾産業技術専門校　TEL：0767‐52‐3159

コース名 研修内容及び目標 対象者

アーク溶接機を用いて行う金属の溶接・
溶断等の業務に必要な特別教育修了証を
取得する。

アーク溶接の業務に従
事する方（18歳以上） 16

定員

■溶接系　（訓練時間9:00～17:15）

アーク溶接特別教育

（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。

Excel を使用したデータ集計、グラフの
作成、データベースの利用技術等を習得
する。

◎能登産業技術専門校　TEL：0768‐72‐0184

■ IT系　（訓練時間 9:00～16:00）

コース名 研修内容及び目標 対象者

Excelの基本操作がで
きる方

10

定員

R4.1.6
～1.7

実施日程

2,760円
(テキスト費含)

費用

基礎から学ぶ表計算

ソフト

6
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●対象企業 （参加要件等の詳細については、募集要領及び参加規約をご確認ください）

石川県内の活動拠点(本店又は事業所等)で、若年者※の採用を予定している企業
※令和5年3月卒業予定の大学生3年生・短大1年生等や既卒者などで、概ね35歳未満の者

●登録期間（サイトへの掲載期間）
令和４年３月１日(火)～令和５年２月２８日(火)（令和４年度期）

●費用
３万円／期間（税込）
※登録期間の途中からの登録も可能ですが、登録開始日(登録期間の残日数)に関わらず、一律３万円
　となります。

●申込期間
令和３年１１月１２日（金）から随時募集
※「いしかわ就職フェア」等、会員対象イベントについては、別途申込期限がありますので、各イベント
　 募集時の案内をご確認ください。

●申込方法
所定の申込用紙によりお申し込みください。
※申込用紙は次のＨＰよりダウンロードできます。（https://jobnavi-i.jp/comp_entry）
※令和３年度期より登録を継続される場合、継続申出書をご提出ください。

問い合わせ・お申込先

石川県人材確保・定住推進機構（ジョブカフェ石川）
担当：板谷、濱坂

〒920-0935　石川県金沢市石引4-17-1 石川県本多の森庁舎１階
TEL：076-235-4510／FAX：076-235-4523

令和４年度期 企業会員募集中！石川県内に事業所のある企業の採用・人事ご担当者様へ

　ジョブカフェ石川では、県内企業の人材確保と学生の県内定着促進を図るための石川県若者
就職情報総合ポータルサイト「いしかわ就活スマートナビ」の令和４年度期企業会員を募集して
います。

※就職フェア等の参加は「いしかわ就活スマートナビ」登録企業を対

　象とします。

　対象となるイベントは募集時にその旨明示します。なお、参加希望

　がイベントの募集定員を超えた場合は抽選となります。

　サイトでの企業情報等の発信に加え、「いしかわ就職
フェア（合同企業説明会）」などの実際に学生等と出会
える場の提供など、掲載いただいた企業の皆様の採用活
動を支援いたします。

←WEBサイトは

　こちらから

※2021年11月より、「ジョブNAVI石川」は「いしかわ就活スマートナビ」に名称変更しました。
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令和４年３月新規学校卒業予定者の採用選考を行うにあたって

勤労者育児・介護休業資金融資制度のご案内

　9 月16 日から令和4年3月高等学校卒業予定者の採用選考が開始されました。

　新卒者にとって、就職は、学校生活から新たに職業生活に入る人生の重大な転機です。このため、採用

選考を行う事業者の責任も大きく、就職差別のない公正な採用選考を行う必要があります。

　面接試験では、「本籍地や家族の状況・職業」など本人に責任のない事柄についての質問はしてはなら

ないこととされています。

　また、面接の流れの中で何気なく聞いた事柄の中にも応募者を傷つけたり、応募者の人権を侵したりす

ることがありますのでご留意ください。

　なお、次の個人情報の収集は原則認められません。

　　ア．人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因のおそれのある事項（家

　　　　族の職業、収入、本人の資産等の情報など）

　　イ．思想及び信条（人生観、生活信条、支持政党、購読新聞、雑誌、愛読書など）

　　ウ．労働組合への加入状況（労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報など）

　公正な採用選考を行うことは、高校生の選考ばかりでなく、中学生、大学等の学生、一般求職者におい

ても同様に実施される必要があります。

　県では公正な採用選考を行うためのポイントを掲載した「採用担当者必携　公正な採用選考ハンドブッ

ク」（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/documents/r3hanndobukku.pdf）を配布して

