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

連合石川第９２回石川県統一メーデー金沢中央大会開催

☆日　時　  6月16日(水)　午後1時30分～午後4時
　　　　　  7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

総合労働相談会のご案内

労働ニュース

「石川県パパ子育て応援企業」募集　　　　　　

「令和３年度石川県ワークライフバランス企業知事表彰」（事前告知）

雇用維持アドバイザー派遣事業のご案内

いしかわ就職・定住サポートセンター（ＩＬＡＣ）～「仕事」と「暮らし」のワンストップサービス～

再就職に向けた各種支援について

研修のご案内（在職者の方向け）（６、７月実施分）

オーダーメイドセミナーのご案内（在職者訓練）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

令和３年度【企業の障害者雇用促進支援事業】のご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

産業雇用安定助成金について（石川労働局）

（公財）産業雇用安定センターのご案内（石川労働局）
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も 　 く 　 じ

５月１日、「今こそ心をひとつに！働く仲間の笑顔のために感謝と思いやりの絆をつなぎ希望あふれる未来

を切り拓こう！」をメインスローガンに、県内４会場をウェブ・ライブで繋いで開催されました。２年ぶりに金

沢市のいしかわ四校記念公園で開催された金沢中央大会には、新型コロナウイルス感染症対策のため規模

を縮小し、各組合代表者ら約150人が参加しました。

主催者の西田満明会長は、「自然災害への取組み」「2021春闘生活闘争」「社会全体での雇用の維持・

創出」「社会全体での雇用のセーフティネット」などについて挨拶しました。続いて、来賓の谷本正憲知事、

山野之義金沢市長ほか来賓が挨拶し、その後、スローガンを確認、メーデー宣言を読み上げ、代表者のガン

バロー三唱の発声にあわせて、参加者は拳を突き上げました。

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

2021
第811号

5･6

事業主の方からの

ご相談も受けて

おります
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労働ニュース
◎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

　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６社に対する「石川県ワークライフ

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２

０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」を、去る 3月 11 日（木）、県庁にて行いまし

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】　　※五十音順

・一村産業株式会社（金沢市）

・株式会社エオネックス（金沢市）

・コマニー株式会社（小松市）

・株式会社ドコモＣＳ北陸（金沢市）

・株式会社別川製作所（白山市）

・ワールドワイド株式会社（金沢市）

【認定企業】　　※認定順

・のと共栄信用金庫（七尾市）

・社会福祉法人篤豊会（加賀市）

・コマニー株式会社（小松市）

・一村産業株式会社（金沢市）

・金沢機工株式会社（金沢市）

・株式会社システムサポート（金沢市）

・三谷産業株式会社（金沢市）

・株式会社ＰＦＵ（かほく市）

・石川可鍛製鉄株式会社（かほく市）

・小松鋼機株式会社（小松市）

・アール・ビー・コントロールズ株式会社（金沢市）

・鹿島興亜電工株式会社（中能登町）

・みづほ工業株式会社（金沢市）

・株式会社別川製作所（白山市）

・株式会社日本海コンサルタント（金沢市）

・株式会社山岸製作所（金沢市）

・株式会社トーケン（金沢市）

・株式会社トーケンリンク（小松市）

・株式会社ドコモＣＳ北陸（金沢市）

・刀祢建設株式会社（輪島市）

◇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

◇ 石川県知事表彰

◎障害者雇用優良事業所等表彰式

　3月15日、石川県地場産業振興センターにおいて、

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

受けた事業所等は下記のとおりです。

【障害者雇用優良事業所】

・株式会社光パックス石川（加賀市）

【優秀勤労障害者】　※敬称略

・社会医療法人財団董仙会 介護老人保健施設鶴友苑

　　亀田　善和

・高松機械工業株式会社　　　　　　　

　　島﨑　秀平

・アール・ビー・コントロールズ株式会社 金石工場

　　新田　明克

【２０年以上勤続障害者】　※敬称略

・株式会社北上製作所　　　　　　　　

　　中村　勝彦

【障害者雇用優良事業所】

・株式会社金沢環境サービス公社（金沢市）

【障害者雇用優良事業所】

・株式会社北陸マツダ（野々市市）

【優秀勤労障害者】　※敬称略

・ＰＦＵクリエイティブサービス株式会社

　　中川　隆庸

・医療法人社団和楽仁

　　中野　剛

・二本松物流株式会社

　　福村　里穂

◇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

◇独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰
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お問い合わせ先

