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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    ７７７７８６８６８６８６円円円円    平成２３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    ８５５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    

８３６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    

８１５円 

平成 2３年１０月 3１日 

鉄鋼業鉄鋼業鉄鋼業鉄鋼業    ８５０円 平成 2３年 11 月 3 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    8２２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    
８１０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    ８３３円 

平成 2３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    ７８６円 平成２３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。。。。 

※地域最低賃金と特定（産業別）最低賃金の両方が同時に適用を受ける場合には、高い

方の最低賃金が適用されます。大阪府最低賃金が各種商品小売業最低賃金（768 円）

を上回ったことから平成 22 年 10 月 15 日から大阪府最低賃金 779 円が適用され

ており、平成 23 年 9 月 30 日からは７８６円が適用されています。 

 

最低賃金の引き下げに影響を受ける中小企業事業主の皆様を支援する「最低賃金ワン・

ストップ（無料）相談」がスタート！「賃金制度の見直しはどうすればよいか？」「生産方

法や販売方法を改善したい」等 無料で相談に応じています。 

    

    

    

    

    

    

    

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    

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≧≧≧≧最低賃最低賃最低賃最低賃金額金額金額金額    

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    

相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口：：：：大阪府最低賃金総合相談支援大阪府最低賃金総合相談支援大阪府最低賃金総合相談支援大阪府最低賃金総合相談支援センターセンターセンターセンター    

（（（（０６０６０６０６－－－－４８００４８００４８００４８００－－－－８１８８８１８８８１８８８１８８））））    

最低賃金に関する特設サイト http://saiteichingin.info/ 

最低賃金について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） 

大阪労働局大阪労働局大阪労働局大阪労働局・・・・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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平平平平成成成成 24242424 年度年度年度年度    均等均等均等均等・・・・両立推進企業表彰両立推進企業表彰両立推進企業表彰両立推進企業表彰    

 

ポジティブ･アクションを推進している企業 
ファミリー・フレンドリーな企業 

を表彰します 
 

厚生労働省では、「職場における女性の能力発揮を促進するための積極的な取り組み」（ポジティブ・アクション）およ

び「仕事と育児・介護との両立支援のための取り組み」について、他の模範となる取り組みを推進している企業を表彰し

ています。 

平成 24 年度の各賞候補を募集します。「わが社こそは」と思われる企業の皆さま、ぜひご応募ください！ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記以外にも部門ごとに表彰基準が定められています。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 

 

    

        

 

●ポジティブ・アクションを企業の方針とし
て示し、積極的に取り組んでいることを公
表している。 

●ポジティブ・アクションの取り組みとして
「採用拡大」、「職域拡大」、「管理職登用」
または「職場環境・職場風土の改善」に取
り組んでいる。 

●ポジティブ・アクションの取り組みのうち、
「女性のみを対象」または「女性を優遇」
する取り組みは、女性労働者が男性労働者
と比較して相当程度少ない場合（雇用管理
区分ごとにみて女性労働者の割合が４割を
下回っている状況）に限られている。 

 
※「ポジティブ・アクション」とは… 

男女間に見られる格差の解消を目指して、個々の企業が
行う自主的かつ積極的な取り組みをいいます。 

 
●両立指標（平成 22 年度改訂版）の点数が一

定程度以上である。 
●法の規定を上回る育児・介護休業制度や所

定労働時間の短縮などの措置を導入し、よ
く利用されている。 

●男性労働者について、一定の育児休業取得
実績がある。 

●時間外労働がおおむね年 150 時間未満であ
る。 

●年次有給休暇取得率がおおむね 50％（大臣
賞は 60％）以上である。 

●次世代育成支援対策推進法に基づく認定を
受けている、または認定を目指している。 

 

※「両立指標」とは… 
詳しくはこちら 
http://www.ryouritsu.jp/index.html 

 

厚生労働大臣最優良賞厚生労働大臣最優良賞厚生労働大臣最優良賞厚生労働大臣最優良賞    

●過去に「均等推進企業部門」の大臣賞または「ファミリー・フレンドリー企業部門」の大臣賞
を受賞し、さらにその部門での取り組みが進んでいる。 

●もう一つの部門についても積極的に取り組み、成果をあげている。 

●所定の応募用紙に必要事項を記入し（平成 24 年 1 月 1 日現在の状況）、自己採点の上、大阪労
働局雇用均等室あてに郵送または FAX でご応募ください。 

●実施要領、表彰基準及び応募用紙は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。 
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kintou/ryouritsu.html 
また、大阪労働局雇用均等室でも配布しています。 

 均等推進企業部門とファミリー・フレンドリー企業部門とは応募用紙が異なりますのでご注意く
ださい。厚生労働大臣最優良賞の応募の際は、両部門とも応募用紙にご記入ください。 

