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プラチナくるみん認定の 
認定基準・認定マークが決定しました！ 
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元気とやま！ 仕事と子育て両立支援企業をご紹介します！ 
　　　エスエイチ株式会社 
　　　黒部クリーンアンドグリーンサービス株式会社 

障害のある人の雇用をお考えの企業の採用
担当の皆様へ 

富山県の最低賃金一覧 

プラチナくるみん認定の 
認定基準・認定マークが決定しました！ 
～くるみん認定・行動計画策定指針も変わります～ 

プラチナくるみん認定基準、くるみん改正認定基準、行動計画策定指針等に関するお問い合わせは 

富山労働局雇用均等室（薊076－432－2740）まで 

プラチナくるみん認定基準 抜粋 

　次世代育成支援対策推進法（以下、「次世代法」という。）は、企業のみなさま・国・地方公共団体に 

次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するための計画を策定し、実行することを求めている法律

です。 

　これまで、平成２７年３月３１日までの法律とされていましたが、平成２６年４月に改正法が成立し、 

有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長されました。 

　次世代法では、一般事業主行動計画の策定・届出を行い、一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣

が認定できることとしています。これまでの認定制度は、くるみん認定のみでしたが、平成27年 

4月1日からは、新たにプラチナくるみん（特例）認定が始まります。 

　プラチナくるみん認定制度は、次世代育成支援対策に自主的に取り組んでいただける企業のみなさま

を応援するため、認定を取得した企業の一般事業主行動計画の策定義務に代えて、次世代育成支援対策

の実施状況を公表いただければよい制度となっています。プラチナくるみん認

定は、くるみん認定を受けたことのある企業のみなさまが申請・取得できます。 

　なお、くるみん認定基準における従業員300人以下の企業の特例等について

も改正されています。 

　また、一般事業主行動計画策定の際によりどころとなる「行動計画策定指針」

も改正され、「行動計画の取組の対象に非正規労働者が含まれることを認識の上、

取組を進めていくこと」等、行動計画策定の際に御留意いただきたいポイント

が追加されました。 

（※以下の基準以外にも複数の基準があります。また、従業員３００人以下の企業の特例もあります。） 

○一般事業主行動計画の計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働者に
占める育児休業等を取得した者の割合が１３％以上 

○計画期間において、子を出産した女性労働者のうち、子の１歳誕生日まで継続して在職（育休
中を含む）している者の割合が９０％以上 

○育児休業等を取得し又は育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるよう、能力の向上
やキャリア形成の支援のための取組に係る計画を策定し、これを実施していること　　　等 

プラチナくるみん認定の 
認定基準・認定マークが決定しました！ 

「プラチナくるみん」 
マーク 

「くるみん」マーク 

新しくなりました 

～くるみん認定・行動計画策定指針も変わります～ 



（2） 労　働　と　や　ま 平成26年12月 

所在地：高岡市 
業　種：老人福祉・介護事業 
職　員：５５名 

エスエイチ株式会社 

● ● ● ● ●  利 用 者 の 声  

元気とやま  仕事と子育て両立支援企業 ！ 平成26年度 元気とやま  仕事と子育て両立支援企業 ！ 
をご紹介します！ をご紹介します！ をご紹介します！ 

第　回 第　回 3

エスエイチの主な取組み 

高山さん 

お子さんは２人 

　6歳と生後3ヶ月の子どもがいます。
上の子は産後半年から、下の子は2
ヶ月から、いずれも子連れで職場復
帰しました。産休中は毎日送信され

る職場メールで現場の状態を知ることができたので、
休み明けも大きな混乱なく、安心して復職できました。 
　子連れ勤務は、赤ちゃんが母乳を欲しがる時に授乳
タイムを取らせてもらえて大変助かります。また、大
家族のような雰囲気を子どもが体験できるのも魅力で
す。子どもが体調不良で仕事を休む時は、スタッフ同
士で連絡を取り合い、勤務調整をします。子育て中の
ママ、子育てを経験してきたママ同士だからこそ、「困
った時はお互い様」の気持ちでフォローし合っていま
す。職場の理解とサポート
のお陰で、育児と家事と仕
事をバランス良く、充実さ
せることができています。
これからも家族の時間と職
場の時間の両方を大切にし
ていきたいと思います。 
 
 
　6歳の娘と5歳の息子がいます。
娘は今年小学校へ入学し、はじめは
学童を利用していましたが、10月
から小学校近くの職場へ移動したこ
ともあり、毎日学校が終わると私の職
場へ帰って来て、仕事が終わるまで、
利用者の方々や他に利用している子
どもと遊びながら楽しんで待ってい
ます。私も近くで子どもを見ながら働
くことができ、とても安心しています。
また、小学校と保育所それぞれに行事があるため、平
日の休みもたくさん必要ですが、有給休暇の利用や休
み希望に応じて、平日でも休みを取ることができてと
ても助かっています。フルタイムで働くことは大変で
すが、家族や職場の方々の優しいサポートのおかげで、
毎日働けていることに感謝しています。 

