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平成２２年３月２日（火）箕面文化・交流センターにおいて、『合同就職面接会 in 豊

能 同時開催 高年齢者雇用促進フェア』を開催します。 

この事業は、大阪府、ハローワーク池田、箕面市をはじめ豊能地域３市２町と商工会議

所（商工会）が主催となって開催する就職フェアで、当日は面接会のほか、セミナーや各

種相談会などを実施します。 

企業における経営環境は厳しい状況ですが、当日は多くの来場者が予想され、優秀優秀優秀優秀なななな人人人人

材材材材をををを確保確保確保確保するするするするチャンスチャンスチャンスチャンスです。 

平成２２年３月初旬以降に、求人を予定されている事業所は、是非、合同就職面接会

にご参加ください。 

（合同就職面接会とは、求人企業の面接担当者の方にフェア会場に集まっていた

だき、個別ブースで就職面接を行なっていただくものです。ご興味のある事業所

は、箕面市役所地域創造部商工観光課箕面市役所地域創造部商工観光課箕面市役所地域創造部商工観光課箕面市役所地域創造部商工観光課（（（（電話電話電話電話０７２０７２０７２０７２－－－－７２４７２４７２４７２４－－－－６７２７６７２７６７２７６７２７））））にお問

い合わせください。） 
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６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日からからからから改正育児改正育児改正育児改正育児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法がががが施行施行施行施行されますされますされますされます    

少子化少子化少子化少子化のののの流流流流れをれをれをれを変変変変ええええ、、、、男女男女男女男女ともにともにともにともに子育子育子育子育てやてやてやてや介護介護介護介護をしながらをしながらをしながらをしながら働働働働きききき続続続続けることのできるけることのできるけることのできるけることのできる社会社会社会社会をををを目指目指目指目指しししし

てててて、、、、育児育児育児育児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法がががが改正改正改正改正されましたされましたされましたされました。。。。主主主主なななな改正改正改正改正ののののポイントポイントポイントポイントはははは以下以下以下以下のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

事業主事業主事業主事業主のののの皆様方皆様方皆様方皆様方におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、改正法改正法改正法改正法にににに沿沿沿沿ったったったった就業規則就業規則就業規則就業規則をををを整備整備整備整備してくださいますようしてくださいますようしてくださいますようしてくださいますよう、、、、速速速速やややや

かなごかなごかなごかなご対応対応対応対応をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

１１１１    育児休業育児休業育児休業育児休業    

（（（（１１１１））））    父母父母父母父母ともにともにともにともに休業休業休業休業するするするする場合場合場合場合はははは、、、、１１１１歳歳歳歳２２２２ヶヶヶヶ月月月月までのまでのまでのまでの間間間間でででで、、、、父母父母父母父母それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ１１１１年間年間年間年間ずつずつずつずつ、、、、取得可能取得可能取得可能取得可能    

となりますとなりますとなりますとなります（（（（パパパパパパパパ・・・・ママママママママ育休育休育休育休プラスプラスプラスプラス））））。。。。    

＊＊＊＊配偶者配偶者配偶者配偶者がががが先先先先にににに（（（（又又又又はははは同時同時同時同時にににに））））育児休業育児休業育児休業育児休業をををを開始開始開始開始していることがしていることがしていることがしていることが必要必要必要必要ですですですです。。。。出産出産出産出産したしたしたした女性女性女性女性のののの場場場場

合合合合はははは、、、、出産日出産日出産日出産日・・・・産後産後産後産後８８８８週間週間週間週間・・・・育児休業期間育児休業期間育児休業期間育児休業期間をあわせてをあわせてをあわせてをあわせて１１１１年間年間年間年間までとなりますまでとなりますまでとなりますまでとなります。。。。    

（（（（２２２２））））父親父親父親父親がががが産後産後産後産後８８８８週間以内週間以内週間以内週間以内にににに育休育休育休育休をををを取得取得取得取得したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、再度再度再度再度のののの休業休業休業休業もももも可能可能可能可能となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

＊＊＊＊父親父親父親父親がががが取得取得取得取得するするするする最初最初最初最初のののの育児休業期間育児休業期間育児休業期間育児休業期間のののの初日初日初日初日とととと末日末日末日末日がががが、、、、産後産後産後産後８８８８週間以内週間以内週間以内週間以内にににに入入入入っていることがっていることがっていることがっていることが

必要必要必要必要ですですですです。。。。    

（（（（３３３３））））配偶者配偶者配偶者配偶者がががが専業主婦専業主婦専業主婦専業主婦（（（（夫夫夫夫））））であってもであってもであってもであっても休業可能休業可能休業可能休業可能となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

＊＊＊＊時間外労働時間外労働時間外労働時間外労働のののの制限制限制限制限、、、、勤務時間短縮等措置勤務時間短縮等措置勤務時間短縮等措置勤務時間短縮等措置（（（（短時間勤務短時間勤務短時間勤務短時間勤務などなどなどなど））））についてもについてもについてもについても専業主婦専業主婦専業主婦専業主婦（（（（夫夫夫夫））））のののの

除外規定除外規定除外規定除外規定はははは廃止廃止廃止廃止されますされますされますされます。。。。    

２２２２    子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇    

小学校就学前小学校就学前小学校就学前小学校就学前のののの子子子子がががが１１１１人人人人のののの場合年場合年場合年場合年５５５５日日日日、、、、２２２２人以上人以上人以上人以上ではではではでは年年年年１０１０１０１０日日日日のののの休暇休暇休暇休暇がががが付与付与付与付与されますされますされますされます。。。。    

