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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

いしかわインターンシップフェスの開催

☆日　時　8月17日(水)　午後1時30分～午後4時
　　　　　9月21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、(一社)石川県経営者協会
　　　　　　

総合労働相談会のご案内

も 　 く 　 じ

　５月７日、産業展示館４号館において、主に大学３学生などに対し、企業の事業内容や働き方について、実体験を通
じて理解を深めることができるインターンシップの促進を図るため、学生が企業の担当者から直接インターンシッププロ
グラムについて説明を受けることができる「いしかわインターンシップフェス」が開催されました。
　県内企業や県内大学の協力もあり、参加企業は158社、学生は1,210名と多くの企業、学生が参加しました。
　インターンシップは、参加した学生の約9割が実際にその企業への就職を希望したとの民間の調査結果もあるなど、
現在の採用・就職活動において、大変重要な位置付けとなっています。
　県やいしかわ就職・定住総合サポートセンター（ＩＬＡＣ）では、年末にもインターンシップフェスの開催を予定してお
り、学生の県内就職促進に向け、一人でも多くの学生が県内企業のインターンシップにつながるように努めていきます。

　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
◎（一社）石川県技能士会令和４年度総会開催
　5 月 12 日、金沢市内において、（一社）石川県技能士
会令和４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３年度事業報告及び収支決
算、令和４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４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。

◎石川県職業能力開発協会第88回理事会及び第44回
　総会開催
　5 月 24 日、金沢市内において、石川県職業能力開発
協会第 88 回理事会及び第 44 回総会が開催されまし
た。中村健一会長が開会の挨拶をし、内田滋一県商工
労働部長が来賓祝辞を述べました。総会では、令和３年
度事業報告及び収支決算、令和４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 4 年度事業計画では、技能検定試験の実
施等により、人材の育成に努めることが本年度の重点
事業目標とされました。

◎（一社）石川県労福協第61回通常総会開催
　６月 20 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 61 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。
　福田佳央理事長のあいさつ後、2021 年度一般経過報
告及び会計報告などが審議承認、役員の補欠選任など

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 27 日、石川県地場産業振興センターにおいて、
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「精神障害者等の雇
用継続に向けた支援機関の活用方法と雇用管理体制
の構築について」が開催され、県内事業所等から 13 名
（うちオンライン参加 7名）が参加しました。石川労働
局職員による障害者の雇用状況と支援制度の説明や、
石川障害者職業センターの障害者職業カウンセラー
による雇用継続・職場定着に関するポイントの解説
が行われた後、参加者は 2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21日・22日、本多の森会議室において「いしか
わ就職フェア」が開催されました。2023年3月卒業予
定の大学生等や現在求職中の若者を対象とするもの
で、県内企業144社と学生等262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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「はたらく」をつくる。みんなでつくる
労働者協同組合に関する研修会

　労働者協同組合は、地域の問題を地域の皆さんが助け合いながら解決していこうという
新たな法人格で、労働者が出資し、その意見を反映して、自ら事業に従事することを基本
とする組織です。例えば、介護や子育て、地域づくりなど幅広い分野で、地域における多
様な需要に応じた事業を行うこと、また、多様な就労の機会を創出することが期待されて
います。
　県では、本年10月の「労働者協同組合法」施行に向けて、研修会を開催しますので、
是非ご参加ください。

日時 令和4年８月16日（火）9：30～11：30

開催方法 オンライン開催（Zoom）
※オンラインでの参加が難しい方は会場からも御参加いただけます。
　（会場：石川県金沢市鞍月１－１　石川県庁１１階　１１０４会議室）

対象 行政職員、NPO法人、任意団体など、どなたでもご参加ください

※オンライン参加でお申し込みの方には、８月１２日（金）までにURLをメールでお知らせします。

内容 ・労働者協同組合法の概要について（9：30～10：20）
・全国の「協同労働」の活用事例紹介（10：20～11：00）
　～ワーカーズコープの子育て、高齢者、など現場から～
・まとめ（11：00～11：10）
・意見交換（11：10～11：30）
　　講　師：川原 隆哲 氏
　　　　　　　NPO法人ワーカーズコープ 北陸信越事業本部 部長

