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開催時間 13:00～16:30

2022年

1 月25日 火

倉 敷 会 場 参 加 者 募 集 中！！

申 込 締 切：1月21日（ 金 ）

開催場所：

倉敷市芸文館
アイシアター 倉敷市中央1-18-1

ウイルス対策にご協力ください

除菌・消毒

マスク着用 間隔

検 温

 シニアのための  就職相談会 シニアのための  就職相談会

県内にお住まいの

55歳以上 のお仕事をお探しの方

大手コンビニエンスストア、スーパー、医療系調理サービス、
介護サービス、警備サービス等

店舗スタッフ、調理補助、清掃、介護補助、軽作業等

参加企業について

参加企業は
こちら

2021 年

12月下旬 頃
Webサイトにて公開いたします。

相談会参加予定企業 シニアの方が 活 躍されている企業が集合！

主な業 種

主なお仕事

電話でのお問合せも可能です。

http://anabuki-cs.jp/okayama _sodan2021/

TEL： 086-236-0225
お電話・ホームページのいずれかにてお申込みいただけます。

お申込み・お問 合 せ
お申込み

フォームは
こちら

電話受付時間 9：30～17：30（土日祝は除く） 鯉江、森本担当

〒700-0023 岡山県岡山市北区駅前町１-8-18
イコットニコット５F

受託事業者

主　催

● 新 型コロナウイルスの 影 響により、オンラインでの開 催 や中止 等、変 更が 生じる場
合 がございますので、予めご 了承ください。
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企業相談 ミニセミナー

県内の様々な業種の企業様
から、直接お話を聞くこと
ができます。

保険・年金などの資産運用
やお仕事など、今後の生活
に役立つセミナーを実施し
ます。

個別カウンセリング 適職診断

今後の働き方、仕事選びな
ど就職に関する様々な悩
み・不安を専門家に相談し
てみましょう。

職業興味や心理的傾向から
職業に対する興味・関心を
測定します。（要事前予約）

Event 1 Event 2

Event 3 Event 4

▼ 会場MAP

岡山県生涯現役促進協議会（事務局：岡山県産業労働部労働雇用政策課内）

シニアのための就職相談会を開催します 表紙

コラボヘルスを推進してください ２

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です ３

定期的に健診・検診を受けましょう ３

「中退共」の退職金制度について ３

従業員を介護で離職させないために ４・５

県立高等技術専門校令和４年４月入校生募集 ６

おかやま若者再チャレンジ応援宣言企業を募集しています ６

令和３年度岡山県職業能力開発促進大会のお知らせ ７

技能競技全国大会の岡山県代表選手決定！ ７

公共職業訓練受講者募集＆説明会参加者募集 ８

業務改善助成金が使いやすくなりました ９

シニア就業相談窓口をご利用ください！ 10

「男性相談員による男性のための相談窓口」をご存じですか 10

両立支援コーディネーター基礎研修（後半）のご案内 11

ご存じですか？労働委員会～雇用のトラブル まず相談～ 11

新型コロナウイルスワクチン接種に関する差別、誹謗中傷や
偏見、いじめでお困りの場合の相談窓口

12

オンライン研修、動画研修も２１世紀職業財団におまかせください 12

岡山県教育委員会からのお知らせ 13

ご存じですか？岡山県受動喫煙防止条例 14

難病を抱える方の療養や就労を支援します！ 14

ももっこカード協賛店募集中！ 15

福利厚生のこと考えてみませんか？ 15

岡山県最低賃金が改定されました 裏表紙
年次有給休暇を活用して岡山県の魅力に触れよう！ 裏表紙
岡山県しごと情報サイトに求人を掲載しませんか？ 裏表紙
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改正「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」（THP指針）が令和３年４月に適用されました。
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11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
～労働保険の加入手続はおすみですか？～

　厚生労働省では、11月１日から30日までの１ヶ月間を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、

労働保険制度に対する正しい理解を深めていただくため全国一斉の広報活動を展開しています。

　「労働保険」は、労災保険と雇用保険を総称したもので、政府が所管し、農林水産業の一部を除き、

労働者を一人でも使用している事業主は、すべて加入が義務付けられている強制保険です。

　該当する事業主は、必ず労働保険の加入手続きを行っていただくとともに労働保険料を納めなけれ

ばなりません。

　加入にあたっては、事業主の皆様に代わって加入手続きなどの労働保険の事務処理を行う「労働保

険事務組合」が設立されていますので、ご活用ください。

岡山労働局労働保険徴収室　ＴＥＬ　０８６－２２５－２０１２

または、最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）
お問合わせ先
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制　度 概　要

 介護休業
要介護状態にある対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割
して休業を取得することができます
有期契約労働者も要件を満たせば取得できます

