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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

「いしかわ冬のインターンシップフェス２０２１」の開催

も 　 く 　 じ

　12月28日、産業展示館４号館において「いしかわ冬のインターンシップフェス2021」が開催され、県内

企業と学生が参加しました。県では、学生が就職活動において就職先を決定するにあたり、インターンシ

ップが大変重要な意味合いを持っており、また、企業にとっても、自社の事業や実際の職場の様子を学生

に理解してもらう貴重な機会となっていると考えています。そこで県では、学生の県内就職の促進を図る

ため、インターンシップの促進を図ることとし、本格的な就職活動が始まる前の大学３年生などを対象

に、企業が学生に対して自社のインターンシッププログラムや事業概要を説明する場を設けました。

　併せて、当日のイベントへの来場が難しい学生向けに、企業の担当者がインターンシッププログラム等

を説明する動画配信企画を実施しました。

TEL(076)261-1400　FAX(076)261-1402
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☆日　時　2月16日(水)　午後1時30分～午後4時
　　　　　3月16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

　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。
企業からの

ご相談も受けて

おります
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明けましておめでとうございます。令和４年の新春を迎え、皆様には、謹んでお慶び申し上げ

ます。また、日頃から県政の推進にご理解とご協力を賜っておりますことに、心から感謝申し上

げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症との闘いが、一進一退を繰り返した年でした。過酷な環境

のもと、昼夜を問わず、高い使命感を持って献身的に感染者の治療を行っていただいている医療

従事者の方々や、県民生活に不可欠な社会インフラを支えていただいている皆様方に心より感謝

を申し上げます。

本県経済は、製造業を中心に持ち直しているとされている一方、飲食業や観光関連産業は、長

期間にわたる人流抑制の影響により、大変厳しい状況にあります。疲弊したこれらの産業を回復

軌道に乗せるため、「ＧｏＴｏイート事業」や「県民旅行割」を実施し、多くの方にご利用いた

だいています。

さらに、県独自の経営持続月次支援金や、保証料を免除する低利の融資制度などにより、企業

の事業継続を下支えするとともに、専門家派遣、新分野進出や販路開拓への助成などにより、前

向きに取り組む企業を支援しているところです。

引き続き、感染状況や国の動向を注視しながら、県内企業をしっかりと後押ししてまいります。

新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、社会全体のデジタル化の推進が求められており、特に

産業分野においては、企業の競争力強化につながるものとして、重要性が一層高まっています。

本県では、これまでもＡＩ・ＩｏＴの活用による企業の生産性向上を図ってきましたが、今年

度は、導入を検討する企業を支援するため、技術面のみならず経営面も含めた助言を行うアドバ

イザーの派遣制度を新たに設けました。また、具体に導入する企業への助成枠を拡大し、製造工

程のデジタル化による生産性の向上と、デジタル化技術を活用した付加価値の高い製品開発を支

援しています。

さらに、早稲田大学を代表校とする「スマートエスイーＩｏＴ／ＡＩ石川スクール」により、

高いレベルでデジタル化を進める企業の高度人材の育成を支援してまいります。

県でも「石川県デジタル化推進計画」を拠り所に、行政分野はもとより、産業をはじめ、あら

ゆる分野のデジタル化を、これまで以上に進めてまいります。

雇用情勢は持ち直しの動きが広がり、中には人手不足の業種もある中、特に学生の県内就職の

促進は重要な課題の一つです。このため、先般、学生の声も踏まえ、他県にはない多彩な機能を

備えたスマートフォンアプリ「いしかわ就活スマートナビ」の運用を開始したところであり、企

業の皆様には、積極的に活用いただき、学生向けの企業紹介や、採用情報の登録などを通じて、

人材確保の一助にしていただきたいと考えています。

今後とも、こうした取り組みにより、地域の産業を支援してまいります。

加えて、雇用・労働問題の解決や労働環境等の改善についても、関係機関と連携を図りなが

ら、相談やセミナー等の開催による積極的な労働法令等の周知啓発に取り組んでまいります。

この新しい年が皆様にとりまして、明るい展望の持てる年となるよう心からお祈り申し上げます

とともに、県政に対する一層のご支援、ご協力をお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。

地域経済の再生と企業の

競争力強化に向けて

石川県知事　谷 本 正 憲

新年のあいさつ
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労働ニュース
◎「いしかわ業界研究会」の開催