申込方法 必要事項をご記載のうえ、下記アドレスまでお申込みください。
【申 込 先】 e191300a@pref.ishikawa.lg.jp
　　　　　　件名：「労働者協同組合法研修会申込」
【必要事項】・参加方法（オンラインor会場）
　　　　　　・所属団体名
　　　　　　・職・氏名
　　　　　　・電話番号
【締　　切】令和４年８月９日（火）

【申込み先】
　　石川県　商工労働部　労働企画課
　　　　　　電　話：０７６-２２５-１５３１
　　　　　　メール：e191300a@pref.ishikawa.lg.jp
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R4.７.１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）

※令和4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。

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

補
助
金
・
助
成
金

国

新分野展開や業態転換で
事業を立て直したい

事業再構築補助金
（通常枠）
6 次公募 ３/28～６/30
※近日中に次回公募開始予定

新製品・サービス・生産プ
ロセスの改善に必要な設備
を導入したい

国ものづくり・商業・
サービス補助金
（通常枠）
11 次公募 ５/12～８/18

今後直面する制度変更等に
も対応するため、販路を開拓
したい

国
持続化補助金
（通常枠）
９次公募 ６/17～９/20

専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス

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

事業再構築補助金
事務局コールセンター
0570-012-088

県

経営力強化総合支援ア
ドバイザー派遣

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

ものづくり補助金事務局
サポートセンター
050-8880-4053

県

デジタル化推進経営ア
ドバイザー派遣

売上減で資金繰りが厳しい融
資

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）

給
付
金

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

県

新型コロナウイルス感
染症経営改善支援特別
融資

【融資限度額】  6 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 )

県

新型コロナウイルス感
染症借換融資

【融資限度額】  8 千万円
【対象】  県コロナ融資を借り換えるもの
【利子】  １．０％
　　　  ( 期間が 10年超 :1．15％)
　※売上又は粗利減少率が一定水準を超える場合
【返済期間】  １5年以内
                 ( 元本据置５年以内 )

経営課題に応じて、各分野の専門
家を無料で派遣

デジタル化の推進に精通する専門
家を無料で派遣

随時受付

随時受付

新分野展開や事業転換等の事業再構
築に向けた取り組みに対して、
上限８千万円まで
最大2/3(中堅は1/2)補助

新製品・サービス・生産プロセスの
改善に必要な設備投資を
上限1,250万円まで1/2補助
※小規模事業者・再生事業者は補助率を2/3
　に引上

小規模事業者に
最大50万円まで2/3補助

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
中央会信用保証協会、

(公財)石川県産業創出
支援機構 デジタル推進課
076-267-1001

小規模事業者持続化補助金
＜商工会議所地区＞
03-6632-1502
＜商工会地区＞

076-268-7300

石川県事業者支援
ワンストップコールセンター
076-225-1920

県
国の「事業復活支援金」の支
給を受けた事業者
※国の事業復活支援金は6/30
で申請受付を終了

下記のそれぞれの区分に応じ、国の
給付額の1/2を上限に支援

【50%以上減少の場合】
　 法人125万円、個人25万円
【30%以上50%未満減少の場合】
　法人75万円、個人15万円

石川県事業復活支援金
（一律給付分・追加給付分）
申請受付 2/21～9/30

国 【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】  ２０年以内
                   ( 元本据置５年以内 )

日本政策金融公庫
0120-154-505
商工組合中央金庫
0120-542-711

既〆切
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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
※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。

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。

補
助
金
・
助
成
金

※令和４年５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。

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

デジタル化設備導入支
援事業（企業連携枠）
公募 ６/22～７/29

県

雇用を維持したい 雇用調整助成金
〔７月時点〕

国

テレワークを新規導入・実
施したい

人材確保等支援助成金
（テレワークコース）

国

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

産業雇用安定助成金

国

省エネ性能に優れた設備更
新を、行いたい

省エネ設備緊急支援
事業費補助金
公募 ６/22～７/27

県

小学校等の臨時休校等によ
り、保護者として子どもの
世話を行う必要があり、仕
事ができなくなった

小学校休業等対応
助成金・支援金
〔７月時点〕

国

＜事業者向け＞

＜委託を受けて個人で仕事をする方向け＞

有給休暇を取得した対象労働者に支
払った賃金相当額の10/10、
最大9,000円/日を助成
まん延防止等重点措置を実施すべき区域に事業所の
ある企業については、最大15,000円/日

