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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 

 

        
    

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    ８００８００８００８００円円円円    平成２４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    ８６１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

管工事用管工事用管工事用管工事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    

８４２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    

８２０円 

平成 2４年１０月 3１日 

鉄鋼業鉄鋼業鉄鋼業鉄鋼業    ８５６円 平成 2４年 11 月１日 

自動車小売業自動車小売業自動車小売業自動車小売業    8２９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    
８１６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    ８３９円 

平成 2４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    ８００円 平成２４年９月３０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がとすることがとすることがとすること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、、、、時時時時間給以外間給以外間給以外間給以外（（（（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ているわれているわれているわれている

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りますとなりますとなりますとなります。。。。    

④ 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たったったっ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。。。。 

  最低賃金を含めた各種情報をホームページに掲載しています。 

  URL:http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

労働契約法労働契約法労働契約法労働契約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    

    
施行期日施行期日施行期日施行期日：：：：２２２２についてはについてはについてはについては公布日公布日公布日公布日（（（（平成平成平成平成 24242424 年年年年 8888 月月月月 10101010 日日日日）。）。）。）。1111、、、、３３３３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 25252525 年年年年 4444 月月月月 1111 日日日日。。。。    

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ごとごとごと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（（（（ボーナスなどボーナスなどボーナスなどボーナスなど））））    

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    

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ののの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    月給制月給制月給制月給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××××所所所所

定労働時間定労働時間定労働時間定労働時間））））≧≧≧≧最低賃金額最低賃金額最低賃金額最低賃金額    

ご不明の点がありましたら 

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）  
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大阪府総合労働事務所からのお知らせ 

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のののの労働相談労働相談労働相談労働相談をごをごをごをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください！！！！！！！！    
 

大阪府総合労働事務所では、府内の労働者・使用者の方から労働条件や働く上でのさまざまなトラブルに関する

ご相談をお受けしています。働いている中で疑問を感じたことはありませんか？どんな小さなことでも構いません

ので、遠慮なくご相談ください。 

    

よくよくよくよく寄寄寄寄せられるせられるせられるせられる相談事例相談事例相談事例相談事例 Q&AQ&AQ&AQ&A（（（（解雇解雇解雇解雇、、、、残業代残業代残業代残業代についてについてについてについて））））    

Q1. Q1. Q1. Q1. 中小企業中小企業中小企業中小企業でででで働働働働きききき始始始始めましたがめましたがめましたがめましたが社長社長社長社長がワンマンでよくがワンマンでよくがワンマンでよくがワンマンでよく怒怒怒怒られますられますられますられます。。。。社長社長社長社長はははは、、、、理由理由理由理由もなくもなくもなくもなく勝手勝手勝手勝手にににに社員社員社員社員をををを““““クビクビクビクビ””””

にできるのでしょにできるのでしょにできるのでしょにできるのでしょうかうかうかうか。。。。    

 

A1. いわゆる“クビ”（解雇）は、使用者が労働者との労働契約を一方的に解約することです。 

客観的客観的客観的客観的にににに合理的合理的合理的合理的なななな理由理由理由理由をををを欠欠欠欠きききき、、、、社会通念上相当社会通念上相当社会通念上相当社会通念上相当ではないではないではないではない解雇解雇解雇解雇はははは無効無効無効無効ですですですです【労働契約法第 16 条】。特に、労働

契約の終わりの時期があらかじめ決められている有期労働契約で働く労働者の期間途中の解雇については、やむやむやむやむ

をををを得得得得ないないないない事由事由事由事由がなければできませんがなければできませんがなければできませんがなければできません【労働契約法第17 条】。    

    

Q2. Q2. Q2. Q2. 残業残業残業残業をしたときのをしたときのをしたときのをしたときの賃金賃金賃金賃金がががが通常通常通常通常のののの賃金賃金賃金賃金とととと同同同同じですじですじですじです。。。。これでいいのでしょうかこれでいいのでしょうかこれでいいのでしょうかこれでいいのでしょうか。。。。    

 