　11月３日、県地場産業振興センターにおいて、「い

しかわ業界研究会」が開催され、県内企業30社、学生

66人が参加しました。本格的に就職活動が始まる前に

様々な業界や企業の研究をすることは大変重要であ

り、感染症対策を徹底した上で、大学３年生などを対

象に、企業が学生に対して業界や自社の事業概要を対

面で説明する場が設けられました。

◎石川県卓越技能者「百万石の名工」表彰式の開催

　12月８日、県庁において卓越した技能を有し県内第

一人者と目される方を石川県卓越技能者「百万石の名

工」として讃える表彰式が開催されました。

　モノづくりなどの技能者の社会的評価を高め、技能

者の励みとなるよう平成26年度に創設された表彰制度

です。谷本正憲知事は、各職種から選ばれた２人の受

賞者に表彰状を手渡し、「今後とも、更なる高みを目

指し技能の研鑽に精進し、後継者の育成にも努めてほ

しい」と挨拶しました。表彰されたのは次の方々です。

◎石川県退職者連合が谷本知事に要請書を提出

　12月６日、石川県退職者連合の小澤会長（ＮＴＴ労

組退職者の会石川県支部協議会）ほか役員など10人

が、県庁知事室を訪れ、令和４年度の県予算編成に向

けた要請書を谷本正憲知事に手渡しました。防災、介

護、新型コロナウイルス対策、交通安全など、いずれ

3

も県民生活に直接関わる大事な課題について、７項目

要請しており、谷本知事は、「いずれも大事な問題で

あり、関係部局で検討する」と答えました。

◎(一社)石川県労働者福祉協議会が谷本知事に要請書を提出

　12月10日、（一社）石川県労働者福祉協議会の福田

佳央理事長ほか役員など９人が、県庁知事室を訪れ、

令和４年度の県予算編成に向けた要請書を谷本正憲知

事に手渡しました。雇用、福祉、防災、教育、くらし

の安全など、県民生活に直接関わる大事な課題として

７項目の要請等をしており、谷本知事は、「いずれも大

事な問題であり、関係部局で検討する」と答えました。

◎第71回勤労者美術展の開催

　12月15日から12月19日まで、金沢21世紀美術館にお

いて、石川県と県勤労者文化協会による「第71回石川

県勤労者美術展」が開催されました。この美術展は、

石川県内で働く勤労者、美術愛好家などが創造意欲を

より高め、充実した余暇活動を行うことができるよう、

毎年開催されています。今年度は、日本画19点、洋画

68点、書道38点、写真66点、手工芸33点の計224点が

出品され、最終日の12月19日には表彰式が行われ、入

賞者が表彰されました。

　

日本料理調理人

氏　　名職　　種 所属事務所

野 﨑 　 学

株式会社 のと楽
　 森の栖リゾート＆スパ

有限会社 ノザキ鈑金塗装自動車板金工

下代　隆士
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◎第59回技能五輪全国大会及び第41回全国障害者　

