
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

古代のダイバーシティ 

労働条件の明示 
賃金がハローワークの求人票に書

いてあった額よりも低かったので、
会社に尋ねたところ、「見込み額を書 

いたが、会社の経営環境が悪化したため、
低くなった。このことは採用の際に説明し
たはずである。」との回答でしたが、納得が
いきません。 
ハローワークの求人票には、業務内容・賃

金・労働時間などを明示しなければならず、 
虚偽の労働条件を呈示することは許されません。 
 労働者を採用する際には、賃金、就業場所、従事
する業務、労働時間、退職に関する事項(解雇の事由
も含む)、雇用期間などの労働条件を明示する義務が
あります。 
 求人票の労働条件と実際の労働 
条件が著しく違う場合、特段の事 
情がない限り、実際の労働条件は 
信義誠実の原則に反して無効とな 
ります。 

労働相談窓口のご案内 
Information 

お知らせ 

労働全般相談窓口 

（受付時間） 平日 9:00～12:00、13:00～16:00 

東部県民生活センター 

（沼津市大手町 1-1-3 沼津商連会館ビル２階） 

電話：055-951-9144 

中部県民生活センター 

(静岡市駿河区南町 14-1 水の森ビル３階) 

電話：054-286-3208 

西部県民生活センター 

(浜松市中区中央 1-12-1 浜松総合庁舎３階) 

電話：053-452-0144 

電話による 
労働相談 

０１２０－９－３９６１０（フリーアドレス） 

※携帯電話、IP 電話からはご利用できません。 

弁護士 

労働相談会 

各県民生活センターで月１回実施して

います。（予約制） 

東部(第２水曜)、中部（第４水曜）、西部（第３水曜） 

Information 
お知らせ 

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者

を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。平成

30年４月１日から以下のとおり引き上げられました。  

事業主区分 
法定雇用率 

平成 30 年３月３ 1 日まで 平 成 3 0 年 4 月 1 日 以 降 

民 間 企 業  2.0%  2.2% 
国、地方公共

団体等 
2.3%   2.5% 

都道府県等の
教育委員会 

2.2%    2.4% 
 
加えて、以下の２点も変更となりました。 
 

障害者の法定雇用率が 
改正されました 

 

●制度の対象となる民間企業の範囲… 

 従業員 50人以上⇒45.5 人以上（現行） 

●平成 33 年４月までには更に 0.1％引き上げ… 

民間企業では法定雇用率を 2.3%に引き上げ 

 解雇、賃金不払い、パワハラ･セクハラ等の労働問

題について、各県民生活センターの労働相談員等が、

労使双方からの相談に応じています。また、相談内

容に応じて労働委員会のあっせん制度をご紹介しま

す。秘密は厳守します。まず、ご相談ください！ 

【お問い合わせ】 

静岡労働局職業対策課  TEL：054-271-9973 

編集後記 

Consultation
労働相談

【印刷用の紙にリサイクルできます】 この印刷物は、 4,400部作成し、1部あたりの印刷経費は12.8円です。

ご意見・ご要望を下記へお寄せください！ 

　春の情景を表した、「春はあけぼの、やうやう白く

なりゆく、…」という言葉をご存知の方は多くいらっ

しゃるでしょう。この言葉は清少納言の「枕草子」冒

頭部分ですが、平安時代の宮廷では数多くの女性が政

治・文化面ともに活躍していました。また時代は少し

遡りますが、飛鳥・奈良時代には、当時の最先端の技

術を海外から導入するために、中国や朝鮮半島等から

来た「渡来人」と呼ばれる外国人も数多くいました。

　これら古代における女性や外国人の活躍は、現代の

多様な人材の活躍に通ずるものがあるのではないで

しょうか。多様な人材の能力を活かして、イノベーショ

ンの創出等価値創造につなげる「ダイバーシティ経営」

に関する施策を当課でも実施しています。この広報誌

やＨＰでも情報を随時発信していきますので、今後と

もご愛読のほどお願いします。（横井）
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 新しい年度が始まって早１か月がたち、新しい職