石川県　ワークライフバランス

◎県立産業技術専門校および石川障害者職業能力開発

　校入校式

　4月7日、県立産業技術専門校４校と石川障害者職業

能力開発校の令和３年度入校式が一斉に行われまし

た。金沢産業技術専門校では、繁田吉彦校長が「自立

した職業人を目指し入校された皆さんは、その思いを

充分自覚し、強い意欲を持って日々の訓練に励んでい

ただきたいと願っている」と式辞を述べました。これ

に対し、入校生を代表して廣瀬睦己さん（総合建築

科）が「産業界に貢献できる有能な職業人となるよ

う、知識、技能及び人格の錬磨に努力する」と宣誓し

ました。

◎県労連第９２回メーデー石川県オンライン中央集会

　開催

　5月1日、県労連は、「働くものの団結で生活と権利

を守り、平和と民主主義、中立の日本をめざそう」を

メインスローガンに、新型コロナウイルス感染症の拡

大を防止するためオンラインで県内１２会場を繋いで

開催されました。金沢市の県地場産業振興センターで

開催された中央集会には約３０名が参加し、冒頭、桶

間諭実行委員長が「コロナウイルス感染症が非正規労

働者を直撃し、労働者・国民への支援が急務です」な

どと挨拶した後、各団体からの訴え、メーデー宣言の

採択をして集会を終了しました。

「石川県パパ子育て応援企業」 「令和３年度石川県ワークライフバランス
 企業知事表彰」（事前告知）　　
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、職

場環境の整備等に特に積極的

に取り組む企業、団体を表彰し

ています。

今年度も夏頃に募集開始予定です。

企業募集中！

　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

石川県健康福祉部少子化対策監室

〒920-8580金沢市鞍月1-1　TEL 076-225-1494

詳細はホームページをご覧下さい。

【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

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

的に取り組む企業を「石川県

パパ子育て応援企業」に認定し

ています。

応募は受付中です。ぜひご検討下さい。



いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ＩＬＡＣ）

～「仕事」と「暮らし」のワンストップサービス～

所在地・連絡先

◎ＩＬＡＣ石川  〒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：076‐235‐4540

◎ＩＬＡＣ東京  〒100‐0004 東京都千代田区大手町2‐6‐2 パソナグループ本部ビル内　TEL：03‐6734‐1497

◎ＩＬＡＣ大阪  〒530‐0047 大阪府大阪市北区西天満4‐14‐3 石川県大阪事務所内　TEL：06‐6809‐7603

24

　「いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ILAC）」が平成28年4月の開設から6年目

を迎えました。

　ILACでは、石川、東京、大阪、の3カ所に窓口を開設し、石川県へのUIターン就職や移

住を希望される方に対して「仕事」と「暮らし」のワンストップ相談窓口を設けています。

　開設5年目の令和2年度は、相談者数が延べ1,871名、転職へとマッチングした件数が

259件、家族を含めた本県への移住者数は433名となり、開設後累計で1,900名を超えまし

た。

　転職へのマッチングにあたっては、県内企業OBを中心とした人材コーディネーターが実

際に企業を訪問して開拓した人材ニーズと、転職希望者の要望や経歴を相談員が丁寧に

すり合わせることで、企業や相談者の皆様から満足いただけるよう心がけています。

　具体的には、

　①人材コーディネーターが県内企業の経営者と直接対話し、その企業の事業拡大のた 

　　めに経営管理・販路拡大・生産性向上等のどの分野の強化が必要か（人材ニーズ）

　　を掘り起こし、

　②相談員が出産や子育てをきっかけにUターンを希望する若手人材、大企業等での経

　　験を地方で生かしたいと考えているプロフェッショナル人材等を必要とする企業にマッ

　　チングする

　といった効果も現れています。

　

　今年度も、新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえて、電話やメールでの相談も受け付

けていますので、企業の皆様ならびに県内へのUIターンを希望されている皆様は、ぜひご

活用ください。
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お問い合わせ先

再就職に向けた各種支援について

　石川県及びＩＬＡＣでは、新型コロナウイルス感染症の影響により離職された方などに、令和 2

年 6月以降、支援体制の構築や合同企業説明会を実施してきました。

　今年度はこれらの取り組みに加え、未経験の仕事に挑戦する方などへの後押しとして、「キャリ

アチェンジ支援（セミナー、就業体験、定着研修）」を新たに実施し、再就職に向けた支援を行って

いきます。

所在地・連絡先
◎ＩＬＡＣ石川  〒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：076‐235‐4538