A2. 使用者は、労働者を、休憩時間を除き“1111 日日日日8888 時間時間時間時間またはまたはまたはまたは1111 週週週週40404040 時時時時間間間間（（（（法定労働時間法定労働時間法定労働時間法定労働時間といいますといいますといいますといいます））））”を超えて働かせた場合には

2222 割割割割5555 分以上分以上分以上分以上、深夜深夜深夜深夜に働かせた場合にも2222 割割割割5555 分以上分以上分以上分以上、法定休日法定休日法定休日法定休日に働かせた場合には3333 割割割割5555 分以上分以上分以上分以上の割増賃金を支払わなければな

らないことが原則です。 

    

ごごごご利用案内利用案内利用案内利用案内    

1111．．．．日常相談日常相談日常相談日常相談とととと夜間相談夜間相談夜間相談夜間相談（（（（職員職員職員職員によるによるによるによる面談面談面談面談・・・・電話電話電話電話））））    

 大阪府総合労働事務所 

住所 大阪市中央区石町2-5-3 エル・おおさか南館3 階 

日常相談 月曜日から金曜日 午前9 時から午後5 時45 分 

夜間相談 第1・2・3・5 木曜日 午後8 時まで 

電話番号 06 – 6946 - 2600 

 

2222．．．．出張労出張労出張労出張労働相談働相談働相談働相談（（（（面談面談面談面談・・・・原則原則原則原則としてとしてとしてとして事前予約事前予約事前予約事前予約））））    

場所 池田市城南1-1-1 大阪府豊能府民センタービル1 階ロビー 

日時 
毎週木曜日午前10 時から午後4 時 

（休憩：午後0 時15 分から午後1 時） 

電話番号 総合労働事務所 相談グループ 06 – 6946 - 2600 

 

 



 - 4 - 

 

池田公共職業安定所からのお知らせ 

    

                                     ～職業訓練制度をご存知ですか？～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

＜お問い合わせ先＞＜お問い合わせ先＞＜お問い合わせ先＞＜お問い合わせ先＞    ハローワーク池田ハローワーク池田ハローワーク池田ハローワーク池田    職業訓練コーナー職業訓練コーナー職業訓練コーナー職業訓練コーナー    

ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    ０７２－７５１－２５９５０７２－７５１－２５９５０７２－７５１－２５９５０７２－７５１－２５９５    （部門ｺｰﾄﾞ４３＃）（部門ｺｰﾄﾞ４３＃）（部門ｺｰﾄﾞ４３＃）（部門ｺｰﾄﾞ４３＃）    