場や環境に変わった方も多いのではないでしょうか。

新年度は仕事の内容ややり方が変わる節目となりま

すが、「働き方」は新年度という節目に関係なく、常に

変化しています。 
 

 例えば 1990年代以降、駅の自動改札機の普及によ

り人が切符や定期券をチェックする必要がなくなっ

た結果、駅で働く人の働き方は抜本的に変わりまし

た。 

最近では、パソコンへのデータ入力をコンピュー

タによる全自動入力にして業務の効率化を図るな

ど、ロボットによる業務の自動化（ＲＰＡ：ロボテ

ィクス・プロセス・オートメーション）も、働き方

を変える要素として注目されています。 
 

ＡＩ等の導入による技術革新が急速に進み、「働き

方」が常に変わっていく中で、県では３月末に、誰

もがいきいきと働ける環境づくりを基本方針のひと

つとする「産業人材確保・育成プラン」を策定しま

した。プランの概要や主な施策の内容は、今回の特

集で紹介しています。 
 

また、今年度の新しい事業として、長時間労働の

是正や生産性の高い働き方への転換を図る「働き方

改革」や、女性やシニア、外国人などの多様な人材

が活躍できる職場環境の整備を支援していきます。

本誌や当課ＨＰでもこれらの情報を随時発信してい

きますので、チェックしてみてください。 
 
新年度からもフレッシュな情報をお届けしていき

ます。どうぞよろしくお願いします。 
  

・「産業人材確保・育成プラン」を 
策定しました 
・ワーク・ライフ・バランス推進 
モデル企業レポート 

［特集］ 
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変わる、働き方 

 

◆職場環境づくりアンケートの結果 

◆労務管理優良事業所を表彰しました 

◆企業主導型保育事業の紹介 

◆労働保険料等の申告・納付はお早めに 

◆静岡県優秀技能者功労表彰候補者の募集 

◆〔企業紹介〕定住外国人の活躍 

◆ライフサポートセンターしずおか〔暮らしなんでも相談〕 

◆障害者法定雇用率の改正 

◆労働相談窓口のご案内 

◆労働相談Ｑ＆Ａ 



 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

広　告

 

2018.05 vol.21 
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 

自転車で他人にけがをさせ

てしまったなどの賠償保障

は、同一生計の同居のご親族

も保障の対象となります。 

 
 

 
 

生産年齢人口の減少や雇用情勢の改善により、県内においても人材不足が顕在化しています。 

本県の産業を持続的に発展させていくためには、中・長期的な視点で人材確保・育成策を強化し、

生産性の向上や就業環境の改善を進め、本県経済全体の発展、成長につなげることが重要であるこ

とから、「静岡県産業人材確保・育成プラン」を策定しました。 

このプランに基づき、産業界、労働界、教育界、国、市町など関係機関と連携し、社会総掛かり

で本県産業を支える人材の確保・育成に取り組みます。 

Topic 
特特集集 

官民を挙げて人材を確保・育成 

「産業人材確保・育成プラン」を策定しました！ 

〔別編（産業編）〕 

・人材確保プラットフォームを構築し、人材不足に直面する中小企業をサポート 
・就職支援協定締結大学と連携を強化し、ＵＩターン就職を促進 
・「30 歳になったら静岡県！」応援キャンペーンによるＵＩターン就職支援 など 
 
・技術専門校を短期大学校化し、産業構造の変化を見据えた高度な技術人材を育成 
・農林大学校を専門職大学化し、実践力と創造力を備えた農林業人材を養成 
・医療・次世代自動車等の成長分野を牽引する中核人材を育成 など 
 
・経営者の意識醸成と働き方改革を牽引する社内リーダーの養成 
・「ダイバーシティ経営」の導入促進 
・働き手に合わせた就労モデルづくり など 
  
・「技芸を磨く実学」の大切さを知る体験の提供 
・プロフェッショナルな職業に触れる機会の提供 
・郷土の産業と仕事の魅力を体験できる学習機会の提供  など 

❶県内産業の成長を担う 

人材の確保 

❷高度な知識と技術を持つ 

人づくり 

❸誰もがいきいきと働ける 

環境づくり 

❹ 郷土を担う子どもたちの 

「生きる道」 
としての仕事を学ぶ環境づくり 

〔基本方向（本編）〕 

○富国有徳の美しい“ふじのくに”において「働いてよし」「住んでよし」の環境をつくり 
Dreams
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を実感できる働き方を実現 
○企業と労働者、男性と女性、働くことに関わるすべての人と地域が共に課題解決に取り組む 