仕事ができなかった日について、
4,500 円 / 日（定額）を支給
まん延防止等重点措置を実施すべき区域に住所を有
する方については、7,500円/日(定額)

商品やサービスの付加価値
を高め、収益力の強化に取
り組みたい

商品・サービス高付加
価値化支援事業
公募 ６/24～７/29

県
商品・サービスの高付加価値化に必
要な経費を、
上限100万円まで2/3補助

デジタル化設備導入支
援事業
公募 １次募集 既〆切
　　 2 次募集 8月頃予定

県

デジタル技術を活用した設備を導入
し生産性向上や事業拡大を図る取り
組みを、
最大600万円まで2/3補助
※小規模事業者は補助率を3/4に引上げ

省エネ設備を導入し、燃料や電力の
消費抑制によるコスト削減を図る取
り組みを、
最大600万円まで1/2補助

一定要件で、休業手当等の最大9/10、
9,000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
雇用環境・均等室
076-265-4429

(公財)石川県産業創出
支援機構 新事業支援課
076-267-1145

(公財)石川県産業創出
支援機構 次世代産業支援課
076-267-6291

(公財)石川県産業創出
支援機構 デジタル推進課
076-267-1001

石川労働局
職業対策課

076-265-4428

石川労働局
職業対策課

076-265-4428

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
0120-60-3999

AI・IoT・RPA・クラウドサ
ービス等のデジタル技術を
活用した設備を導入したい

デジタル技術を活用した設備を導入
し生産性向上や事業拡大を図る取り
組みを、
最大600万円まで2/3補助
※小規模事業者は補助率を3/4に引上げ

4

R4.７.１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）

※令和4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。

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

補
助
金
・
助
成
金

国

新分野展開や業態転換で
事業を立て直したい

事業再構築補助金
（通常枠）
6 次公募 ３/28～６/30
※近日中に次回公募開始予定

新製品・サービス・生産プ
ロセスの改善に必要な設備
を導入したい

国ものづくり・商業・
サービス補助金
（通常枠）
11 次公募 ５/12～８/18

今後直面する制度変更等に
も対応するため、販路を開拓
したい

国
持続化補助金
（通常枠）
９次公募 ６/17～９/20

専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス

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

事業再構築補助金
事務局コールセンター
0570-012-088

県

経営力強化総合支援ア
ドバイザー派遣

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

ものづくり補助金事務局
サポートセンター
050-8880-4053

県

デジタル化推進経営ア
ドバイザー派遣

売上減で資金繰りが厳しい融
資

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）

給
付
金

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

県

新型コロナウイルス感
染症経営改善支援特別
融資

【融資限度額】  6 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 )

県

新型コロナウイルス感
染症借換融資

【融資限度額】  8 千万円
【対象】  県コロナ融資を借り換えるもの
【利子】  １．０％
　　　  ( 期間が 10年超 :1．15％)
　※売上又は粗利減少率が一定水準を超える場合
【返済期間】  １5年以内
                 ( 元本据置５年以内 )