 介護休暇
病院の付き添い、介護サービスに必要な手続きなどを行うために、年5日
（対象家族が2人以上の場合は年10日）まで１日又は時間単位で介護休暇
を取得することができます

所定外労働の制限 
 (残業免除)

介護が終了するまで、残業を免除することができます

 時間外労働の制限
介護が終了するまで、 1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制
限することができます

 深夜業の制限
介護が終了するまで、午後10時から午前5時までの労働を制限することが
できます

所定労働時間短縮等の措置

事業主は、利用開始の日から3年以上の期間で、2回以上利用可能な次のい
ずれかの措置を講じなければなりません

 ・短時間勤務制度　 　・フレックスタイム制度

 ・時差出勤の制度　 　・介護費用の助成措置

 ※労働者は、措置された制度を利用することができます

不利益取扱いの禁止
介護休業などの制度の申出や取得を理由とした解雇など不利益な取扱いを
禁止しています

ハラスメントの防止措置
上司・同僚からの介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を講
じることを事業主に義務付けています

従業員を介護で離職させないために

仕事と介護の両立支援制度

仕事を辞めることなく、働きながら要介護状態(※1)の家族(※2)の介護等をするために以下の育児・介護休業法に基づく制
度が利用できます。勤務先に制度がない場合でも、法に基づいて制度を利用できます(所定労働時間短縮等の措置を除く) 

※ 1 要介護状態とは？　　介護保険制度の要介護状態区分が要介護2以上である場合のほか、介護保険制度の要介護認定を受け

　　　　　　　　　　　　ていない場合であっても2週間以上の期間にわたり介護が必要な状態のときには対象になります。

※ 2 家族とは？　　　　　配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫

○仕事と介護の両立支援制度について、就業規則への記載はもうお済みですか

○仕事と介護の両立支援制度や就業規則の整備・周知等について、

厚生労働省の

岡山市北区下石井

検 索

TEL:

○「仕事と介護の両立支援制度」を周知しよう。



経験を積んだ企業の中核となる人材が仕事と介護の両立に悩み離職してしまうことは,企業に

とって大きな損失です。離職する従業員や心身ともにストレスを抱える従業員が増える前に、

仕事と介護の両立支援の取組をはじめましょう。

仕事と介護の両立支援の取組を行い、要件を満たした中小企業事業主に支給します。

（A～Cいずれも１事業主１年度５人まで支給。）

A：介護休業（休業取得時・職場復帰時）

●介護休業の取得・職場復帰について、「介護支援プラン」★により支援する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。

＜休業取得時＞

●介護支援プランを作成し、対象労働者がそのプランに基づき所定労働日に合計５日以上の介護休業を取得すること。

＜職場復帰時＞

※休業取得者と同一の対象介護休業取得者である（休業取得時を受給していない場合申請不可）とともに、休業取得

時の要件かつ以下を満たすことが必要です。

●介護休業を取得した労働者を、原則として原職に復帰させ、フォロー面談を実施した上で雇用保険被保険者として

３か月以上継続雇用していること。

B：介護両立支援制度（介護のための柔軟な就労形態の制度）

●介護休業の取得・職場復帰について、「介護支援プラン」★により支援する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。

●介護支援プランを作成し、以下のいずれか１つ以上の介護両立支援制度を対象労働者がそのプランに基づき合計

２０日以上（*１、２を除く）利用し、引き続き対象労働者を被保険者として継続雇用していること。

*１、２ 利用期間が利用開始から６か月を経過する日の間に一定の要件を満たすことが必要

お問い合わせ先：岡山労働局 雇用環境・均等室 岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階 TEL086－224－7639

＊詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。

C：新型コロナウイルス感染症対応特例

●介護のための有給休暇（新型コロナウイルス感染症対応）について、所定労働日を前提として２０日以上取得できる

制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること。

●対象労働者が介護のための有給休暇（新型コロナウイルス感染症対応）を合計５日以上取得すること。

●対象労働者を休暇取得日から申請期間までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）

支給額

A  介護休業

休業取得時 ２８．５万円<３６万円>

職場復帰時 ２８．５万円<３６万円>

B  介護両立支援制度 ２８．５万円<３６万円>

C  新型コロナウイルス

感染症対応特例

５日以上１０日未満 ２０万円

１０日以上 ３５万円

<>内の金額は生産性要件を満たした場合の金額

・所定外労働の制限制度 ・介護のための在宅勤務制度

・時差出勤制度 ・法を上回る介護休暇制度 *１

・深夜業の制限制度 ・介護のためのフレックスタイム制度

・短時間勤務制度 ・介護サービス費用補助制度 *２

★「介護支援プラン」について

労働者の介護休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が介護に直面した労働者との面談を実施し、面談