　当社は安心して働きやすく、やりがいのある職
場づくりに積極的に取り組んでいます。 
　職員の満足度をあげることは、利用者の満足に
もつながります。 
　そして、私たちの理念である私たちと関わるす
べての人がスマイルとハッピーになることを目指
していきたいと思います。 
 
 
☆仕事と子育てを両立しやすい職場環境づくり 
　女性社員の割合が多く、子育て中に限らず様々
な事情を抱えながら仕事と家庭生活を両立してい
る女性職員が、安心してやりがいを感じながら働
ける場所をつくるために、職員の意見を取り入れ
ながら以下の取組みを行っています。 
①本人の希望に沿った柔軟な働き方の実現 
　・短時間正社員制度（所定外労働時間は個別設定） 
　・子育て等の家庭の環境等の変化に応じて正社
員とパートを行き来でき
る制度 

　・シフト作成時の本人の希
望尊重 

②妊娠を希望する職員・妊娠中、育児中の職員に
対する配慮 
　・早朝・夜勤勤務の免除 
　・代替勤務のルール化 
　・子連れ・孫連れ出勤 
　・年次有給休暇計画的消化の促進 
③育児休業復帰職員や育児などの事情による不定
期出勤職員が勤務しやすい取組み 
　・育休中、時短勤務等の職員が働きやすいよう
に業務日誌のメール配信と運用のルール化 

　・復帰職員の待遇維持 

☆仕事と子育てを両立しやすい職場環境づくり 
　無資格未経験者でも、介護の分野で働きたい人

を自主セミナー等を催したり、ホームページで募
集し、人材の掘り起こしを行い、実際に雇用しな
がら、育てています。 
　また、経験を積んだ職員で、やる気があれば、
独立を支援し、実際に独立した実績もあります。 

☆今後の取組み 
　平成２７年４月に新規施設を開設します。現在、
子育て中の方や、将来そういう働き方をしたい方
など、働いてみたいと興味を思っている方を対象に、
ホームページからも申込みができる「就業前の施
設見学」を行っていきたいです。 

山本さん 

お子さんは２人 
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所在地：黒部市 
業　種：清掃・緑化サービス業 
職　員：８４名（男性２５名、女性５９名） 

黒部クリーンアンドグリーンサービス株式会社 

● ● ● ● ●  利 用 者 の 声  

　当社はワーク・ライフ・バランスの推進に積極的に取り
組んでいます。 
　従業員が働きやすい職場づくりのため、勤務制度の改
定や雰囲気づくりに努めています。 
　子育てだけでなく、親の介護や、孫のお世話も両立し
ながら働ける職場環境になるよう努めていきます。 
 
 
☆子育てサポート企業として認定！ 
　次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕事と
子育ての両立支援のための行動計画を策定・実施してい
ますが、平成２５年８月に子育てサポート企業として厚
生労働大臣の認定を受け、「くるみんマーク」を取得し
ました。 

☆充実した両立支援の制度！ 
○子が小学校３年生期末春休みまで利用できる短時間勤
務制度 

○フレックスタイム制度、就業時間の繰上げ・繰下げ制
度 

○子が小学校３年生期末春休みまで利用できる看護休暇
制度（有給） 

○配偶者出産休暇制度（２日、有給）や育児休業奨励金
制度 

など 
　女性だけでなく、男性も育児休業を利用しています。
また、育児休業終了後、ならし保育が必要な場合は、保
育所入所日から３週間以内の期間において、引き続き「な
らし保育休暇」を取得することができます。 

☆ワーク・ライフ・バランスの推進も！ 
○ノー残業デーの実施 
○時間単位の年次有給休暇取得制度の導入 
○ボランティア休暇 

☆今後の取組み 
　制度の周知と取得率を高めるために、 
職場の雰囲気づくりに努めます。 

黒部クリーンアンドグリーンサービスの主な取組み 

　3交代をしている妻の育
児休業明けが3月で、保育
園入所までの1か月間は誰
も子どもの世話をする人が
いなかったために、育児休業
制度を利用しました。 
　男性が育児休業を取ること
は、まだ世間や周囲ではあま
り理解されていないことだっ

たので、休みを取ることで周囲からどのよう
に思われるのか不安であり、会社にかかる迷
惑も考えると、本当に休みを取ってもいいも
のなのかと悩むこともありました。しかし、
会社の方たちの理解や協力もあり、1か月間の
休みを取ることができ、妻も安心して職場復
帰ができました。私もゆっくりと子どもと関
わることができて良かったと思います。 
　復帰後も温かく迎えていただき、子どもが
風邪を引いた時もお休みを配慮していただき、
妻と共に感謝しています。 
　たくさん迷惑をかけましたが、子育てに理
解してくださる職場環境と周りの方たちの協
力のお陰で、妻と共に仕事と子育ての両立に
頑張っています。 
 
