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多様な人材の活用 
～女性役職者・定住外国人～ 

今号のテーマは『多様な人材の活用』です。 
昨年６月に閣議決定された『ニッポン一億総活躍プ

ラン』には、一億総活躍社会の意義として“人生は十

人十色であり、価値観は人それぞれである。一億総活

躍社会は、女性も男性も、お年寄りも若者も、一度失

敗を経験した方も、障害や難病のある方も、家庭で、

職場で、地域で、あらゆる場で、誰もが活躍できる、

いわば全員参加型の社会”とあります。 

少子高齢化が進行し、労働力人口が減少する中で、

人材確保と労働生産性の向上は喫緊の課題であり、そ

のためには女性や外国人などの多様な人材の活用と、

それぞれの価値観やライフステージに合わせて、多様

で柔軟な働き方ができる職場環境整備が重要となっ

ています。 

これらの課題解決に向けて、労働政策課では、女性

リーダーを育成するためのセミナー、定住外国人の就

業・定着支援、働きやすい職場づくりを学ぶ視察研修、

労働関係法令を正しく学び実務に活かしてもらうセ

ミナーなどを実施しており、今号ではこれら４つを特

集としてご紹介します。 
詳しくは次ページ以降をご覧ください！ 
今年もいきいきと働くことのできる職場づくりに

役立つ情報を発信していきますので、どうぞよろしく

お願いします。 



 
 

女性の活躍推進に当たっては、「仕事と家庭の両立」

ができるよう働き方を見直すこと、女性自身が「意欲」

と「能力」を高めることが重要です。 
当セミナーでは、女性を対象にしたセミナーに加え、

育成する側の上司等を対象としたセミナーも開催し、

人材育成を総合的に支援しています。 

県では、役職者として働く女性の増加を目的として、

「女性リーダー育成セミナー」を開催しています。 
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

により、常時雇用者数 301人以上の企業には一般事業主

行動計画の策定と届出が義務付けられ、各企業において

女性活躍の取組が行われています。 

 ９/13（静岡）  

９/27（沼津） 

 計 64人                  

・管理職の役割 

・部下の育成、コミュニケーション 

「女性リーダー育成セミナー」レポート 

開催日      10/19（沼津）、10/20（静岡）   

10/25（静岡）、10/26（浜松） 

参加数     計 142人 

内 容    ・役職者への意欲・能力アップ 

・キャリアプランの作成 

 

○女性役職候補者 ・良い刺激になり、前向きに頑張りたい！ 
・これから何をすべきか明確になった。 

○女性役職者  ・役職者の役割、部下育成のポイントがつかめた。 
・振り返ることの大切さを実感した。 

○上司・経営者 ・やる気を引き出す模擬面談が実践的でよかった。 

▲セミナーの様子 

参加者の声 

1 女性役職候補者向け  対 象 2 女性役職者向け＜新規＞ 女 性 部 下 を持 つ 
上 司 ・経 営 者 等 向 け  

９/14（浜松） 

９/28（静岡） 

計 67人 

・女性を活かす組織マネジメント 

・女性部下育成のノウハウの習得 
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１．介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能と

