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箕面市からのお知らせ 

 

９月は障害者雇用支援月間です 

 

 箕面市では、障害者の職業的自立意欲の向上と、市内事業所における障害者雇用の

推進をめざして、９月１日（木）に勤労障害者表彰ならびに障害者雇用優良事業所表

彰を行い、３名の勤労障害者と次の事業所が表彰を受けました。 

各事業所におかれましては、障害者雇用のより一層のご理解とご協力をお願いしま

す。 

 

株式会社 アソシア（箕面市船場東） 

 
 

事業所の福利厚生制度は 

箕面市勤労者互助会で！ 
 

 楽しく、安心して働ける職場づくりをめざして、市内の中小企業の事業主と従業員

及び箕面市が協力して、職場の福利厚生面の充実を図るため、共済給付事業や福利厚

生事業などを行っています。月々５００円の会費でお見舞い金やお祝い金の給付、宿

泊利用補助、レジャー施設等の割引補助、バスツアーやボウリング大会、人間ドック

の利用補助など、従業員の福利厚生の充実が図れます。 

 

＝お問合わせ・お申込み＝ 

箕面市勤労者互助会（箕面市役所商工観光課内） 

TEL (072)723-2121  内線 3242 

 
 
 
 
 
 
 
 

2005 年 9 月 1 日
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池田公共職業安定所からのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者の雇用促進について 

 

 障害者が、ノーマライゼーションのもと社会の一員として様々な分野で参加できる社

会づくりが進められているところです。 

厚生労働省では、障害者の就業機会の拡大による職業的自立を図るために、「障害者の

雇用の促進等に関する法律」を一部改正することにより、精神障害者に対する雇用対策

の強化、在宅就業障害者の支援、障害者福祉施策との有機的な連携等を図ることになり

ました。 

施行期日は平成１８年４月１日です（一部については、平成１７年１０月１日施行）。

事業主の方々、共に職場で働く方々をはじめ、国民のみなさまに障害者の雇用促進に

ついてのご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

高年齢者の雇用について 

 
 「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」の改正により、６５歳未満の定年の定めを

している事業主については、６５歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入または

定年の定めの廃止のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じなければならない

こととなりました。 
 なお、高年齢者雇用確保措置の実施義務化の対象年齢は、以下のとおり、年金（定額

部分）の支給開始年齢の引き上げスケジュールにあわせ、平成２５年４月１日までに段

階的に引き上げていくことも可能です。 
 ○平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日・・・６２歳 
 ○平成１９年４月１日～平成２２年３月３１日・・・６３歳 
 ○平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日・・・６４歳 
 ○平成２５年４月１日以降         ・・・６５歳 
ただし、継続雇用制度の対象となる高年齢者に関する基準を労使協定で定めたときは、

希望者全員を対象としない制度も可能です。 
 施行期日は、平成１８年４月１日です。 
 事業主の方々のご理解と実施に向けた取り組みをお願いします。 
 

○障害者に関すること 
池田公共職業安定所（ハローワーク池田） 

専門援助部門 
ＴＥＬ：０７２－７５１－２５９５（内線２２） 

○高年齢者に関すること 
事業所サービス第２部門（内線６１） 
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大阪府総合労働事務所からのお知らせ 

 

 
              
 
 
 
◇相談します 

 私は、今の会社に契約期間３か月のパートとして働き始め、更新を繰り返し、勤続３年

を超えることになりました。最近、社長から、「次に期間が満了したら辞めてもらう」と言

われました。続けて働きたいのですが、この場合、辞めなければならないのでしょうか。 

 

◇お答えします 

 期間の定めのある労働契約が長期間反復更新されてきた場合、次の契約更新を使用者が

拒否したときに、その契約更新拒否が解雇になるのか、あくまでも契約期間の満了であり

解雇ではないと解されるのかは問題のあるところですが、判例では、このような場合の契

約更新拒否は、解雇であると考えるべきものとしています。 

 したがって、期間の定めのある契約によって雇用されたパートタイム労働者の契約が繰

り返され、実質上期間の定めのない契約と異ならない状況になった後の契約更新の拒否(雇

止め)については、解雇制限、解雇予告、解雇権濫用法理の適用を受けることになり、解雇

に値する客観的に合理的な理由が必要となります。 

 