〔基本理念〕 

農 業 林 業 

観光 医療・福祉 運輸業 

建設業 

商工業 

水産業 

計画期間  2018 ～ 2021 年度 

● H29.４月以降、有効求人倍率1.5倍超 
● 県内の多くの産業で人材不足が顕在化 
● 産業を支える人材の確保と育成が急務 

● 県民会議を設置、官民挙げた体制構築  
● 人材確保の緊急対策を実施 
● 中・長期対策としてプランを策定 

〔策定の趣旨〕 

〔計画期間〕 2018 ～ 2021 年度 



 
 

   

本県は、身分に基づく在留資格で在住する日系ブラジル人等の定住外国人が多いという地域特性があります。

労働政策課では、厚生労働省「地方創生人材育成事業」を活用し、定住外国人の正社員就職と職場定着を支援

する事業を行っています。当該事業により、定住外国人を採用した企業の取組と外国籍社員の働く姿を紹介

します。 

【企業紹介】株式会社鈴与カーゴサービス富士（倉庫業） 
 

～ 在留資格上で就労制限のない定住外国人を正社員雇用 ～ 

▲作業手順を写真で表した「４コマポイントシート」 

正社員として働くことで、 

「働きがい」を感じています   
富士山フロント物流センター 
座間 アウレリオ マサル さん 

 
17歳で来日し、工場等で派遣社員として働いてき

ましたが、平成 28年に㈱鈴与カーゴサービス富士に

転職、正社員として採用されました。 

現在は、物流センター内の担当エリアでお客様の

荷物を仕分けし、出荷する作業を担当しています。 

 

 社員同士のコミュニケーシ

ョン上、日常会話程度の日本語

能力は必要ですが、読み書きが

少し難しい場合には、簡単なマ

ニュアルを作るなど、外国籍の

社員も分かりやすいように工

夫しています。 
入社後しばらくは作業の様

子を近くで見守るなどの配慮

も行っています。 

株式会社鈴与カーゴサービス富士では、物流業の

人手不足を背景として、外国籍社員の採用と働きや

すい環境づくりを進めています。 

 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。お気軽にご利用ください。 

◇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 

あなたの悩みを解決します 

ライフサポートセンターしずおか［暮らしなんでも相談］
Information 

お知らせ 

 フォークリフトを操作し、荷物の高さや形を揃

えることが難しかったですが、任せていただいて

いるので、とてもやりがいがあります。 

 
 

 

静岡県のワーク･ライフ・バランスに関する紹介、ワーク･ライフ・バランスの実現に役立つ情報を

多数掲載している「静岡県わくわく働くナビ！」を開設しています。ぜひご覧ください！ 

 静岡県わくわく働くナビ！ http://www.hataraku.pref.shizuoka.jp/ 

【掲載情報】 

・いきいき職場づくりを実践している職場の視察研修の内容、様子 

・いきいき職場づくりを実現するための取組例 

・ワーク・ライフ・バランスを動画で学習する e-ラーニング など 

いきいきと働くことのできる職場づくりに取り組みました 

ワーク・ライフ・バランス推進モデル企業レポート 
Topic 
特特集集 

2018.05 vol.21 

ワーク・ライフ・バランスの取組を効果的に進めることができるよう、企業に職

場づくりアドバイザーを派遣して、いきいきと働くことのできる職場づくりを目指す

「ワーク・ライフ・バランス推進モデル化事業」の成果について、紹介します！ 

会議を見直して業務効率アップ！  
当事業所では、各部門の主任の業務負担が大き

いことが課題でした。そこで主任の業務の中でも

特に負担となっている会議の多さに着目し、出席

メンバーがほぼ同じでありながら別々に開催し

ている会議を、同時に開催することを検討しました。

平成 30 年１月に試行したところ、時間短縮につ

ながり、職員にも大変好評であったため今後も継続

することを決定しました。  

業 種 社会福祉事業 

所在地 浜松市南区石原町 

従業員数 117人 
 

業 種 建設業(住宅ﾘﾌｫｰﾑ等) 