するための制度の整備 

○子の看護休暇の半日単位の取得が可能となりました。 

○有期契約労働者の育児休業の取得要件を以下のとおり

とし、取得要件が緩和されました。  

①当該事業主に引き続き雇用された期間が過去１年 

以上あること 

②子が１歳６ヶ月に達する日までの間に労働契約が満了

し、かつ、契約の更新がないことが明らかでない者 

○特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に  

委託されている子、その他これらに準ずるものについて、

育児休業制度等の対象に追加されました。 

３．妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続

就業しようとする男女労働者の就業環境の整備 

２．多様な家族形態 ・雇用形態に対応した育児期の

両立支援制度等の整備 平成 29 年 1 月 1 日から 
｢改正育児・介護休業法｣が
施行されました。 

○妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・

同僚による就業環境を害する行為を防止するため、  

雇用管理上必要な措置が事業主に義務づけされました。 

○対象家族１人につき、３回を上限として、通算93日まで、

介護休業を分割取得することが可能となりました。 

○介護休暇の半日単位の取得が可能となりました。 

○介護のための所定労働時間の短縮措置等を、介護休業

とは別に利用開始から３年の間で、２回以上の利用が 

可能となりました。 

○所定外労働の免除が、介護終了までの期間について 

請求することのできる権利として新設されました。 

○有期契約労働者の介護休業取得要件が緩和され  

ました。 

《改 正 の概 要 》 

【お問い合わせ】 
静岡労働局 雇用環境・均等室 TEL：054-252-5310 

静岡労働局からのお知らせ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Topic 
特集 

女性の意欲・能力アップを応援しています！ 



 
 

定住外国人就業・定着システム構築事業 

静岡型定住外国人就業・定着システム構築事業 

◎事業の概要 

・企業・外国人双方のニーズ・要望調査 
・就職マッチング 

・企業・外国人双方への教育訓練の実施 

・アドバイザー派遣による職場定着サポート 

◎ 外国人を雇用したい事業主の皆様へ 

◎ 正社員として働きたい外国人の皆様へ 

本事業にご興味がありましたら、 

(公財)静岡県国際交流協会まで御連絡ください。 

(1)日本語や日本文化等の理解を深める機会の提供 

(2)地域住民と共生できるよう社会参画機会の確保 

(3)子どもの保護者としての外国人労働者の責任に配慮 

(4)労働関係法令の遵守 

(5)法令遵守の観点から取引先･調達先選定 

(6)憲章理念を社内･グループ企業及び取引先に周知 

 

【 

静岡県では、県内に居住する外国人及び日本人が

相互の理解と協調の下に安心して快適に暮らせる多

文化共生の地域づくりの一環として、平成 24年 2月

に「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を

促進するための憲章」を策定しました。 

この憲章では、企業は外国人労働者の多様性にも

配慮し、安全で働きやすい職場環境確保をはじめと

する右記の事項に自主的に取り組むことを努力目標

としています。 

外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章 

多文化共生課からのお知らせ 

＜※身分又は地位に基づく在留資格＞ 
在留資格 該 当 例 
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者 
日本人の 
配偶者等 

日本人の配偶者・子・特別養子 

永住者の 
配偶者等 

永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で

出生し引き続き在留している子 

定住者 
第三国定住難民、日系３世、 
中国残留邦人 等 

【お問い合わせ】 
 静岡県経済産業部労働政策課 
 TEL:054-221-2817 

 
公益財団法人静岡県国際交流協会（業務委託先） 
TEL:054-202-3411 

【お問い合わせ】 
静岡県地域外交局多文化共生課 
TEL:054-221-3316  

静岡県は、日系人や日本人・永住者の配偶者等、就労制

限のない「身分又は地位に基づく在留資格」（※）を持つ外

国人が多いという地域特性があります。 
県では、就労制限のない在留資格を持ち、長期間日本に

在住している外国人が正社員として活躍できるよう、就業

と職場定着を支援する「静岡型定住外国人就業・定着シス

テム構築事業」を実施しています。 
 外国人の活躍事例を紹介し、より多くの企業に雇用され

るよう、先進企業による事例報告会を開催しました。 

「あなたの会社にも外国人正社員！」 

外国人正社員雇用・先進企業事例報告会 

○日時 平成 28年 10月 18日（火） 

○場所 静岡県男女共同参画センター 

○参加 50人 

○先進企業の事例報告 

『外国人人材の活用 外国人正社員を迎えて！！』 

株式会社鈴与カーゴネット浜松     取締役 大鐘進嗣 氏 

      外国人社員 森 チアゴ 保 氏 

＜報告内容(抜粋)＞ 

・トラック運転手として日系ブラジル人６人を雇用 

・運転手の不足や高年齢化により、外国人や女性など 

採用の多様化を図っている。 

・言葉の壁があるため、同乗研修の期間を日本人より 

も長く設定し、運行経路や地図、関係者の連絡先な 

ど、運転業務に必要な基本情報 

をポルトガル語に翻訳して配布 

するなど工夫している。 

▲報告会の様子 

 
Topic 
特集 

外国人正社員雇用・先進企業事例報告会を開催しました！ 



 
 