＊＊＊＊取得目的取得目的取得目的取得目的にににに、、、、予防接種予防接種予防接種予防接種やややや健康診断健康診断健康診断健康診断のののの付付付付きききき添添添添いがいがいがいが追加追加追加追加されますされますされますされます。。。。    

３３３３    介護休暇制度介護休暇制度介護休暇制度介護休暇制度    

要介護状態要介護状態要介護状態要介護状態のののの対象家族対象家族対象家族対象家族がががが１１１１人人人人のののの場合年場合年場合年場合年５５５５日日日日、、、、２２２２人以上人以上人以上人以上ではではではでは年年年年１０１０１０１０日日日日のののの休暇休暇休暇休暇がががが付与付与付与付与されますされますされますされます。。。。    

＊＊＊＊「「「「要介護状態要介護状態要介護状態要介護状態」「」「」「」「対象家族対象家族対象家族対象家族」」」」のののの範囲範囲範囲範囲はははは介護休業介護休業介護休業介護休業とととと同同同同じですじですじですじです。。。。取得目的取得目的取得目的取得目的はははは、、、、家族家族家族家族のののの介護介護介護介護のほのほのほのほ

かかかか、、、、入院付入院付入院付入院付きききき添添添添いやいやいやいや施設施設施設施設のののの手続手続手続手続きのきのきのきの代行代行代行代行などもなどもなどもなども含含含含まれますまれますまれますまれます。。。。    

４４４４    所定外労働所定外労働所定外労働所定外労働のののの免除免除免除免除    

子子子子がががが３３３３歳歳歳歳までのまでのまでのまでの期間期間期間期間、、、、請求請求請求請求があればがあればがあればがあれば、、、、事業事業事業事業のののの正常正常正常正常なななな運営運営運営運営をををを妨妨妨妨げるげるげるげる場合場合場合場合をををを除除除除きききき、、、、所定外労働所定外労働所定外労働所定外労働をさをさをさをさ

せてはなりませんせてはなりませんせてはなりませんせてはなりません。。。。    

５５５５    所定労働時間所定労働時間所定労働時間所定労働時間のののの短縮短縮短縮短縮措置措置措置措置    

子子子子がががが３３３３歳歳歳歳までのまでのまでのまでの間間間間にににに利用利用利用利用できるできるできるできる、、、、短時間勤務制度短時間勤務制度短時間勤務制度短時間勤務制度をををを設設設設けなければなけなければなけなければなけなければなりませんりませんりませんりません。。。。    

＊＊＊＊１１１１日日日日のののの所定労働時間所定労働時間所定労働時間所定労働時間をををを６６６６時間時間時間時間とするものをとするものをとするものをとするものを必必必必ずずずず設設設設けなければなりませんけなければなりませんけなければなりませんけなければなりません。。。。業務業務業務業務のののの性質又性質又性質又性質又はははは

業務業務業務業務のののの実施体制実施体制実施体制実施体制にににに照照照照らしてらしてらしてらして短時間勤務制度短時間勤務制度短時間勤務制度短時間勤務制度をををを設設設設けることがけることがけることがけることが困難困難困難困難なななな業務業務業務業務についてはについてはについてはについては、、、、労使協労使協労使協労使協

定定定定をををを結結結結ぶことによりぶことによりぶことによりぶことにより、、、、短時間勤務制度短時間勤務制度短時間勤務制度短時間勤務制度のののの適用適用適用適用をををを除外除外除外除外することができますすることができますすることができますすることができます。。。。このこのこのこの場合場合場合場合はははは別途別途別途別途、、、、

時差出勤制度時差出勤制度時差出勤制度時差出勤制度などをなどをなどをなどを設設設設けなければなりませんけなければなりませんけなければなりませんけなければなりません。。。。どのようなどのようなどのようなどのような業務業務業務業務がががが「「「「困難困難困難困難なななな業務業務業務業務」」」」にににに当当当当たるたるたるたる

かはかはかはかは、、、、指針指針指針指針においてにおいてにおいてにおいて例例例例がががが示示示示されていますされていますされていますされています。。。。    

６６６６    解雇解雇解雇解雇そのそのそのその他他他他のののの不利益取扱不利益取扱不利益取扱不利益取扱いのいのいのいの禁止禁止禁止禁止    

育児休業育児休業育児休業育児休業、、、、介護休業介護休業介護休業介護休業、、、、子子子子のののの看護休暇看護休暇看護休暇看護休暇にににに加加加加ええええ、、、、介護休暇介護休暇介護休暇介護休暇、、、、所定外労働所定外労働所定外労働所定外労働のののの制限制限制限制限、、、、所定労働時間短縮所定労働時間短縮所定労働時間短縮所定労働時間短縮

等等等等のののの措置措置措置措置、、、、時間外時間外時間外時間外労働労働労働労働のののの制限制限制限制限、、、、深夜業深夜業深夜業深夜業のののの制限制限制限制限をををを理由理由理由理由とするとするとするとする解雇解雇解雇解雇そのそのそのその他他他他のののの不利益取扱不利益取扱不利益取扱不利益取扱いもいもいもいも禁止禁止禁止禁止されされされされ

ますますますます。。。。    

    

    

大阪労働局からのお知らせ 
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７７７７    紛争解決紛争解決紛争解決紛争解決のののの援助援助援助援助    

平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年９９９９月月月月３０３０３０３０日日日日よりよりよりより、、、、育児育児育児育児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法にににに基基基基づきづきづきづき、、、、労使間労使間労使間労使間のののの紛争解決紛争解決紛争解決紛争解決のののの援助援助援助援助（（（（大阪労働大阪労働大阪労働大阪労働