 
　私は黒部クリーンアンド
グリーンサービス㈱に勤務
して9年目になる清掃員です。
入社してから間もなく、妊娠・
出産を経験しました。1人目
を妊娠した時に、仕事が続け
られるのか不安でなりません
でしたが、上司と職場の皆さ
んにいろいろフォローしてい
ただき、安心して出産できました。2人の息子
たちが1歳になるまで育児休業をいただき、
子育てに専念することができました。復帰後
は短時間勤務を利用できて、ありがたく思い
ます。1人目の時は保育園から連絡があり、早
退したり休んだり、2人目の時は復帰後間もな
く肺炎で入院をしたりと、職場では、常にお
休みの配慮をしていただき感謝しています。 
　共働きで2人の子どもを持つ私は、たくさ
ん迷惑もかけていますが、子育てを理解して
くださる職場環境と家族、保育園の先生方な
ど周りの方々のお陰で、息子たちも日々成長
してくれています。これからまだしばらく手
がかかる時期ですが、周囲の方々にアドバイ
スをもらいながら、仕事との両立を頑張って
いきたいと思います。 

松本さん 
緑化業務 

お子さんは２人 

細岡さん 
清掃業務 

お子さんは２人 
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◆労災保険制度では、労働者が業務上または通勤による災害（以下「労働災害」という）により負傷し、 
　または病気にかかった場合には、労働者の請求に基づき、治療費の給付などを行っています。 
◆しかし、近年、労働災害であるにもかかわらず、労災保険による給付を受けるための請求手続きを行わず、
健康保険を使って治療を受ける方が見受けられます。 
◆健康保険は、労働災害とは関係のない傷病に対して支給されるものです。労働災害により負傷し、健康
保険を使って医療機関で治療を受けた場合の治療費は、全額自己負担となってしまいます。 

労災保険に関するご相談は、お近くの労働局・労働基準監督署へ 
また、労災保険相談ダイヤルでもご相談に応じています 

労災保険相談ダイヤル　0570－006031 
　　　　　【受付時間：９：００～１７：００（土・日・祝日、年末年始は除く）】 
　　　　　※ご利用の際は通話料がかかります。 

富山労働局 労働基準部 労災補償課 

問合せ先 富山労働局 労働基準部 健康安全課　薊０７６－４３２－２７３１ 

冬期・降雪期における転倒災害をなくしましょう !冬期・降雪期における転倒災害をなくしましょう !

　富山県では、滑った転んだ等の転倒による労働災害が多く発生
しています。特に冬期・降雪期に多く発生しています。昨シーズ
ン（平成２５年１２月から平成２６年２月まで）も転倒災害が１２６件発
生し、この間の全労働災害の約３７％を占め、その結果、全労働災
害件数も多くなっています（右表）。被災程度も転倒災害の約５５
％（平成２５年）が骨折などを伴う休業１か月以上の労働災害とな
っており、昨年７月には死亡災害も発生しています。 
　これからの冬期・降雪期における転倒災害を防止するため、４
Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔）やリスクアセスメントを実施し、
職場環境の改善に積極的に取り組んでいただきますとともに、安
全行動の徹底を図るため、労働者に対する安全教育の実施をお願
いします。 
 
 
　冬場においては、凍結した道路上や駐車場等での転倒災害が多発しています。 
　特に、駐車場と事務所間や他の建屋に歩いて移動する時に凍結箇所で転倒し重傷となる
例が多く、これを防止するためには、会社敷地内の凍結危険場所を的確に把握し、凍結防
止機能付マットの設置等の凍結防止を図るほか、労働者に対し危険場所を周知し、ゴム長
靴等の滑りにくい靴を着用させる等の事業者及び労働者の自主的な対策が必要です。 

転倒災害の現状 1

冬場の転倒災害の防止 2
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◎雪・凍結で 転ばないために 
 その1 小さな歩幅で歩く。 
 その2 つるつる路面は、足の裏全体をつけて 
  「すり足」で歩く。 
 その3 長靴等、滑りずらい・雪が入りずらい 
  履き物を履く。 
 その4 歩くときは、ポケットに手を入れない。 
  （手をふさがない） 

◎雪・凍結で 転ばせないために 
 その1 除雪を行うときは、人が歩く通路を念入りに 
  除雪する。 
 その2 凍結が予想される場所には、融雪剤を散布する。 
 その3 日陰となる北側や午後から日陰になる東側は 
  念入りに融雪剤を散布する。 
 その4 散水消雪を行うときは、水たまりになり凍結する 
  ことを防ぐため、水はけをよくする。 

（件） 

全労働災害 
転倒災害 

労 災 保 険 

労働災害の場合は、 
必ず労災保険を 
請求しましょう 

お仕事でのケガには お仕事でのケガには 
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　労働行政における施策の推進に顕著な功績のあった方に
対する厚生労働大臣表彰の受賞者に富山県内では女性とし
て初めて梅田ひろ美氏が選ばれ、１１月２７日（木）、県庁にお
いて伝達式が行われました。 