いろいろな目標を持った受講生に

出会えて、よい刺激になりました。

（介護福祉分野 ３０代女性） 

 就職に役立つ技

能・技術・知識が身

につきました。（介

護福祉分野 ４０

代女性） 

講師の先生の熱意、わかりやすい

指導、他の受講生の前向きな姿勢

に刺激を受けて、パソコン操作が

上達した。必ず今後の就職に役立

つと思う。 

「何か何か何か何か職業訓練を受けて、再就職につなげたいのですが・・・」 

「なんでもいいなんでもいいなんでもいいなんでもいいから、就職に役立ちそうな資格を取りたいのですが・・・」

と窓口でご相談される求職者の方がおられます。 

実は「何か」や「なんでもいい」ではなく、「こういう仕事に就きたい！こういう仕事に就きたい！こういう仕事に就きたい！こういう仕事に就きたい！」

と考えて、そのために必要な職業訓練を受講いただく方が、再就職につなが

るとわたしたちは実感しています。 

 職業訓練の受講申込みの前には、住所の管轄ハローワークで十分な職業相

談を行いますので、早目にご相談ください。 

（ハローワーク池田の管轄地域は 箕面市 池田市 豊中市 豊能

町 能勢町です。） 

職業訓練とは求職中の方々が就職に必要なスキルや技能を習得し、就職をめざすための制

度です。 

★基本的に平日（月～金）の朝から夕方まで訓練があります。 

★受講期間はコースにより２か月～２年まであります。 

★内容：事務(OA)系・介護・Web・ＩＴ系・ものづくり・ビル管理等 

    いろいろな内容があります。 

★費用：受講料無料。教材費等は自己負担 

公共職業訓練長期訓練の一部に有料コースがあります。 

★雇用保険受給者の方で公共職業訓練を受講した場合、給付期間の延長などの援護措置が

受けられる場合があります。 

★雇用保険が受給できない方のうち、収入や資産要件等、一定の要件を満たせば職業訓練

受講給付金の支給を受けられる場合があります。 

ハローワーク池田  

職業訓練担当 より 
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平成２５年４月１日から希望者全員の雇用確保を図るた
めの高年齢者雇用安定法が施行されます！

6５歳未満の定年制を採用し、65歳までの継続雇用の対象者を 労使
協定で限定している企業は、制度の見直しが必要です。平成25年４月
から厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられ
るのに対応して、定年・継続雇用制度の見直しをお願いします。

※あなたの企業では、どのような継続雇用制度が導入されていますか？
退職に係る規定が書かれている就業規則等をご覧ください

労使協定により継続雇
用する対象者を限定す
る基準を定め、６５歳
まで継続して雇用する
制度を導入している

基準基準基準基準をををを廃止廃止廃止廃止してしてしてして希望者全員希望者全員希望者全員希望者全員をををを６５６５６５６５歳歳歳歳
までまでまでまで継続継続継続継続してしてしてして雇用雇用雇用雇用するするするする制度制度制度制度
又又又又はははは
基準基準基準基準をををを廃止廃止廃止廃止せずせずせずせず希望者全員希望者全員希望者全員希望者全員をををを厚生年厚生年厚生年厚生年
金金金金のののの報酬比例部分報酬比例部分報酬比例部分報酬比例部分のののの支給開始年齢支給開始年齢支給開始年齢支給開始年齢
（（（（男性男性男性男性のののの年金支給年齢年金支給年齢年金支給年齢年金支給年齢にににに合合合合わせわせわせわせ男女男女男女男女
同一同一同一同一のののの年齢年齢年齢年齢））））までまでまでまで継続継続継続継続してしてしてして雇用雇用雇用雇用するするするする
制度制度制度制度【【【【平成平成平成平成３７３７３７３７年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までのまでのまでのまでの
経過措置経過措置経過措置経過措置】】】】

へのへのへのへの制度改訂制度改訂制度改訂制度改訂がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。65歳以上の定年制

定年制を設けていない

希望者全員を６５歳ま
で継続して雇用する制
度を導入している

高年齢者雇用安定法の改正に伴う
制度の見直しは必要ありません

あなたのあなたのあなたのあなたの企業企業企業企業ではではではでは希望者全員希望者全員希望者全員希望者全員がががが６５６５６５６５歳歳歳歳あなたのあなたのあなたのあなたの企業企業企業企業ではではではでは希望者全員希望者全員希望者全員希望者全員がががが６５６５６５６５歳歳歳歳
までまでまでまで働働働働けるけるけるける制度制度制度制度になっていますかになっていますかになっていますかになっていますか？？？？までまでまでまで働働働働けるけるけるける制度制度制度制度になっていますかになっていますかになっていますかになっていますか？？？？

☆☆詳しくはハローワーク池田までお問い合わせください☆☆☆

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 池田市栄本町池田市栄本町池田市栄本町池田市栄本町１２１２１２１２－－－－９９９９
☎☎☎☎072072072072----751751751751----2595259525952595 部門部門部門部門コードコードコードコード３１３１３１３１＃＃＃＃ 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
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厚生労働省の職場のいじめ・嫌がらせ問題円卓会議による提言では、「職場のパワーハラスメントをパワーハラスメントをパワーハラスメントをパワーハラスメントを予防予防予防予防するためにするためにするためにするために

はははは、、、、研修研修研修研修をををを行行行行うこともうこともうこともうことも有効有効有効有効であるであるであるである」とされています。（H24.3） 

また、セクシュアルハラスメントについては、新しい労災認定基準において、「会社会社会社会社にににに相談相談相談相談してもしてもしてもしても適切適切適切適切なななな対応対応対応対応がなくがなくがなくがなく、、、、