経営課題に応じて、各分野の専門
家を無料で派遣

デジタル化の推進に精通する専門
家を無料で派遣

随時受付

随時受付

新分野展開や事業転換等の事業再構
築に向けた取り組みに対して、
上限８千万円まで
最大2/3(中堅は1/2)補助

新製品・サービス・生産プロセスの
改善に必要な設備投資を
上限1,250万円まで1/2補助
※小規模事業者・再生事業者は補助率を2/3
　に引上

小規模事業者に
最大50万円まで2/3補助

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
中央会信用保証協会、

(公財)石川県産業創出
支援機構 デジタル推進課
076-267-1001

小規模事業者持続化補助金
＜商工会議所地区＞
03-6632-1502
＜商工会地区＞

076-268-7300

石川県事業者支援
ワンストップコールセンター
076-225-1920

県
国の「事業復活支援金」の支
給を受けた事業者
※国の事業復活支援金は6/30
で申請受付を終了

下記のそれぞれの区分に応じ、国の
給付額の1/2を上限に支援

【50%以上減少の場合】
　 法人125万円、個人25万円
【30%以上50%未満減少の場合】
　法人75万円、個人15万円

石川県事業復活支援金
（一律給付分・追加給付分）
申請受付 2/21～9/30

国 【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】  ２０年以内
                   ( 元本据置５年以内 )

日本政策金融公庫
0120-154-505
商工組合中央金庫
0120-542-711

既〆切



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
(テキスト費等含む)

6,190円
(テキスト費等含む)

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）

 6

定員 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 8:30～17:00、プレゼンテーション13:00～17:00）

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 実施日程

1,660円

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 4,690円

(テキスト費等含む)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 実施日程

5,130円
(テキスト費等含む)

費用

ExcelVBA応用編

15,510円（注1）
（テキスト費等含む）

■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 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

R4
8/24～8/25

R4
9/6～9/8

R4
8/29～8/31

R4
9/5～9/7

R4
9/5～9/6

R4
8/2～8/4

R4
8/1～8/2

6



7

【大 企 業】雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%を税額控除*
【中小企業】雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を税額控除*

＊税額控除上限：法人税額又は所得税額の20%

賃上げに取り組む経営者の皆様へ
～政府は、賃上げに取り組む企業・個人事業主を応援します～

賃上げ促進税制

＜中小企業向け（資本金1億円以下の企業など）＞

＜大企業向け（資本金1億円超の企業など）＞

教育訓練費が
前年度比で20％以上増加
⇒ ＋5%税額控除*

継続雇用者の給与等支給額が
前年度比で4％以上増加
⇒ 25％税額控除*

継続雇用者の給与等支給額が
前年度比で3％以上増加
⇒ 15％税額控除*

必須要件 追加要件

適用対象：青色申告書を提出する全企業
適用期間：令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの間に開始する各事業年度

（個人事業主は、令和５年から令和６年までの各年が対象）

大企業向けの
詳細情報はこちら

※　資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業については、これに加え、
　　「従業員への還元や取引先への配慮の方針を公表していること」が必要

or

雇用者全体の給与等支給額が
前年度比で2.5％以上増加
⇒ 30％税額控除*

雇用者全体の給与等支給額が
前年度比で1.5％以上増加
⇒ 15％税額控除*

教育訓練費が
前年度比で10％以上増加
⇒ ＋10%税額控除*

or

必須要件 追加要件

適用対象：青色申告書を提出する中小企業者等
適用期間：令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの間に開始する各事業年度

（個人事業主は、令和５年から令和６年までの各年が対象）

中小企業向けの
詳細情報はこちら

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
(テキスト費等含む)

6,190円
(テキスト費等含む)

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）

 6

定員 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 8:30～17:00、プレゼンテーション13:00～17:00）

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 実施日程

1,660円

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 4,690円

(テキスト費等含む)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 実施日程

5,130円
(テキスト費等含む)

費用

ExcelVBA応用編

15,510円（注1）
（テキスト費等含む）

■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 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

R4
8/24～8/25

R4
9/6～9/8

R4
8/29～8/31

R4
9/5～9/7

R4
9/5～9/6

R4
8/2～8/4

R4
8/1～8/2

6



8

中小企業で働く労働者が、健康を保持しながら、労働以外の生活のための時間を
確保して働くことができるよう、１か月に60時間を超える法定時間外労働につい
て、法定割増賃金率を50％以上に引き上げます。

　各労働基準監督署では、中小企業の働き方改革の取組を支援するため、説明会
の開催や個別訪問による相談に応じています。
　このリーフレットの詳細や説明会等については、お近くの労働局又は労働基準
監督署へお尋ねください。