梅田ひろ美氏 
　梅田氏は、平成１５年４月から現在まで１１年間にわたり、
労働委員会委員として、労使関係の安定に尽力されました。 

　「高年齢者雇用安定法」により、すべての事業主は高年齢者の６５歳までの安定した雇用を確保す
るため、定年制の廃止、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入のいずれかの措置の導入・実施（以
下「雇用確保措置」という。）が義務づけられています。 
　富山労働局では、平２６年６月１日現在の３１人以上規模企業１，６９７社について、高年齢者雇用状況
報告書により、雇用確保措置の実施状況等を取りまとめました。 

高年齢者雇用確保措置の実施状況 
○雇用確保措置の実施状況 
　雇用確保措置の実施企業の割合は９８．６％（前年比８．０ポイント上昇）で、全国平均９８．１％を０．５ポイント
上回っている。 
 
 
 

○希望者全員が６５歳まで働ける企業 
　希望者全員が６５歳まで働ける企業の割合は６７．５％（前年比３．２ポイント上昇）で、全国平均７１．０％を３．５
ポイント下回っている。 
 
 
 
 

○７０歳まで働ける企業 
　７０歳まで働ける企業の割合は２６．９％（前年比２．１ポイント上昇）で、全国平均１９．０％を７．９ポイント
上回っている。 
 
 
 

定年到達者の状況 
　３１人以上規模の６０歳定年企業における定年到達者のうち、定年後の継続雇用を希望し継続雇用さ
れた者は８１．５％、継続雇用を希望したが基準に該当せず離職した者は０．０３％、継続雇用を希望しな
かった者は１８．５％となっている。 

平成26年「高年齢者の雇用状況」集計結果 
県内31人以上規模企業の「高年齢者雇用確保措置」実施割合は98.6％とさらに進展 

① 実施済み ② 未 実 施  ①＋②　合　　計 

企業数（比率） １，６７３社（９８．６％） ２４社（１．４％） １，６９７社（１００．０％） 

企業数（比率） ３１社（１．８％） １６２社（９．５％） ９５３社（５６．２％） １，１４６社（６７．５％） 

① 定年制の廃止 

３１人以上 
規模企業 

定　年 
到達者 
総　数 

 ３，１６４人 ５８５人 １８．５％ ２，５７９人 ８１．５％ ２，５７８人 ８１．５％ １人 ０．０３％ 

定年による離職者数 
（継続雇用を希望しなかった者） 

継続雇用を希望した者 継続雇用者 
継続雇用を希望したが基準に 
該当しないことによる離職者 

② ７０歳以上定年 ③ ７０歳以上継続雇用 ①＋②＋③　合計 

定年制の廃止 ６５歳以上定年 
希望者全員 

６５歳以上継続雇用 合　　計 
① ② ③ ①＋②＋③ 

企業数（比率） ３１社（１．８％） ８社（０．５％） ４１７社（２４．６％） ４５６社（２６．９％） 

平成26年「高年齢者の雇用状況」集計結果 

梅田ひろ美氏に
　　　　　厚生労働大臣表彰
梅田ひろ美氏に
　　　　　厚生労働大臣表彰
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「障害者雇用納付金制度」の対象企業が拡大されます。 

障害者雇用納付金制度の詳細、各種助成金について知りたい 

蘆独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ（http://www.jeed.or.jp/）をご覧
いただくか 

蘆富山高齢・障害者雇用支援センターにお問合せください。薊０７６－４７１－７７７０ 

障害者雇用に関して相談したい。職業紹介を行ってほしい 

蘆最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）にお問合せください。 

障害者雇用の具体的な進め方などを相談したい 

蘆富山障害者職業センターにお問合せください。薊０７６－４１３－５５１５ 

＊障害者雇用を検討しておられる事業主や、すでに障害者を雇用しておられる事業主の支援ニー
ズに応じて、採用計画立案から雇用管理に至るまで体系的な支援を行っています。 

※障害者雇用納付金制度とは・・・ 
　障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水準を引
き上げることを目的に、障害者雇用納付金（「納付金」）の徴収、障害者雇用調整金（「調整金」）、報奨金、
各種助成金の支給を行う制度です。 

「障害者雇用納付金制度」の改正に伴う制度適用等のスケジュールについて 

「障害者雇用納付金制度」の対象企業が拡大されます。 
～平成２７年４月から、常時雇用している労働者数が１００人を超える事業主が対象となります～ 

　平成２０年に障害者雇用促進法改正法が成立し、障害者雇用納付金制度の対象事業主が
段階的に拡大されています。 
　（改正の目的） 

　中小企業における障害者雇用状況の改善が遅れており、地域の身近な雇用の場で
ある中小企業の障害者雇用の促進を図る必要がある。 

 
 