所在地 浜松市東区薬師町 

従業員数 113人 

無

セキスイファミエス東海　株式会社

株式会社　若杉組 株式会社　イデア

社会福祉法人　たんぽぽ会

駄出し会議による業務の効率化 
業務の効率化を進めるため、西部営業部の社員

を中心にプロジェクトチームを結成したところ、

「電話、会議、書類」の改善が必要と判断しました。

そこで、「電話への応答を全従業員対応とし、業務

負担を分散化」、「会議資料等を削減して、業務時間

を短縮」、「契約書類を共有フォルダに入れて情報

の共有」等を実現しました。社員からは、実現内容

に対し好評の声があがっています。  

業 種 総合建設業 

所在地 掛川市千浜 

従業員数 44人 

社員の声をもとに、休暇制度を拡充 

休暇・休業のニーズを把握したところ、「休暇

は 1時間単位で取りたい」「看護休暇の対象年齢

を上げてほしい」という意見が寄せられました。 

そこで、10歳まで対象だった子の看護休暇を

義務教育終了時までとし、子の看護に加えて保

護者面談等の学校行事でも使えるように拡充す

ることとしたところ、社員から好評の声を博し

ました。 

業 種 請負開発事業 等 

所在地 静岡市葵区長沼南 

従業員数 295人 

ペーパーレス化で、業務の軽減！ 
時間がかかりすぎている業務工程について、

社員にアンケートを取ったところ、「月初の給与

作業」という意見が寄せられました。 

そこで、封筒に入れて紙で渡していた給与明

細を、各自のパソコンやタブレット端末にデー

タで送るように変更したところ、業務量が軽減

されました。今後も社員アンケートを基に WLB

の推進を図っていきたいと考えています。 



 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

対 象 県内で働き、極めて優れた技能を持ち、当該技能の第一人者と目されている方 

推 薦 者 市町、産業団体、職業訓練機関、事業所等 

推 薦 方 法 県内３か所にある県立技術専門校に所定の書類を提出してください 

募 集 締 切 平成 30年７月２日（月）必着 

選 考 方 法 推薦のあった方の中から、技能の内容、産業への貢献及び後進の育成等を総合的に審査し

て決定します（表彰式は、平成 30年 11月 27日（火）です） 

お問い合わせ 
経済産業部 職業能力開発課 

電 話：０５４－２２１－２８２３ ＦＡＸ：０５４－２７１－１９７９ 

Email：syokunow@pref.shizuoka.lg.jp 

2018.05 vol.21 

Information 
お知らせ 

 労働保険の概算・確定保険料及び石綿健康被害

救済法の一般拠出金の申告・納付をしていただく

時期となりました。 

 申告・納付は６月１日（金）から７月 10日（火）

までの間に、最寄りの金融機関又は静岡労働局、

労働基準監督署へ申告書を添えて労働保険料等

を納付してください。 

 なお、申告書のみを提出する場合は、７月 10

日（火）までに静岡労働局労働保険徴収課、又は

労働基準監督署へ提出してください。 

 また電子申請による申告・納付も可能です。 

Information 
お知らせ 

 あわせて、労働保険料等の納付に大変便利な口座

振替納付もぜひご利用ください。  

【お問い合わせ】 
 
○コールセンター TEL 0120-700-244 
開設期間 ５月 31日（木）～７月 12日（木） 

９時～17時 ※土日祝を除く  
 

○静岡労働局 労働保険徴収課 
 〒420-8639 静岡市葵区追手町 9-50 
  TEL 054-254-6316 
または、最寄りの労働基準監督署へ 

労働保険年度更新手続の時期が近づいてきました 

労働保険料等の申告・納付はお早めに 

従業員のための保育園をつくりませんか 

企業主導型保育事業をご紹介します 
「企業主導型保育事業」とは、企業が従業員の

ために設置する保育施設の整備費・運営費につい

て、一定の要件を満たせば国からの助成を受けら

れる制度です。平成 28年の事業開始以降、県内で

は、71 か所の保育施設への助成が決定しました。

（平成 30年２月末現在）。 

助成を受けるための主な要件 

○一般事業主（子ども・子育て拠出金を負担している事

業者）であること 

○下記①～③のいずれかに該当すること 

①従業員向けに新たに保育施設を設置する場合 

②既存施設で新たに定員を増やす場合 

③既存施設の空き定員を他企業向けに活用する場合 
 

この他にも要件がありますので、詳細は、企業主導型保

育事業ポータルサイトをご覧ください。 

http://www.kigyounaihoiku.jp/ 

事業の特徴 

★ 働き方に応じた多様で柔軟な保育サービス

が提供できる 

★ 複数の企業が共同で設置・利用できる 

★ 認可施設並みの助成が受けられる 

～県内で活躍する優れた技能者を推薦してください～ 

静岡県優秀技能者功労表彰候補者の募集 

Information 
お知らせ 

【お問い合わせ】 
公益財団法人 児童育成協会 両立支援事業部 

TEL:03-5766-3801 

 
 