局長局長局長局長のののの助言助言助言助言・・・・指導指導指導指導・・・・勧告勧告勧告勧告、、、、調停委員調停委員調停委員調停委員によるによるによるによる調停調停調停調停））））をををを行行行行っていますっていますっていますっています（（（（調停調停調停調停はははは平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月からとからとからとからと

なりますなりますなりますなります）。）。）。）。    

＊＊＊＊援助援助援助援助のののの申申申申しししし立立立立てができるのはてができるのはてができるのはてができるのは、、、、紛争紛争紛争紛争のののの当事者当事者当事者当事者であるであるであるである労働者労働者労働者労働者およびおよびおよびおよび事業主事業主事業主事業主ですですですです。。。。    

★★★★適用猶予適用猶予適用猶予適用猶予についてについてについてについて    

    上記上記上記上記のうちのうちのうちのうち３３３３・・・・４４４４・・・・５５５５はははは、、、、１００１００１００１００人以下人以下人以下人以下のののの企業企業企業企業についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（予定予定予定予定））））まままま    

でででで適用適用適用適用がががが猶予猶予猶予猶予されますされますされますされます。。。。    

★★★★就業規則就業規則就業規則就業規則のののの規定例規定例規定例規定例やややや、、、、法改正法改正法改正法改正のののの概要概要概要概要パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット、、、、省令省令省令省令、、、、指針指針指針指針、、、、解釈通達解釈通達解釈通達解釈通達はははは、、、、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省ＨＰＨＰＨＰＨＰ

（（（（http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701----1.html1.html1.html1.html））））にににに随時随時随時随時掲載掲載掲載掲載されされされされていますていますていますています。。。。パンフレッパンフレッパンフレッパンフレッ

トトトト等等等等のののの冊子冊子冊子冊子をををを希望希望希望希望されるされるされるされる方方方方はははは下記下記下記下記までまでまでまでごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

☆☆☆☆おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先☆☆☆☆    

                    大阪労働局雇用均等大阪労働局雇用均等大阪労働局雇用均等大阪労働局雇用均等 室室室室        

                                    〒〒〒〒５４０５４０５４０５４０－－－－８５２７８５２７８５２７８５２７    大阪市中央区大手前大阪市中央区大手前大阪市中央区大手前大阪市中央区大手前４４４４－－－－１１１１－－－－６６６６７７７７    大阪合同庁舎第大阪合同庁舎第大阪合同庁舎第大阪合同庁舎第２２２２号館号館号館号館８８８８階階階階    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    ０６０６０６０６－－－－６９４１６９４１６９４１６９４１－－－－８９４０８９４０８９４０８９４０        ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    ０６０６０６０６－－－－６９４６６９４６６９４６６９４６－－－－６４６５６４６５６４６５６４６５    

                                                                                大阪労働局大阪労働局大阪労働局大阪労働局ＨＰＨＰＨＰＨＰ    http://osakahttp://osakahttp://osakahttp://osaka----rodo.go.jp/rodo.go.jp/rodo.go.jp/rodo.go.jp/    

 

淀川労働基準監督署からのお知らせ 

守守守守    ろろろろ    うううう    ！！！！    確確確確    かかかか    めめめめ    よよよよ    うううう    ！！！！    

        

最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの件名件名件名件名    時間額時間額時間額時間額    発効発効発効発効年月日年月日年月日年月日    

大阪府最低賃金大阪府最低賃金大阪府最低賃金大阪府最低賃金    7777６２６２６２６２円円円円    平成２１年９月３０日 

塗料製造業塗料製造業塗料製造業塗料製造業    84５円 

機械機械機械機械・・・・金属金属金属金属製品製造関連産業製品製造関連産業製品製造関連産業製品製造関連産業    82７円 
平成 2１年１０月 3１日 

電気機械器具製造関連産電気機械器具製造関連産電気機械器具製造関連産電気機械器具製造関連産業業業業    80６円 平成 2１年 11 月６日 

鉄鋼業鉄鋼業鉄鋼業鉄鋼業    8４１円 

自動車小売業自動車小売業自動車小売業自動車小売業    8１３円 

非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属製造製造製造製造関連産業関連産業関連産業関連産業    ７９８円 

各種商品小売業各種商品小売業各種商品小売業各種商品小売業    ７6８円 

産産産産

業業業業

別別別別

最最最最

低低低低

賃賃賃賃

金金金金    
自動車自動車自動車自動車・・・・同附属品製造業同附属品製造業同附属品製造業同附属品製造業    82４円 

平成 2１年 11 月 30 日 

▽▽▽▽原則原則原則原則としてとしてとしてとして、、、、パートタイマーパートタイマーパートタイマーパートタイマー、、、、アルバイトアルバイトアルバイトアルバイトなどをなどをなどをなどを含含含含むすべてのむすべてのむすべてのむすべての労働者労働者労働者労働者にににに適用適用適用適用されますされますされますされます。。。。    

※※※※最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金についてごについてごについてごについてご不明不明不明不明なななな点点点点がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、大阪労働局賃金課大阪労働局賃金課大阪労働局賃金課大阪労働局賃金課（（（（電話電話電話電話 06060606----6949694969496949----6502650265026502））））    

