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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

「いしかわ就職フェア」開催

☆日　時　4月20日(水)　午後1時30分～午後4時
　　　　　5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

も 　 く 　 じ

　３月９日と10日、産業展示館４号館において、合同企業説明会「いしかわ就職フェア」が開催されました。

「いしかわ就職フェア」は、県内企業の人材確保と学生の県内就職を促進するため、大学３年生等の就職

活動の開始に合わせ、県やいしかわ就職・定住総合サポートセンター（ＩＬＡＣ）により開催されています。

平成19年度から開催されている本イベントですが、今では北陸最大級の規模となっており、本年も、新型

コロナウイルス感染対策を徹底して行われ、２日間計271社の企業が参加しました。参加学生数は、２日間

計824名でした。

　賃金不払いや長時間労働、解雇・退職強要、パワハラ・セクハラなどの

職場の人間関係、労務管理一般などの労働問題について専門の相談スタッフ

が電話または来所でご相談に応じます。秘密厳守、相談無料。

TEL(076)261-1400　FAX(076)261-1402
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◎経営戦略としての女性活躍推進の秘訣  実践セミナ

　ー開催

　２月１日、石川県主催による女性活躍実践セミナー

「経営戦略としての女性活躍推進の秘訣」がオンライ

ン開催され、県内企業等16社が参加しました。㈱シェ

ヘラザード代表取締役の坂本祐央子氏による講演や、

県内企業２社による取組事例発表を通じて、参加企業

同士が、多様な人材が活躍する職場環境づくりなどに

ついて情報交換し、理解を深めました。

◎連合石川第48回地方委員会開催

　２月４日、金沢市内において、連合石川第48回地方

委員会が、新型コロナ感染症対策のため出席者を会場

とＷＥＢに分けたハイブリッド形式で開催されまし

た。福田佳央会長は冒頭のあいさつで、2022春季生活

闘争について「連合の内側から社会全体に賃金引き上

げの波を拡大し、企業間格差や雇用形態間格差の是正

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参りたい」「『人への投資』を積

極的に求めていく要求と交渉を通じて、労使がとも

に、自らの企業の状況や雇用・労働のあり方につい

て、現状を認識し、そのうえで５年後10年後の未来の

姿を描き、そこに到達する道筋を考えていく『未来づ

くり春闘』の前進をお願いする」などと述べました。

その後委員会では、「未来をつくる。みんなでつく

る」をスローガンに、定期昇給相当分（２％）＋引き

上げ率（２％）などを具体的目標とする「連合石川

2022春季生活闘争方針」を決定しました。

◎連合石川と石川県経営者協会との懇談会開催

　２月14日、金沢市内で、連合石川と石川県経営者協

会の2022春闘に向けた懇談会が開催されました。まず

冒頭、連合石川の福田佳央会長から経営者協会の高松

喜与志会長に対し、賃上げについてベースアップ分２

％と定期昇給分２％の計４％程度の賃上げをめざすと

して、30歳で248,800円、35歳で278,800円を目標達成

水準とする要望書が手渡され、その後非公開で懇談会

に入りました。懇談会後開かれた共同会見では、連合

の福田佳央会長は、コロナ禍の今こそ賃上げが必要と

強調したのに対し、経営者協会の高松喜与志会長は業

績が好調な企業には賃金を上げるよう求めていくと述

べました。

◎障害者雇用促進セミナー開催

　２月17日、石川県と、障害者の就労支援などを手掛

けるヴィスト㈱主催の障害者雇用促進セミナー「持続

可能な障害者雇用の話」がオンライン開催され、県内

企業の人事担当者や、福祉施設の関係者など46名が参

加しました。石川県の「企業の障害者雇用促進支援事

業」において、今年度事業に参加し、ヴィスト㈱の助

言を受けながら障害者雇用に取り組んだ10社のうち、

2社が自社の障害者雇用の取り組みついて紹介したあ

と、ヴィスト㈱の支援者を交えたパネルディスカッシ

ョンを行い、障害者雇用における障害への配慮や定着

のためのポイントについて理解を深めました。

◎令和３年度第３回ワークセミナー開催

　２月21日、県地場産業振興センターにおいて、石川