  
 
 

 

 
 
   

誰もがいきいきと働くことができる職場づくり 取組状況調査

平成 29 年度 職場環境づくりアンケート（結果概要） 
Information 

お知らせ 

労務管理優良事業所知事褒賞とは、県内事業所の中で労務管理上、他の模範として推奨すべき業績があ

った事業所を表彰する制度です。平成 29 年度は「丸善工業株式会社」が受賞し、経済産業部長から褒状

及び副賞が授与されました。当課ＨＰにも詳細を掲載していますので、ぜひご覧ください。 
 

丸善工業株式会社 
所 在 地：三島市長伏 155-8 

従業員数：108人 

事業内容：生産用機器製造業 

 （小型建設機器、自動車検査機器等） 

受賞理由：充実した教育訓練 

     若年者の定着 

     子育ての支援 

 

▲右:柳沢敏夫 取締役経営企画部長 

Information 
お知らせ  

働きやすい職場づくりを進めています 

労務管理優良事業所を表彰しました！ 

誰もがいきいきと働くことができる職場づくりに関する企業の取組状況を把握するため、労働時間の削

減や就労環境の整備など、次の６項目について、県内企業を対象にアンケート調査を実施しました。  
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○取組内容（労働時間縮減）            ○取組内容（働きやすい職場づくり） 

○取り組んでいる企業の割合 
○調査概要 
 調査対象 ： 県内企業 1,277社 

有効回収 ： 582社（回収率 45.6%） 

○結果概要 

取組状況は、『労働時間縮減』が 94.0%と最も

高く、『働きやすい職場づくり』(92.3%）、『高齢

者が働きやすい環境整備』(91.9%)について、９

割を超える企業が取り組んでいます。 



 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

対 象 県内で働き、極めて優れた技能を持ち、当該技能の第一人者と目されている方 

推 薦 者 市町、産業団体、職業訓練機関、事業所等 

推 薦 方 法 県内３か所にある県立技術専門校に所定の書類を提出してください 

募 集 締 切 平成 30年７月２日（月）必着 

選 考 方 法 推薦のあった方の中から、技能の内容、産業への貢献及び後進の育成等を総合的に審査し

て決定します（表彰式は、平成 30年 11月 27日（火）です） 

お問い合わせ 
経済産業部 職業能力開発課 

電 話：０５４－２２１－２８２３ ＦＡＸ：０５４－２７１－１９７９ 

Email：syokunow@pref.shizuoka.lg.jp 

2018.05 vol.21 

Information 
お知らせ 
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本県は、身分に基づく在留資格で在住する日系ブラジル人等の定住外国人が多いという地域特性があります。

労働政策課では、厚生労働省「地方創生人材育成事業」を活用し、定住外国人の正社員就職と職場定着を支援

する事業を行っています。当該事業により、定住外国人を採用した企業の取組と外国籍社員の働く姿を紹介

します。 

【企業紹介】株式会社鈴与カーゴサービス富士（倉庫業） 
 

～ 在留資格上で就労制限のない定住外国人を正社員雇用 ～ 

▲作業手順を写真で表した「４コマポイントシート」 

正社員として働くことで、 

「働きがい」を感じています   
富士山フロント物流センター 
座間 アウレリオ マサル さん 

 
17歳で来日し、工場等で派遣社員として働いてき

ましたが、平成 28年に㈱鈴与カーゴサービス富士に

転職、正社員として採用されました。 

現在は、物流センター内の担当エリアでお客様の

荷物を仕分けし、出荷する作業を担当しています。 

 