結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、作成したプランです。

事業主の皆様へ 助成金のご案内
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県立高等技術専門校令和４年４月入校生募集

おかやま若者再チャレンジ応援宣言企業を募集しています

校 訓練科

募集対象者（応募資格）

定員
訓練

期間

授業

費等

の

有無

①新規学卒予定・

離転職者の別
②学歴

離転

職者

新規

中卒

新規

高卒

環境設備工学科 〇 〇 高卒以上 20名 2年

有溶接科 〇 〇 高卒程度 20名 1年

機械加工科 〇 〇 高卒程度 10名 1年

造園・エクステリア科 〇 〇 〇 不問 20名 1年

無アパレルクリエイト科 〇 〇 不問 20名 1年

塗装科 〇 〇 〇 不問 20名 1年

電気設備科 〇 〇 高卒程度 20名 1年
有

木造建築・再生科 〇 〇 高卒程度 10名 1年

木工・デザイン科 〇 〇 〇 不問 10名 1年

無建物設備サービス科 〇 不問 10名 6か月

ケアサービス科 〇 不問 20名 6か月

自動車整備工学科 〇 〇 高卒以上 20名 3年
有

自動車車体整備科 〇 〇 高卒程度 20名 1年

総合実務科

知的障害のある

方で、原則新規

学卒予定者

不問 10名 1年 無

　県立高等技術専門校では、令和４年３月に中学校・高等学校を卒業予定の方及び離職者の方を対象に、令和４年４月入校生の募集を行います。

１　募集対象者及び募集訓練科 

　岡山県では、若者の再就職・再入社、入社辞退者の再エントリーを応援することを宣言する企業等を
登録し、ＰＲする取組を行っています。
　ぜひ宣言していただき、貴社の若者の雇用にお役立てください。

新規学卒就職者の３年以内の離職率は
新規高卒３９.１％  新規大卒３４.９％

・岡山県外で離職した若者の県内へのＩＪＵ
　ターン再就職
・岡山県内で離職した若者の県内定着

採用方針を踏まえて宣言する内容を選択でき
るよう、応援宣言には次の３区分があります。
具体的な支援策がある場合は、その内容も併
せて宣言できます。

若者の対象年齢は、原則３５歳未満とします
が、概ね５０歳未満の方も対象とすることが
できます。

(1) 岡山県内に採用権限がある事業所を有する企業
　　等であること
(2) 次の雇用項目をホームページ等で公表している
　　こと
　ア 新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採
　　 用者数、平均継続勤務年数など
　イ 研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支
　　 援などの制度の有無とその内容
　ウ 月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取
　　 得日数など
　このほか、事業主都合での解雇、新卒者の内定取
消がないこと など（※詳しくは下記URL 内の募集要領をご覧ください）

①電子申請（ＰＣ・スマートフォンから。書類の提出は不要）

　https://www.pref.okayama.jp/site/240/556595.html

②申請書と対象要件チェック表を
　県に提出（メール・ＦＡＸ）

岡山県ホームページ等でＰＲします。
貴社の若者採用や、若者に貴社を
知っていただく機会が広がります。

岡山県産業労働部 労働雇用政策課
〒703-8278 岡山市中区古京町1-7-36（岡山県庁分庁舎）

TEL ０８６-２２６-７３９１
FAX ０８６-２２６-７８６９
メール koyou@pref.okayama.lg.jp

背 景

ねらい

宣言は
三種類

※３区分の
　うち１区
　分のみの
　宣言も可
　能です。

若 者

対 象
要 件

申 請
方 法

登録後

お問い
合わせ

※①新規学卒予定・離転職者の別
　○「新規中卒」　　令和4年（2022年）3月に中学校を卒業予定の方
　○「新規高卒」　　令和4年（2022年）3月に高等学校を卒業予定の方
　○「離転職者」　　上記の「新規中卒」、「新規高卒」以外の方
※②学歴
　○「高卒以上」　　高等学校卒業以上の学歴の方。令和4年（2022年）3月に高等学校を卒業予
　　定の方も対象です。
　○「高卒程度」　　高等学校卒業程度の学力を有する18歳以上の方。（実際に高校を卒業して
　　いなくても、受験可能です。）令和4年（2022年）3月に高等学校を卒業予定の方も対象です。
　〇「不問」　　学歴に関わらず、どなたでも受験可能です。

２　受付期間
　【B1日程】令和3年11月9日(火)～令和4年 1月11日(火)
　【B2日程】令和4年 1月12日(水)～令和4年 3月 3日(木)

３　申込み先
　新規高等学校卒業予定の方  希望する訓練科のある高等技術専門校
　上記以外の方  ･･･････････  管轄の公共職業安定所(ハローワーク)