県の主催による第３回ワークセミナーが開催され、厚

生労働省雇用環境・均等局在宅労働課 課長補佐の青

木穂高氏（オンライン登壇）が「2022年の労働行政の

トピックについて（良質なテレワークの推進を中心

に）」と題して、令和３年に改正した労働関係法律の

紹介、テレワーク導入状況等をはじめとした講演が行

われました。

　受講対象は企業の経営者、管理職、人事・労務担当

者、労働者などで、今後の労働行政に関する動向につ

いて熱心に聞き入っていました。

労働ニュース
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◎ワークライフバランス企業知事表彰式・パパ子育て

　応援企業認定書交付式

　２月25日、県庁において、ワークライフバランス

（仕事と生活の調和）を実現するための職場環境の整

備等に積極的に取り組み、顕著な成果があった13社・団

体に対する「石川県ワークライバランス企業知事表彰

式」及び男性従業員が子育てに参加しやすい職場環境

づくりに積極的に取り組む18社・団体に対する「石川県

パパ子育て応援企業認定書交付式」が行われました。

表彰及び認定を受けた企業は下記のとおりです。

【受賞企業】※50音順

・社会福祉法人愛里巣福祉会（金沢市）

・株式会社イーネットソリューションズ（金沢市）

・石川サンケン株式会社（志賀町）

・社会福祉法人弘和会（輪島市）

・株式会社タムラテント（金沢市）

・中村住宅開発株式会社（金沢市）

・株式会社日本海コンサルタント（金沢市）

・株式会社白山機工（白山市）

・疋田産業株式会社（白山市）

・ホクショー株式会社（金沢市）

・真柄建設株式会社（金沢市）

3

・株式会社山岸製作所（金沢市）

・社会福祉法人輪島市福祉会（輪島市）

　

【認定企業】　※認定順

・株式会社エイ・ティ情報研（金沢市）

・真柄建設株式会社（金沢市）

・社会福祉法人ふじ保育園（白山市）

・株式会社タムラテント（金沢市）

・中村住宅開発株式会社（金沢市）

・丸文通商株式会社（金沢市）

・姥浦建設株式会社（七尾市）

・株式会社ヨシケイ石川（金沢市）

・石川サンケン株式会社（志賀町）

・株式会社イーネットソリューションズ（金沢市）

・株式会社白山機工（白山市）

・社会福祉法人輪島市福祉会（輪島市）

・疋田産業株式会社（白山市）

・株式会社イスルギ（金沢市）

・社会福祉法人弘和会（輪島市）

・ホクショー株式会社（金沢市）

・ホクトー株式会社（金沢市）

・株式会社金沢村田製作所（白山市）

◇石川県ワークライフバランス企業知事表彰

◇石川県パパ子育て応援企業認定
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新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境が継続している県内中小企業及び個人事

業主の事業継続・回復を支援するため、国の事業復活支援金に、県が独自に上乗せする「石川県事

業復活支援金」を給付します。

★申請期間：令和４年２月 21 日（月）～８月１日（月）※当日消印有効

売上減少率 中堅・中小企業 個人事業主

▲ 50％以上 一律  50万円 一律  20万円

▲ 30％以上50％未満 一律  30万円 一律  12万円

石川県事業復活支援金

要件：国の事業復活支援金を受給した事業者に対し、追加支援

給付額：

石川県事業者支援ワンストップコールセンター

事業復活支援金

要件：令和３年11月から令和４年３月までのいずれかの月の売上が
　　　前年、２年前又は３年前同月比30％以上減少

給付額：

申請期間：令和４年１月31日（月）～５月31日（火）

※詳細は、国（事業復活支援金事務局）

　のホームページでご確認ください。

売上減少率 中堅・中小企業 個人事業主

▲ 50％以上 最大  250万円 最大  50万円

▲ 30％以上50％未満 最大  150万円 最大  30万円

概要

お問い合わせ先

国の給付通知書、国への

提出書類を保管ください！

☎ 076-225-1920

石川県事業復活支援金 検索

対応時間 9時～18時（土日祝日も対応）

「石川県事業復活支援金」制度のご案内

国

県
！

※申請要項はホームページに掲載しているほか、市町や商工会・商工会議所等で配布しています。
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令和４年度　前期技能検定受検案内