 社員同士のコミュニケーシ

ョン上、日常会話程度の日本語

能力は必要ですが、読み書きが

少し難しい場合には、簡単なマ

ニュアルを作るなど、外国籍の

社員も分かりやすいように工

夫しています。 
入社後しばらくは作業の様

子を近くで見守るなどの配慮

も行っています。 

株式会社鈴与カーゴサービス富士では、物流業の

人手不足を背景として、外国籍社員の採用と働きや

すい環境づくりを進めています。 

 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。お気軽にご利用ください。 

◇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 

あなたの悩みを解決します 

ライフサポートセンターしずおか［暮らしなんでも相談］
Information 

お知らせ 

 フォークリフトを操作し、荷物の高さや形を揃

えることが難しかったですが、任せていただいて

いるので、とてもやりがいがあります。 

 
 

 

静岡県のワーク･ライフ・バランスに関する紹介、ワーク･ライフ・バランスの実現に役立つ情報を

多数掲載している「静岡県わくわく働くナビ！」を開設しています。ぜひご覧ください！ 

 静岡県わくわく働くナビ！ http://www.hataraku.pref.shizuoka.jp/ 

【掲載情報】 

・いきいき職場づくりを実践している職場の視察研修の内容、様子 

・いきいき職場づくりを実現するための取組例 

・ワーク・ライフ・バランスを動画で学習する e-ラーニング など 

いきいきと働くことのできる職場づくりに取り組みました 

ワーク・ライフ・バランス推進モデル企業レポート 
Topic 
特特集集 

2018.05 vol.21 

ワーク・ライフ・バランスの取組を効果的に進めることができるよう、企業に職

場づくりアドバイザーを派遣して、いきいきと働くことのできる職場づくりを目指す

「ワーク・ライフ・バランス推進モデル化事業」の成果について、紹介します！ 

会議を見直して業務効率アップ！  
当事業所では、各部門の主任の業務負担が大き

いことが課題でした。そこで主任の業務の中でも

特に負担となっている会議の多さに着目し、出席

メンバーがほぼ同じでありながら別々に開催し

ている会議を、同時に開催することを検討しました。

平成 30 年１月に試行したところ、時間短縮につ

ながり、職員にも大変好評であったため今後も継続

することを決定しました。  

業 種 社会福祉事業 

所在地 浜松市南区石原町 

従業員数 117人 
 

業 種 建設業(住宅ﾘﾌｫｰﾑ等) 

所在地 浜松市東区薬師町 

従業員数 113人 

無

セキスイファミエス東海　株式会社

株式会社　若杉組 株式会社　イデア

社会福祉法人　たんぽぽ会

駄出し会議による業務の効率化 
業務の効率化を進めるため、西部営業部の社員

を中心にプロジェクトチームを結成したところ、

「電話、会議、書類」の改善が必要と判断しました。

そこで、「電話への応答を全従業員対応とし、業務

負担を分散化」、「会議資料等を削減して、業務時間

を短縮」、「契約書類を共有フォルダに入れて情報

の共有」等を実現しました。社員からは、実現内容

に対し好評の声があがっています。  

業 種 総合建設業 

所在地 掛川市千浜 

従業員数 44人 

社員の声をもとに、休暇制度を拡充 

休暇・休業のニーズを把握したところ、「休暇

は 1時間単位で取りたい」「看護休暇の対象年齢

を上げてほしい」という意見が寄せられました。 

そこで、10歳まで対象だった子の看護休暇を

義務教育終了時までとし、子の看護に加えて保

護者面談等の学校行事でも使えるように拡充す

ることとしたところ、社員から好評の声を博し

ました。 

業 種 請負開発事業 等 

所在地 静岡市葵区長沼南 

従業員数 295人 

ペーパーレス化で、業務の軽減！ 
時間がかかりすぎている業務工程について、

社員にアンケートを取ったところ、「月初の給与

作業」という意見が寄せられました。 

そこで、封筒に入れて紙で渡していた給与明

細を、各自のパソコンやタブレット端末にデー

タで送るように変更したところ、業務量が軽減

されました。今後も社員アンケートを基に WLB

の推進を図っていきたいと考えています。 
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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 

自転車で他人にけがをさせ

てしまったなどの賠償保障

は、同一生計の同居のご親族

も保障の対象となります。 

 
 

 
 