均等推進企業部門均等推進企業部門均等推進企業部門均等推進企業部門    ファミリーファミリーファミリーファミリー・・・・フレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリー企業部門企業部門企業部門企業部門    

このような企業が表彰の候補です 

ポジティブ・アクション 
シンボルマーク「きらら」 次世代認定マーク「くるみん」 

応募期間は 平成平成平成平成 24242424 年年年年 1111 月月月月 1111 日日日日～～～～3333 月月月月 31313131 日日日日（※当日消印有効） 

大阪労働局雇用均等室からのお知らせ 

 

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・・・・・・・・・・・・    

    大阪労働局雇用均等室まで  
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    
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② 

 

 

   負担者 

事業の 

種類 

 

①①①①    

労働者負担 

（失業等給付の 

保険料率のみ）    

事業主負担 

    

 

失業等給付の 

保険料率 

 

雇用保険二事業

の 

保険料率 

 

①＋② 

雇用保険料率 

一般の事業 5/1000  8.5/1000 5/1000 3.5/1000 13.5/1000 

農林水産 

清酒製造の事業    
6/1000  9.5/1000 6/1000 3.5/1000 15.5/1000 

建設の事業 6/1000 10.5/1000 6/1000 4.5/1000 16.5/1000 

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの 

雇用保険料率は、次のとおりです 

（平成 2４年度 雇用保険料率表） 

            厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省／／／／都道府県労働局都道府県労働局都道府県労働局都道府県労働局／／／／公共職業安定所公共職業安定所公共職業安定所公共職業安定所（（（（ハローワークハローワークハローワークハローワーク））））    

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    雇用保険適用課雇用保険適用課雇用保険適用課雇用保険適用課までまでまでまで    
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２１２１２１２１♯♯♯♯））））    

池田公共職業安定所からのお知らせ 

平成平成平成平成 24242424 年度年度年度年度のののの雇用保険料率雇用保険料率雇用保険料率雇用保険料率    

前年度前年度前年度前年度よりよりよりより引引引引きききき下下下下げましたげましたげましたげました。。。。 
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セクハラ・パワハラ・メンタルヘルス・管理職のためのマネジメント研修・ビジネススキルなど 

各種研修は、財団法人21 世紀職業財団 関西事務所にご相談ください！ 

 

近年のセクハラ・パワハラをはじめとする職場のハラスメントが労務管理上看過できない問題となっており、多くの企業がその防止のた

めの教育・研修の必要性を認識されています。また職場における女性活躍推進は､経営上の重要なテーマとなっています。 

今回ご案内する研修メニューはハラスメントの基礎知識から防止対策や起きた時の対応など、事例・栽判例研究・ロールプレイなど具体

的に取るべきアクションについての内容をご提案させていただいています。また、人材多様化時代に対応した企業の雇用管理をサポート

する為にワークライフバランス・ダイバシティマネジメント・ビジネススキル・女性のリーダー養成講座等の研修も提案いたしておりますので、

是非、社内研修等にお役立て下さい。 

 

○ 費用は、基礎的な内容で1 時間5 万円から、事例研究・判例研究・ＣＳＲなどの場合は1 時間6 万円から、 
セミナーの内容・実施時間・開催日時・講師の選定等、ご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせくだ
さい！ 
 

