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http://www.mitaka-roukikyo.or.jp

★Ｎｏ.252（平成21年10月号）
から住所が変更になりました！
修正してアウトラインにしてあります。

使用フォントは、行楷書体Ｈ
（フォントワークス）
を使用しています。

※
「行楷書体Ｈ」
は、
『材料＿捨てないで』
の中に入ってます。
また変更があったら使用してください！

090904＿こんどう

★Ｎｏ.262（平成24年4月号）
からHPアドレスが追加されました。
120304＿伊藤

★Ｎｏ.268（平成28年4月号）
から組織の名称が変更になりました。
新名称が長いため、
レイアウト変更しました。
160317＿子安
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職長安全衛生教育講習開催
職長は、労働者を直接指揮監督する者であり、現場の労働安全衛生の状態につい
ても、最も知りうる立場にあり、安全衛生管理において重要な「要の役」にあるこ
とから、労働安全衛生法では、製造業等の一定の業種について新任の職長に職長教
育を義務付けております。
今般当協会支部主催により、
職長安全衛生教育講習を１月 23 日（火）～ 24 日（水）
にかけて三鷹商工会館にて開催いたしました。

安全管理者選任時研修開催
平成 18 年 10 月から安全管理者の選
任要件として、従来の学歴と実務経験
に加えて、安全管理者選任時研修を修
了していることが必要となっています。
今般当協会支部主催により、安全管
理者選任時研修を３月 15 日（木）～
16 日（金）にかけて三鷹商工会館にて
開催いたしました。
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「働き方改革」を進めましょう！
１

「働き方改革」とは ～企業にとってのメリット～

「働き方改革」とは ～ 企業にとってのメリット ～

「働き方改革」とは、子育て、介護、治療などの様々な事情や、性別、年齢などの属性
にかかわらず、誰もが活躍できる職場環境づくりを行うことです。
多様な人材が活躍できる職場環境づくりのためには、働く人々の時間には制約があると
いうことを念頭に置いて、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を行うことが必
要です。
多様な人材が活躍できる職場環境づくりに取り組むことで、働く人々のモチベーション
の向上、効率的に働こうという時間意識の高まり、健康の確保が図られ、生産性の向上に
つながります。さらに、良い人材の確保・定着や企業イメージにもプラスとなり、ひいて
は企業の成長につなげることができます。
「働き方改革」に向けた取組をきっかけとして、このような好循環が生まれ、働く人々
と企業の双方にとってメリットが生じることが期待できます。
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厚生労働省 東京労働局 雇用環境・均等部

No.286

４

国や東京都からの支援があります
▪▪ 国や東京都からの支援があります

▪▪

（１）働き方・休み方改善コンサルタント（国）
「労働時間の短縮や休暇の取得促進に向けて、取組方法のアドバイスがほしい」とい
設備投資などを行って事業場内最低賃金を引き上げる事業主向け
う企業、事業主の皆さまのご相談に、電話や個別訪問により対応しています。また、ワ
ークショップ（参加型・討議形式の講座）も企画しています。ご相談やワークショップ

③

業務改善助成金（国）

※ 平成２９年度の受付は平成３０年１月３１日までです。

への参加は無料です。ぜひお問い合わせください。
事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者が、設備投資などを行って、事
業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その費用の一部を助成します。
◆問合せ
東京労働局 雇用環境・均等部指導課 ☎03－6867－0211

ここでいう「設備投資など」とは、POS レジシステム導入による在庫管理の短縮、顧客・在

（２）TOKYO
働き方改革宣言企業制度（都）
庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化、専門家による業務フローの見直しによる顧

客回転率の向上など、設備・機器の導入に加え、サービスの利用も対象となります。
都内企業の働き方改革の機運を高めていくため、働き方・休み方の改善に向けて、
「働
賃金の引き上げ額により「30 円以上」
「40 円以上」
「60 円以上」
「90 円以上」
「120 円以
き方改革宣言」を行う企業を募集し、宣言企業に対し、働き方改革助成金の支給、専門
上」の５つのコースから選べます。
◆お問合せ 東京労働局 雇用環境・均等部 企画課 ☎03-6893-1100
家による巡回・助言、生産性向上のためのコンサルティングを実施します。また、宣言