(株)たこ満の平松季哲社長の奥様で、社長 

とともに経営に携わってこられた平松きよ子 

相談役に、同社の下記のような取組について 

講演いただきました。 

○デイリーニュース 

各店舗では、日々の気付きや思い、提案などを日報に

記入し、毎日本社に送っています。集まった日報から情報

を抜粋し、「アンサー」を付けて、「デイリーニュース」として

発行しています。これにより、現場の貴重な情報を全員で

共有することができます。 

それぞれに付けられるアンサーには、同社の経営理念

「ひとりのお客様の満足とひとりの社員の幸せ」の落とし

込みをして、その浸透を図っています。 

○経営計画書 

パートの社員も含め、社員全員が「経営計画書」を持っ

ています。経営計画書には目標が記載され、毎月、振り返

りや意見、提案などを記入します。社員の経営計画書は、

店長（製造部はリーダー）、部署内上司と社長が読み、コメ

ントを返しています。 

経営計画書を通じた社員一人一人とのやりとりも、経営

理念の浸透につながっています。 

○ありがとうカード 

ありがとうの気持ちをカードに書いて贈り合う取組を行っ

ています。もらったカードよりも贈ったカードにこそ価値が 

あるという考えから、カードは複写式になっており、贈った

カードが手元に残る仕組みになっています。カードを書く

ことにより仲間への感謝の気持ちに 

気付くようになります。 

○誰もが働きやすい職場づくり 

社員の 90％が女性で、勤務はシフト制です。シフトを組

む際に子どもの学校行事や自治会の仕事などがあれば、

前月に申請をして調整することができます。 

産休・育休を取得した後は、パートとして勤務し、その

後、正社員に戻ることも可能です。 

○新たな取組 

「障害のある方たちと一緒に働きたい」という思いから、

平成28年３月に掛川市内にビュッフェレストランをオープン

し、障害のある方でも無理なく自分のペースで働けるよう

柔軟な勤務体系にしています。 

いきいき職場づくり企業視察研修レポート 
Topic 
特集 

株式会社 たこ満 飯田工業薬品株式会社・芙蓉化成株式会社 

一人一人の社員が輝く職場づくり 人材を人財に変えるためにワーク・ライフ・バランスに取り組む 

働きやすい職場づくりを体感！講演概要をご紹介します。 

いきいきとした職場づくりによりワーク・ライフ・バランスを実践されている企業を視察訪問し、企業の取組

や制度について学ぶ研修会を開催しました。ここでは、講演の概要をご紹介します。 

飯田工業薬品(株) ・芙蓉化成(株)の飯田悦郎 

社長に、ワーク・ライフ・バランスに取り組む理由 

について講演いただくとともに、社員の方々 

から取組事例を紹介いただきました。 

○ワーク・ライフ・バランスに取り組む理由 

ワーク・ライフ・バランスの基本的な考え方は、「社員の多様

なライフスタイルを認め、会社が支援する」です。市場が

縮小する中で企業を継続させるためには、いかに社員に

働く意欲を高く持って仕事に取り組んでもらうかが重要で

す。そのために働く時間と、それ以外の時間のメリハリをつ

けて、働いている時間の密度を高めるためにもワーク・ライ

フ・バランスの考え方が必要です。 

ワーク・ライフ・バランスというと制度に目が行きがちですが、

実は職場風土や情報共有が大切です。職場風土を変え

るのは簡単ではありませんが、社員間で思いやりの心を持

つようになれば休みの人のフォローを他の社員が積極的

にやってくれます。それと同時に、ＩＴを活用した情報共有 

システムと、アナログな日頃のコミュニケーションが重要です。 

○実行計画 

毎年１月に上半期の目的や目標、施策等を記した実行

計画シートを各チームで作成し、７月にその振り返りと、見

直しを行っています。これが仕事をする上でのマップになり、

毎月検証することによってＰＤＣＡサイクルを回しています。 

○環境整備 

毎朝 15 分間、チームに分かれて、決められたエリアを、

清掃や整理整頓等の改善活動により整備しています。 

毎月１回、整備結果の点検を実施し、優勝チームには

賞品を贈ります。部署混合のチーム編成のため、良いコミュ

ニケーションの時間にもなり、チームで協力することや、小

さな問題にも気付く習慣づくりにもつながっています。 

《芙蓉化成株式会社の取組》 

芙蓉化成(株)の環境整備は７年程前から始まり、徐々に