淀川労働基準監督署淀川労働基準監督署淀川労働基準監督署淀川労働基準監督署（（（（電話電話電話電話 06060606----6350635063506350----3991399139913991））））におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。    
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新規学卒者新規学卒者新規学卒者新規学卒者のののの積極的積極的積極的積極的なななな採用採用採用採用のおのおのおのお願願願願いいいい     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

池田公共職業安定所からのお知らせ 

■■■■    新規中学新規中学新規中学新規中学・・・・高校卒業予定者高校卒業予定者高校卒業予定者高校卒業予定者をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした求人求人求人求人     
            

求人票求人票求人票求人票のののの公開公開公開公開はははは ７７７７月月月月１１１１日日日日よりよりよりより開始開始開始開始 していますしていますしていますしています。。。。     
    

●●●●    求人票求人票求人票求人票のののの提出提出提出提出・・・・おおおお問問問問いいいい合合合合わせについてはわせについてはわせについてはわせについては・・・・・・・・・・・・    
    

ハローワークハローワークハローワークハローワーク池田池田池田池田    事業所事業所事業所事業所サービスサービスサービスサービス第第第第２２２２部門部門部門部門までまでまでまで    
ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：０７２０７２０７２０７２－－－－７５１７５１７５１７５１－－－－２５９５２５９５２５９５２５９５    （（（（部門部門部門部門コードコードコードコード３２３２３２３２♯♯♯♯））））    

平成２２年３月新規学校卒業予定者の就職環境は非常に厳しい状況が続いています。平成 

２１年１１月末時点、大阪府内では、２，０００名を超える就職希望の高校生が内定を得られず 

苦戦しています。また、就職希望の中学生に対する求人数は昨年度の半分以下で、平成２２ 

年２月に開始する採用選考を前に応募先の検討もできない状況です。新規学卒者が未内定 

のまま卒業することになれば、フリーター・ニートの増加等、若年者の問題になることのみなら 

ず、社会生産性の脆弱化など、社会全体の産業基盤をゆるがす大きな問題につながります。 

是非、新規学卒者の就業機会の拡大という観点からも採用計画のご検討・学卒求人の提出 

をお願いいたします。 

■■■■    新規大学等卒業予定者新規大学等卒業予定者新規大学等卒業予定者新規大学等卒業予定者をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした求人求人求人求人     
            

求人票求人票求人票求人票のののの公開公開公開公開はははは ４４４４月月月月１１１１日日日日よりよりよりより開始開始開始開始 していますしていますしていますしています。。。。     
    

●●●●    求人票求人票求人票求人票のののの提出提出提出提出・・・・おおおお問問問問いいいい合合合合わせについてはわせについてはわせについてはわせについては・・・・・・・・・・・・    
    

大阪大阪大阪大阪学生職業学生職業学生職業学生職業センターセンターセンターセンター（（（（府内府内府内府内のののの大卒求人大卒求人大卒求人大卒求人をををを一括受理一括受理一括受理一括受理いたしますいたしますいたしますいたします。）。）。）。）    

ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：０６０６０６０６－－－－４９６３４９６３４９６３４９６３－－－－４７０３４７０３４７０３４７０３    

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、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。 

 ＝お問い合わせ・お申し込み＝ 

箕面市勤労者互助会（箕面市役所商工観光課内） 
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企業企業企業企業トップクラストップクラストップクラストップクラス及及及及びびびび公正採用選考人権啓発推進員公正採用選考人権啓発推進員公正採用選考人権啓発推進員公正採用選考人権啓発推進員     

研修会研修会研修会研修会ののののごごごご案内案内案内案内     

    

    

    

    

    

    

このたびこのたびこのたびこのたび、、、、大阪府商工労働部並大阪府商工労働部並大阪府商工労働部並大阪府商工労働部並びにびにびにびに企業人権啓発推進員協議会企業人権啓発推進員協議会企業人権啓発推進員協議会企業人権啓発推進員協議会とのとのとのとの共催共催共催共催にににに

よりよりよりより、、、、下記研修会下記研修会下記研修会下記研修会をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。是非是非是非是非ごごごご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。     

〔〔〔〔開催日時開催日時開催日時開催日時・・・・会場会場会場会場〕〕〕〕     

    平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年２２２２月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金））））午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～４４４４時時時時     

    池田市民文化会館池田市民文化会館池田市民文化会館池田市民文化会館２２２２階階階階コンベンションルームコンベンションルームコンベンションルームコンベンションルーム     

    池田市天神池田市天神池田市天神池田市天神１１１１－－－－７７７７－－－－１１１１（（（（阪急石橋駅下車西出口阪急石橋駅下車西出口阪急石橋駅下車西出口阪急石橋駅下車西出口よりよりよりより徒歩徒歩徒歩徒歩７７７７～～～～８８８８分分分分））））     

※※※※会場会場会場会場のののの駐車台数駐車台数駐車台数駐車台数にににに限限限限りがありますのでりがありますのでりがありますのでりがありますので、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関をごをごをごをご利用利用利用利用くだくだくだくだささささ

いいいい。。。。     

    

    

    

    

外国人留学生対象外国人留学生対象外国人留学生対象外国人留学生対象インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップののののごごごご案内案内案内案内     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