４　選　 考　 日   ※〔 〕は予備日

　【B1日程】令和 4年 1月22日(土)〔 1月23日(日) 〕
　【B2日程】令和 4年 3月17日(木)〔 3月18日(金) 〕

 ５　問い合わせ先
　南部高等技術専門校 (倉敷市新田３２４１)      TEL 086-424-3311
　北部高等技術専門校 (津山市川崎９５３)        TEL 0868-26-1125
　北部高等技術専門校美作校 (美作市安蘇３４５)  TEL 0868-72-0453

　専門校入校案内ホームページ
 　https://www.pref.okayama.jp/page/562287.html

～実際の訓練を見学してみませんか？～

　各専門校では、訓練の見学を随時受け付けています。ご自分に
あった訓練科を選んでいただくためにも、ぜひ一度、実際の訓練
の様子をご覧ください！見学をご希望の方は、事前に各専門校
へご連絡ください。

再 就 職
応 援 宣 言

岡山県内で再就職を希望する若者に
ついて、正社員としての採用に積極
的に取り組みます！

再 入 社
応 援 宣 言

育児・介護・キャリアアップ等のた
め当社を退社した若者が、再入社を
希望した場合は、正社員としての採
用に積極的に取り組みます！

入社辞退の
再 エ ン ト リ ー

応 援 宣 言

最終選考を通過したものの入社を辞
退した新規学卒者が、学卒後３年以
内に再エントリーした場合は、正社
員としての採用に積極的に取り組み
ます！

南

部

校
　

　

　

　

北

部

校

　  

　

美

作

校



おかやま労働　7

INFORMATION

　この大会は、職業能力の一層の開発・向上と技能尊重の気運を高めるため、毎年11月に「人材開発

促進月間」の行事として開催しています。大会では、職業能力開発の促進等に功績のあった個人や事業

所、優秀技能者などの表彰を行うほか、大会開催日以降、記念講演動画のＷｅｂ配信を行う予定です。

令和３年11月９日（火）　13：30～15：00（予定）

コンベックス岡山「国際会議場」

（１）優秀技能者、技能士育成優良事業所、技能検定成績優秀者等の表彰

（２）記念講演（晴れの国おかやまチャンネル（YouTube）で動画配信予定）
　「未来に伝えるものづくり～社内外への技能・技術の伝承に思いを込めて」
　　ＪＦＥプラントエンジ（株）プラント本部技術開発センター機械技術部工事技術室
　　　課長　岡　宏光　氏（平成30年度卓越した技能者［現代の名工］）

岡山県、岡山県職業能力開発協会、岡山県技能士会連合会

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、入場者を制限して開催いたします。
また、感染状況によっては、開催内容の変更又は開催を中止する場合もありますので、あら
かじめご了承ください。

開催日時

開催場所

内 容

主 催

そ の 他

　第41回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）及び第59回技能五輪全国大会に出場する岡山県代

表選手が決定しました。　

　それぞれの県大会、選手選考会で優秀な成績を挙げ、県代表となった選手の活躍が期待されます。

　ぜひ、岡山県選手の活躍を応援してください。

　　開 催 日：令和３年12月17日（金）～12月20日（月）

　　開催場所：東京ビッグサイト（東京都江東区）

　　ホームページ：http://www.jeed.or.jp/disability/activity/abilympics/index.html

　

　　開 催 日：令和３年12月17日（金）～12月20日（月）

　　開催場所：東京ビッグサイト（東京都江東区）ほか

　　ホームページ：http://www.javada.or.jp/jigyou/gino/zenkoku/index.html

第41回アビリンピック

第59回技能五輪全国大会

第41回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）出場選手 第59回技能五輪全国大会出場選手

令和３年度岡山県職業能力開発促進大会のお知らせ

技能競技全国大会の岡山県代表選手決定！

種目名 氏名 所属名　

ＤＴＰ 小野　幸織 (株)旭化成アビリティ水島営業所

機械ＣＡＤ 二宮　和哉 (株)旭化成アビリティ水島営業所

電子機器組立 松山　雄樹 パナソニック吉備(株)

ワード・プロセッサ 村上　輔健 (株)旭化成アビリティ水島営業所

ビルクリーニング 橋本　晴貴 岡山県立倉敷琴浦高等支援学校

製品パッキング 森田　真也 青山商事(株)井原商品センター

喫茶サービス 芳地  寿々菜 岡山県立岡山瀬戸高等支援学校

パソコンデータ入力 渋谷　航平 岡山県立倉敷琴浦高等支援学校

職種名 氏名 所属名　

曲げ板金
庄司　光太 三菱自動車工業(株)