おりますので、ご活用ください。

　厚生労働省では、労働保険の「未手続事業の一掃」を主要課題と位置付け、年間を通じて広報活動、加

入勧奨に取り組んでいるところですが、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において

集中的な広報活動等を展開しております。また、石川労働局・各労働基準監督署・各公共職業安定所（ハ

ローワーク）においても同様に取り組みを展開しております。

　未手続事業場の解消に向けた広報活動に、ご理解とご協力をお願いいたします。

　勤労者が安心して育児・介護休業を取得し、仕事と家庭の両立、就業の継続が図られるよう、育児・

介護休業期間中に必要とする生活資金を低利子で融資します。

１　融資対象　　(1)石川県内にお住まいの方

　　　　　　　　(2)育児・介護休業を取得または取得しようとする勤労者で復職が確実な方

　　　　　　　　(3)県・市町税を滞納していないこと

　　　　　　　　(4)育児・介護休業に係る他の公的融資を利用していない方

　　　　　　　　(5)保証協会の保証を受けることができ、確実な保証人を１名以上付すことが出来る方

２　融資限度　　　　100万円

３　返済期間　　　　100万円以内は５年以内、50万円以内は３年以内

４　融資利率　　　　年0.750％（R3.10.1～）※金融情勢により変動あり

５　その他　　　　　保証協会の保証が必要となります。（保証料率 年0.18％）

６　取扱金融機関　　北陸労働金庫の本支店

７　お問い合わせ先　北陸労働金庫本店営業部　　TEL 076-231-2161

お問い合わせ先

　石川県商工労働部労働企画課 社会人UI ターン雇用推進グループ TEL:076-225-1672

お問い合わせ先

　石川労働局 労働保険徴収室 TEL:076-265-4422

１１月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です！
労働保険は「安心」を支えるワン・ピース

社員はもちろん、パート、アルバイト等、名称の如何を問わず、一人でも労働者を雇ったら、

労働保険に加入する必要があります。それが社員を雇う経営者としての責任です。
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「就業環境整備・改善支援セミナー」のご案内

　厚生労働省では、中小企業および新規に起業された企業の方向けに、労働者を雇用する上で必要な労働

時間、休日、賃金などの労務管理や労働災害防止のための安全衛生管理など、それぞれの事情に応じた適

正な就業環境を整備する支援を実施しています。【参加無料】

 