 
　平成２８年４月から、前年度（平成２８年度は、平成２７年４月から平成２８年３月まで）の
雇用障害者数をもとに、 
　○ 納付金の申告を行っていただきます。 

　○ 障害者の法定雇用率を下回る場合は、納付金を納付する必要があります。 

　○ 障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます。 

適用対象になると 

障害者雇用の取組み等、早めの準備をお願いいたします。 

障害者雇用の取組みについてのお問合せ先については、下記をご覧ください。 

■ 制度適用から申告・納付開始までのスケジュール 

平成２５年４月 
　　～平成２７年３月 

平成２７年４月 
　　～平成２８年３月 

平成２８年４月～ 

適用対象となる 
事業主の範囲 

常時雇用する労働者数が 
２００人を超える事業主 

常時雇用する労働者数が 
１００人を超える事業主 

問合せ先 

「障害者雇用納付金制度」の対象企業が拡大されます。 
※ 

お知ら
せ 

申告・納付開始 

障害者雇用の取組み等、早めの準備をお願いいたします。 



（7） 労　働　と　や　ま 平成26年12月 

県では、障害のある人の雇用を予定している企業の現場を活用した実践的な職業訓練を実施しています。 

　詳しいことは、富山県技術専門学院（薊０７６－４５１－８８０３）、富山県職業能力開発課（薊０７６－４４４－３２６０）、

または最寄りのハローワークへお問い合わせください。 

 訓練の受入れに係る手続き ①ハローワークへの申込 
  　・障害者の雇用を前提とした職業訓練を希望する場合は、ハローワークへ求人申込 
  　　を行います。 
  　・ハローワークから就労を希望する障害者の紹介を受けます。 
  ②県との委託契約 
  　・県と職業訓練の委託契約を締結し、契約締結後、訓練を実施します。 
  　・訓練修了後、訓練実施報告書を県に提出し、県から委託料の支払いを受けます。 
  　　〔委託料：１人１月当たり６４，８００円（上限、税込）〕 

 訓練のメリット 蘆正式採用前に本人の適性・人柄が確認できます。 
  蘆障害のある人にとっても、仕事の内容等が自分に合うか確認できます。 
  蘆訓練期間中の賃金支払いは不要です。 
  蘆富山県技術専門学院が訓練カリキュラムや訓練の実施をバックアップします。 

障害のある人の雇用をお考えの企業の採用担当の皆様へ 

　富山労働局では個別労働紛争（労働関係についての個々の労働者と事業主との紛争）の未然防止や迅速
な解決の促進を目的とする「個別労働紛争解決制度」を運用しています。 
　平成２６年度上半期（４月～９月）の制度の運用状況は以下のとおりです。 

◆総合労働相談件数 ３，４１４件 （前年度同期比 ８３ 件（ ２．５％）増加） 

　うち民事上の個別労働紛争相談件数 ９８７件 （　　同 ２５ 件（ ２．６％）増加） 

◆助言・指導申出受付件数 ３５件 （　　同 ▲３ 件（ ７．９％）減少） 

◆あっせん申請受理件数 ２４件 （　　同 ４ 件（ ２０．０％）増加） 

（１）相談件数は微増、助言・指導及びあっせんは前年度と同水準 
　総合労働相談件数及び民事上の個別労働紛争に係る相談件数は、ともに前年度同期に比べわずかに
増加しました。 
　助言・指導申出受付件数及びあっせん申請受理件数は、前年度同期とほぼ同水準でした。 

（２）相談内容は引き続き「いじめ・嫌がらせ」がトップ 
　民事上の個別労働紛争相談の内容は、多いものから順に「いじめ・嫌がらせ」２５０件（全体に占める
割合１４．２％）、「解雇」２３５件（同１３．３％）、「自己都合退職」２０９件（同１１．９％）となり、前年度同期に引
き続き「いじめ・嫌がらせ」がトップとなりました。 

（３）迅速な処理 
　助言・指導は、申出のあった３５件すべてを受付後１０日以内に処理しました。 
　あっせんは、申請のあった２４件すべてを２か月以内に処理し、うち１９件（７３．１％）は１か月以内に処
理を終了しました。 

　使用者の方からの制度利用にも応じていますので、富山労働局企画室（薊０７６－４３２－２７２８）、または各労働基

準監督署に設置されている総合労働相談コーナーへお気軽にご相談ください。 

個別労働紛争解決制度の運用状況について 

訓練概要 コース 特別支援学校早期訓練コース 実践能力習得コース 

対　象 特別支援学校高等部等において 
就職を希望する生徒 

訓練期間 標準１か月 

障害のある人で就職に向けての 
就業意欲の高い方 

標準３か月 

※訓練実施の際には、指導担当者の配置をお願いします。 

平成２６年度上半期の相談、助言・指導、あっせん件数 

障害のある人の雇用をお考えの企業の採用担当の皆様へ 
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職業訓練指導員養成講習会のご案内 
　　　（４８時間講習） 

　この講習会は、職業訓練指導員として必要な知識及び指導技法の修得を目的として、
職業能力開発促進法に基づき実施するものです。 
　講習修了者は、申請により「職業訓練指導員免許」が取得できます。 