生産年齢人口の減少や雇用情勢の改善により、県内においても人材不足が顕在化しています。 

本県の産業を持続的に発展させていくためには、中・長期的な視点で人材確保・育成策を強化し、

生産性の向上や就業環境の改善を進め、本県経済全体の発展、成長につなげることが重要であるこ

とから、「静岡県産業人材確保・育成プラン」を策定しました。 

このプランに基づき、産業界、労働界、教育界、国、市町など関係機関と連携し、社会総掛かり

で本県産業を支える人材の確保・育成に取り組みます。 

Topic 
特特集集 

官民を挙げて人材を確保・育成 

「産業人材確保・育成プラン」を策定しました！ 

〔別編（産業編）〕 

・人材確保プラットフォームを構築し、人材不足に直面する中小企業をサポート 
・就職支援協定締結大学と連携を強化し、ＵＩターン就職を促進 
・「30 歳になったら静岡県！」応援キャンペーンによるＵＩターン就職支援 など 
 
・技術専門校を短期大学校化し、産業構造の変化を見据えた高度な技術人材を育成 
・農林大学校を専門職大学化し、実践力と創造力を備えた農林業人材を養成 
・医療・次世代自動車等の成長分野を牽引する中核人材を育成 など 
 
・経営者の意識醸成と働き方改革を牽引する社内リーダーの養成 
・「ダイバーシティ経営」の導入促進 
・働き手に合わせた就労モデルづくり など 
  
・「技芸を磨く実学」の大切さを知る体験の提供 
・プロフェッショナルな職業に触れる機会の提供 
・郷土の産業と仕事の魅力を体験できる学習機会の提供  など 

❶県内産業の成長を担う 

人材の確保 

❷高度な知識と技術を持つ 

人づくり 

❸誰もがいきいきと働ける 

環境づくり 

❹ 郷土を担う子どもたちの 

「生きる道」 
としての仕事を学ぶ環境づくり 

〔基本方向（本編）〕 

○富国有徳の美しい“ふじのくに”において「働いてよし」「住んでよし」の環境をつくり 
Dreams
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 come
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を実感できる働き方を実現 
○企業と労働者、男性と女性、働くことに関わるすべての人と地域が共に課題解決に取り組む 

〔基本理念〕 

農 業 林 業 

観光 医療・福祉 運輸業 

建設業 

商工業 

水産業 

計画期間  2018 ～ 2021 年度 

● H29.４月以降、有効求人倍率1.5倍超 
● 県内の多くの産業で人材不足が顕在化 
● 産業を支える人材の確保と育成が急務 

● 県民会議を設置、官民挙げた体制構築  
● 人材確保の緊急対策を実施 
● 中・長期対策としてプランを策定 

〔策定の趣旨〕 

〔計画期間〕 2018 ～ 2021 年度 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

古代のダイバーシティ 

労働条件の明示 
賃金がハローワークの求人票に書

いてあった額よりも低かったので、
会社に尋ねたところ、「見込み額を書 

いたが、会社の経営環境が悪化したため、
低くなった。このことは採用の際に説明し
たはずである。」との回答でしたが、納得が
いきません。 
ハローワークの求人票には、業務内容・賃

金・労働時間などを明示しなければならず、 
虚偽の労働条件を呈示することは許されません。 
 労働者を採用する際には、賃金、就業場所、従事
する業務、労働時間、退職に関する事項(解雇の事由
も含む)、雇用期間などの労働条件を明示する義務が
あります。 
 求人票の労働条件と実際の労働 
条件が著しく違う場合、特段の事 
情がない限り、実際の労働条件は 
信義誠実の原則に反して無効とな 
ります。 

労働相談窓口のご案内 
Information 

お知らせ 

労働全般相談窓口 

（受付時間） 平日 9:00～12:00、13:00～16:00 

東部県民生活センター 

（沼津市大手町 1-1-3 沼津商連会館ビル２階） 

電話：055-951-9144 

中部県民生活センター 

(静岡市駿河区南町 14-1 水の森ビル３階) 

電話：054-286-3208 

西部県民生活センター 

(浜松市中区中央 1-12-1 浜松総合庁舎３階) 

電話：053-452-0144 

電話による 
労働相談 

０１２０－９－３９６１０（フリーアドレス） 

※携帯電話、IP 電話からはご利用できません。 

弁護士 

労働相談会 

各県民生活センターで月１回実施して

います。（予約制） 

東部(第２水曜)、中部（第４水曜）、西部（第３水曜） 

Information 
お知らせ 

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者

を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。平成

30年４月１日から以下のとおり引き上げられました。  

事業主区分 
法定雇用率 

平成 30 年３月３ 1 日まで 平 成 3 0 年 4 月 1 日 以 降 

民 間 企 業  2.0%  2.2% 
国、地方公共

団体等 
2.3%   2.5% 

都道府県等の
教育委員会 

2.2%    2.4% 
 
加えて、以下の２点も変更となりました。 
 

障害者の法定雇用率が 
改正されました 

 