◇ここがポイントです 

・契約更新拒否について 

 一般的には、短期契約を反復更新し、相当期間にわたり使用関係が継続しており、実質

的には期間の定めのない労働関係にあると認められる場合には、契約更新の拒否は解雇に

当たると考えられます。 

・解雇の予告について 

 一部の使用者には、「パートタイム労働者は、いつでも解雇できる」という誤解があるよ

うですが、パートタイム労働者であっても自由に解雇することはできないとされています。 

 パート労働者についても、雇用期間の定めがない労働者を解雇しようとする際には、通

常の労働者と同様に、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。30日前に予

告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。 

・雇止めの予告、理由の明示 

 雇入れして１年を超えて継続雇用され、あらかじめ契約を更新しない旨を明示してある

場合のほかは、使用者は、契約を更新しないこととする場合には、パートタイム労働者に

契約期間の満了する少なくとも30日前までにその予告をしなければならないこととされて

います。 

 また、パートタイム労働者が契約の更新されなかった理由について、証明書を請求した

ときには、使用者は、遅滞なく書面を交付しなければなりません。 

 

 
解雇の手続きについて 
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  ご 案  内 
 

 

 

平成17年度『パート・派遣・契約社員など多様な労働スタイルを考えるウィーク』 

 

～集中労働相談・セミナー・基本法知識ゼミナール～ 

 

 

内容 パート･派遣･契約社員等の正社員ではない雇用形態をめぐる労働問題にテーマを絞

り、相談と関係法規の法知識を啓発するセミナーおよびゼミナールを実施します。 

 

日時  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ・申込み  

 

 

 

 

大阪府総合労働事務所(エル・おおさか南館３階)         Tel  06(6946)2608 

大阪府総合労働事務所北大阪センター(信用保証ビル６階)  Tel  06(6872)3030 

[１ 集中労働相談] パート、派遣、契約社員等の労働条件等にかかる相談 

10月24日（月）～26日（水）各日午後１時～午後８時 

弁護士の相談もあります（要予約） 

■相談専用電話 06(6946)7787 

 

[２ 職場良好！コミュニケーションの"ツボ"セミナー]   

職場全体のコミュニケーションを図るための基本的な留意点に関するセミナー

です。主として中小企業の人事労務担当者、現場管理者を対象 

10月27日(木)午後２時～４時 大阪府総合労働事務所９階セミナー室 

【定員50名/先着順】 

 

[３ 派遣で働くことを考えている方のセミナー] 

派遣労働に関する知識、仕組み、求人票の見方などを説明します 

10月26日(水)午前10時～11時30分 大阪府総合労働事務所９階セミナー室 

【定員40名/先着順】 

 

[４ 基本法知識ゼミナール]    

いろいろな労働スタイルの基本的な法知識を身につけるゼミナールです 

10月25日(火)午後６時20分～７時50分 大阪府総合労働事務所北大阪センター

10月27日(木)午後６時20分～７時50分 大阪府総合労働事務所南大阪センター

10月28日(金)午後６時20分～７時50分 大阪府総合労働事務所 

【いずれも定員 20 名/先着順】 
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10 月は「仕事と家庭を考える月間」です 

急速に少子化が進む中、仕事と家庭の両立の負担を軽減し、働きながら子どもを育てやすい環

境を整備することが重要な課題となっています。 

今年４月に、育児休業・介護休業の対象労働者の拡大や育児休業期間の延長などを内容とする

改正育児・介護休業法が施行され、また、企業において、仕事と家庭の両立ができる職場作りを

進めるための取組などを行うよう求めている「次世代育成支援対策推進法」が施行されるなど、

男性・女性がともに仕事と家庭を両立できるための支援が一層推進されています。 

大阪労働局では、１０月の「仕事と家庭を考える月間」にあわせて、企業の皆さんや働く方な

どを対象に、仕事と家庭の両立支援と働き方の見直しについて考えていただくための「仕事と家

庭を考えるセミナー」を開催しますので、ぜひご参加ください。 

「仕事と家庭を考えるセミナー」 

日 時 平成１７年１０月１４日（金）１３：３０～１６：３０ 

場 所 プリムローズ大阪「鳳凰の間」 

定 員 職業家庭両立推進者、企業の人事労務担当者、労働者等 ２７０人 

主 催 大阪労働局 大阪府 （財）２１世紀職業財団大阪事務所 

雇用・能力開発機構大阪センター 

内 容 ○講 演「未来を拓く企業の人事制度～次世代育成とワーク・ライフ・バランス～」       

獨協大学経済学部助教授 阿部正浩氏 

○パネルディスカッション 

        「男性も女性も育児休業を取得しやすい環境整備を目指して（仮）」 

            大阪市立大学大学院助教授 服部良子氏（コーディネーター） 

            企業の人事労務担当者 

育児休業取得者（男性） ほか 

参加申込先 (財)２１世紀職業財団大阪事務所 

       電話 06-6262-2151 FAX06-6262-2154          ※参加は無料です 

 