技能競技大会の開催

　12月17日～20日、東京都において「第59回技能五輪

全国大会」及び「第41回全国障害者技能競技大会」が

開催されました。石川県からは、タイル張り職種で

金山竜靖選手が銀賞を、フラワー装飾職種で北勇太郎

選手が銅賞を見事獲得しました。参加した選手の皆さ

んは次のとおりです。

◎連合石川・労福協「2022新春の集い」の開催

　１月５日、連合石川・石川県労働者福祉協議会合同

の「新春の集い」が金沢市内のホテルで、新型コロナ

ウイルス感染症対策のため参加者を例年の約半分に減

らして開催されました。連合石川の福田佳央会長（石

川県労働者福祉協議会理事長）は、冒頭の挨拶で「オミ

クロン株の感染拡大もあり、再度、感染防止に注意した

生活を過ごすことが必要」、「新型コロナウイルスの感

染状況をみつつ、必要な措置を求めていく」、「2022

春闘においては、連合の内側から社会全体に賃上げの

波を拡大し、起業規模間や雇用形態格差における格差

是正に繋げ、働きの価値に見合った水準に引き上げる

賃上げに取り組んでいく」などと述べました。

　来賓として谷本正憲県知事、山野之義県市長会会長、

𠮷田研一石川労働局長らが祝辞を述べ、最後にガンバ

ローを三唱して終了しました。

◎石川県平和運動センター・石川県勤労者協議会連合

　会「2022年新春の集い」の開催

　１月６日、石川県平和運動センターと石川県勤労者

協議会連合会の「2022年新春の集い」が県地場産業振

興センターで開催されました。石川県平和運動センタ

ーの南弘樹共同代表は、冒頭の挨拶で「コロナ下で活

動が制限されているが、声を出し合い運動を展開して

いきたい」などと述べました。

　来賓として、連合石川の福田佳央会長（石川県労働

者福祉協議会理事長）、社会民主党石川県連合の盛本

芳久代表、石川県社会法律センターの岩淵正明理事長

（石川県憲法を守る会代表）及び立憲民主党石川県総

支部連合会の荒井淳志副代表らが祝辞を述べ、最後に

ガンバローを三唱して終了しました。

氏　　名競技職種

＜技能五輪全国大会＞

＜全国障害者技能競技大会＞

賞所　　属

飯田 　大翔

宮下　 拓巳

柳川 　彩夏

松井　悠樹

窪田　泰成

金山　竜靖

北　勇太郎

山口　雪花

松本　愛美

中田　涼也

新家　克博

釜　雅夫

ビルクリーニング

ワード･プロセッサ

パソコンデータ入力

パソコン組立

配管

配管

美容

和裁

タイル張り

フラワー装飾

フラワー装飾

有限会社  剛配管設備工業

昌和管工 株式会社

株式会社 オフィス・べっぴん

東亜和裁

中橋タイル 株式会社

幾何デザイン

石川県七尾東雲高等学校

銅　賞

銀　賞

情報ネット
ワーク施工

石川職業能力開発
短期大学校

石川県立
錦城特別支援学校

小松市身体障害者
福祉協会 肢体部
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いしかわ障害者雇用推進カンパニー