令和４年度　前期技能五輪石川県大会開催案内

　技能検定は、働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度です。

　技能に対する社会一般の評価を高め、働く人々の技能と地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法に

基づき実施されています。合格者には「技能士」の称号が与えられます。

　石川県・石川県職業能力開発協会では、令和４年度前期の技能検定を次のとおり計画しています。

※1 検定職種であっても、作業によっては実施しない作業もあります。

※2 各試験実施日、試験場所、開始時間等は石川県職業能力開発協会から直接または組合等を経由して受検者に通知します。

第60回技能五輪全国大会の参加者を決めるための石川県大会を技能検定実技試験と同時に行います。

受検申請受付期間　令和４年４月４日（月）～４月15日（金）

1 競技職種

2 参加資格

4 受付期間

7 全国大会への参加

2 受検申請受付

3 実技試験問題公表

1 検定職種

  （※1）

１級

及び２級

３級

単一等級

旋盤ほか14職種

平成11年１月１日以降に生まれた者に限ります（過去の全国大会優勝者を除く）。

令和４年４月４日（月）～４月15日（金）

成績優秀者は石川県職業能力開発協会長の推薦により、全国大会に参加することができます。

3 申し込み方法

5 競技日時と競技場

6 競技課題

8 特典

大会参加申込書に必要な事項を記入し、参加手数料を添えて石川県職業能力開発協会に

提出してください。

令和４年６月７日（火）から９月11日（日）までの間で石川県職業能力開発協会が指

定する日と場所で実施します。

造園、鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工

場板金、めっき、仕上げ、切削工具研削、電子機器組立て、電気機器組立て、鉄道車両

製造・整備、建設機械整備、家具製作、建具製作、印刷、プラスチック成形、強化プラ

スチック成形、酒造、とび、左官、タイル張り、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施

工、表装、塗装及びフラワー装飾

石川県職業能力開発協会　　   TEL(076)262-9020

石川県商工労働部労働企画課　TEL(076)225-1533

園芸装飾、造園、金属熱処理、機械加工、仕上げ、機械検査、電子機器組立て、建築大

工、舞台機構調整、商品装飾展示及びフラワー装飾

令和４年６月７日（火）～８月14日（日）　（金属熱処理を除く3級職種）

令和４年６月７日（火）～９月11日（日）　（その他の職種）

路面標示施工、塗料調色及び産業洗浄

令和４年４月４日（月）～４月15日（金）

令和４年５月31日（火）

令和４年７月10日（日）　（金属熱処理を除く3級職種）

令和４年８月21日（日）、28日（日）、９月４日（日）　（その他の職種）

令和４年８月26日（金）　（金属熱処理を除く３級職種）

令和４年９月30日（金）　（その他の職種）

競技課題は２級技能検定の実技試験問題と同一です。

詳細は、石川県職業能力開発協会（TEL：076-262-9020）にお問い合わせください。

この大会に参加して一定水準以上の成績を収めた者には、２級技能証を交付し、2級技

能検定の当該職種の実技試験が免除されます。

詳細は、石川県職業能力開発協会にお問い合わせください。

4 実技試験の実施

（※2）

6 合格発表

7 お問い合わせ先

5 学科試験の実施

（※2）



研修のご案内（在職者の方向け）（４・５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。

◎小松産業技術専門校

■機械系 （訓練時間 ９:00～16:00、３DCADモデリングⅠのみ  ８:30～17:00）

コース名 研修内容及び目標 対象者

技能検定 3 級（普通旋盤作業）程
度の加工技術を習得する。

普通旋盤の基礎的な加工
技術を習得したい方

5

定員 実施日程

4,490円
(教材費等含)