企業となるための奨励金制度もあります。
◆問合せ

内容により問合せ先が異なります。P8「TOKYO 働き方改革宣言企業」ウェ

５ ブサイト参照。
お役立ち情報はこちらをご覧ください
▪▪ お役立ち情報はこちらをご覧ください
（３）助成金（主なものを抜粋）※ 助成金は、平成２９年度の内容です。
●「働き方・休み方改善ポータルサイト」

▪▪

働き方・休み方の見直しに関する自社の取組状況診断ツール、企業の取組事例、セミナー情
育児や介護と仕事の両立や女性の活躍推進に取り組む事業主向け
報などを提供しています。
① 両立支援等助成金（国）
http://work-holiday.mhlw.go.jp/

●育児休業等支援コース…「育休復帰支援プラン」の作成により、育児休業の円滑な取得及び

職場復帰の支援を行った場合や、育児休業取得者の代替要員を確保し育児休業取得者を原職
●「働きやすく生産性の高い職場のためのポータルサイト」

等に復帰させた場合に、中小企業事業主に一定額を助成します。
●介護離職防止支援コース…仕事と介護の両立支援のための職場環境整備を行い、
「介護支援プ
する各種調査結果、国の支援策などの情報を提供しています。
ラン」の作成により、介護休業の円滑な取得及び職場復帰または介護のための勤務制度の利
用の支援を行った事業主に一定額を助成します。
http://koyoukanri.mhlw.go.jp/
●出生時両立支援コース…男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、
男性労働者に育児休業を取得させた事業主に一定額を助成します。
●「女性の活躍・両立支援総合サイト」
●女性活躍加速化コース…女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、
女性の活躍状況や仕事と家庭の両立支援に関する企業データベース、自社の取組状況診断ツ
その「数値目標」の達成に向けた取組内容（取組目標）等を盛り込んだ行動計画を策定し、
ール、企業の取組事例、企業表彰、活躍している女性社員の体験談、国の支援策などの情報を
行動計画に沿った取組を実施して「取組目標」を達成した事業主及び「数値目標」を達成し
た事業主に対して一定額を助成します。
提供しています。
◆お問合せ 東京労働局 雇用環境・均等部 企画課 ☎03-6893-1100

魅力ある職場づくりと労働生産性向上の取組に関する企業の取組事例、企業表彰、職場に関

http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/

●「パート労働ポータルサイト」
勤務間インターバルやテレワークの導入に取り組む事業主向け
パートタイム労働者の雇用管理に関する自社の取組状況診断ツール、企業の取組事例や宣言、
②

職場意識改善助成金（国） ※ 平成２９年度の受付は終了しました。
●勤務間インターバル導入コース…中小企業事業主が、労働時間等の設定の改善を図り、過重
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その
実施に要した費用の一部を助成します。なお、「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、
●東京労働局 HP
年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働
働き方改革に関する東京都内の統計データや企業の取組事例、国の支援策などの情報を提供
き方に対応して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。
◆お問合せ 東京労働局 雇用環境・均等部 企画課 ☎03-6893-1100
しています。
●テレワークコース…労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又は
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
サテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その
実施に要した費用の一部を助成します。
●「TOKYO
働き方改革宣言企業」ウェブサイト
◆お問合せ テレワーク相談センター（日本テレワーク協会） ☎0120-91-6479
働き方改革宣言企業制度、奨励金・コンサルティング等の支援策や企業の宣言・取組内容等
※東京テレワーク推進センター（☎0120-97-0396）でもご案内しております。

企業表彰などの情報を提供しています。

の情報を提供しています。
https://hatarakikata.metro.tokyo.jp/
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事業主のみなさまへ