経済社会の国際化が進展する中で、日本の大学などで学ぶ留学生が増加し、学んだ知識 

や技術を活かして、卒業後に日本で就職することを希望する留学生が増加する一方、実際 

に卒業後日本で就職する留学生は多くないのが現状です。 

そこで、大阪労働局（大阪外国人雇用サービスセンター）では、留学生と企業との相互理解 

の促進や卒業後の本格就労に向けた実践的準備の提供を図り、企業における高度な外国 

人材の活用促進と留学生の国内就職の一層の促進に取り組むため、留学生インターンシッ 

ンを実施しています。 

申申申申しししし込込込込みみみみ、、、、おおおお問問問問いいいい合合合合わせについてはわせについてはわせについてはわせについては・・・・・・・・・・・・    
    

ハローワークハローワークハローワークハローワーク池田池田池田池田    事業所事業所事業所事業所サービスサービスサービスサービス第第第第２２２２部門部門部門部門までまでまでまで    
ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：０７２０７２０７２０７２－－－－７５１７５１７５１７５１－－－－２５９５２５９５２５９５２５９５    （（（（部門部門部門部門コードコードコードコード３２３２３２３２♯♯♯♯））））    

日本国憲法には、基本的人権の一つとして「職業選択の自由」が規定されており、それが保 

障されるためには、すべての人々に対して、基本的人権を尊重した公正な採用選考が行わ 

れ、就職の機会均等が確保されることが必要です。そのためには、事業主の皆様方が人権 

問題を正しく理解し、応募者本人の適性と能力に基づく公正な採用選考を行っていただく必 

要があります。 
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〔〔〔〔参加学生参加学生参加学生参加学生〕〕〕〕     

    参加学生参加学生参加学生参加学生はははは、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして近畿地区近畿地区近畿地区近畿地区のののの大学大学大学大学・・・・大学院大学院大学院大学院にににに在籍在籍在籍在籍しししし、、、、大学大学大学大学からからからから推薦推薦推薦推薦

をををを受受受受けたけたけたけた留学生留学生留学生留学生になりますになりますになりますになります。。。。     

〔〔〔〔受入企業受入企業受入企業受入企業〕〕〕〕     

    インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップのののの受受受受けけけけ入入入入れにあたってれにあたってれにあたってれにあたって、、、、     

    ・・・・留学生留学生留学生留学生がががが持持持持つつつつ異異異異なるなるなるなる思考方法思考方法思考方法思考方法やややや、、、、文化文化文化文化・・・・習慣習慣習慣習慣にににに対対対対するするするする理解理解理解理解をををを深深深深めるめるめるめる姿勢姿勢姿勢姿勢

があることがあることがあることがあること     

    ・・・・留学生留学生留学生留学生にににに我我我我がががが国企業国企業国企業国企業でのでのでのでの仕事仕事仕事仕事のののの進進進進めめめめ方方方方などをなどをなどをなどを体験体験体験体験させてさせてさせてさせて、、、、卒業後卒業後卒業後卒業後のののの就労就労就労就労

にににに向向向向けたけたけたけた実践的準備実践的準備実践的準備実践的準備のののの機会機会機会機会をををを与与与与えるものとなるようえるものとなるようえるものとなるようえるものとなるよう、、、、専門的専門的専門的専門的・・・・技術的分技術的分技術的分技術的分

野野野野のののの職種職種職種職種でのでのでのでのインターンシップインターンシップインターンシップインターンシップをををを実施実施実施実施するものであするものであするものであするものであることることることること     

    ・・・・インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ生生生生のののの指導指導指導指導・・・・監督監督監督監督をををを行行行行うううう担当職員担当職員担当職員担当職員をををを専任専任専任専任していることしていることしていることしていること等等等等

をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。     

〔〔〔〔実施時期実施時期実施時期実施時期〕〕〕〕     

        大学等大学等大学等大学等のののの夏期夏期夏期夏期（（（（７７７７月月月月～～～～９９９９月月月月））））・・・・春期春期春期春期（（（（２２２２月月月月～～～～３３３３月月月月））））のののの長期休暇期間長期休暇期間長期休暇期間長期休暇期間をををを中心中心中心中心

にににに、、、、実施実施実施実施していただきますしていただきますしていただきますしていただきます。。。。     

〔〔〔〔実施期間実施期間実施期間実施期間〕〕〕〕     

    インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップのののの実施期間実施期間実施期間実施期間はははは、、、、１１１１，，，，２２２２週間程度週間程度週間程度週間程度でおでおでおでお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。     

〔〔〔〔標準的標準的標準的標準的ななななプログラムプログラムプログラムプログラム〕〕〕〕     

    インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップはははは、、、、標準標準標準標準としてとしてとしてとして事前研修事前研修事前研修事前研修１１１１日日日日（（（（大阪外国人雇用大阪外国人雇用大阪外国人雇用大阪外国人雇用サービスサービスサービスサービス

センターセンターセンターセンターでででで実施実施実施実施）、）、）、）、インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ５５５５日日日日（（（（企業企業企業企業でのでのでのでの実習実習実習実習））））のののの６６６６日間日間日間日間でででで構成構成構成構成

するするするするプログラムプログラムプログラムプログラムですですですです。。。。実施体制実施体制実施体制実施体制、、、、内容内容内容内容にににに応応応応じてじてじてじて期間期間期間期間をををを若干増減若干増減若干増減若干増減することもすることもすることもすることも

可可可可能能能能ですですですです。。。。     

〔〔〔〔手当手当手当手当についてについてについてについて〕〕〕〕     

    インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップにににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、交通費交通費交通費交通費、、、、食費等食費等食費等食費等をををを含含含含めめめめ原則原則原則原則、、、、無給無給無給無給としますとしますとしますとします。。。。     

〔〔〔〔保険保険保険保険についてについてについてについて〕〕〕〕     

    参加学生参加学生参加学生参加学生がががが、、、、インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ中中中中のののの事故事故事故事故によりによりによりにより傷害傷害傷害傷害をををを負負負負ったったったった場合場合場合場合やややや、、、、参加参加参加参加

