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八尾市 労働支援課　令和２年３月発行

事業主のみなさん、準備できていますか？

同一労働同一賃金　
～2020年4月からパートタイム・有期雇用労働法が施行されます！～

　（中小企業も、2021年4月1日から適用されます！）

正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者※１ ）
について、以下の１～３を統一的に整備します。

１ 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、
不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
ガイドライン（指針）において、どのような待遇差が不合理に当たるかが例示されています。

２ 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることがで
きるようになります。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

３ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続 ( 行政ＡＤＲ ) ※２の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。

「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ＡＤＲの対象となります。
※１ 派遣労働者についても、改正後の労働者派遣法により、上記１～３が整備されます。
※２ 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

具体的な労務管理の手法に関するお問い合わせは
大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター
℡ 0120-068-116　受付：9:00～17:00（土日祝・年末・年始を除く）
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八尾市無料職業紹介所の会社説明会・就職面接会
八尾市内の事業所のみなさまへ

令和２年度  会社説明会・面接会予定
日　程 曜日 場　所

令和２年 ５月15日 金 八尾商工会議所

７月３日 金 八尾商工会議所

９月４日 金 八尾商工会議所

10月30日 金 八尾市文化会館 プリズムホール

12月11日 金 八尾商工会議所

令和３年 ３月５日 金 八尾商工会議所

専門アドバイザーを無料派遣!!
　八尾市では「八尾市無料職業紹介事業」を実施し、

「八尾市内の事業所の人材確保」を支援しております。
人材がほしい!! といったご相談には、就職面接会等を
開催し、八尾市で求職者の募集をお手伝いしていま
す。これまでハローワークや有料の求人誌では必要
とされる人材を確保することができなかった事業所
のみなさまは八尾市無料職業紹介所への求人登録を
ご検討ください！
　お電話いただければ、専門の
アドバイザーがお伺いします！

八尾市無料職業紹介所
072-920-4088

➊八尾市が運営
八尾市内で働きたい人と八尾市内で人材をお求めの
事業所を支援。

➋職場の魅力発信‼
求人内容をはじめ、事業所の雰囲気が伝わる職場
写真や、従業員や社長からのメッセージを添えて、
職場の魅力として発信していただけます。

➌詳細情報を掲載可能‼
「未経験者歓迎」「勤務時間を選べる」「家庭の事情（介

護等）や子どもの行事（入学式・運動会・参観日等）
による休暇や早退等に配慮している」など、『女性
が働きやすい求人』の掲載が可能です。

求職者が希望職種や求人条件などから市内求
人情報の検索ができ、応募から面談までを八
尾市無料職業紹介所が支援し、雇用・就労を
実現していただくためのサイトです。
　人材をお求めの事業所様は、ぜひご活用く
ださい！なお、登録料や相談費用等は一切か
かりません。

求職者と事業所のマッチングサイト

スマホで♪ パソコンで♪

求人事業所募集中！求人情報を「八尾市おしごとナビ」に掲載しませんか？詳細はお問合せください。

パソコンやスマートフォンから 時間 日、いつでもどこでも市内の求人情報が検索できるサイト「八尾市おしごと
ナビ」を開設しました。あなたの資格や経験、希望条件などを登録しておけば、八尾市無料職業紹介所が就労ま
で支援します。市内で仕事をお探しの方は、ぜひご利用ください。

女性が働きやすい

求人情報を掲載しています！

＜お問合せ先＞ 八尾市経済環境部労働支援課（八尾市無料職業紹介所）
〒 八尾市清水町 八尾商工会議所会館内 直通

受付時間 午前 時～午後 時（土曜・日曜・祝日・年末年始は除く）

八尾市おしごとナビ 検索

アクセス方法
▸市ホームページのトップページ

下部にあるバナーをクリック

▸ コードを読み取る

▸検索サイトで「八尾市

おしごとナビ」と入力

コード▸

特徴

特徴

特徴

パソコン・スマートフォンに対応し、希望の
条件から地域に密着した求人情報が手
軽に検索できます。

気になった方は下記のお問合せ先までご連絡ください。 
八尾市無料職業紹介所がお手伝いします！ 

八尾市が運営。八尾市内で働きたい人と
八尾市内の求人事業所を支援します。

求人情報をはじめ、八尾市が開催する会
社説明会・就職面接会情報の確認や申
し込みができます。

アクセスは QR コード⇨

八尾市おしごとナビ

おしごとナビとは？つの特徴

人材がほしい！といったご相談には、会社
説明会や就職面接会を開催し、求職者募集
のお手伝いをしています。

◆実績◆
令和元年度も、５月、７月、
９月、11 月、１月に開催
し、トータル約 300 名の
求職者の方が参加されま
した！

求職者と事業所のマッチングサイト

八尾市おしごとナビ
人材をお求めの事業所様はぜひご登録ください。

八尾市無料職業紹介所
072-920-4088
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マナーからルールへ