　この支援では、労務管理や安全衛生管理などの基本的な知識について、専門家による「就業環境整備・改

善支援セミナー」(オンラインセミナー・現地セミナー) の開催や個別相談(普及指導)などを行っています。

経営者・労務管理担当者をはじめ、ご関心をお持ちの方はぜひご参加ください。多くの皆さまからのお申

し込みをお待ちしています。

　労働者が新型コロナウイルスに感染し、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労

災保険給付の対象となります。

　請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

　また、労災請求のご参考となるよう、労災認定の具体的な事例を、厚生労働省HP「新型コロナウイル

ス感染症（COVID-19）に係る労災認定事例」でご紹介しております。

　労務管理や安全衛生管理などの基本的な知識について、専門家が分かりやすく解説します。短時

間で必要最低限の情報が詰まったセミナーです。起業して5年以内や新事業場を立ち上げた方、労

働環境の整備をお考えの経営者、労務管理担当者など、労務管理の知識向上を図ろうとされる方

は、この機会にぜひお申し込みください。

　また、「やさしく分かりやすく」を基本に編集制作したセミナーテキストと労務 管理に関する資

料集・判例集も併せて提供いたします。セミナー終了後も社内でご活用ください。オンライン開催

と現地開催がありますので、ご都合に合わせてお申し込みください。詳しい開催日時は、以下のウ

ェブサイトからご覧いただけます。

令和3年度就業環境整備・改善指導事業(就業環境整備・改善支援セミナー) 
　https://shuugyou.mhlw.go.jp/seminar.html

　厚生労働省では、労働者に発症した脳・心臓疾患が業務上災害として労災認定できるかを判断するため

に、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）の認定基準」を定めています。

　令和３年９月から、「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」での検討結果を踏まえ、こ

の認定基準を改正し、業務の過重性の評価が客観的かつ迅速に行えるよう、各負荷要因等の検討の視点等

の明確化、具体的化を図りました。

　詳しくは、厚生労働省HP（脳・心臓疾患の労災補償について）をご覧ください。

☆新型コロナウイルス感染症と労災保険給付

☆脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました

石川労働局　労災補償課からのお知らせ

【就業環境整備・改善支援セミナー】

【開催日程・申し込み方法など詳細はこちら】

就業環境整備・改善セミナー　令和3年度

脳・心臓疾患の労災補償について

（厚生労働省のホームページ）
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職場のトラブル解決しませんか？

パワハラパワハラ 解雇解雇

配置転換配置転換 給料引下げ給料引下げ

私たちが解決を
サポートします

労働委員会



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
　         koyou/shougaishakoyou/shisaku/jigyounushi/index.html

212

障害者の在宅勤務（テレワーク）の推進について

　障害者が希望や能力、障害や疾病の特性等に応じて最大限活躍できる環境整備を図るための選択肢として、

ICT 等を活用した柔軟な働き方であるテレワークによる障害者の在宅雇用が注目されています。

　厚生労働省では、助成金制度（障害者トライアル雇用）の拡充を行うとともに、ホームページで障害者のテレ

ワーク事例等を情報提供し、障害者の就労機会の確保を図っております。

「障害者トライアル雇用制度」の拡充について

「トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）」とは、障害者を原則３か月間試行雇用する

ことで、適性や能力を見極め、継続雇用のミスマッチを防ぎ、早期就職の実現・雇用機会の創出を目的とし

た制度です。 

障害者のテレワークは、以下のような点から、今後一層ニーズの高まると予想されます。

 ・障害特性により通勤が困難な者や在宅勤務を希望する者等が、能力を発揮できる方法として

 ・ポストコロナへの対応として

しかし、個々の障害者が、企業ごとに異なるテレワーク環境に適応できるか見極めるには、 ３か月では期間

が足りない場合があります。

そこで、障害者トライアル雇用制度を以下のとおり拡充しています。

拡　充　内　容

１.テレワークによる勤務を行う場合は、原則３か月（※）のトライアル雇用

　期間を最長６か月まで延長できます。
※ 精神障害者は従来から最大12か月までトライアル雇用期間を延長できます。

２.「テレワークによる勤務」とは、対象労働者の１週間の所定労働時間の２

　分の１以上、情報通信技術を活用して勤務(※)していることをいいます。

※ 在宅またはサテライトオフィスで勤務を行うものに限ります。

３.支給額の変更はなく、期間延長分の支給はありません。

■ 身体障害者・知的障害者等を雇用する場合：月額最大４万円×最大３か月※ 

※ テレワークによる勤務を行う者で３か月を超えて障害者トライアル雇用を

　 する場合も、当該３か月を超えた期間は支給対象期間となりません。

■ 精神障害者を雇用する場合：月額最大８万円

    （最大8万円×３か月、その後４万円×３か月）

障害者の在宅勤務（テレワーク）に関する資料掲載アドレス（厚生労働省ホームページ）

詳しくは石川労働局職業安定部職業対策課（076-265-4428）又は最寄りのハローワークへお問い合わせください。

厚生労働省　障害者雇用　施策紹介