取組が充実し、細部にまで改善が行われるようになりまし

た。今年から女性活躍を進めていく上での足掛かりとして、

チームリーダーに女性を任命しています。 

環境整備の点検作業を視察しましたが、 

床の塗り替えからブラインドの修理に至る 

まで改善がなされていました。 

  



 
 

  
 

テ ー マ 労働法制の基礎 多様な働き方に関する法律 労務管理・職場環境に関する法律 

日  程 

（10：00～16：30） 

9/6(東部)、9/7(西部)、

9/8(中部) 

9/12(東部)、9/15(西部)、

9/29(中部) 

10/6(西部 )、 10/7(東部 )、

10/13(中部) 

内  容 
◇労働契約、就業規則 

◇賃金・労働時間   等 

◇最新の労働問題 

◇パート・有期労働  等 

◇安全衛生・健康管理 

◇労働災害    等 

講  師 
静岡大学准教授 

本庄淳志氏 

静岡労働局職員 

労働施策アドバイザー 

社会保険労務士 

鳥山茂氏 

 人601 人221 人59 数者講受

2016.1 vol.16 

労働問題を正しく学んで、実務に活かそう！ Topic 
特集 

労働委員会からのお知らせ 

～労働委員会が円満な紛争解決を 
お手伝いします～ 

静岡県労働委員会は、労働組合法に基づき、労使の

紛争解決を支援するために設けられている専門的な行

政機関です。 

公益を代表する委員、労働者を代表する委員、使用

者を代表する委員の三者が紛争当事者の間に入り問題

解決のお手伝いをします。 

労使問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。 

労使のいずれからでも相談することができます。 

○労働者個人と使用者との間のトラブルについて 

「あっせん」を実施しています。 

※申請先：東部・中部・西部の各県民生活センター 

○労働組合と使用者との間の紛争について「あっせん」

や不当労働行為の審査・救済を行っています。 

「労働法セミナー」は、労使双方及び県民一般の労働問

題に対する理解を得ることなどを目的に実施しています。

その歴史は古く、 昭和 27 年度に「労働学院」の名称でス

タートし、平成 12 年度から現在の「労働法セミナー」に改称

しました。 

今年度からは、内容の見直しや申込み方法をテーマ選択

型に変更するなどして、より時宜に適った参加しやすいセミ

ナーにリニューアルしました。 

リニューアルの結果、企業の労務管理担当者から一般

県民の方まで、昨年を 100 人以上上回る、延べ 323 人に

参加いただき、最新の労働問題や関係法令はもちろんの

こと、裁判例や具体例、事例研究を交えながら、条文の解

釈や違法性のポイント、労使トラブルを防ぐために注意す

べきことなどを学んでいただきました。 

労働法セミナーレポート 

静岡労働局と雇用対策協定を
締結しました! 

 静岡県と静岡労働局が連携して雇用対策を講じ

るため、「雇用対策協定」を平成 28年 12月１日に

締結しました。 

○協定内容 

１ 施策を推進するための「事業計画」を毎年度策定 

２ 事業計画の策定及び実施状況の評価を行うため 

の運営協議会を設置 

３ 知事と労働局長の相互要請・対応の仕組み 

○事業計画の概要 

１ 多様な求職者に対するﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽの就労支援 

２ 若年者に対する就労支援 

３ 「働き方改革」の推進と女性の活躍促進 

４ 地域創生に向けた人材の確保・育成、雇用創出 

５ 障害者の就労支援 

６ 高年齢者の就労支援 

７ 公的職業訓練を活用した人材育成及び就職支援 

※詳細は課 HP を御覧ください。 

Information 
お知らせ 

【お問い合わせ】 

静岡県労働委員会事務局調整審査課 

TEL：054-221-2286 

・具体例を混ぜながらの講義で面白かった。 

・関心の高いテーマを中心にレクチャーして

いただき、メリハリのあるセミナーだった。 

・現場重視の話し方（講義）がよかった。 

受講者の声 

▲セミナーの様子 



 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会 館 
沼津労政会館 

(沼津市高島本町 1-3) 