事業主の皆様、労働者の皆様

月60時間を超える法定時間外労働が生じる可能性のある企業は、就業規則
（給与規定）の変更が必要になります。また、給与計算システム等を使用して
いる場合は、割増賃金率の設定を改修する必要が生じる可能性があります。

割増賃金率の引き上げに伴い、就業規則（給与規定）の変更や給与
計算システムの改修などが生じる可能性があります

石川労働局労働基準部監督課
〒920-0024 金沢市西念3-4-1　　    金沢駅西合同庁舎　 ☎ 076-265-4423

金沢労働基準監督署
〒921-8013 金沢市新神田4-3-10　  金沢新神田合同庁舎 ☎ 076-292-7945
　
小松労働基準監督署
〒923-0868 小松市日の出町1-120  小松日の出合同庁舎  ☎ 0761-22-4231

七尾労働基準監督署
〒926-0852 七尾市小島町西部２　   七尾地方合同庁舎　  ☎ 0767-52-3294

穴水労働基準監督署
〒927-0027 鳳珠郡穴水町川島キ84  穴水地方合同庁舎    ☎ 0768-52-1140

※　大企業に対しては平成22年4月1日から適用されています。

中小企業でも、月60時間を超える法定時間外労働時間
に対する割増賃金率が50％以上に引き上げられます　

（令和５年４月１日から適用）
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職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

療養補償給付
①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい後で
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■給付日：休業４日目から
■給付額：休業１日あたり給付基礎日額の８割（特別支給金２割含む）
　＊原則として「給付基礎日額」は発症日直前３か月分の賃金を暦日数で割ったものです

遺族補償給付
業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一
時金などを受け取ることができます。

（2021.12）

■お問い合わせは、お近くの労働局・労働基準監督署へ　▶

■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それ
　により感染した蓋然性が強い場合
　　※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下での業務
　　※（例２）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染し
　たことが明らかな場合を除き、原則として対象
■症状が持続し（罹患後症状があり）、療養等が必要と認められる場合も保
　険給付の対象

詳しくは厚生労働省ＨＰのＱ&Ａ
（項目「５労災補償」）をご覧ください▶

業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によら
ず、次のような保険給付を受けられます。
また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどによ
り、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まずは労働基準監督署にご相談ください。

対象となるのは？

労災保険の種類

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

業務によって感染した場合、

労災保険給付の対象となります
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中小企業で働く労働者が、健康を保持しながら、労働以外の生活のための時間を
確保して働くことができるよう、１か月に60時間を超える法定時間外労働につい
て、法定割増賃金率を50％以上に引き上げます。

　各労働基準監督署では、中小企業の働き方改革の取組を支援するため、説明会
の開催や個別訪問による相談に応じています。
　このリーフレットの詳細や説明会等については、お近くの労働局又は労働基準
監督署へお尋ねください。

事業主の皆様、労働者の皆様

月60時間を超える法定時間外労働が生じる可能性のある企業は、就業規則
（給与規定）の変更が必要になります。また、給与計算システム等を使用して
いる場合は、割増賃金率の設定を改修する必要が生じる可能性があります。

割増賃金率の引き上げに伴い、就業規則（給与規定）の変更や給与
計算システムの改修などが生じる可能性があります

石川労働局労働基準部監督課
〒920-0024 金沢市西念3-4-1　　    金沢駅西合同庁舎　 ☎ 076-265-4423

金沢労働基準監督署
〒921-8013 金沢市新神田4-3-10　  金沢新神田合同庁舎 ☎ 076-292-7945
　
小松労働基準監督署
〒923-0868 小松市日の出町1-120  小松日の出合同庁舎  ☎ 0761-22-4231

七尾労働基準監督署
〒926-0852 七尾市小島町西部２　   七尾地方合同庁舎　  ☎ 0767-52-3294

穴水労働基準監督署
〒927-0027 鳳珠郡穴水町川島キ84  穴水地方合同庁舎    ☎ 0768-52-1140

※　大企業に対しては平成22年4月1日から適用されています。

中小企業でも、月60時間を超える法定時間外労働時間
に対する割増賃金率が50％以上に引き上げられます　

（令和５年４月１日から適用）
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