企業企業企業企業やややや第三者第三者第三者第三者にににに損害損害損害損害をををを与与与与えたえたえたえた場合場合場合場合にににに備備備備えてえてえてえて、、、、大阪労働局大阪労働局大阪労働局大阪労働局がががが傷害保険傷害保険傷害保険傷害保険・・・・損害損害損害損害

保険保険保険保険にににに加入加入加入加入しますしますしますします。。。。     

    

    

    

    

インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップのののの内容内容内容内容    

インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップのおのおのおのお問問問問いいいい合合合合わせについてはわせについてはわせについてはわせについては・・・・・・・・・・・・    
    

ハローワークハローワークハローワークハローワーク池田池田池田池田    事業所事業所事業所事業所サービスサービスサービスサービス第第第第２２２２部門部門部門部門までまでまでまで    
ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：０７２０７２０７２０７２－－－－７５１７５１７５１７５１－－－－２５９５２５９５２５９５２５９５    （（（（部門部門部門部門コードコードコードコード３２３２３２３２♯♯♯♯））））    
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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金で会社と従業員を守りませんか 

 

 

＝公的助成金活用は企業経営の大きな武器になります＝ 

 大阪府社会保険労務士会大阪府社会保険労務士会大阪府社会保険労務士会大阪府社会保険労務士会はははは、、、、大阪府大阪府大阪府大阪府からからからから雇用調整助成金等助成雇用調整助成金等助成雇用調整助成金等助成雇用調整助成金等助成アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー派遣事業派遣事業派遣事業派遣事業をををを

委託事業委託事業委託事業委託事業としてとしてとしてとして運営運営運営運営していますしていますしていますしています。。。。景気景気景気景気のののの変動変動変動変動、、、、産業構造産業構造産業構造産業構造のののの変化等変化等変化等変化等からからからから、、、、事業活動事業活動事業活動事業活動をををを縮小縮小縮小縮小せせせせ

ざるをざるをざるをざるを得得得得ないないないない状況状況状況状況でででで、、、、休業休業休業休業・・・・教育訓練等教育訓練等教育訓練等教育訓練等でででで従業員従業員従業員従業員のののの雇用雇用雇用雇用のののの維持維持維持維持にににに努努努努めるめるめるめる企業企業企業企業をををを対象対象対象対象にににに、、、、雇雇雇雇

用調整助成金及用調整助成金及用調整助成金及用調整助成金及びびびび中小企業緊急雇用安定助成金等中小企業緊急雇用安定助成金等中小企業緊急雇用安定助成金等中小企業緊急雇用安定助成金等をををを説明説明説明説明するするするするセミナーセミナーセミナーセミナーをををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

またごまたごまたごまたご希望希望希望希望によりによりによりにより助成助成助成助成アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザーがががが企業訪問企業訪問企業訪問企業訪問をををを行行行行いいいい、、、、助成金助成金助成金助成金やややや支援支援支援支援メニューメニューメニューメニューをををを紹介紹介紹介紹介しししし、、、、

申請書申請書申請書申請書のののの書書書書きききき方等方等方等方等ののののアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスをいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。    

        

    

経 営 者 ・ 人 事 責 任 者 の 皆 様 へ 

◎景気の落ち込みで事業活動の縮小を考えざるを得なく、従業員を休業させたい。 

◎助成金を申請したいが、手続きが複雑でわからない。 

◎どれくらいの金額の助成金が支給されるのか知りたい。 

◎細かい受給条件・受給金額の変更があり、最新の情報を知りたい。 

 

 

１．日  時：平成２２年３月１５日（月） １３:３０～１６:００ 

        個別相談もお受けいたします。 

２．場  所：箕面市立市民会館（グリーンホール） 

２階大会議室２（会場定員は５０名です） 

３．講  師：社会保険労務士 古田 正夫 

４．交通案内：阪急牧落駅下車 徒歩１０分  

５．申  込：会社名、住所、ＴＥＬ、ＦＡＸ、参加者氏名、「セミナー 

希望」をご記入の上、ＦＡＸ０６－４８００－８１７７ 

まで送信してください。 

６．主  催：大阪府社会保険労務士会 

  後  援：箕面商工会議所 

   

 

お申し込みは、会社名、住所、ＴＥＬ、ＦＡＸ、参加者氏名、「派遣希望」をご記入の上、

ＦＡＸ０６－４８００－８１７７まで送信してください。日時を調整の上、アドバイザー

がご訪問して、助成金制度を説明し、申請書類の記入をアドバイスします。（派遣は３月末

日迄です） 

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先：：：：大阪府社会保険労務士会大阪府社会保険労務士会大阪府社会保険労務士会大阪府社会保険労務士会（（（（大阪市北区天満大阪市北区天満大阪市北区天満大阪市北区天満２２２２－－－－１１１１－－－－３０３０３０３０））））

http://www.srhttp://www.srhttp://www.srhttp://www.sr----osaka.jposaka.jposaka.jposaka.jp    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    06060606－－－－4800480048004800－－－－8188818881888188            ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    06060606－－－－4800480048004800－－－－8177817781778177    

社会保険労務士社会保険労務士社会保険労務士社会保険労務士とととと顧問契約中顧問契約中顧問契約中顧問契約中のののの場合場合場合場合はははは、、、、顧問社会保険労務士顧問社会保険労務士顧問社会保険労務士顧問社会保険労務士にごにごにごにご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。 