費用

普通旋盤作業 基礎

基本的なプログラミングや加工
技術を習得する。

半自動溶接について基本的な知
識と技能を習得する。

3DCAD(creo) の操作や簡単な
機械部品の作成方法を習得する。

リレー等を使用してタイムチャート
どおりに制御する方法を習得する。

基礎的なＮＣ旋盤操作
技術を習得したい方

半自動溶接の基礎的な
技術を勉強したい方

基礎的な機械図面が読
める方

有接点シーケンス制御の基
礎について勉強したい方

10

5

10

5

4,990円
(教材費等含)

7,540円
(教材費等含)

1,660円

2,660円

ＮＣ旋盤技術 基礎

半自動溶接作業
基礎

リレーシーケンス
基礎

３ＤＣＡＤ モデリ
ングⅠ（creo4.0）

TEL：0761‐44‐1183

R4
4/18～4/20

R4
4/25～4/27

R４
4/20～4/22

R4
4/14～4/15

R4
5/11～5/12

◎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

機械図面を読むために必要な知識
を習得する。

機械加工・機械製図に初
めて従事する方 10

定員 実施日程

5,240円
(テキスト費含)

費用

機械製図

測定に必要な知識と技能を習得する。

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。

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。

測定・検査作業に初め
て従事する方

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

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

10

5

5

5

5

4,250円
(テキスト費含)

9,090円
（テキスト費、教材費含）

9,990円
（テキスト費、教材費含）

4,690円
(テキスト費含)

6,190円
(教材費含)

測定

旋盤基礎編

旋盤応用編

NC旋盤
プログラミング

NC旋盤 課題実習

TEL：076‐267‐2221

R4
4/6～4/8

R4
4/13～4/15

R４
4/18～4/20

R4
4/25～4/27

R4
4/26～4/28

R4
5/10～5/12

■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

電流・電圧・電気抵抗、直流・交流電
気回路の読み方、測定方法を習得する。

シーケンス制御回路の製作を通じて、
回路図や制御技術の基礎を習得する。

電気技術を初めて学ぶ
方

電気制御技術を初めて
学ぶ方

10

10

定員 実施日程 費用

電気

制御

6,160円
(教材費含)

6,258円
（テキスト費、教材費含）

R4
4/21～4/22

R4
5/26～5/27

コース名 研修内容及び目標 対象者

アセチレン・LP ガス等可燃性ガ
ス及び酸素を用いて行う金属の溶
接・溶断又は加熱の業務に必要な
技能講習修了証を取得する。

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。

ガス溶接の業務に従事
する方（18才以上）

アーク溶接の業務に従
事する方（18才以上）

15

15

定員 実施日程 費用

■溶接系 （訓練時間 9:00～17:15）

ガス溶接技能講習

アーク溶接
特別教育

16,610 円（注1）
（テキスト費、教材費含）

21,340 円（注1）
（テキスト費、教材費含）

◎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

R4
5/23～5/24

R4
5/30～6/1

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 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
（内容、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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【助成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

休暇取得期間

令和３年８月１日～10月31日 令和３年12月27日（月）必着

令和４年２月28日（月） 必着

令和４年５月31日（火） 必着

13,500円

13,500円

令和４年１～２月：11,000円

令和４年　　３月：  9,000円

令和３年11月１日～12月31日

令和４年１月１日～３月31日

日額上限額※２ 申請期限※３

令和３年８月１日から令和４年３月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要

となった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた

事業主は助成金の対象となります！

　①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など

　 （保育所等を含みます)に通う子ども

　②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

　具体的には、対象労働者１人につき、対象労働者の日額換算賃金額※１×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。

　※１　各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの（日額上限額※２あり）

　※２　申請の対象期間中（注）に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域（原則都道府県

　　　　単位）に事業所のある企業については15,000円。

　　　　注：事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間（申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開

　　　　　　始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間）

　※３　ただし、やむを得ない理由があると認められる場合（以下Ⅰ又はⅡ）は、申請期限経過後に申請することが可能（令和４年

　　　　６月30日まで）です。

　　　　Ⅰ.労働者からの都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』への「（企業に）この助成金を利用しても

