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発行：箕面市地域創造部商工観光課 〒562-0003 箕面市西小路 4-6-1 TEL072-724-6727(直通) FAX072-722-7655 

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    ７７９７７９７７９７７９円円円円    平成２2 年 10 月 15 日 

塗料製造業塗料製造業塗料製造業塗料製造業    ８５０円 

はんはんはんはん用用用用機械機械機械機械器具製造業器具製造業器具製造業器具製造業、、、、生産生産生産生産

用機械器具製造業用機械器具製造業用機械器具製造業用機械器具製造業、、、、業務用機業務用機業務用機業務用機

械器具製造業械器具製造業械器具製造業械器具製造業、、、、暖房装置暖房装置暖房装置暖房装置・・・・配配配配

管工事管工事管工事管工事用用用用附附附附属品属品属品属品、、、、金属金属金属金属線線線線製品製品製品製品

製造製造製造製造業業業業、、、、船舶製造船舶製造船舶製造船舶製造・・・・修理業修理業修理業修理業、、、、

舶用舶用舶用舶用機関製造業機関製造業機関製造業機関製造業    

８３２円 

電子部品電子部品電子部品電子部品・・・・デバイスデバイスデバイスデバイス・・・・電子回電子回電子回電子回

路路路路、、、、電気機械器具電気機械器具電気機械器具電気機械器具、、、、情報通信情報通信情報通信情報通信

機械器具製造業機械器具製造業機械器具製造業機械器具製造業    

８１１円 

平成 22 年１０月 3１日 

鉄鋼業鉄鋼業鉄鋼業鉄鋼業    8４6 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    8１８円 

非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属・・・・同合金圧延同合金圧延同合金圧延同合金圧延業業業業、、、、電電電電

線線線線・・・・ケーブルケーブルケーブルケーブル製造業製造業製造業製造業    
８０３円 

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    ８２９円 

平成 2２年 11 月 30 日 

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    

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    ７７９円 平成２2 年 10 月 15 日 
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①①①① 賃金賃金賃金賃金はははは、、、、実際実際実際実際にににに支支支支払払払払われるわれるわれるわれる賃金賃金賃金賃金からからからから次次次次のののの賃金賃金賃金賃金をををを除除除除いていていていて最低賃金額以上最低賃金額以上最低賃金額以上最低賃金額以上とすることすることすることするこ    

ととととがががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

    

    

    

②②②② 最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金はははは時間額時間額時間額時間額でででで定定定定められていますのでめられていますのでめられていますのでめられていますので、、、、時間給以外時間給以外時間給以外時間給以外（（（（月給月給月給月給などなどなどなど））））でででで支払支払支払支払われわれわれわれ

ているているているている場合場合場合場合はははは、、、、時間額時間額時間額時間額にににに換算換算換算換算してしてしてして最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金とととと比較比較比較比較するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

    

    

    

③③③③ 最低賃金額最低賃金額最低賃金額最低賃金額よりよりよりより低低低低いいいい賃金賃金賃金賃金をををを労使合意労使合意労使合意労使合意のののの上定上定上定上定めてもめてもめてもめても、、、、最低賃金法最低賃金法最低賃金法最低賃金法によりによりによりにより無効無効無効無効となとなとなとな

りますりますりますります。。。。    

④④④④ 最低賃金額未満最低賃金額未満最低賃金額未満最低賃金額未満のののの支払支払支払支払っっっったたたた場合場合場合場合はははは、、、、罰則罰則罰則罰則がががが適用適用適用適用されますされますされますされます。。。。    

⑤⑤⑤⑤ 地域最低賃金地域最低賃金地域最低賃金地域最低賃金とととと特定特定特定特定（（（（産業別産業別産業別産業別））））最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの両方両方両方両方がががが同時同時同時同時にににに適用適用適用適用されるされるされるされる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、