水島製作所髙橋　真里

配管 石原　大輔 (株)中央設備

洋裁

笹埜　侑花

専門学校岡山ビジネス
カレッジ

水畑　佳穗

森　　莉菜

山内　美怜

西洋料理 三木　天也 西日本調理製菓専門学校

造園
松重　達也 (株)武田芳翠園

行守　真優 岡山県立興陽高等学校
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ポリテクセンター岡山 公共職業訓練受講者募集＆見学説明会参加者募集

２０２０年度就職率

83．6％

まるで現場のような

施設設備！

未経験者大歓迎！

受講料 無料！

・ＣＡＤ・ＮＣ機械科 ・ＣＡＤ・ものづくりサポート科＜女性対象コース＞

・溶接技術科 ・ＩＣＴシステムサポート科

・電気・通信施工技術科 ・住宅リフォーム技術科

・金属加工技術科＜企業実習付き＞ ・電気設備技術科＜企業実習付き＞

訓練コース

受講料

無料
※一部自己負担が

あります

全体説明及び科の説明、実習場の⾒学
※上記以外の日程をご希望の方はご相談ください。

⾒学会︓ 9︓30〜12︓00（受付︓9︓00〜） 体験会︓ 13︓00〜15︓00

当センターに直接、お電話でお申込みください。

入

所

月

訓練コース名

訓練

期間

（月）

定員 募集期間
見学説明会

体験会
選考日 入所日 修了日

１

ＣＡＤ・ものづくりサポート科

（女性対象）
6 20

11/5（金）～11/30（火）
11/18（木）

11/24（水）
12/11（土） 1/5（水） 6/29（水）ＩＣＴシステムサポート科 6 20

金属加工技術科

（５５歳未満）
6 12

２

ＣＡＤ・ＮＣ機械科 6 15

12/6（月）～12/28（火）
12/16（木）

12/22（水）
1/15（土） 2/2（水） 7/29（金）溶接技術科 6 15

電気・通信施工技術科 6 18

３

住宅リフォーム技術科 6 18

1/4（火）～1/27（木）
1/13（木）

1/20（木）
2/5（土） 3/2（水）

8/30（火）

電気設備技術科

（５５歳未満）
7 10 9/30（金）

○ほとんどの方が初心者（未経験者）です。幅広い年齢の方が受講されています。

○7ヶ月間コースは、1ヶ月目に社会人に必要とされるビジネスマナー、文書作成、コミュニケーション、チームワークなどのスキルを習得す

る講習があります。

○訓練は、原則平日の9：05～15：10です。終了が16：05となる日もあります。

⾒学説明会＆体験会

ポリテクセンター岡山　　０８６-２４１-０９４０（平日９：００～１７：００）
岡山市北区田中580番地　
駐車場・駐輪場有（遠方の方優先、台数に限りあり）

岡山駅よりバス13系統ポリテクセンター岡山前下車徒歩１分
北長瀬駅よりバス23系統ポリテクセンター入口下車徒歩３分
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設備投資（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練など）
※ PC、スマホ、タブレットの他、貨物⾃動⾞なども生産性向上の効果が認められる場合は対象
（⑤のイの⽣産量要件に該当し、引き上げ額30円以上の場合に限る）

① 賃⾦引き上げ計画を策定し、事業場内最低賃⾦を⼀定額以上引き上げること

② 引き上げ後の賃⾦額を⽀払うこと

③ ⽣産性向上に役⽴つ機器・設備などを導入して業務改善を⾏い、その費⽤を⽀払
うこと

④ 解雇、賃⾦引き下げ等の不交付事由がないこと

⑤ 10人以上の上限額区分を適用する場合のみ、ア又はイに該当すること

ア 賃⾦要件︓事業場内最低賃⾦900円未満の事業場

イ ⽣産量要件︓売上⾼や⽣産量などの事業活動を⽰す指標の直近３か月間の月

平均値が前年または前々年の同じ⽉に⽐べて、30％以上減少している事業者

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、業務改善助成⾦の内容を大幅に拡充します。
（③はコロナ禍により売上等が⼀定減少した事業主⼜は事業場内最低賃⾦900円未満の事業場に限る）

① 45 円コースを新設
②年度内に２回目の

申請が可能

③上限加算の対象人数

を10人まで拡大

①事業場内最低賃⾦と地域別最低賃⾦の差額が30円以内 ②事業場規模100人以下

『業務改善助成⾦』は、設備投資により生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃⾦（事業場内最低賃

⾦）」の引き上げを図る中小企業・⼩規模事業者を⽀援する助成⾦です。

通常 生産性要件あり

４／５ ９／10

※ 「生産性」とは、企業の決算書類から
算出した、労働者１人当たりの付加価値を指します。
助成⾦の支給申請時の直近の決算書類に基づく生

産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比
較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算
して支給されます。