　　　　　らいたい」　等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合

　　　　Ⅱ.労働者が都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者

　　　　　自らが事業主に働きかけ事業主が申請を行う場合

事業主・労働者の皆さま 厚生労働省・都道府県労働局

お問い合わせはコールセンターまで

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用

できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

『雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター』

（フリーダイヤル）0120-603-999　受付時間：９：00～21：00 土日・祝日含む
※詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。

　また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話などで問い合わせることはありません。

都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』では、「企業にこの助成金を利

用してもらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成
金の活用の働きかけ等を行っています。特別相談窓口（休業支援金・給付金の仕組みによる労働者か

らの直接申請含む）については、こちらをご参照ください。

　　　　　　　　　　　　　   ⇒「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内」

労働者の皆さまへ

①　支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。

　　申請書は、厚生労働省HPから印刷してください。

　　＊①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の２種類の様式があります。

　　＊事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な限りまとめて申請をお願いします。

　　 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

②　申請書の提出方法

　　本社所在地を管轄する都道府県労働局　雇用環境・均等部（室）まで郵送でお願いします。
　　 ※必ず配達記録が残る郵便（特定記録郵便やレターパックなど）で配送してください。（宅配便などは受付不可）

事業主の皆さまへ

受付終了

受付終了

新型コロナ  休暇支援
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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
（委託を受けて個人で仕事をする方向け）について

石川県金属素形材製品、ボルト･ナット･リベット･小ねじ･木ねじ等、その
他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、発電用･送電用･配電
用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業最低賃金

石川県自動車･同附属品、自転車･同部分品製造業最低賃金

石川県電子部品･デバイス･電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装
置、情報通信機械器具製造業最低賃金

石川県百貨店，総合スーパー最低賃金

時間額 (発効年月日 )特定最低賃金

すべての労働者に適用される石川県最低賃金（時間額861円　令和3年10月7日発効）

に引き続き、特定の産業で働く労働者に適用される下表４つの特定最低賃金が改正されました。

ご不明な点がございましたら、石川労働局労働基準部賃金室（☎076-265-4425）

または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

石川県特定最低賃金が改正されました

https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku

詳しくはこちらを検索！

９４６円
(令和３年12月31日)

９４６円
(令和３年12月31日)

896円
(令和３年12月31日)

890円
(令和３年12月31日)

賃金室  石川労働局

小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなく
なった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します！

令和３年８月1日から令和４年３月31日までの間において、仕事

ができなかった日について、1日当たり以下の金額を定額

※申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域 
（原則都道府県単位）に住所を有する方は7,500円（定額）

◎ 支給要件、申請等の手続のお問い合わせについては、　　  雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター　　  ０１２０－６０３－９９９（受付時間：９：00～21：00）※土日・祝日含む

◎ 申請書の提出先　　  〒137-8691 新東京郵便局私書箱132号　　  学校等休業助成金・支援金受付センター（厚生労働省の委託事業者） 　　　  必ず配達記録が残る郵便（特定記録郵便やレターパックなど）で配送してください。
※上記の申請期限内に提出ください。消印が申請期間内でも、受付センターへの到達日が申請期間を徒過していた場合

　は申請期間内に申請したとは認められませんので、ご留意ください。

※申請書は、厚生労働省HPから印刷して使用して下さい。(印刷できない場合はコールセンターにご連絡下さい。)

　〈支援金HP〉　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

【支援の内容】

仕事ができなくなった期間 金額（１日当たり定額）※ 申請期限

令和３年８月１日～10月31日

令和３年11月１日～12月31日

令和４年１月１日～３月31日

6,750円

6,750円

令和４年１～２月：5,500円

令和４年　　３月：4,500円

令和３年12月27日（月）必着

令和４年２月28日（月） 必着

令和４年５月31日（火） 必着

受付終了

受付終了

臨時休業　個人委託
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事業に関する詳細・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

石川県の障害者雇用支援事業のご案内

石川県では、障害者雇用に取り組もうとする企業に対し、障害者雇用の専門家を派遣し、個別に相談・
助言を行う事業に取り組んでいます。
令和４年度の参加企業を５月頃より募集する予定としていますので、ぜひご参加ください。