セミナー・タイトル 内 容 （案） ね ら い 

セクハラセクハラセクハラセクハラ防止研修防止研修防止研修防止研修    

＜従業員対象＞ 

＜管理職対象＞ 

＜相談窓口担当者対象＞ 

セクハラ被害を受けた従業員にとっては、個人の名誉や尊厳を不当

に傷つけられ、従業員の働く意欲が低下し、能力発揮を阻害されます。

一方、企業にとっては職場環境の悪化により職場秩序や仕事の円滑な

遂行が阻害されるとともに、事案がこじれた裁判で敗訴すれば企業の

社会的評価に影響します。 

この問題の対応策として、起こってしまったことに適切に対処すること

は勿論ですが、まず職場で問題を起こさない未然の防止が何よりも重

要で、この点の理解と対応法を深めていただきます。 

パワハラパワハラパワハラパワハラ防止研修防止研修防止研修防止研修    

＜従業員対象＞ 

＜管理職対象＞ 

講義の基本内容 

１、セクハラ(パワハラ)の現状と背景 

２、防止の必要性 

３、定義と解説 

４、起さないために注意すべき事項 

５、起きた時の対応 

基本は講義６０分＋事例研究３０分 

 ご要望により認識度チェックリスト・ロールプレ

イ・裁判例研究を実施 

講義は基礎編、指導編及びその組合せ 

基礎編＝現状と防止の必要性及び加害者、企

業の法的責任等 

指導編＝管理職の役割､指導のポイント､部下と

のコミュニケーション、指導の行き過ぎ

に要注意など 

職場におけるパワハラとは、職場において職務上の地位や影響力に

基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、その人や

周囲の人に身体的・精神的に苦痛を与えその就業環境を悪化させるこ

とで、問題点と対応法を解説します。 

また、管理職対象研修では、管理職が知っておくべきパワハラになら

ない適切な指導のあり方を提案し、テクニックだけでなく管理職としての

心得や役割を理解していただきます。 

メンタルヘルスセミナーメンタルヘルスセミナーメンタルヘルスセミナーメンタルヘルスセミナー    

＜従業員対象＞ 

＜管理職対象＞ 

講義 +(ご要望により演習、グループワーク追加

可能) 

＜従業員対象＞組織としてのストレスマネジメント対策を具体的に知

り、組織全体でストレス予防に取り組む意欲と観点を磨きます。 

＜管理職対象＞部下の心の病に対処するため、未然防止から事後対

応、職場復帰への道のりを探るなどを学びます。 

ワークライフバランスワークライフバランスワークライフバランスワークライフバランス    

セミナーセミナーセミナーセミナー    

講義 +(ご要望により演習、グループワーク追加

可能) 

人口減少へと転じた我が国が今後も持続的に発展し社会の活力を維

持するためには、生産性の向上が不可欠です。その原動力は人材の

力であり、社員の働きがいと生きがいを感じその能力を十分に発揮す

る環境整備が重要な経営戦略です。 

ワークライフバランス（ＷＬＢ）は仕事と生活のバランスが取れた働き

方が職業人生を豊かにするファクターです。業務の進め方、働き方を見

直すことは両立のためにも必要で、この観点から講義及び演習などを

します。 

管理職管理職管理職管理職のためののためののためののための    

マネージメントセミナーマネージメントセミナーマネージメントセミナーマネージメントセミナー 

講義 +(ご要望により演習、グループワーク追加

可能) 

管理監督者としての指導力向上を目的とし、部下との相互理解の関

係づくりから、コーチングのスキル習得を目指すセミナー、講義と演習

を併用する充実した内容で企画させていただきます。 

ビジネススキルセミナービジネススキルセミナービジネススキルセミナービジネススキルセミナー    

講義の基本内容 

１、コミュニケーション 

２、プレゼンテーション 

３、アサーション 

４、コーチング 

職場の人間関係改善には良好なコミュニケーション力や相手に対す

る印象付けを効果的な伝達方法で行う能力が不可欠です。 コミュニケ

ーションを親密なものにし、自己表現に必要なスキルをトレーニングを

交えて習得します。 

(財)２１世紀職業財団からのお知らせ 

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・・・・・・・・・・・・    

   お電話またはメールにてお問い合わせ・ご相談ください。 
財団法人21 世紀職業財団 関西事務所  担当：林,平岩,上田 
TEL ０６－４９６３－３８２０   FAX ０６－４９６３－３８２１   
Ｅｍａｉｌ：rebe2020@gold.ocn.ne.jp     
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要予約要予約要予約要予約・・・・おおおお問合問合問合問合せせせせ    
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    

06060606－－－－6946694669466946－－－－2600260026002600へへへへ    

最寄駅 阪急「池田駅」下車 

        徒歩５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

   

    

 

                      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

毎週木曜日 10 時～16 時（休憩12 時15 分～13 時） 

(要電話予約 06-6946-2600) 

大阪府大阪府大阪府大阪府総合労働事務所総合労働事務所総合労働事務所総合労働事務所によるによるによるによる    

池田市城南１－１－１ （池田・府市合同庁舎） 

月1 回弁護士による面談相談あり（予約制） 

出 張 労 働 相 談 
豊能府民センタービル 1 階 

場所場所場所場所：：：：大阪府豊能府民大阪府豊能府民大阪府豊能府民大阪府豊能府民センタービルセンタービルセンタービルセンタービル１１１１階階階階ロビーロビーロビーロビー    

日時日時日時日時：：：：毎週木曜日毎週木曜日毎週木曜日毎週木曜日    午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～午後午後午後午後４４４４時時時時    

内容内容内容内容：：：：面談相談面談相談面談相談面談相談のみのみのみのみ（（（（要予約要予約要予約要予約））））    

大阪府総合労働事務所は平成 24 年 1 月 12 日（木）から豊能府民センタービルにおい

て出張による労働相談を行っています。 

 

解雇？ 

退職勧奨？ 

賃金が未払いなん

だけど・・ 

これってパ

ワ ハ ラ か

な？ 

先ずは電話でご予約く

ださい。 

 お気軽にご相談 

ください。 

これ労基法違

反？ 

（休憩 12 時15 分～13 時） 

大阪府総合労働事務所からのお知らせ 

 