平成30年４⽉１⽇から

障害者雇⽤義務の対象に精神障害者が加わります
法定雇⽤率が、平成30年４⽉１⽇から以下のように変わります
法定雇⽤率

事業主区分

現

⾏

平成30年４⽉１⽇以降

⺠間企業

2.0％

⇒

2.２％

国、地方公共団体等

2.3％

⇒

2.５％

都道府県等の教育委員会

2.2％

⇒

2.４％

※ 今回の変更に伴い、障害者雇⽤義務の⺠間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。

あわせて、精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わります
精神障害者の職場定着を促進するため、法定雇⽤率制度や障害者雇⽤納付⾦制度において、
精神障害者である短時間労働者（※）に関する算定方法を、以下のように⾒直します。
精神障害者である短時間労働者であって、
雇入れから３年以内の方 又は
精神障害者保健福祉⼿帳取得から３年以内の方
かつ、
平成35年3月31日までに、雇い入れられ、
精神障害者保健福祉⼿帳を取得した方

雇⽤率算定⽅法
対象者
1人につき

0.5 →１

※左記の条件を満たしていても対象に
ならない場合もあります。詳細は、
ハローワークにお尋ねください。

※１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座の概要

◆内

容：

（予 定）

◆メリット ：

｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」、「精神・発達障害の
特性」、｢共に働く上でのポイント（コミュニケーション方法）」
等について
精神・発達障害についての基礎知識や⼀緒に働くために必要な
配慮などを短時間で学ぶことができます。

◆講座時間 ： 90分程度（講義75分、質疑応答15分程度）を予定
◆受講対象 ： 企業に雇⽤されている⽅であれば、どなたでも受講可能です。

※ 今現在、障害のある方と⼀緒に働いているかどうか等は問いません。
※ 講座の開催日程は、都道府県労働局職業安定部職業対策課にお問い合わせください。
※ 受講された方には、「精神・発達障害者しごとサポーターグッズ」を進呈予定です
（数に限りがあります）。

ハローワークから講師が事業所に出向きます！

事業所への出前講座も
あります

6

※
※
※
※

最少開催人員15名程度
講師はハローワーク配置の精神障害者雇⽤トータルサポーター
開催日など、ご要望にお応えできない場合もあります。
詳しくは、管轄のハローワーク 雇⽤指導官 にお問い合わせくだ
さい。
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労働者を募集する企業の皆様へ
～労働者の募集や求人申込みの制度が変わります～

＜職業安定法の改正＞

施行日：２０１８（平成３０）年１月１日
職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について、留
意点をお知らせします。
厚生労働省のホームページに、法改正に関する資料を随時掲載しています。
職業安定法 平成２９年改正

１ 労働条件の明示が必要な時点（タイミング）
ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約
締結までの間、下記のように労働条件を明示することが必要です。
○ 求人票のスペースが足りない等、やむを得ない場合には、「詳細は面談の時にお伝えします」などど書いた上で、労働条
件の一部を別途明示することも可能です。
○ この場合原則として、初回の面談等、求人者と求職者が最初に接触する時点までに 全ての労働条件を明示すべきとさ
れています。
当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければなりません。（職業安定法改正により新設さ
れました）
○ 面接等の過程で労働条件に変更があった場合、速やかに求職者に知らせるよう配慮が必要です。

２ 最低限明示しなければならない労働条件等
労働者の募集や求人申込みの際に、少なくとも以下の事項を書面の交付によって明示しなければな
りません。ただし、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。
◎業務内容 ◎契約期間 ◎試用期間 ☆ ◎就業場所 ◎就業時間 ◎休憩時間 ◎休日
◎時間外労働
裁量労働制を採用している場合は、以下のような記載が必要です。
（例）「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます。」

☆

◎賃金
時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度（いわゆる「固定残業代」）を採用する場合は、 ☆
以下のような記載が必要です。
① 基本給××円（②の手当を除く額）
② □□手当（時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給）
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
◎加入保険
◎募集者の氏名又は名称 ☆
（○派遣労働者として雇用する場合） 雇用形態：派遣労働者（記載例） ☆
☆今回の改正により追加等された事項