◇ 県内の民間企業（※）における障害者雇用の状況
　 （各年６月１日現在、石川労働局調べ）

雇用障害者数（人） 求職登録者数（人）

◇ ハローワークにおける求職登録者数
　 （各年度末、石川労働局調べ）

石川県では、県内の障害者雇用を促進するため、事業主、障害のある方ご本人に対する、各種支援事業を
行っております。

※各年、雇用義務のある企業（R元・R2：45.5 人規模、R3：43.5 人以上規模）についての集計

その他の障害者：難治性疾患患者、発達障害者等

参加無料

①企業の障害者雇用促進支援事業（事業主向け）

基本データ

障害者雇用促進法では、事業主に対して、その雇用する労働者

に占める障害者の割合が一定率（法定雇用率）以上になるよう

義務づけています。

障害者雇用率制度

（内訳） 身体障害者

知的障害者

精神障害者

身体障害者

知的障害者

精神障害者

その他の障害者

法的雇用率（％）

実雇用率（％）

法的雇用率達
成企業割合（％）

石川

R 元

4,223.5

（2,617.5)

（736.5)

（869.5)

2.28

2.11

56.7

48.0

2,528

797

260

1,326

145

2,656

804

272

1,412

168

2,833

809

300

1,472

252

4,398.5

（2,633.0)

（782.5)

（983.0)

2.35

2.15

56.4

48.6

4,584.0

（2,645.5)

（834.5)

（1,104.0)

2.45

2.20

53.4

47.0

R２

←　 2.2 　→ 2.3

R３ H30 R 元 R２

全国

石川

全国

（内訳）
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障害者の方々が本格的に雇用される前に、実際の職場で短期間の実習を行い、本人と事業主の相互理解を深めることに
より、障害者の雇用及び職場定着を促進します。

制度の活用については、最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）へお問い合わせください。

令和４年度　障害者雇用支援月間における絵画・写真コンテストの募集のお知らせ

　障害者雇用支援月間（９月１日～30日）における啓発活動の一環として、障害のある方々を対象に「働くこと」

をテーマとする絵画・写真コンテストを実施しています。応募作品の中から選考した優秀な作品をもとにポスターを

作成して、全国のハローワーク等に掲示することにより、事業主をはじめ広く国民のみなさまに障害者雇用に対する

理解と関心を深めていただき、障害者雇用の促進を図ります。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　雇用開発推進部　雇用開発課　指導啓発係

〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3(障害者職業総合センター内)

TEL043-297-9515 　URL：https://www.jeed.go.jp/

お問い合わせ

②石川県障害者職場実習制度（事業主、障害のある方ご本人向け）

１ 応募作品・テーマ

　 （1）絵画：働くこと、または仕事に関係のある内容のもの

 　（2）写真：障害のある方の仕事にスポットをあて、障害のある方が働いている姿を撮影したもの

２ 応募資格

　 （1）絵画：障害のある方で画を描くことを職業としていない方（小学生、中学生、高校生以上の３部門）

　 （2）写真：写真撮影を職業としていない方（障害の有無、年齢等は問いません）

３ 募集期間

　 令和４年３月１日（火）から令和４年６月15日（水）まで  ※消印有効

４ 主催

　 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

５ その他

 　応募様式及び応募方法等詳細については、下記までお問い合わせください。

【実施期間】　1ヶ月以内

【実習期間中の対象者への手当】　実習手当    日額  4,630円

　　　　　　　　　　　　　　　　通所手当    日額  500円以内

【実習期間中の対象者への手当】　実習生１人につき　月額  18,333円

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。（現在、69企業・95事業所） 

　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。今回、新規認定カンパニーをご紹介します。

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

「いしかわ障害者雇用推進カンパニー」新規認定カンパニーのご紹介

◆障害者雇用推進企業（新規認定：１社）

企 業 名

塔島株式会社

業　  種

卸 売 業

企 業 名

金 沢 市

そのほか、事業主向けの障害理解のためのセミナーも実施しております。（令和４年６月・10月開催予定）
随時、労働企画課ＨＰ等でご案内します。
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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
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

※令和３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。