静岡労政会館 

(静岡市葵区黒金町 5-1 ) ４階 

浜松労政会館 

(浜松市中区東伊場 2-7-1) ７階 

講 座 名 

アンガーマネジメント講座 

・自分の怒りとうまく付き合い

ましょう。 

コピーライティング講座 

・伝わるコミュニケーションスキ

ルを身に付けましょう。 

アドラー心理学入門講座 

・アドラーの勇気づけを知ることで

気持ちが楽になる！ 

開 催 日 時 
H29.3/7（火） 

19:00～20:30 

H29.2/9、16（いずれも木曜日） 

19:00～20:30 

H29.2/22（水） 

19:00～20:45 

講 師 
河西陽二氏 

(ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ) 

杉山浩二氏 

(ｺﾋﾟｰﾗｲﾀｰ,ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ) 

前嶋将司氏 

((一社)日本ｺﾝｾﾝｻｽﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ協会

認定講師) 

受 講 料 2,500 円 3,000 円(２回分) 1,800 円 

持 ち 物  具用記筆 具用記筆 具用記筆

お問い合わせ 055-921-5221 054-221-6280 053-454-5491 

Information 
お知らせ 

雇用推進課からのお知らせ 

ライフサポートセンター 
しずおか 

【暮らしなんでも相談】 

相談無料 平日 9 時～17 時 

困った！どうしよう！日常生活で起こるトラ
ブルや悩み事等のご相談に応じます。お気軽に
ご利用下さい。 

◇消費生活、家庭、労働、子育て、介護、年金、
住まい、多重債務、融資だけでなく、生きがい、
生活設計、ボランティアなど、充実して暮らす
ための、生活問題についての相談も結構です。 

◇多重債務、労働関係などの法律問題にも対応し
ます。 

◇相談協力ネットワークを活かし、最適な相談窓
口をご紹介します。 

【お問い合わせ：各地域の相談ダイヤル】 

東部：055-922-3715  中部：054-273-3715  

西部：053-461-3715  中東遠：0538-33-3715 

志太榛原：054-646-6055 岳南：0545-51-3715 

Information 
お知らせ 

○登録方法 

  企業情報・求人情報の登録はインターネットから登録可能

です。「シニア等人材バンク」で検索し、新規登録を行ってくだ

さい。 

「シニア等人材バンク」 
求人情報募集中！ 

【お問い合わせ】静岡県経済産業部 雇用推進課 

TEL:054-221-2811 FAX:054-271-1979 

HP: http://www.koyou.pref.shizuoka.jp/senior/ 

○シニア等人材バンクとは 

経験豊富なシニア等人材と、そうした人材を求める企業との

マッチングを促進するシステムです。双方がインターネット上

に求職・求人情報を公開し、互いに検索・閲覧ができます。 

 

シニア等人材バンク 

利 用 

無 料 

検索 

○企業向け提供サービス 

・シニア向けの求人情報を、インターネット上で公開します。 

・企業が気になる人材には、「しずおかジョブステーション」

を通じて、スカウトできます！（※スカウトをするためには、

ハローワークへの求人登録が必要です） 

・セミナー等の各種イベント情報を提供します。 

～新しい知識を身に付けませんか？～ 

労政会館講座のお知らせ 
静岡県労政会館（沼津・静岡・浜松）では、各種講座を用意して皆様の参加をお待ちしています。 

今回はその中から、各会館一押しの講座を紹介します！詳細は各労政会館にお問い合わせください。 
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広 告 