使用者使用者使用者使用者はははは高高高高いいいい方方方方のののの最低賃金額以上最低賃金額以上最低賃金額以上最低賃金額以上のののの賃金賃金賃金賃金をををを支払支払支払支払わなければなりませんわなければなりませんわなければなりませんわなければなりません。。。。    

 

    

    

    

賃金賃金賃金賃金のののの支払支払支払支払われわれわれわれ方方方方によるによるによるによる最低賃金額最低賃金額最低賃金額最低賃金額のとのとのとのと比較方法比較方法比較方法比較方法はははは次次次次のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

１１１１    時間給制時間給制時間給制時間給制のののの場合場合場合場合    時間給時間給時間給時間給≧≧≧≧最低賃金額最低賃金額最低賃金額最低賃金額    

２２２２    日給制日給制日給制日給制のののの場合場合場合場合    日給日給日給日給    ÷÷÷÷    1111 日日日日のののの所定時間数所定時間数所定時間数所定時間数≧≧≧≧最低賃金額最低賃金額最低賃金額最低賃金額    

３３３３    月給月給月給月給制制制制のののの場合場合場合場合    
月給額月給額月給額月給額    ××××    12121212 かかかか月月月月    ÷÷÷÷    （（（（年間総所定労働日数年間総所定労働日数年間総所定労働日数年間総所定労働日数××××所定労所定労所定労所定労

働時間働時間働時間働時間））））≧≧≧≧最低賃金額最低賃金額最低賃金額最低賃金額    

1.1.1.1. 精精精精・・・・皆勤手当皆勤手当皆勤手当皆勤手当、、、、通勤手当通勤手当通勤手当通勤手当、、、、家族手当家族手当家族手当家族手当    

2.2.2.2. 1111 かかかか月月月月をををを超超超超えるえるえるえる期間期間期間期間ごとにごとにごとにごとに支払支払支払支払われるわれるわれるわれる賃金賃金賃金賃金（（（（ボーナスボーナスボーナスボーナスなどなどなどなど））））    

3.3.3.3. 臨時臨時臨時臨時にににに支払支払支払支払われるわれるわれるわれる賃金賃金賃金賃金（（（（結婚手当結婚手当結婚手当結婚手当などなどなどなど））））    

4.4.4.4. 時間外時間外時間外時間外・・・・深夜労働及深夜労働及深夜労働及深夜労働及びびびび休日労働休日労働休日労働休日労働にににに対対対対するするするする賃金賃金賃金賃金    

お問い合わせ                大阪労働局大阪労働局大阪労働局大阪労働局・・・・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    

（ＴＥＬ ０６－６３５０－３９９１）  

大阪労働大阪労働大阪労働大阪労働局局局局・・・・労働基準部労働基準部労働基準部労働基準部賃金課賃金課賃金課賃金課    

（ＴＥＬ ０６－６９４９－６５０２） 
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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１１１１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３１３１３１３１♯♯♯♯））））    

またはまたはまたはまたは、、、、大阪学生職業大阪学生職業大阪学生職業大阪学生職業センターセンターセンターセンター    

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

池田公共職業安定所からのお知らせ 
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「次世代育成支援対策推進法」は、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、 