◎労働企画課（社会人Ｇ）  〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1 12階　TEL：076-225-1672

●コロナの影響を受けた離職者等の方が面接指導、履歴書の書き方指導

　などの支援を受けることができます。

●離職者向け求人の開拓などを行う専任スタッフを配置し、求人を開拓します。

再就職支援

体制の構築

●キャリアチェンジを望む離職者の方などに対して、キャリアチェンジ啓

　発セミナーや、接客・営業スキルなどのスキルアップ研修等を開催します。

　〔10回程度〕　

キャリアチェ

ンジ支援セミ

ナーの開催

●県内のハローワークと連携しながら、合同企業説明会を開催し、マッチ

　ングの場をつくります。〔20回程度〕

合同企業説

明会の開催

●キャリアチェンジを目指す離職者等に対して、県内の職業紹介事業者と

　連携し、1日から1週間の短期間の就業体験プログラムを提供します。

　〔50人程度〕

就業体験の

実施

●再就職した離職者の方と採用した企業の双方に、定着促進に向けた研

　修を実施します。〔10回程度〕

定着研修の

実施



研修のご案内（在職者の方向け）（６、７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

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。

Solidworks 2016（３次元 CAD）
の基本操作を習得する。

製造現場において、
ドリル加工作業には
じめて従事される方

10

10

10

定員

R3.7.29
･8.5

実施日程

1,660円

1,660円

1,660円

費用

◎金沢産業技術専門校
■機械系 （訓練時間9:30～16:30）

ドリル切削・研削

熱処理の目的、役割、手段などの基
本を学ぶ。

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

R3.6.21

～6.30

実施日程 費用

■建築機械系 （訓練時間9:00～17:15）

車両系建設機械（整
地等）運転技能講習

熱処理作業を初めて学
ぶ方

Windowsの基本操作
ができる方

熱処理

機械CAD

◎小松産業技術専門校
■機械・金属系 （訓練時間9:00～16:00）

コース名 研修内容及び目標 対象者

回転数等切削条件の選定や技能検定
3 級程度の技術を習得する。

普通旋盤作業の基礎に
ついて勉強したい方

5

定員

R3.7.19
～21

実施日程

4,190円
(教材費含)

費用

普通旋盤作業　基礎

JW_CAD の基本的な使用方法つい
て習得する。

パソコン操作ができる方 10
R3.7.7
～8

4,740円
(テキスト費含)

ＪＷ＿ＣＡＤ　初級

コース名 研修内容及び目標 対象者

マグネットスイッチを使用して、モ
ーター制御の基礎を習得する。

制御コースの修了者。ま
たは、有接点シーケンス
の基礎知識がある方
制御コースの修了者。ま
たは、有接点シーケンス
の基礎知識がある方

5

5

定員

R3.6.10
～11

実施日程 費用

モーター制御

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。

R3.7.29
～30

ＰＬＣ制御

■電気・電子系 （訓練時間9:30～16:30）

■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。

Windowsの操作がで
きる方 10

定員

R3.6.2･
9･16

実施日程

6,120円
（テキスト費、教材費含）

5,758円
（テキスト費、教材費含）

6,258円
（テキスト費、教材費含）

費用

建築CAD

表計算基礎編

表計算応用編

ExcelVBA入門

表の作成・編集、関数の使用方法な
ど、Excel の基本的な機能と操作を
学習する。

Windowsの操作がで
きる方 10

R3.6.22
～24

4,690円
（テキスト費、教材費含）

様々な関数の使い方や、データベー
スの活用方法など、Excel を使いこ
なす方法を学習する。

Excelの基本操作がで
きる方 10

R3.6.29
～7.1

4,690円
（テキスト費、教材費含）

Excel VBA の基本機能と操作を習
得する。

Excelの基本操作が
できる方 10

R3.7.27
～29

5,350円
（テキスト費、教材費含）

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

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。

QCを初めて学ぶ方

10

10

10

定員

R3.6.7
～8

R3.6.14
～15

実施日程 費用

QC基礎編

品質管理の事例分析および解析の手
法を習得する。

QC基礎編コース修了者QC実践編

R3.7.6
･9

1,660円

1,660円

1,660円

現場リーダーを育成するためのノウ
ハウを習得する。

新人や部下の育成に
携わる方現場リーダー養成

◎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：0767－52－5353）まで、お願いします。

TEL：0767‐52‐3159

TEL：076‐267‐2221

TEL：0761‐44‐1183

R3.6.23
･25

R3.7.12
～13

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 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
　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
　 ex）ワープロ、表計算、クレーン 等