●共済ショップ沼津店…℡：055-923-6655 ●共済ショップ富士店…℡：0545-64-6031 
 

●共済ショップ静岡店…℡：054-254-6031 ●共済ショップ藤枝店…℡：054-643-6031 
 

●共済ショップ浜松店…℡：053-454-6031 ●共済ショップ磐田店…℡：0538-86-6031 

広 告 



 
 

  

ご意見・ご要望を下記へお寄せください！ 

Information 
お知らせ 

Information 
お知らせ 

産業別最低賃金が 

改定されました 
平成 28 年 12 月 29 日より、特定の産業に適用される

「静岡県産業別最低賃金」が改定され、以下の５産業

において、時間額で 13～15 円引き上げられました。 
 

産業名称 改正金額 

タイヤ･チューブ、ゴムベルト･ゴムホー

ス･工業用ゴム製品製造業 
847 円 

鉄鋼、非鉄金属製造業 882 円 

はん用機械器具、生産用機械器具、業

務用機械器具、輸送用機械器具製造業 
894 円 

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 
866 円 

各種商品小売業 836 円 

 
※上記 5 特定産業以外の静岡県内地域別最低賃金は、平成

28 年 10月５日より、807円となっています。 

【お問い合わせ】 静岡労働局 労働基準部賃金室 
TEL：054-254-6315 FAX：054-221-7038 
HP http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp 

編集後記 

 今年も「しずおか労働福祉情報」を、どうぞよろ

しくお願いいたします。 
 １月は「初春の候」とも言われ、暦の上では春で

すが、まだまだ寒い日が続きます。特に朝方は冷え

込みが激しく、日中も寒い日は働きづらい時もあり

ます。最近は暖かめの服装で仕事をする「ウォーム

ビズ」も普及しているので、積極的に活用したいも

のです。2017 年という新しき年の初めの時期にこそ、

効果的な寒さ対策を一層推進することで、快適な職

場づくりをしていければ、と思います。（横井） 
 
※ちなみに今回の題名は、この歌からの引用です。 

「新しき 年の初めの 初春の 
今日降る雪の いやしけ吉事」  

（『万葉集』読人：大伴家持） 
 

今日降る雪の いやしけ吉事 

労働組合基礎調査結果 

～県内の組合数・組合員数は 

1,253 組合、281,781 人～ 
 

県では県内の労働組合を対象に、産業別、企業規模

別、加盟上部組合別の組織状況を把握するため、労働組

合基礎調査を実施し、その結果を取りまとめました。 

平成 28 年６月 30 日現在における県内の労働組合数及

び労働組合員数は 1,253 組合、281,781 人で、前年と比べ

組合数は 18 組合、組合員数は 2,702 人減少となりました。 

労働組合の皆様、調査にご協力いただき、誠にありがと

うございました。 

調査結果の詳細については、労働政策課ＨＰ（「しずお

か労働福祉情報」で検索）をご覧ください。 

年
次 

組合数 組合員数
（人） 

対前年増減 *推  定 
 組織率  
 （％） 組合数 組合員数

（人） 

28
年 1,253 281,781 △18 △2,702 17.2 

27
年 1,271 284,483 △27 △5,318 17.4 

*推定組織率＝平成 28 年労働組合員数/平成 28 年推定雇用者数×100 労使トラブル法律相談 
Q&A を作成しました 

労使トラブル法律相談Q&A（第12版）を作成しま

した。Q＆A は、東部・中部・西部県民生活センター

で配布及び労働政策課 HP「しず 

おか労働福祉情報」に掲載してい 

ます。よくある労使トラブルについ 

て Q&Ａ方式でまとめています。 

労使トラブルについてお困りの際 

に御利用ください。 

東部・中部・西部県民生活セン 

ターでは、労働相談を受け付けて 

います。来所、電話（下記番号参照）及びメールに

よる相談に対応していますので、お気軽にご利用く

ださい。 

【印刷用の紙にリサイクルできます】この印刷物は、4,450部作成し、1部あたりの印刷経費は13.4円です。