育成される環境を整備するために国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明ら 

かにし、平成１７年度から平成２６年度までの１０年間に集中的かつ計画的に取り 

組んでいくことを目的に施行されています。 

 この法律において、企業は「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、 

事業主は一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることと 

されています（従業員３０１人以上の企業は義務、３００人以下は努力義務）。    

 また、平成１９年４月１日から認定制度が開始され、一定の要件（認定基準）を満たした企業は申請

を行うことにより厚生労働大臣の認定を受けることができ、「認定マーク（愛称：くるみん）」を活用

することができます。 

 この次世代育成支援対策推進法が、平成２１年４月１日より改正、施行されていますが、平成２３年

４月１日以降は従業員数１０１人以上の企業に一般事業主行動計画の策定・届出の義務が拡大されます。 

対象となる事業主の皆さんは、早急に御準備ください！ 

◎一般事業主行動計画とは？ 

 企業毎に従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も

含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって策定する計画です。 

具体的には、①計画期間、②目標、③目標達成のための対策と実施時期を定めてください。 

また、行動計画は企業等の単位で策定してください。 

①計画期間 ・企業の実情に応じ、１回の計画期間は２年以上を目安に平成２７年３

月３１日までで設定する。 

②目標 
・企業の実情に応じて設定（複数設定可） 

・社員のニーズを踏まえたもの 

・現状より少しでも労働環境をよくするもの 

・達成状況を客観的に判断できる定量的なものが望ましい 

③目標達成のための

対策とその実施時期 

・いつまでに、どのようなことに取り組むかを具体的に記述する 

 

 

行動計画の策定・届出の義務のある企業  

 平成 23年 3月

31日まで 

平成 23 年４月

１日以降 

301 人以上

企業 

義務 義務 

101 ～ 300

人企業 

義務 

100 人以下

企業 

努力義務 

努力義務 

◎上記の表は、企業規模（企業全体で雇用する常用労働者数）で区分されます。 

◎義務となる企業規模に達した時点で義務の対象となります。 

 

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから、、、、一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画のののの策定策定策定策定・・・・届出届出届出届出のののの    

            義務義務義務義務がががが従業員数従業員数従業員数従業員数１０１１０１１０１１０１人以上人以上人以上人以上のののの企業企業企業企業にににに拡大拡大拡大拡大されますされますされますされます！！！！！！！！    

大阪労働局からのお知らせ 
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一般事業主行動計画の策定等のための 

個個個個    別別別別    相相相相    談談談談    会会会会    

 

 

 

 

 

平成２３年４月１日から、次世代育成支援対策推進法の改正により一般事業主行動計画（以下「行動

計画」）の策定・届出の義務が、現行の労働者数３０１人以上の企業から、新たに１０１人以上の企業

に拡大されることになっています。また、認定申請（くるみん）を検討されている場合には、手続きを

スムーズに進めるため、計画期間内に事前にご相談いただくことをお勧めしています。 

 そこで、大阪労働局雇用均等室では、大阪府下の企業の人事労務のご担当者の方を対象に、次世代育

成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定や認定等に関する個別相談会を下記のとおり開

催しますので、是非御利用ください。 

 

日日日日        時時時時：平成２２年１０月～平成２３年３月の毎週火曜日の９時～１６時  

   

場場場場        所所所所：大阪合同庁舎第２号館内の会議室 

      （大阪市中央区大手前４－１－６７） 

☆地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」⑤号出口出てすぐ 

    

対対対対        象象象象：大阪府下に本社のある企業の人事労務担当者 

    

相談内容相談内容相談内容相談内容：新しく策定する場合の行動計画の策定方法 

        既に行動計画を策定している企業の次期の行動計画の策定方法 

        認定申請のための相談     等    

    

☆☆☆☆御利用御利用御利用御利用はははは無料無料無料無料ですですですです。。。。    

 

● 相談を希望される場合、希望日の前週の金曜日までに下記大阪労働局雇用均等室まで電話で 

お申込みください。 

時間・相談受付会場の確認をさせていただきます。（（（（事前予約要事前予約要事前予約要事前予約要）））） 

    なお、個別相談会以外でも、行動計画の策定や認定申請の御相談は受け付けますので、事前 

にお電話の上御来局ください。 

 

    

    

    

    

    

一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画のののの策定方法策定方法策定方法策定方法・・・・認定制度認定制度認定制度認定制度・・・・個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会についてのについてのについてのについての    

おおおお問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは・・・・・・・・・・・・    

大阪労働局雇用均等室大阪労働局雇用均等室大阪労働局雇用均等室大阪労働局雇用均等室    

〒５４０－８５２７ 大阪市中央区大手前４丁目１番６７号 大阪合同庁舎第２号館 

  電話０６－６９４１－８９４０ FAX０６－６９４６－６４６５ 

  HP：http://osaka-rodo.go.jp/ 
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ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメント関係関係関係関係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    
    