３ 労働条件明示に当たって遵守すべき事項
労働条件を明示するに当たっては、職業安定法に基づく指針等を遵守することが必要です

職業安定法に基づく指針等の主な内容
○ 明示する労働条件は、虚偽又は誇大な内容としてはなりません。
○ 有期労働契約が試用期間としての性質を持つ場合、試用期間となる有期労働契約期間中の労働条件を明示しなければ
なりません。また、試用期間と本採用が一つの労働契約であっても、試用期間中の労働条件が本採用後の労働条件と異
なる場合は、試用期間中と本採用後のそれぞれの労働条件を明示しなければなりません。
○ 労働条件の水準、範囲等を可能な限り限定するよう配慮が必要です。
○ 労働条件は、職場環境を含め可能な限り具体的かつ詳細に明示するよう配慮が必要です。
○ 明示する労働条件が変更される可能性がある場合はその旨を明示し、実際に変更された場合は速やかに知らせるよう、
配慮が必要です。

お問い合わせ ハローワーク三鷹 0422-47-8609
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平成 30 年度（公社）東基連

三 鷹労働基 準協会支部会員総会開催のご案内
（公社）東基連三鷹労働基準協会支部の会員総会を下記により開催いたします。
別途ご案内いたしますので、ご出席賜りますようお願い申し上げます。

日時： 平成 30 年５月 23 日（水） 午後４時 30 分～５時 30 分
会場： 吉祥寺東急ＲＥＩホテル 武蔵野市吉祥寺南町１－６－３

ＴＥＬ０４２２－４７－０９８４

総会終了後、ご来賓をお迎えして恒例の懇親会（会費 10,000 円）を開催いたしますので、
併せてご参加くださいますようお願いいたします。

新 規 会 員 のご 紹 介
☆株式会社 八洋
〒182-0012

調布市深大寺東町５-３-５

☆キユーピー醸造株式会社
〒182-0002

代表取締役

ＴＥＬ 042-486-0622
代表者

小泉

西東京市北原町３-２-22

■ 雇入れ時安全衛生教育講習会
４月 20 日
（金）
トヨタドライビングスクール東京
■ フォークリフト運転技能講習Ｃ
学科：５月９日
（水）
八王子労政会館
実技：５月 12 日
（土）
・13 日
（日）
・20 日（日）
昭和飛行機工業
（株）
■ 玉掛け技能講習
学科：５月 12 日
（土）
・13 日
（日）
トヨタドライビングスクール東京
実技：５月 20 日
（日）
昭和飛行機工業
（株）
■ 安全衛生推進者養成講習
５月 15 日
（火）
・16 日
（水）
トヨタドライビングスクール東京
■ ベーシックセミナー
（無料）
「新たな労働時間法制、
いまから進める実務対応」
５月 22 日
（火）
トヨタドライビングスクール東京
■ 衛生推進者養成講習
５月 29 日
（火）
トヨタドライビングスクール東京
■ 全国安全週間説明会
６月７日
（木）
武蔵野スイングホール

代表者
ＴＥＬ 042-461-6292

信賢

金属製品製造業
代表取締役

花原

調布市仙川町２-５-７仙川キユーポート ＴＥＬ 03-5384-7670

☆株式会社アーネストワン
〒188-0003

代表者

幹夫

食品製造業
代表取締役

松村

重行

戸建住宅事業

■ フォークリフト運転技能講習Ａ
学科：６月 16 日（土）
トヨタドライビングスクール東京
実技：６月 23 日（土）
昭和飛行機工業（株）
■ フォークリフト運転技能講習Ｂ
学科：６月 15 日（金）
たましんＲＩＳＵＲＵホール
学科：６月 16 日（土）
トヨタドライビングスクール東京
実技：６月 23 日（土）
昭和飛行機工業（株）
■ フォークリフト運転技能講習Ｃ
学科：６月 16 日（土）
トヨタドライビングスクール東京
実技：６月 17 日（日）・23 日（土）・24 日（日）
昭和飛行機工業（株）
■ フォークリフト運転技能講習Ｄ
学科：６月 15 日（金）
たましんＲＩＳＵＲＵホール
学科：６月 16 日（土）
トヨタドライビングスクール東京
実技：６月 17 日（日）・23 日（土）・24 日（日）
昭和飛行機工業（株）
■ 有機溶剤作業主任者技能講習
６月 28 日（木）・29 日（金）
八王子労政会館
■ 職長及び安全衛生責任者教育講習
６月 14 日（木）・15 日（金）
八王子労政会館