●制度の対象となる民間企業の範囲… 

 従業員 50人以上⇒45.5 人以上（現行） 

●平成 33 年４月までには更に 0.1％引き上げ… 

民間企業では法定雇用率を 2.3%に引き上げ 

 解雇、賃金不払い、パワハラ･セクハラ等の労働問

題について、各県民生活センターの労働相談員等が、

労使双方からの相談に応じています。また、相談内

容に応じて労働委員会のあっせん制度をご紹介しま

す。秘密は厳守します。まず、ご相談ください！ 

【お問い合わせ】 

静岡労働局職業対策課  TEL：054-271-9973 

編集後記 

Consultation
労働相談

【印刷用の紙にリサイクルできます】 この印刷物は、 4,400部作成し、1部あたりの印刷経費は12.8円です。

ご意見・ご要望を下記へお寄せください！ 

　春の情景を表した、「春はあけぼの、やうやう白く

なりゆく、…」という言葉をご存知の方は多くいらっ

しゃるでしょう。この言葉は清少納言の「枕草子」冒

頭部分ですが、平安時代の宮廷では数多くの女性が政

治・文化面ともに活躍していました。また時代は少し

遡りますが、飛鳥・奈良時代には、当時の最先端の技

術を海外から導入するために、中国や朝鮮半島等から

来た「渡来人」と呼ばれる外国人も数多くいました。

　これら古代における女性や外国人の活躍は、現代の

多様な人材の活躍に通ずるものがあるのではないで

しょうか。多様な人材の能力を活かして、イノベーショ

ンの創出等価値創造につなげる「ダイバーシティ経営」

に関する施策を当課でも実施しています。この広報誌

やＨＰでも情報を随時発信していきますので、今後と

もご愛読のほどお願いします。（横井）
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 新しい年度が始まって早１か月がたち、新しい職

場や環境に変わった方も多いのではないでしょうか。

新年度は仕事の内容ややり方が変わる節目となりま

すが、「働き方」は新年度という節目に関係なく、常に

変化しています。 
 

 例えば 1990年代以降、駅の自動改札機の普及によ

り人が切符や定期券をチェックする必要がなくなっ

た結果、駅で働く人の働き方は抜本的に変わりまし

た。 

最近では、パソコンへのデータ入力をコンピュー

タによる全自動入力にして業務の効率化を図るな

ど、ロボットによる業務の自動化（ＲＰＡ：ロボテ

ィクス・プロセス・オートメーション）も、働き方

を変える要素として注目されています。 
 

ＡＩ等の導入による技術革新が急速に進み、「働き

方」が常に変わっていく中で、県では３月末に、誰

もがいきいきと働ける環境づくりを基本方針のひと

つとする「産業人材確保・育成プラン」を策定しま

した。プランの概要や主な施策の内容は、今回の特

集で紹介しています。 
 

また、今年度の新しい事業として、長時間労働の

是正や生産性の高い働き方への転換を図る「働き方

改革」や、女性やシニア、外国人などの多様な人材

が活躍できる職場環境の整備を支援していきます。

本誌や当課ＨＰでもこれらの情報を随時発信してい

きますので、チェックしてみてください。 
 
新年度からもフレッシュな情報をお届けしていき

ます。どうぞよろしくお願いします。 
  

・「産業人材確保・育成プラン」を 
策定しました 
・ワーク・ライフ・バランス推進 
モデル企業レポート 

［特集］ 
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変わる、働き方 

 

◆職場環境づくりアンケートの結果 

◆労務管理優良事業所を表彰しました 

◆企業主導型保育事業の紹介 

◆労働保険料等の申告・納付はお早めに 

◆静岡県優秀技能者功労表彰候補者の募集 

◆〔企業紹介〕定住外国人の活躍 

◆ライフサポートセンターしずおか〔暮らしなんでも相談〕 

◆障害者法定雇用率の改正 

◆労働相談窓口のご案内 

◆労働相談Ｑ＆Ａ 
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