日　　時  ● 平成２７年２月１０日（火）、１２日（木）、１３日（金）、 
 　　　　　　１８日（水）、１９日（木）、２０日（金）の６日間 
 各日とも９：００～１７：３０（休憩１３：００～１３：３０） 

場　　所  ● 富山市職業訓練センター（富山市向新庄町１－１４－４０） 

定　　員  ● ４０名 

申込期間  ● 平成２７年１月５日（月）～１９日（月）（土・日及び祝日を除く） 
 事前に電話等で受講資格及び受付状況を確認願います。 

受講資格  ● 技能検定１級・単一等級の合格者及び免許職種に関する学科・訓練科を 
 修めて卒業（修了）し、一定以上の実務経験を有する者 

免許職種  ● １２３職種 

講習内容  ● 職業訓練原理、教科指導方法、確認テスト　等　　計４８時間 

受 講 料  ● １６，０００円（テキスト代含む） 

平成２６年度 職業訓練指導員養成講習会のご案内 
　　　（４８時間講習） 
職業訓練指導員養成講習会のご案内 
　　　（４８時間講習） 

申込み及び問合せ先 

富山県職業能力開発協会 
　　〒９３０－００９４　富山市安住町７－１８　安住町第一生命ビル２階　薊０７６－４３２－９８８６ 

富山県（地域別）最低賃金 

富 山 県 の 最 低 賃 金 

◎詳しいことは、富山労働局賃金室または富山、高岡、魚津、砺波の各労働基準監督署にお尋ねください。 

時間額 発効年月日 

特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金 

洋紙、板紙、学用紙製品製造業 

高炉によらない製鉄、製鋼・製鋼圧延業 

アルミニウム第２次製錬・精製業、アルミニウム・同合金圧延業、アルミ
ニウム・同合金鋳物、アルミニウム・同合金ダイカスト、金属製サッシ・
ドア、建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製品製造業 

玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、
金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具
製造業 

百貨店，総合スーパー 

自動車（新車）小売業 

728円 
705円 

〈日額：5,637円〉 

753円 
〈日額：6,024円〉 

平成７年１１月２４日 

平成１０年１２月２６日 

779円 

820円 

760円 

790円 
769円 
 

平成２５年１２月２８日 

平成２６年１１月１９日 

平成２６年１２月１１日 

平成２６年１１月１５日 

平成２３年１月２０日 

平成２６年１０月１日 

平成２６年度 富山県の最低賃金  

※富山県（地域別）最低賃金と特定（産業別）最低賃金の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃
金を支払わなければなりません。「富山県洋紙、板紙、学用紙製品製造業最低賃金（時間額７０５円、日額５，６３７円）」が適用される
労働者は、富山県（地域別）最低賃金の金額以上の賃金を支払わなければなりません。 

平成２６年度 

※ 
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富山県  中小企業の働く魅力発信サイト 

★毎週金曜日午後２時からポリテクセン
ター富山で、職業訓練（施設内訓練）の
見学会を行っています。 

　連絡不要です。直接おいでください。 
　１２月２６日まで行っています。 

電 気 保 全 技 術 科  
（橋渡し訓練付＋若年者コ－ス）※ 

１５ 
電気の基礎を学び、回路図の読み方や機器の名前と役割を、生産工場で多く用いられている
ＰＣ（プログラマブルコントローラ）の知識を学び、実習により、工作機械や生産ラインの
制御設計に関する技能と知識を習得します。 

訓　練　科　名 定員 訓 　 練 　 内 　 容  

募集期間蜷１１月１９日（水）～１２月１８日（木）　コース説明会蜷１２月２日（火）　選考日蜷１２月２５日（木） 
訓練期間蜷平成２７年１月２２日（木）～７月３１日（金） 

平成２６年度（１・３月入所） 

離職者訓練受講生募集のお知らせ 
ポリテクセンター富山 

　本訓練は、離職した方または転職を希望する方が、早期に再就職できるよう実践的な知識と技能を習得
することを目的としています。平成２７年１・３月に開講する次のコースを募集します。 

７ヶ月コース 

工場電気設備設計施工科 １８ 
電気設備、自動火災報知設備、通信設備の工事・保守に必要な技能と知識を習得します。また、生産
機械の制御及びそれらの操作を行う制御盤の加工、配線に関する知識を学びます。さらに、６ヶ月の
訓練で習得した技能と知識を活用し、仕様指示に基づき工場等の電気設備・動力配線工事の設計・製
作を行い、電気工事や制御盤製造等の職務内容に対応できる技能と知識を習得します。 

募集期間蜷平成２７年１月７日（水）～２月５日（木）　コース説明会蜷１月２０日（火）　選考日蜷２月１２日（木） 
訓練期間蜷平成２７年３月４日（水）～１１月２５日（水） 