改善改善改善改善されなかったされなかったされなかったされなかった又又又又はははは会社会社会社会社へのへのへのへの相談等相談等相談等相談等のののの後後後後にににに職場職場職場職場のののの人間関係人間関係人間関係人間関係がががが悪化悪化悪化悪化したしたしたした事案事案事案事案」等についてはストレス強度強度強度強度が３３３３（通

常は２）になる場合があるとされています。（H23.12） 

ますますハラスメント防止への取り組みが注目され、重要となっているこの機会に是非、セクハラ・パワハラ防止研修

を実施されてはいかがでしょうか。 

２１世紀職業財団では、ごごごご予算予算予算予算、、、、ごごご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研修研修研修研修をアレンジしをアレンジしをアレンジしをアレンジし、、、、適切適切適切適切なななな講師講師講師講師をををを派遣派遣派遣派遣いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

財団法人 21 世紀職業財団からのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントセクシュアルハラスメント・パワーハラスメントセクシュアルハラスメント・パワーハラスメントセクシュアルハラスメント・パワーハラスメント防止防止防止防止

研修研修研修研修はははは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へおへおへおへお任任任任せくださいせくださいせくださいせください！！！！    

 

厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省「「「「職場職場職場職場のののの    

いじめ・いじめ・いじめ・いじめ・嫌嫌嫌嫌がらせがらせがらせがらせ問題円問題円問題円問題円
卓会議卓会議卓会議卓会議」」」」がががが提言提言提言提言！！！！    

 パワハラパワハラパワハラパワハラ    

労災認定基準労災認定基準労災認定基準労災認定基準がががが見直見直見直見直されされされされ、、、、セセセセ

クハラにおいてもクハラにおいてもクハラにおいてもクハラにおいても    

ストレスストレスストレスストレス「「「「強強強強」」」」とととと判断判断判断判断    

されされされされるるるる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります！！！！    

 セクセクセクセクハラハラハラハラ    

セクハラ・パワハラ防止研修のメニュー（例） ※お見積りは無料です！ご相談ください！ 

 

＜管理職向け・一般従業員向け基礎研修＞ 【時間】60分～150分  

・ハラスメントの・ハラスメントの・ハラスメントの・ハラスメントの現状現状現状現状、、、、問題点問題点問題点問題点・・・・起起起起きるきるきるきる原因原因原因原因、、、、防止防止防止防止のののの必要性必要性必要性必要性、、、、定義定義定義定義とととと解説解説解説解説、、、、起起起起こさないためにこさないためにこさないためにこさないために    
※管理職向けには、「管理職としての心得」「相談の受け方」なども追加できます。 
※身近なケースを用いた事例研究を行うこともできます。（グループ討議も可） 
※セクハラ・パワハラ両方、それぞれ単独でもご希望に沿った組み合わせで提供いたします 
※テキスト「新・職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために（@300 円）」、「職場におけるパ

ワーハラスメント防止のために@500 円」 

＜相談担当者研修＞ 【時間】180 分～240 分  
・ハラスメントの・ハラスメントの・ハラスメントの・ハラスメントの基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識、、、、相談相談相談相談・・・・苦情苦情苦情苦情へのへのへのへの対応対応対応対応とととと問題問題問題問題のののの解決処理解決処理解決処理解決処理、、、、ロールプレイロールプレイロールプレイロールプレイ等等等等    

２１世紀職業財団では、企業、自治体等のご要望に応じた内容の社内研修をアレンジし、セクシュアルハラスメ

ントやパワーハラスメント防止研修を実施いたします。 

これまでに全国の企業等で 6,000 回を超える研修をご利用いただき、好評を得ております。 

＜パワハラにならない指導とはー管理職向け応用研修＞ 

【時間】90 分～120 分  
・・・・企業等企業等企業等企業等のののの法的責任法的責任法的責任法的責任、、、、管理職管理職管理職管理職のののの役割役割役割役割、、、、指導指導指導指導のポイントのポイントのポイントのポイント、、、、指導指導指導指導のののの行行行行きききき過過過過ぎにぎにぎにぎに注意注意注意注意、、、、ロールプレイロールプレイロールプレイロールプレイ等等等等    