 

大阪府社会保険労務士会からのお知らせ 
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～～～～両立支援両立支援両立支援両立支援レベルアップレベルアップレベルアップレベルアップ助成金助成金助成金助成金のご案内～ 
  

（財）21 世紀職業財団は、仕事と家庭の両立を 
支援する事業主・事業主団体の方へ助成金の 
支給等を行っています。         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

※※※※助成金助成金助成金助成金のののの内容内容内容内容・・・・要件要件要件要件等等等等はははは見直見直見直見直されるされるされるされる場合場合場合場合がありますのでがありますのでがありますのでがありますので詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは下記下記下記下記におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせくださわせくださわせくださわせくださ

いいいい。。。。    

 

 

 

パワーハラスメントパワーハラスメントパワーハラスメントパワーハラスメント関係図書関係図書関係図書関係図書・・・・ポスターポスターポスターポスターのごのごのごのご案内案内案内案内    

代代代代わりのわりのわりのわりの人人人人をををを入入入入れてれてれてれて安心安心安心安心してしてしてして    

育児休業育児休業育児休業育児休業をををを取得取得取得取得させたいさせたいさせたいさせたい！！！！    

職場復帰職場復帰職場復帰職場復帰ををををスムーズスムーズスムーズスムーズにさせたいにさせたいにさせたいにさせたい！！！！    

 

 

子育子育子育子育てててて中中中中のののの従業員従業員従業員従業員をををを応援応援応援応援したいしたいしたいしたい！！！！    

トータルトータルトータルトータルでででで両立支援両立支援両立支援両立支援のためののためののためののための    

職場環境職場環境職場環境職場環境をををを整整整整えたいえたいえたいえたい！！！！    

【【【【代替要員確保代替要員確保代替要員確保代替要員確保コースコースコースコース】】】】（（（（要件要件要件要件によりによりによりにより 10101010 万万万万～～～～50505050 万円万円万円万円をををを支給支給支給支給））））    

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等に復帰させたとき 

【【【【休業中能力休業中能力休業中能力休業中能力アップコースアップコースアップコースアップコース】】】】（（（（支給限度額支給限度額支給限度額支給限度額    1111 人当人当人当人当たりたりたりたり        

中小企業中小企業中小企業中小企業    21212121 万円万円万円万円    大企業大企業大企業大企業    16161616 万円万円万円万円））））    

育児休業又は介護休業を取得した労働者が、スムーズに職場に復帰できるようなプログラムを実施した

とき 

【【【【子育子育子育子育てててて期期期期のののの短時間支援短時間支援短時間支援短時間支援コースコースコースコース】】】】（（（（各種制度各種制度各種制度各種制度のののの利用要件利用要件利用要件利用要件などによりなどによりなどによりなどにより１０１０１０１０万円万円万円万円～～～～50505050 万円万円万円万円）））） 

小学校第３学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務の制度を設け、利用者

が生じたとき 

【【【【育児育児育児育児・・・・介護費用等補助介護費用等補助介護費用等補助介護費用等補助コースコースコースコース】】】】    
（（（（年間限度額年間限度額年間限度額年間限度額    1111 人当人当人当人当たりたりたりたり    大企業大企業大企業大企業 30303030 万円万円万円万円    中小企業中小企業中小企業中小企業    ４０４０４０４０万円万円万円万円        

1111 事業所当事業所当事業所当事業所当りりりり    大企業大企業大企業大企業    360360360360 万円万円万円万円    中小企業中小企業中小企業中小企業    480480480480 万円万円万円万円））））    

労働者が育児･介護サービスを利用する際に要した費用の補助を行ったとき 

【【【【職場風土改革職場風土改革職場風土改革職場風土改革コースコースコースコース】】】】（（（（成果成果成果成果があがればがあがればがあがればがあがれば 1111 年度年度年度年度 50505050 万円支給万円支給万円支給万円支給）））） 

財団の指定を受け、両立支援制度を労働者が気兼ねなく利用できるよう計画的に取組み、育児

休業制度の取得促進や男性の育児参加のため職場環境の整備等を行い、成果をあげたとき 

 

助 成 金助 成 金助 成 金助 成 金 に つ い て のに つ い て のに つ い て のに つ い て の 詳詳詳詳 し い おし い おし い おし い お 問 合問 合問 合問 合 せ はせ はせ はせ は    

    大阪事務所大阪事務所大阪事務所大阪事務所  

℡  ０６－６２６２－２１５１   Fax  ０６－６２６２－２１５４ 

URL http://www.jiwe.or.jp     Email rebe2020@gold.ocn.ne.jp 

 

(財)２１世紀職業財団からのお知らせ 
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パワーハラスメントパワーハラスメントパワーハラスメントパワーハラスメント関係図書関係図書関係図書関係図書・・・・ポスターポスターポスターポスターのごのごのごのご案内案内案内案内    
    

    パワハラパワハラパワハラパワハラってってってって何何何何????                                                    わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすいパワーハラスメントパワーハラスメントパワーハラスメントパワーハラスメント

裁判例集裁判例集裁判例集裁判例集    
ＡＡＡＡ５５５５判判判判    １７１７１７１７ページページページページ    ３００３００３００３００円円円円                                        ＡＡＡＡ５５５５判判判判    １７９１７９１７９１７９ページページページページ    ２２２２,,,,１００１００１００１００円円円円    

                                                                                                                

            

    

    

 

 

 

 

            