対象者（事業場）

支給要件

助成対象

助成額

助成率

引き上げる労働者数

１人 ２〜３⼈ ４〜６⼈ ７人以上 10人以上

20円コース（20円以上引き上げ） 20万円 30万円 50万円 70万円 80万円

30円コース（30円以上引き上げ） 30万円 50万円 70万円 100万円 120万円

45円コース（45円以上引き上げ） 45万円 70万円 100万円 150万円 180万円

60円コース（60円以上引き上げ） 60万円 90万円 150万円 230万円 300万円

90円コース（90円以上引き上げ） 90万円 150万円 270万円 450万円 600万円

・45円コースを新設

・10人以上の上限区分を新設

【お問い合わせ】業務改善助成⾦コールセンター電話番号︓03-6388-6155（受付時間 平日8:30〜17:15）

【申請窓口】岡山労働局 雇用環境・均等室 岡⼭市北区下石井1-4-1 岡山第２合同庁舎３階

申請期限

令和４年1月31日

　令和３年８月から

　業務改善助成金 が 使いやすく なりました
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300

岡山県男女共同参画推進センターでは、相談員が広く様々

な相談をお受けしており、毎月第２金曜日には、男性相談

員による男性のための電話相談を行っています。

だれかに話を聞いてほしいことはありませんか。

そんなときには、ぜひご利用ください。

＜男性相談員による男性のための電話相談＞

　　毎月　第２金曜日　１７：００～２０：００
　　専用電話　　　　　０８６－２２１－１２７０

（お問合せ先）岡山県男女共同参画推進センター
　　ＴＥＬ：０８６－２３５－３３０７

　　ホームページ：　　　　　
https://www.pref.okayama.jp/soshiki/187/

「男性相談員による男性のための電話相談窓口」
をご存じですか
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　労働委員会は、労使間の紛争を公正・中立の立場で解決

に向けた援助を行う、全国に設置された行政機関です。

　岡山県労働委員会では、県内事業所に勤務する労働者個

人と使用者との間に生じた職場の労働関係トラブルの解決

に向け、あっせんや相談による支援を行っています。

　新型コロナウイルス感染症の影響もあり、こうしたトラ

ブルは増加傾向にあるといわれています。

　労働者側、使用者側のどちらからでもご相談いただけま

す。お困りの方は、まずはお電話等でご相談ください。

Ｑ どんな相談があるの？

Ａ 解雇された、説明なく賃下げになった、配置
　 転換で対立した等、まずはご相談を。

Ｑ 「あっせん」はどんな制度なの？

Ａ ３名のあっせん員が労使双方の主張を確か
　 め、合意点を探りながら、話合いによる解決
　 のお手伝いをします。

Ｑ 料金はかかるの？

Ａ 無料です。

Ｑ 周囲に知られるのが心配です。

Ａ あっせんは非公開で、秘密も守られます。

※　メールの場合は、相談内容を具体的に記載願います。 ©岡山県「ももっち」

【お問い合わせ先】岡山県労働委員会事務局

電　話：０８６－２２６－７５６３
E-mail：kobetsu@pref.okayama.lg.jp

両立支援コーディネーター基礎研修(後半)のご案内

ご存じですか？労働委員会～雇用のトラブル まず相談～

令和３年度両立支援コーディネーター基礎研修日程(後半) 両立支援コーディネーター基礎研修プログラム

　労働者健康安全機構は、両立支援コーディネーターが、その役割をはたすために必要な基本的な知識及び能力を習

得するため、両立支援コーディネーター基礎研修をオンライン形式で開催します。

　両立支援コーディネーターは、治療と仕事の両立支援において、主治医と会社の連携の中核として、患者に寄り添い

ながら継続的に相談支援を行いつつ、個々の患者ごとの治療・仕事の両立に向けたプランの作成支援などを担います。

　また、両立支援コーディネーターは、支援対象者に寄り添いながら継続的な相談支援等を行うことが、その機能とし

て期待されることから、事業場の人事労務担当者や産業保健スタッフ、医療機関の医療従事者又は支援機関等が担う

ことが想定されています。

両立支援コーディネーター基礎研修の詳細は、独立行政法人労働者健康安全機構
のホームページでご確認ください。
ＵＲＬ： https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1968/Default.aspx

両立支援コーディネーター基礎研修については、岡山産業保健総合支援センター
（電話086-212-1222）でもお問い合わせを受付けています。
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 益財団法人 〒  3-0033東京都文京区本郷 -33- 3春日町ビル3F TEL.03-5844- 660 https://www.jiwe.or.jp