※テキスト「管理職のためのハンドブックーパワーハラスメントにならない指導とは@500 円」 

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】    関西事務所関西事務所関西事務所関西事務所        
TELTELTELTEL：：：：06060606----4963496349634963----3820382038203820     F F F FAXAXAXAX：：：：06060606----4963496349634963----3821382138213821    

EEEE----mmmmailailailail：：：：rebe2020@gold.ocn.ne.jprebe2020@gold.ocn.ne.jprebe2020@gold.ocn.ne.jprebe2020@gold.ocn.ne.jp    

 

 

平成平成平成平成 23232323 年度全国年度全国年度全国年度全国のののの
労働局労働局労働局労働局にににに寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた
「「「「パワハラパワハラパワハラパワハラ相談相談相談相談」」」」はははは過過過過
去最多去最多去最多去最多にににに！！！！    

ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメントぼうしぼうしぼうしぼうし    
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大阪労働局雇用均等室からのお知らせ 
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     次世代認定マーク｢くるみん｣の取得を目指しましよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            くるみんマークのくるみんマークのくるみんマークのくるみんマークの活用事例活用事例活用事例活用事例 

   ・ 商品のパッケージ 

   ・ ＣＳＲ報告書や名刺、封筒 

   ・ 会社ホームページや新聞広告 

   ・ 求人広告 （※ハローワークの求人票にも掲載できます）  など 

                           

            表示表示表示表示したしたしたした効果効果効果効果のののの例例例例 

   ・ 学生から、採用に関する問い合わせが増えた 

   ・ 出産・育児期を迎えた社員の離職がなくなり、人材の確保が定着した 

     ・ 社員からさまざまな作業改善策が寄せられ、効率的な労働時間管理ができるようになった  など 

   

 ○ このように、「くるみん」マークの取得は、企業にとっては、イメージアップ、 

生産性の向上や優秀な人材の確保等に寄与することが期待されています。 

  

 ○ 認定を受けるためには ・・・ 

    一般事業主行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成すること、計画期間内に男性の育児休業者がいることなど、 

一定の要件がありますが、たとえば男性の育児休業取得者がいなかった場合でも、３００３００３００３００人以下人以下人以下人以下のののの中小企業中小企業中小企業中小企業につにつにつについてはいてはいてはいては    

認定要件認定要件認定要件認定要件がががが緩和緩和緩和緩和（（（（下記下記下記下記「「「「※※※※」）」）」）」）されています。 

    

     ※ 計画期間内に男性の育休取得者がいなかった場合でも、①～③のいずれかに該当すれば基準を満たします。 

   ① 子の看護休暇を取得した男性がいること（１歳までの子のために利用した場合を除く） 

     ② 小学校入学前の子について、育児短時間勤務制度を利用した男性がいること 

     ③ 計画開始前３年以内に育児休業した男性がいること 

  

○ 次世代法や、くるみんの認定基準の詳細については、大阪労働局ホームページの 

バナーをご参照いただくか、下記までお問い合わせください。 

 

  ○ 大阪府下に本社がある企業で、認定を希望される場合は、行動計画を策定する際に、 

計画の内容が認定基準に合致するかどうか、下記までご相談下さい。 

 

 

大阪労働局雇用均等室 
〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2 号館8 階 

TEL 06-6941-8940 / FAX 06-6946-6465 

大阪労働局HP http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

 ○ 次世代認定マーク「「「「くくくくるみんるみんるみんるみん」」」」とは一定の要件を 

満たす場合に申請を行うことにより、「子育て 

サポート企業」として厚生労働大臣の認定を受け、 

次世代認定マーク「くるみんくるみんくるみんくるみん」を広告、商品、求人 

広告等につけることができます。 

 

    平成２２年に閣議決定された「子ども・子育て 

ビジョン」では、平成２６年までに２０００企業の 

取得を政府目標としています。 