新発売新発売新発売新発売                各各各各ポスターポスターポスターポスター        B2B2B2B2 判判判判    横横横横 67.5cm67.5cm67.5cm67.5cm××××横横横横 51.5cm51.5cm51.5cm51.5cm        定価定価定価定価    ５２５５２５５２５５２５円円円円    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

「「「「思思思思わずやっているこんなことわずやっているこんなことわずやっているこんなことわずやっているこんなこと」」」」                            「そのそのそのその言動言動言動言動パワハラパワハラパワハラパワハラ！」！」！」！」 

※姉妹品セクハラ防止ポスターもご利用ください。         

    

おおおお申込書申込書申込書申込書をおをおをおをお送送送送りいたしますのでりいたしますのでりいたしますのでりいたしますので、、、、下記下記下記下記までおまでおまでおまでお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。    

    

    

    

    

どんな言動が、パワハラになるのか、

裁判例を基にした具体例をイラストを交

えてわかりやすく解説しています。社員一

人ひとりが携帯し、パワーハラスメントに

ついての理解を深めるために役立つ冊子

です。平成２１年５月刊行。 

 

パワーハラスメントに関連すると考え

られる裁判例の中から注目すべき 30 件

を整理し、それぞれ「事案の概要」「結果」

「判旨」をわかりやすくまとめたもの。

パワーハラスメントに関する裁判例集は

珍しく、人事労務管理の関係者にとって

大変有用で参考になる一冊です。平成２

１年３月刊行。 

 

※当財団の賛助会員は２割引で販売いたします。 

※定価には５％の消費税が含まれています。 

    大阪事務所大阪事務所大阪事務所大阪事務所  

℡  ０６－６２６２－２１５１   Fax  ０６－６２６２－２１５４ 

URL http://www.jiwe.or.jp     Email rebe2020@gold.ocn.ne.jp 

 

おおおお 問 合問 合問 合問 合 せせせせ 先先先先    
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大阪府総合労働事務所からのお知らせ 

 

ＱＱＱＱ    長年勤長年勤長年勤長年勤めていためていためていためていた会社会社会社会社をををを退職退職退職退職することになりましたすることになりましたすることになりましたすることになりました。。。。正社員正社員正社員正社員だったのでだったのでだったのでだったので、、、、当然退職当然退職当然退職当然退職

金金金金がもらえるとがもらえるとがもらえるとがもらえると思思思思っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、社長社長社長社長からからからから「「「「当社当社当社当社にはにはにはには退職金支払制度退職金支払制度退職金支払制度退職金支払制度はないはないはないはない」」」」とととと言言言言

われましたわれましたわれましたわれました。。。。やはりやはりやはりやはり退職金退職金退職金退職金はもらえないのでしょうかはもらえないのでしょうかはもらえないのでしょうかはもらえないのでしょうか。。。。    

ＡＡＡＡ    退職金は、賃金のように、法律で支払いが義務付けられているものではなく、

支払われるかどうかは、会社の就業規則や労働協約、個別の労働契約などにその根

拠があるかどうかになります。 

 就業規則、労働協約、労働契約などで退職金を支給することや支給基準が定めら

れている場合は、労働基準法上の賃金として扱われます。また、そのような定めが

なくても、それまで退職金が支払われていた慣行や労使の間で「支払う」という個

別的な合意があれば、そのことが退職金を請求する根拠になります。 

 支払い時期については、行政解釈において、「退職手当は、通常の賃金と異なり、

あらかじめ就業規則等で定められた支払い時期に支払えば足りるものである」とさ

れており、就業規則等に定められていれば、退職した労働者からの請求があっても、

通常の賃金の場合と異なり、あらかじめ特定した支払期日が到来するまでは 7日以

内に支払わなくても差し支えないとされています。【昭 26,12,27 基収第 5483 号、

昭 63,3,14基発第 150号】 

退職金が支払われない場合の労働者の請求権は、労働基準法で時効を 5年間とし

ています。 

 

＜＜＜＜労働相談労働相談労働相談労働相談のののの現場現場現場現場からからからから＞＞＞＞    

 労働相談では、多くの労働者が「退職すれば当然退職金はもらえる」ことを前提

に話をされます。しかし、退職金の支給については、まず、自分の会社に退職金の

制度や規定があるかどうかを確認しておくことが必要です。労働基準法では、就業

規則の作成を義務付けられている使用者が、退職金を支払うとした場合は、就業規

則の中に「対象労働者の範囲」「退職金の決定、計算、支払い方法、支払時期」を

定めなければならないとしています【労働基準法第 89条第 1項第 3号の 2】。    

 

退職金の支給について 

大阪府総合労働事務所大阪府総合労働事務所大阪府総合労働事務所大阪府総合労働事務所    北大阪北大阪北大阪北大阪センターセンターセンターセンター 

〒560-0082 豊中市新千里東町 1 丁目 2-4  

信用保証ビル６階 （最寄駅 北大阪急行千里中央駅） 

電 話 ０６－６８７２－３０３０ 

ファクス ０６－６８７２－３０３３ 

HP：http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/ 

        （大阪府総合労働事務所） 

 

詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは大阪府総合労働事務所北大阪大阪府総合労働事務所北大阪大阪府総合労働事務所北大阪大阪府総合労働事務所北大阪

センターセンターセンターセンターまでごまでごまでごまでご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。    

そのそのそのその他他他他、、、、当当当当センターセンターセンターセンターではではではでは働働働働くくくく上上上上でのさまでのさまでのさまでのさま

ざまなござまなござまなござまなご相談相談相談相談をおをおをおをお受受受受けしますけしますけしますけします。。。。    

 