 

育児・介護休業法の改正ポイント（平成１７年４月１日施行） 

① 育児休業・介護休業の対象労働者の拡大 

休業の取得により雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業、介護 

休業がとれます。 

② 育児休業期間の延長 

 子が１歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が１歳６か月に達する 

まで育児休業ができます。 

③ 介護休業の取得回数制限の緩和 

   対象家族一人につき、常時介護を必要とする状態ごとに１回の介護休業ができます。期 

間は通算して（のべ）９３日までです。 

④ 子の看護休暇の創設 

小学校就学前の子を養育する労働者は、１年に５日まで、病気・けがをした子の看護の 

育児・介護休業法の改正ポイント（平成１７年４月１日施行） 

① 育児休業・介護休業の対象労働者の拡大 

休業の取得により雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業、介護

休業がとれます。 

② 育児休業期間の延長 

 子が１歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が１歳６か月に達する 

まで育児休業ができます。 

③ 介護休業の取得回数制限の緩和 

   対象家族一人につき、常時介護を必要とする状態ごとに１回の介護休業ができます。期

間は通算して（のべ）９３日までです。 

④ 子の看護休暇の創設 

小学校就学前の子を養育する労働者は、１年に５日まで、病気・けがをした子の看護の

ために休暇を取得できます。 

詳しくは、大阪労働局雇用均等室（電話 06-6941-8940）までお問い合わせください。 

大阪労働局からのお知らせ 
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日時: 平成17年11月2日（水）13：30～16：00  
                                   

会場： 大阪産業創造館 ５Ｆ 会議室ＡＢ 
    大阪市中央区本町1－4－5 地下鉄「堺筋本町」下車 ⑫出口東へ徒歩3分 

 

ＳＥＣＴＩＯＮ１ 

  「職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために 

   ～解説およびビデオ視聴～」 

               雇用管理アドバイザー 深海慶子 

ＳＥＣＴＩＯＮ２ 

  「これだけは知っておきたいパート労働の知識 

   ～実際の相談事例から～」 

               雇用管理アドバイザー 天野雅教 

 

 参加費無料 各回とも先着50名様 募集！ 
 

両回とも同じ内容で実施しますので、ご希望回を○印の上、下記の 

お申込書にご記入いただき、切り取らずにＦＡＸでお申し込み下さい。 

3名以上ご希望の場合は、コピーしてお使い下さい。 

    

   主催：（財）21世紀職業財団 大阪事務所 

〒541-0054 大阪市中央区南本町1－8－14 堺筋本町ビル３Ｆ 

TEL 6262－2151 FAX 6262－2154 担当：深海 天野まで 

       スキルアップセミナー・２１ 参加申込書  FAX  ０６－６２６２－２１５４     

    

                   平成17年度 雇用管理改善講習（ 新企画 ） 

 

  人事労務担当者のための スキルアップセミナー・21 

（財）21世紀職業財団大阪事務所では、このたび企業がセクシュアルハラスメント防止 

対策を効果的に実施できるよう基礎知識から具体的取組のノウハウまでを提供する 

「実践講習」と「パートタイム労働法律相談ＱandＡ」からの相談事例のご紹介を同時 

に開催するセミナーを企画致しました。 

パワーポイントを使った解説やビデオ視聴をとりいれた「わかりやすいセミナー」を心 

がけていますので、企業の事業主、人事労務担当者およびセクシュアルハラスメント相 

談窓口担当者の方々のご参加をお待ちしています。 

ＳＥＣＴＩＯＮ１ 

  「職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために 

   ～解説およびビデオ視聴～」 

               雇用管理アドバイザー 深海慶子 

ＳＥＣＴＩＯＮ２ 

  「これだけは知っておきたいパート労働の知識 

   ～実際の相談事例から～」 

               雇用管理アドバイザー 天野雅教 

 

 参加費無料 先着50名様 募集！ 
 

参加ご希望の方は、このページをコピーして、下記の 

申込書にご記入の上、FAXでお申し込みください。 

    

   主催：（財）21世紀職業財団 大阪事務所 

〒541-0054 大阪市中央区南本町1－8－14 堺筋本町ビル３Ｆ 

TEL 6262－2151 FAX 6262－2154 担当：深海 天野まで 

       スキルアップセミナー・２１ 参加申込書  FAX  ０６－６２６２－２１５４     

    
企業名 

所在地  〒                       

参加者 職名：氏名                                                                                        

参加者 職名：氏名 

ＴＥＬ：           ＦＡＸ：            ＥＭＡＩＬ： 
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淀川労働基準監督署からのお知らせ 
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