 ンライン研修、動画研修も

 1世紀職業財団におまかせください

 講者は任意の場所（⾃宅・職場等）から 講が可能

 ⼈の移動が制限されたり、３密状態を避ける状況下

でも研修実施が可能に

 育児や介護など時間制約がある社員も受講しやすい

 研修会場までの移動時間、交通費の負担が軽減される

［オンライン研修のメリット］

ハラスメント防⽌ ダイバーシティ推進

⾃由な時間・場所で 講が可能

 シフト勤務、フレックスタイム制度、在宅ワーク

など集合研修が難しい場合にお勧め

 繰返し視聴できるので理解が深められる

［動画研修のメリット］

 ttps://www.jiwe.or.jp/contactus費用、実施方法等詳細はお問い合わせください。

新型コロナウイルスワクチンの接種に関する差別の防止について

誹謗中傷や偏見、差別、いじめでお困りの場合の相談窓口

　新型コロナウイルス感染収束に向けて効果が期待されるワクチンですが、体質や病気などの理
由で接種できない方もいます。
　また、接種を受ける方には接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解
した上で、自らの意思で接種を受けていただいています。
 　接種していない方に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益な取扱いを行うこと
のないようお願いいたします。

　　新型コロナウイルスワクチンに関するサイト
　　新型コロナウイルスワクチンについてのＱ＆Ａ（厚生労働省ホームページ）
　　ＵＲＬ：https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/

誹謗中傷や偏見、差別、いじめでお困りの場合は、「みんなの人権１１０番」へご相談ください。

 　電話番号：０５７０－００３－１１０

 　受付時間：平日　午前８時３０分～午後５時１５分

 　※お電話は、最寄りの法務局（又は支局）につながります。

◆お問合せ先　岡山県県民生活部人権施策推進課
　　　　　　　電　話　０８６－２２６－７４０６
　　　　　　　ＦＡＸ　０８６－２３４－５９２４

岡山県人権啓発シンボルマーク

働きやすい職場づくりのための研修を長年実施して

きた当財団だからこそ、お客様のご要望に沿った研

修の実施が可能です。
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次代を担う岡山の子どもたちの健やかな成長のため、岡山の未来のために、

一緒に子育てしませんか？

家庭教育企業出前講座　◆県教育委員会が講師を無料で派遣します！

岡山県教育委員会からのお知らせ
岡山県内の企業の皆様へ

講座内容については、御相談の上で決定

企業等で働く子育て中の方（乳幼児から思春期の子どもをもつ
保護者）及びこれから親になる方など　

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、

オンライン・少人数・短時間の実施も可能です。お気軽
にお問い合わせください。オンラインでは、リモートワーク、
育児休暇中の方も参加できます！

←電子申請サービスはこちらから。
Takumi 美容院にて　「家庭教育を

職場の人間関係に生かす」の講座

県庁☆子ども参観日
「知事とお話」（オンライン）

桜ヶ丘東青年会主催

『春休み防災デイキャンプ』での出前講座

岡山県「ぱっちり！モグモグ」生活リズム向上

マスコットキャラクター

※実施の参考となる

　情報は、県が提供

　します。

　企業内の研修等に合わせて、皆様方の学びやすい時間に家庭教育に関する出前講座を実施して

います。子育てのヒント、家庭教育について学んでいただくことで、社員の皆様の家庭生活がさら

に充実！仕事にも全力投球！会社のイメージアップ、優秀な人材の獲得にもつながるのではない

でしょうか。ぜひ御活用ください。
↑Wordの申込書

　はこちら

内 容

対 象 者

実施形式

      
おかやま☆子ども参観日　◆実施企業を募集しています!

会社紹介

社内見学・職場訪問

社長など職場の人とお話

仕事体験

社員食堂で昼食　等

企業等で働く職員の子ども

　子どもが自分の保護者や家族の働く姿や職場を見学する「おかやま☆子ども参観日」の実施企

業を募集しています。子どもたちの職業観・勤労観を育み、家族のコミュニケーションを深める

絶好の機会になります。ぜひ、事業実施を御検討ください。

おかやま子ども応援人材バンク ◆登録していただける企業を募集しています！

　専門的な知識や経験などを生かして、出前授業や体験活動等、学校支援をしていただける企業や団体等を

「子ども応援人材バンク」に登録し、登録企業と学校のコーディネートを行っています。

　「学校の応援団」として、学校を支援していただける企業等を募集していますので、社会貢献活動の一環と

して、次世代を担う子どもたちへの支援に御協力ください。

実施プログラム例

対 象 者　

     
仕組み



14　おかやま労働

INFORMATION

岡山県難病相談・支援センター

難病を抱える方の療養や就労を支援します！

☎ ０８６－２４６－６２８４

Fax ０８６－２４６－６２８５

✉ nanbyou@okakenko.jp

※仕事の直接紹介はできませんが、関係機関との連携を行い、情報提供や職場訪問など、就労のお手伝いをします。

※岡山市にもセンターがございます。岡山市在住の方は、岡山市難病相談支援センターをご利用ください。

☎ 086－803－1271 Fax 086－803－1758

岡山県難病相談・支援センターでは、岡山県からの委託を受け、難病を抱える方で就労希望のある
方、在職中でも今後の就労継続に不安を抱えている方の支援を行っています。
まずは、お気軽にご相談ください。