◯金沢産業技術専門校
　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
　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年度【企業の障害者雇用促進支援事業】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３年度の参加企業の募集を開始しましたので、ぜひご

参加ください。

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



「在籍型出向」により労働者の雇用維持に取り組む事業主の皆さま／「在籍型出向」により人材を活用したい事業主の皆さま
へ

「産業雇用安定助成金」のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型

出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業
雇用安定助成金」を創設しました。

※助成金の詳細につきましては、「産業雇用安定助成金ガイドブック」をご確認ください。

■対象：雇用調整を目的とする出向（新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小

を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向）が対象。

■前提：雇用維持を図るための助成のため出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提。

①新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇

用維持を目的として出向により労働者（雇用保険被保険者）を送り出す事業主（出向元事業主）

②当該労働者を受け入れる事業主（出向先事業主）

○出向運営経費

出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、

出向中に要する経費の一部を助成します。

中小企業 中小企業以外

上限額（出向元・先の計） 円／日

○出向初期経費

就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事

業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に
助成します。

出向元 出向先

助成額 各10万円／1人当たり（定額）

各5万円／1人当たり  （定額）加算額（※）

[その他要件]

・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出

　向でないことなど、資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること。

・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないことなどの要件があります。

※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性
　指標要件が一定程度悪化した企業である場合、
　出向先事業主が労働者を異業種から受け入れ
　る場合について、助成額の加算を行います。

助成金の対象となる「出向」

対象事業主

助成率・助成額

出向元が労働者の解雇などを行っていない場合

出向元が労働者の解雇などを行っている場合

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL030401企03

9

申請・お問い合わせ先

下記のコールセンターもしくは最寄りの都道府県労働局またはハローワークまでお問い合わせください。

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター

TEL：0120-60-3999　受付時間 9:00～21:00 土日・祝日含む
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（公財）産業雇用安定センターでは
「出向」を活用して従業員の雇用を守る企業を

無料で支援しています！

（公財）産業雇用安定センターでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となった

企業が、従業員の雇用を守るため、人手不足などの企業との間で「出向」を活用しようとする場合に、

双方の企業に対して出向のマッチングを無料で行っています。

産業雇用安定センターは、企業間の出向や移籍を支援することにより「失業なき労働移動」を実

現するため、1987年に国と事業主団体などが協力して設立された公益財団法人です。設立以来、

21万件以上の出向・移籍の成立実績があります。

（産業雇用安定センターホームページ）

人手不足が感染症の影響で加速して

いる。人員の確保が急務。

感染症の影響で従業員の仕事がない。

雇用を維持するために一時的に他社

で働いてほしい。

（公財）産業雇用安定センターとは

感染症の影響により

雇用維持に苦慮する業界

送出ニーズの高い業界団体

感染症の影響により

人手不足が生じている業界

受入ニーズの高い業界団体

人
材
送
出
情
報

人材送出情報

人材送出情報

出
向
に
関
す
る

情
報
提
供

出向に関する

情報提供

人材受入情報

受入先企業の

情報提供要請

人
材
受
入
情
報

人材受入情報

出
向
に
関
す
る

情
報
提
供

ホテル・旅館業

一般旅客運送業（観光バスなど）

飲食店

アパレル・雑貨小売店

食品製造業　など

傘下の企業

陸上貨物運送業

スーパーマーケット

ホームセンター

IT企業

倉庫業　など

傘下の企業

事業主団体

労働組合

社会保健労務士

などと連携

ハローワーク・労働局

地方自治体

連携協定締結した金融機関

などと連携

公
益
財
団
法
人

産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー

出向のマッチング

委託訓練・ガイダンスの実施

47都道府県

に地方

事務所

お問い合わせ先

（公財）産業雇用安定センター石川事務所

TEL：076-261-6047　 