改正法では、各施設の管理者に対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずること、また労働安全衛生法に
おいて、事業者に対して屋内における労働者の受動喫煙を防止するための努力義務を課しています。施設ごとの実情
に応じて、受動喫煙対策を進めましょう。

「受動喫煙防止」のための取組を明示してください
2020（令和２）年１月６日から、ハローワークの求人票の様式が変わり、新たに就業場所における受動喫煙防止のための
取組を明示する必要があります。求人の申込みに当たっては、改正健康増進法に規定する施設の類型に応じて、以下の
とおり受動喫煙対策について明示してください。

就業場所 改正健康増進法上の施設の類型と
受動喫煙を防止するための措置

求人申込み時の明示方法
～「屋内の受動喫煙対策」の選択・記載方法～

「有無」欄 「対策」欄 「特記事項」欄
病院、学校、
児童福祉施設、
行政機関など

（2019 年 7 月～）

第一種
施設

敷地内禁煙の場合 あり 禁煙 「敷地内禁煙」などと記載
敷地内に特定屋外喫煙場
所設置の場合★ あり 禁煙 「敷地内禁煙（屋外に喫煙場

所設置）」などと記載
バス・タクシー、旅客機
など（2020 年４月～） 禁煙 あり 禁煙 （下記  ※１  参照）

事業所、
飲食店、
ホテル・旅館、
鉄道・船舶、
その他の施設

（2020 年 4 月～）

第二種
施設

屋内禁煙の場合 あり 禁煙 ―
喫煙専用室または加熱式たば
こ専用喫煙室設置の場合★ あり 喫煙室あり 「喫煙専用室設置」「加熱式たば

こ専用喫煙室設置」などと記載
適用除外の場所あり

（例：宿泊室内など）の場合★ あり 喫煙室あり 「喫煙可の宿泊室あり」など
と記載

（経過措置）
既存の
営業規模
の小さな
飲食店

既存特定
飲食提供

施設

店内の一部を喫煙可能室とし
ている場合★ あり 喫煙室あり 「喫煙可能室設置」などと

記載
店内の全部を喫煙可能室とし
ている場合

なし
（喫煙可） ― ―

喫煙が主目的の
バー・スナック、
たばこ販売店など

（2020 年 4 月～）

喫煙
目的
施設

店内の一部を喫煙目的室
としている場合★ あり 喫煙室あり 「喫煙目的室設置」などと

記載
店内の全部を喫煙目的室
としている場合

なし
（喫煙可） ― ―

屋外
（第一種施設を除く） ― その他 ― 「屋外喫煙可（屋外で就業）」な

どと記載
（注）就業場所に禁煙区域と喫煙可能区域がある場合（★）は、喫煙可能区域での業務があるか否かについて、可能な限り「屋内の受動喫煙

対策に関する特記事項」欄に記載・入力してください。
　　  記載例： 「喫煙可能区域での業務あり」「喫煙可能区域での業務なし」

※１ バス・タクシー、鉄道、船舶、航空機の乗務員など、移動が前提の業務である場合には、恒常的に立ち寄る所属事務所など（鉄道の駅や空港のターミナル
ビルを含む）および業務を従事する場所（バス・タクシー、鉄道の車内、航空機の機内）の状況を明示する必要があります。このため、恒常的に立ち寄
る所属事務所などの状況については、「就業場所に関する特記事項」欄に記載・入力してください。

○「なくそう！望まない受動喫煙」Web サイト（改正健康増進法のわかりやすい解説）
　　　https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp
○  厚生労働省ＨＰ（改正健康増進法の概要や関係する通知など）
　　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
○  大阪府受動喫煙防止対策相談ダイヤル　06-6944-8224

改正健康増進法の
詳細は…

受動喫煙防止対策
改正された健康増進法が2020年４月１日より全面施行されます。
また、大阪府では、「大阪府受動喫煙防止条例」を制定し、全国に先駆けた対策を進めます！

1．学校、病院、行政機関など
敷地内全面禁煙

※屋内は全面禁煙（喫煙設備設置できません）
※敷地内（屋外含む）に喫煙設備を設けないよう
　努めてください。

2．オフィス、事業所、飲食店など
     多くの人が利用するすべての施設は、

原則、屋内禁煙となります。
※専用の喫煙室内でのみ喫煙可能です。
※喫煙室には標識掲示が義務付けに。
※従業員への受動喫煙対策を講ずること。

4月から



障がい者の法定雇用率が引き上げになります

2020年（令和2年）６月１日より、職場における
ハラスメント防止対策が強化されます！

4 労働情報やお

※中小事業主は、2022年（令和４年）
４月１日から義務化されます。 

（それまでは努力義務）
 早めの対応をお願いします！

パワーハラスメント防止措置が
事業主の義務（※）となります！
　　　　　　　　　  【労働施策総合推進法の改正】

●職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません（義務）。

＊事業主の方針等の明確化及びその周知 ・啓発
＊相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
＊職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
＊そのほか併せて講ずべき措置（プライバシー保護など）