また、企業様からの相談もお受けします。（就労継続について相談を受けている、新たに難病を抱
える方の雇用を考えている等）

※相談は無料です。個人情報などプライバシーはお守りします。

様々な相談をお受けします

〒７００－０９５２

岡山市北区平田４０８－１

（岡山県南部健康づくりセンター１F）

●バスをご利用の場合

岡電バス「卸センター・健康づくり財団病院線」

・ＪＲ岡山駅より約25分

・天満屋バスターミナルより約35分

・ＪＲ大元駅前より約15分

交通アクセス

  全面施行から1年

　 ご存じですか？岡山県受動喫煙防止条例

たばこに関するルール

健康増進法（改正法）によるルールと県独自の岡山県受動喫煙防止条例によるルールがあります。

○健康増進法（改正法）

　二人以上が利用するすべての施設は原則屋内禁煙！ただし、既存の小規模飲食店（既存特定飲食
　提供施設）はその適用が猶予されています。

○岡山県受動喫煙防止条例

　健康増進法（改正法）で、その適用が猶予された既存の小規模飲食店（既存特定飲食提供施設）

　に対し、従業員を受動喫煙から守るため、店内のすべてを喫煙可能室としないよう努力義務を定
　めています。
※既存の小規模飲食店…2020年4月1日時点で営業しており、個人又は資本金5千万円以下の会社が経営する客席面積が100㎡
　　　　　　　　　　　以下の飲食店

従業員等に対し、禁煙外来での禁煙治療費等
を助成する企業・団体を対象に、その費用の
一部を県が支援するものです。（令和 3 年４
月以降に該当事業を導入した企業等に限る。）

既存の小規模飲食店に対し、受動喫煙防止を
推進するため、県が施設の改装費用を一部助
成するものです。

禁煙と受動喫煙防止を推進するため、県では次の事業を実施しています。

岡山県禁煙治療費助成事業支援金

岡山県保健福祉部健康推進課健康づくり班　086－226－7328

岡山県受動喫煙防止対策支援事業費補助金

令和２年４月１日一部施行、同年10月１日全面試行

©岡山県「ももっち」
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福利厚生のこと考えてみませんか？事業主の皆様

県内には中小企業で働く皆様を福利厚生面からサポートする５つの団体があるのを

ご存じですか。月々わずかな掛金で社員の皆様が多彩なサービスを受けることが

出来ますので、ぜひ加入をご検討下さい。

他にも様々なサービスがあります。各団体でサービス内容が異なります。詳しくは、各センター・互助会へお問い合わせください。

結婚祝金 出生祝金 就学祝金 傷病休業 住宅災害 還暦祝金

団　　体　　名 連　絡　先 対　　象　　地　　域

岡山市勤労者サポートプラザ
(ときめきプラザ) 086-223-6364 岡山市

倉敷市勤労者福祉サービスセンター
(ほっと倉敷。) 086-434-8770 倉敷市

津山圏域勤労者互助会 0868-24-3633
津山市・鏡野町・勝央町・奈義町・久米南町・
美咲町

玉野勤労者福祉サービスセンター 0863-33-5000 玉野市

井原地域勤労者互助会 0866-62-8850 井原市・矢掛町

のまま入店OK

協賛のお申し込み・お問い合わせ

岡山県保健福祉部子ども未来課
〒700-8570  岡山市北区内山下2-4-6
TEL.０８６-２２６-７３４７　

FAX.０８６-２２６-７９０２

E-mail.kosodate@pref.okayama.lg.jp

「協賛申請書」は、ホームページからダウンロードできます

おかやま はぐくま～れ 検索



岡山県 産業労働部労働雇用政策課

〒703-8278  岡山市中区古京町1-7-36　TEL 086-226-7386　FAX 086-226-7869

岡山県最低賃金（時間額）が

８６２円 に改定されました。

発効日　令和３年 10 月２日

　岡山県最低賃金は、原則として、岡山

県内の事業場で働く常用、臨時、パート

タイマーなどすべての労働者と、労働者

を１人でも使用しているすべての使用者

に適用されます。使用者も、労働者も今

一度チェックをお願いします。

岡山労働局労働基準部賃金室

（０８６）-２２５-２０１４

お問い合わせ先 