    

                                                                                    

    

                                                                                                                

            

    

    

 

 

 

                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

「「「「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」」」」    「「「「無意識無意識無意識無意識にやっているこんなことにやっているこんなことにやっているこんなことにやっているこんなこと」」」」        

        

    

    

    

    

    

    

    

※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。 

セクシュアルハラスメントセクシュアルハラスメントセクシュアルハラスメントセクシュアルハラスメント防止防止防止防止ポスターポスターポスターポスターにににに新新新新しいしいしいしいデザインデザインデザインデザインがががが加加加加わりましたわりましたわりましたわりました！！！！    
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    

    

「「「「こんなこんなこんなこんな気持気持気持気持ちじゃちじゃちじゃちじゃ仕事仕事仕事仕事できないできないできないできない」」」」                「「「「セクハラセクハラセクハラセクハラ注意報注意報注意報注意報をおをおをおをお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします。」。」。」。」         

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しますりしますりしますりします。。。。下記事務所下記事務所下記事務所下記事務所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。。。。    

冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫・・・・ロッカーロッカーロッカーロッカー等等等等へのなへのなへのなへのな

どのどのどのどの掲示掲示掲示掲示にもにもにもにも最適最適最適最適！！！！縮小版縮小版縮小版縮小版

もできましたもできましたもできましたもできました！！！！    

Ｂ3版（51.4㎝×36.4㎝）    

（財）２１世紀職業財団からのお知らせ 

 

㈶㈶㈶㈶21212121 世紀職業財団世紀職業財団世紀職業財団世紀職業財団ではではではでは、、、、企業企業企業企業やややや自治体自治体自治体自治体のごのごのごのご要望要望要望要望にににに応応応応じたじたじたじた内容内容内容内容のののの社内研修社内研修社内研修社内研修ををををアレンジアレンジアレンジアレンジしししし、、、、セクシセクシセクシセクシ

ュアルハラスメントュアルハラスメントュアルハラスメントュアルハラスメントやややや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防止防止防止防止をはじめとしたをはじめとしたをはじめとしたをはじめとした各種研修各種研修各種研修各種研修をををを企画企画企画企画・・・・実施実施実施実施しておりましておりましておりましておりま

すすすす。。。。    

ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメント防止研修防止研修防止研修防止研修ではではではでは、、、、テキストテキストテキストテキストをををを使使使使ったったったった講義形式講義形式講義形式講義形式のののの基礎編基礎編基礎編基礎編のののの他他他他、、、、事例研究事例研究事例研究事例研究やややや裁判例研究裁判例研究裁判例研究裁判例研究、、、、

ロールプレイロールプレイロールプレイロールプレイ、、、、相談対応相談対応相談対応相談対応からごからごからごからご要望要望要望要望にににに沿沿沿沿ったったったった内容内容内容内容をををを対象者対象者対象者対象者やごやごやごやご予算予算予算予算・・・・人数人数人数人数にににに応応応応じてごじてごじてごじてご提案提案提案提案させてさせてさせてさせて

いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは、、、、おおおお気軽気軽気軽気軽にににに下記事下記事下記事下記事務所務所務所務所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。。。。    
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新新新新 ESSORESSORESSORESSOR    ダイバーシティダイバーシティダイバーシティダイバーシティ２１２１２１２１    年間年間年間年間購読購読購読購読のおすすめのおすすめのおすすめのおすすめ    

 