９ヶ月コース 

（　　　　　　　　） 
◆詳細については、当センターまたは各公共職業安定所窓口へお問い合わせください。 

問合せ先 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 
富山職業能力開発促進センター（ポリテクセンター富山）訓練課受講者第一係 
　　　〒９３３－０９８２　高岡市八ヶ５５　薊０７６６－２８－６９０２（直通）　蕭０７６６－２３－６４４５ 
　　　ホームページ蜀 http://www3.jeed.or.jp/toyama/poly/

　県では、学生と中小企業との雇用の
ミスマッチ解消に向け、学生に県内中
小企業の特徴やＰＲポイントを伝える
ウェブサイト「富山県  中小企業の働
く魅力発信サイト」を公開しています。 
　企業情報やイベント情報は今後随時
更新していきます。自社の魅力を学生
にＰＲする場として是非ご活用いただ
きたいと考えていますので、掲載を希
望される中小企業の方は、下記のウェ
ブサイト「掲載申込みフォーム」から
ご登録ください。 
 

■ウェブサイトの名称・ＵＲＬ 

　富山県  中小企業の働く魅力発信サイト「ちゅ～なび」 
　　　　蜀http://www.chu-navi-toyama.jp/ 
■掲載申込み方法 

　掲載を希望される中小企業の方は、「ちゅ～なび」トップペー
ジにある「掲載を希望する中小企業の方へ」をクリックして、掲
載申込みフォームに、企業概要・メッセージを入力してください。 

■「ちゅ～なび」の内容 

　・県内中小企業の紹介（ＰＲ動画の掲載も可能） 
　・中小企業で働く魅力の紹介 
　・中小企業からのメッセージ 
　　（現場で働く従業員の生の声や経営者からのメッセージなど） 
　・表彰企業の紹介（「富山県ものづくり大賞受賞企業」等） 

問合せ先 富山県労働雇用課　薊０７６－４４４－８８９７　蕭０７６－４４４－４４０５ 

※橋渡し訓練付＋若年者コース……… 
　基礎的な職業訓練（橋渡し訓練）を約１ヶ月実施し、その後電気保全技
術科の訓練を約６ヶ月実施します。なお、若年者コース（若年者デュアル
訓練）とは、おおむね４０歳未満の求職者、パート、アルバイト等の不安
定な就労から早期安定就労を希望している方々等を対象として、再就職
に必要な技能・知識の修得及び実践的な能力の向上を図るため。６ヶ月
の訓練期間中のうち、『約４ヶ月の施設内訓練』と『約２ヶ月の企業実習』
を組み合わせた訓練を実施します。 

「ちゅ～なび」 「ちゅ～なび」 「ちゅ～なび」 への 
掲載企業を募集しています！！ 

『ちゅ
～なび

』への
 

情報掲
載料は

 

無料で
す。 



（10） 労　働　と　や　ま 平成26年12月 

「労働とやま」は、ホームページからもご覧いただけます蜀http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1303/kj00005005.html

年　月 全　産　業 
月 平 均 賃 金（規模３０人以上） 労働異動率 

製　造　業 製　造　業 
定　期 特　別 定　期 特　別 入職率 離職率 

職 業 紹 介 状 況（季節調整値） 
有　　　　　　効 

求人数 求職者数 求人倍率 
就職件数 

　「職業紹介状況の年欄は年度合計を表す。また同欄は「パートを含み ,学卒を除く」の数値を使用。資料は、県統計調査課 
「毎月勤労統計調査地方調査月報」、富山労働局職業安定課「労働市場速報」による。 

   円 円 円 円 ％ ％ 人 人 
 ２１  ２６３，４０９ ４８，９５７ ２７２，４４５ ４８，７５８ １．０５ １．３２ １５４，７１２ ３０１，８９７ ０．５１ ２５，００２ 
 ２２  ２６２，３４１ ４９，６０７ ２８１，１２７ ５６，８２０ ０．９３ ０．８８ １９３，４３５ ２５８，６３７ ０．７５ ２６，５５７ 
 ２３  ２６３，７４１ ５３，７９３ ２８５，６８９ ６４，５４２ ０．８７ ０．９３ ２２１，５１２ ２４５，６７１ ０．９０ ２６，２２０ 
 ２４  ２７１，０６９ ５５，８０７ ２９６，０４５ ６６，８３８ ０．９１ ０．８７ ２３９，７１２ ２４１，６０６ ０．９９ ２５，７２９ 
 ２５  ２７１，７７６ ５８，３９５ ２９７，２３８ ７２，１２４ ０．８５ ０．８５ ２６９，９５８ ２２２，４７３ １．２１ ２４，５９４ 
 ２６ ４ ２７７，３４７ ４，７５６ ３０４，９４７ ６，４８３ ３．６２ １．１５ ２４，１３２ １７，２９０ １．４０ ２，３１０ 
  ５ ２７３，１６０ ９，９４１ ３０２，８６７ ９１２ ０．８８ ０．７８ ２３，８４１ １７，２９０ １．４０ ２，００６ 
  ６ ２７１，８２２ １７１，０４６ ２９９，４９９ １６８，８１７ ０．９９ １．５４ ２４，１５１ １７，０２４ １．４２ ２，０００ 
  ７ ２７３，０３４ １６５，８６６ ３０３，８４３ ２９３，６２６ ０．６６ １．１０ ２３，４０８ １７，０２７ １．３７ １，８２８ 
  ８ ２７２，３６０ ５，８６１ ３０３，５１１ ３，６８７ ０．７０ １．１１ ２３，２１５ １７，３６８ １．３４ １，５４３ 
  ９ － － － － － － ２２，９２９ １７，４２３ １．３２ １，９２５ 