　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

障害者雇用促進セミナー「持続可能な障害者雇用の話」のご案内

金沢勤労者プラザの貸室ご案内

１．日　　時　令和４年２月17日（木）14：00～16：00

２．開催方法　オンライン開催（Ｚｏｏｍ利用）

３．対　　象　企業の人事担当者等

４．内　　容　障害者雇用に取り組む県内企業２社の事例紹介、パネルディスカッション

５．定　　員　50名（先着順・要事前申込）※参加無料

６．問い合わせ先　

　　石川県商工労働部労働企画課　企画・労働福祉グループ　TEL:076-225-1531

会場の定員

12名

20名～24名

30名～54名

84名

16名～20名

8名～90名

400名

80名

36名

室名

102研修室 他2室

202研修室 他3室

204研修室 他7室

101研修室

201会議室 他1室

403和室 他2室

多目的室

音楽室

料理実習室

室型式

教室型

〃

〃

〃

舟形テーブル

畳

多目的ホール

防音

調理台7台

用途

会議、研修

〃

〃

研修、講演会

会議

会議、展示会

講演会、展示会

ピアノ発表会など

調理実習

午前

1,350

2,780

4,180

6,550

5,600

1,930

16,430

10,100

6,250

午後

1,910

3,900

5,880

9,230

7,870

2,520

23,120

13,460

8,200

夜間

2,010

4,120

6,210

9,720

8,300

2,970

24,340

10,100

8,550

　会議室・研修室など８～400名収容の様々な施設（全24室）を低廉な料金で提供しております。また、

各室にWi-Fiを設置しております。リモート会議などでご利用ください。

〇 空室状況、各会場の詳細は、ウェブサイトでご覧いただけます。

〇 会議・研修に必要な備品（マイク装置、プロジェクターなど）も貸出しております。

〇 駐車場（190台収容）当館をご利用の方は、入庫時より１時間無料です（以後１時間ごとに100円です）

　館内換気、検温、アルコール消毒液設置など新型コロナウイルス感染の予防対策を徹底しております。

金沢勤労者プラザ　〒920-0022 金沢市北安江３-２-20

TEL（076）221-7771 　www.kinpura.com

■ 開館時間９：00～21：00（日曜･祝日は９：00～17：00)■ 休館日  第１火曜日

ご予約
お問い合わせ

※上記は、冷暖房料、消費税込

「いしかわ障害者雇用推進カンパニー」認定企業 募集中！「いしかわ障害者雇用推進カンパニー」認定企業 募集中！
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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 1 3 0 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

対象・内容

＜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

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！！

オーダーメイドセミナーのご案内
（在職者訓練）

随時募集中！

各校特色

◯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

実施風景

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。

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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1,660 円

◎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

10

定員

R4
3/10 ～ 3/11

実施日程 費用

機械 CAD
Solidworks 2016（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

（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。

コース名 研修内容及び目標 対象者 定員

R4
3/17 ～ 3/18

実施日程

15,510 円
( 注 1)

（テキスト費、教材費含）

費用

◎七尾産業技術専門校　TEL：0767‐52‐3159　

■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

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）

（注2）金額の確認は、奥能登総合労働基準協会（TEL：0768-52-2049）まで、お願いします。

コース名 研修内容及び目標 対象者 定員

R4
2/28 ～ 3/1

実施日程

21,010 円等
( 注 2)

（テキスト費、教材費含）

費用

◎能登産業技術専門校　TEL：0768‐72‐0184　

■管理系 （訓練時間　建設業　9：00～17：15、建設業以外　9：00～16：10）

職長・安全衛生責任
者教育

労働者に対する指導・監督の方法や

労働災害防止のために必要な事項を

習得する。（労働安全衛生法第60条、

労働安全衛生規則第40条）

作業中の労働者を直接
指揮監督する方

5,350円
（テキスト費含）

コース名 研修内容及び目標

10

定員

R4
3/1～3/3

実施日程

◎小松産業技術専門校　TEL：0761‐44‐1183

■ＩＴ系 　（訓練時間13：00～17：00）

表計算　マクロ
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の基本操作ができ
る方

費用

4,790 円
（教材費等含）

コース名 研修内容及び目標

5

定員

R4
3/7 ～ 3/9

実施日程

■機械系 　（訓練時間9：00～ 16：00）

普通旋盤作業 応用
技能検定2級（普通旋盤作業）程度
の加工技術を習得する。

技能検定3級程度の技能
を有する方

費用

☆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。

研修のご案内（在職者の方向け）（2・3月実施分）

　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。



8

　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

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！

◎内職の仕事をご紹介しています！

石川県職業能力開発プラザ
月曜～金曜 8：30～16：45

内職専用ダイヤル（076）223-7025

●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。

●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

〒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

●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

●来所、またはお電話で石川県職業能力開発プラザへの登録が必要です。

●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

登録
無料

掲載
無料

QRコードは
(株)デンソーウェーブ

の登録

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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「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します
  2022年１月１日スタート

●雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち２つの事業

　所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出

　を行った日から特例的に雇用保険の被保険者マルチ高年齢被保険者）となることができる制度です。

●マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を受

　給することができるようになります。

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは

マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要がありますので、事業主の皆さまは、本

人からの依頼に基づき、手続に必要な証明（雇用の事実や所定労働時間など）を行ってください。これを受け

て、本人が、適用を受ける２社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。

基本的な手続の流れ

●マルチジョブホルダーが雇用保険の適用を受けるためには、事業主の皆さまの協力が必要不可欠です。労働

　者から手続に必要な証明を求められた場合は、速やかなご対応をお願いします。

●マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利

　益な取扱いを行うことは法律上禁じられています。

●マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生し

　ます。

お願いと注意点

詳細については、厚生労働省の

ホームページをご覧ください →

都道府県労働局・ハローワーク

お問い合わせは最寄りのハローワークまで

マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。加入後の取扱いは

通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者

１ 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

２ ２つの事業所（１つの事業所における１週間の所定労働時間が５時間以上20時間未満）の労働時間

　を合計して１週間の所定労働時間が20時間以上であること

３ ２つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

65歳以上

事業所 １ 15時間/週

８時間/週

６時間/週

合計

週所定労働時間20時間以上

 かつ

それぞれの事業所で31日以上

雇用見込みあり

うち２つの事業所での労働時間

事業所 2

事業所 3

※上記の１と２の事業所で雇用保険の適用を受けた場合、２を離職しても、１と３の労働時間が週20時

　間以上あるため、１と２で喪失に係る届出後、改めて１と３の雇入に係る届出が必要です。



10

①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化 施行日：令和４年４月１日

●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備（研修、相談窓口設置等）

●妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 施行日：令和４年４月１日

改正前 改正後

育児休業の場合
（１）引き続き雇用された期間が1年以上
（２）１歳６か月までの間に契約が満了することが明ら
　　　かでない

●（１）の要件を撤廃し、（２）のみに
※無期雇用労働者と同様の取り扱い（引き続き雇用された期
　間が１年未満の労働者は労使協定の締結により除外可）

施行日：令和４年１０月１日

③産後パパ育休（出生時育児休業）を創設

④育児休業の分割取得が可能に

⑤育児休業取得状況の公表義務化 施行日：令和５年４月１日

事業者の皆さまへ（全企業が対象です）

育児・介護休業法改正のご案内

石川労働局

産後パパ育休
（育休とは別に取得可能）

（R４.10.１～）

育休制度
(R４.10.１～）

育休制度
（現行）

対象期間
取得可能日数

子の出生後８週間以内に
４週間まで取得可能

原則子が１歳
(最長２歳)まで

原則子が１歳
(最長２歳)まで

申出期限 原則休業の２週間前まで 原則１か月前まで 原則１か月前まで

分割取得
分割して２回取得可能

（初めにまとめて申し出ることが必要）
分割して２回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出）

原則分割不可

休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲で休業中に就業

することが可能
原則就業不可 原則就業不可

１歳以降の延長 育休開始日を柔軟化
育休開始日は１歳、
１歳半の時点に限定

１歳以降の再取得
特別な事情がある場合
に限り再取得可能

再取得不可

＊＊＊＊＊　改正法の説明会を開催します！　＊＊＊＊＊
改正育児・介護休業法に関する理解を深めていただくため、石川労働局では下記の日程で説明会を開催
します（（オンライン（Zoom）及び会場の同時開催）

【開催スケジュール】
　金沢会場：金沢駅西合同庁舎６階共用第１会議室
　　令和４年２月10日（木）10時00分～12時00分、14時00分～16時00分
　　令和４年２月17日（木）10時00分～12時00分、14時00分～16時00分
　小松会場：小松日の出合同庁舎６階会議室
　　令和４年２月28日（月）13時30分～15時30分
　七尾会場：七尾地方合同庁舎２階会議室
　　令和４年２月22日（火）13時30分～15時30分

【問い合わせ先】石川労働局雇用環境・均等室　TEL:076-265-4429

改正女性活躍推進法への対応はお済みですか？【令和４年４月１日から施行されます！】

一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が
常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます 女性活躍推進法特集ページ

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。