財団法人 21世紀職業財団では、これまでの情報誌「ＥＳＳＯＲ」に代わって、「新 ESSOR ダイバ

ーシティ２１」を年 4回発行しております。 

「ダイバーシティ」を日本語に訳すと「多様性」であり、人事労務分野でのこの言葉は、「人材多様

性」を意味します。 

新情報誌では、弊財団がこれまでに蓄積してきた経験を生かし、働く女性の活躍支援、仕事と生活の

両立、ハラスメントのない職場づくり等、人材多様性経営に関する各種の記事を充実させるとともに、

これらに取り組む企業・団体の皆様やそこで働く女性の方々のご活躍などを幅広くご紹介しております。 

どうぞこの機会に年間購読をご検討ください。 

 

◎購読料(年間 4回発行 7月、10月、1月、4月) 

年間購読料 ２,０００円（税・送料込み） 

7※年間購読申込後の取り消しには、応じられませんので、ご了承ください。 

※年間購読の更新は、自動更新ではありませんので、購読期間が終了の際に更新のご案内をお送りさせていただ

きます。 

 

◎お支払い方法 

   年間購読開始時に情報誌と併せて請求書を送付いたします。指定口座への郵便振替又は銀行振込

になります。なお、振込手数料は、お客様負担とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。。。。    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

  

 

《表 紙》 《目 次》 

    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    

※定価には５％の消費税・送料が含まれています。 
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大阪府総合労働事務所からのお知らせ 

 

ＱＱＱＱ    パートタイムパートタイムパートタイムパートタイムでででで働働働働いていていていて 2222 年以上年以上年以上年以上になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、突然突然突然突然、、、、人事課長人事課長人事課長人事課長からからからから「「「「来週来週来週来週からからからから

来来来来なくてもいいなくてもいいなくてもいいなくてもいい」」」」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。。。。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はこんなにはこんなにはこんなにはこんなに簡単簡単簡単簡単にににに解雇解雇解雇解雇されるのされるのされるのされるの

でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？どうすればよいですかどうすればよいですかどうすればよいですかどうすればよいですか？？？？    

ＡＡＡＡ    解雇には客観的に合理的な理由が必要です。パートタイマーだからといって、いつでも

解雇できるものではありません。 

雇用形態にかかわらず、労働者を解雇する時には、「会社が倒産してしまった」「勤務態度

が著しく劣悪である」「職務上の不正行為があった」など客観的に合理的な理由が必要であり、

合理的理由のない解雇は無効となります。（労働契約法第 16条） 

 

＜解雇への具体的な対応＞ 

１． 解雇通告を受けたときは、解雇理由証明書を請求し、交付された書面をもとに、解雇理

由が事実であるかどうかを確認しましょう。 

仮にそれが事実であったとしても、その事実が解雇に値するものかどうかについて、 

就業規則等の根拠の開示とともに説明を求めましょう。そのうえで納得できないなら、使

用者に対して「解雇は受け入れられない」という意思を明確に伝えることが重要です。 

 

２．次に、納得できない解雇を解決するために、使用者と話し合いましょう。 

  話し合いの方向性は、概ね次の２つのパターンに大別されます。 

□ 解雇が撤回され、職場に復帰する。 

□ 退職することを前提として、その条件について話し合う。 

どちらの解決を目指すにしても、労働問題に関する法的な知識を得ることがスムーズ 

に話し合いを進めるためには大切です。不明な点は、箕面市役所、大阪府総合労働事務所北

大阪センターなどの行政機関に労働相談しましょう。 

 

＜退職勧奨について＞ 

「解雇」とは使用者が労働者に対し一方的に労働契約の解除を通告するものであるのに対し、

使用者の「辞めてくれないか」「もう来なくてもいい」などの発言は、形式的には労働者に対

する解雇の通告ではなく、使用者が労働者に対して労働契約の解除を勧める「退職勧奨」に

なります。退職勧奨の場合は、辞めるかどうかは労働者の意思で決めることができます。使

用者からそのような発言を受けたときには、すぐ「クビになった！」などと思い込まず、慎

重かつ冷静にその真意を確認しましょう。 

解雇と退職勧奨について 

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。。。。    

 