富 山 県 労 働 経 済 指 標  

発 行：富山県商工労働部労働雇用課 

従業員の方の 
技能向上を支援する 

　富山県内の各認定職業訓練校では、平成２７年度の訓練生を募集しております。 
　認定職業訓練校とは、板金、大工、左官、井波彫刻、自動車整備、電気工事などの職種において、専門
的な技能・技術を有する従業員を育成するため、知事が認定し事業主等が運営する職業訓練校であり、県
内では、下記の職業訓練校で意欲あふれる訓練生が働きながら技能・技術を学んでいます。 
　詳細については、富山県職業能力開発課（薊０７６－４４４－３２６０）または各認定職業訓練校までお問い合わせ
ください。 

■入校することができる方 
義務教育修了以上で、職業訓練校を運営する各団
体の構成事業所に勤務している方 
　※年齢、性別は不問です。 

■訓練の種類 
　 普通課程（基礎的な技能・知識を習得させる長期間の訓練） 
　　　　……………訓練期間１～３年 
　 短期課程（技能検定対策などの短期間の訓練） 
　　　　……………訓練期間１２時間以上６ヶ月以下 

■修了生の特典（普通課程のみ） 
藺知事の認定修了書が交付されます。 
藺修了時に実施される技能照査に合格すると、技
能士補となり、国家試験の技能検定２、３級及
び単一等級の学科試験が免除されます。 

藺国家試験の技能検定１～３級及び単一等級の受
検に必要な実務経験が短縮されます。 

藺職業訓練指導員試験の受験に必要な実務経験年
数が短縮されます。 

藺その他関連する国家試験等の受験や免許取得に
おいて有利になる場合があります。 

■入校時期 
　 普通課程  平成２７年４月 
　 短期課程  訓練コースにより異なります。 

■入校・見学の申込方法 
直接、各認定職業訓練校へお問い合わせください。 
※ＨＰ「職人のしごと－富山で働く職人たち－」 
　（http://www.gisen-toyama.ac.jp/toyama-craftsman/）
でも認定職業訓練校を紹介しています。 

富山県の認定職業能力開発施設一覧（平成２６年度） 

富山板金高等職業訓練校  
高 岡板金高等職業訓練校  
砺 波板金高等職業訓練校  
富 山建築高等職業訓練校  
高 岡建築高等職業訓練校  
魚 津建築高等職業訓練校  
砺 波建築高等職業訓練校  
オダケホーム建築技能センター 
富山県左官高等職業訓練校 
富 山 県 林 業 カ レ ッ ジ  
井波木彫刻工芸高等職業訓練校 
富 山 県 労 働 基 準 協 会  
富 山 県自動車整備振興会  
北陸電気工事　職業能力開発校 

 塑性加工科 普通 富山市上赤江町２－８－５１ ０７６－４３１－４９４８ 
 塑性加工科 普通・短期 高岡市野村９２０ ０７６６－２４－６０５７ 
 塑性加工科 普通・短期 砺波市苗加７６０ ０７６３－３３－６３７７ 
 木造建築科 普通・短期 富山市西荒屋２５－４ ０７６－４２８－８２７８ 
 木造建築科 普通・短期 高岡市野村９２０ ０７６６－２４－６０５７ 
 木造建築科 普通・短期 魚津市北鬼江大沢３１３－３ ０７６５－２２－５０７８ 
 木造建築科 短期 砺波市豊町２－１６－１２ ０７６３－３２－５７７８ 
 木造建築科 普通 射水市西高木１１８４ ０７６６－５５－４１０３ 
 左官・タイル施工科 普通 富山市館出町１－１１－４ ０７６－４３２－０２０３ 
 林業機械運転科 短期 富山市舟橋北町４－１９ ０７６－４４１－５２９３ 
 木材工芸科 短期 南砺市井波７００－１１１ ０７６３－８２－０１９６ 
 玉掛科　他 短期 富山市金屋字川端７６７－３０ ０７６－４４２－３９６６ 
 自動車整備科 短期 富山市新庄町字馬場２４－２ ０７６－４２５－０８８２ 
 電気工事科・送配電科 普通 富山市東黒牧字上野山割２０６ ０７６－４８３－４５４５ 

校　　　　　名 科　　名 訓練課程 住　　　所 電話番号 

従業員の方の 
技能向上を支援する 認 定 職 業 訓 練 校 のご案内 