●事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや雇用管理上の措置に協力
して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることが、法律上禁止されます。

●職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関する
　ハラスメントの防止対策も強化されます！

職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについても、男女雇
用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることが既に義務付けられています。
セクハラ等の防止対策の強化の内容については、 事業所の規模を問わず、2020 年 （令和２年）６月１日から
施行されます ！

障がい者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべて
の事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務がありま す（ 障 害者雇用率制度）。この法定
雇用率が、令和３年４月までに以下のように変わります。

事業主区分 法定雇用率
現行 引き上げ後

民間企業 2.2％　　　⇒ 2.3％
国、地方公共団体等 2.5％　　　⇒ 2.6％
都道府県等の教育委員会 2.4％　　　⇒ 2.5％

また併せて、下記の点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。

対象となる事業主の範囲が、従業員 43.5 人以上に広がります。留意点

▶ 従業員 44 人以上の事業主の皆さまはご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業
員 45.5 人以上から 43.5 人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年６月１日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆ 障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなり
　 ません。

　※ 具体的な引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。
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雇用関係助成金のご案内
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、
従業員の能力向上などにぜひご活用ください。

　 雇用維持関係の助成金
1）雇用調整助成金　　　　　　　　　　　　　　　　　　［労働局］

　 再就職支援関係の助成金
2）労働移動支援助成金

［労働局］
①再就職支援コース

②早期雇入れ支援コース

　 転職・再就職拡大支援関係の助成金
3）中途採用等支援

助成金
［労働局］

①中途採用拡大コース

②UIJターンコース

③生涯現役起業支援コース

　 雇入れ関係の助成金
4）特定求職者雇用開発

助成金★
［労働局］

①特定就職困難者コース

②生涯現役コース

③被災者雇用開発コース

④発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

⑤三年以内既卒者等採用定着コース

⑥障害者初回雇用コース

⑦安定雇用実現コース

⑧生活保護受給者等雇用開発コース

5）トライアル雇用
助成金

［労働局］

★①一般トライアルコース

★②障害者トライアルコース

★③障害者短時間トライアルコース

④若年・女性建設労働者トライアルコース

6）地域雇用開発助成金
［労働局］

★①地域雇用開発コース

②沖縄若年者雇用促進コース

　 雇用環境整備等関係の助成金
7）障害者雇用安定

助成金
［労働局］

①障害者職場定着支援コース

②障害者職場適応援助コース

8）障害者作業施設設置等助成金※

9）障害者福祉施設設置等助成金※

10）障害者介助等助成金※

11）重度障害者等通勤対策助成金※

12）重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金※

13）人材確保等支援
助成金

［労働局］

①雇用管理制度助成コース

②介護福祉機器助成コース

③介護・保育労働者雇用管理制度助成コース

④中小企業団体助成コース

⑤人事評価改善等助成コース

⑥設備改善等支援コース

⑦働き方改革支援コース

⑧雇用管理制度助成コース（建設分野）

⑨若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野）

⑩作業員宿舎等設置助成コース（建設分野）

14）通年雇用助成金   　　　　　　　　         　　　　　［労働局］

15）65歳超雇用推進
助成金※

①65歳超継続雇用促進コース

②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

③高年齢者無期雇用転換コース

16）キャリアアップ
助成金

［労働局］

①正社員化コース

②賃金規定等改定コース

③健康診断制度コース

④賃金規定等共通化コース

⑤諸手当制度共通化コース

⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース

⑦短時間労働者労働時間延長コース

　 両立支援等関係の助成金
17）両立支援等助成金

［労働局］
①出生時両立支援コース

②介護離職防止支援コース

③育児休業等支援コース

④再雇用者評価処遇コース

⑤女性活躍加速化コース

⑥事業所内保育施設コース

　 人材開発関係の助成金
18）人材開発支援

助成金
［労働局］

①特定訓練コース

②一般訓練コース

③教育訓練休暇付与コース

④特別育成訓練コース

⑤建設労働者認定訓練コース

⑥建設労働者技能実習コース

⑦障害者職業能力開発コース

19）職場適応訓練費   　　　　　　　　         　　　　　［労働局］

★の助成金は「八尾市無料職業紹介所」でも取り扱っています。詳しくはご相談ください。

■Ａ

■Ｂ

■Ｃ

■Ｄ

■Ｅ

■Ｆ

■Ｇ

※印  項目のお問い合せは

大阪労働局またはハローワーク
(独）高齢・障害・求職者雇用支援機構　大阪支部

お問い合せ
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公正採用選考人権啓発推進員の
選任と変更の報告はお済みですか？

　厚生労働省では、企業が人権問題を正しく理解 ･ 認識
し、「公正な採用選考｣ を実施することをめざして、公正
採用選考人権啓発推進員 ( 以下 ｢推進員｣ といいます。)
制度を設けています。
　大阪では、原則、常時使用する従業員の数が 25 人以
上の事業所を対象に、推進員の選任と変更について八ロ
ーワークへの報告をお願いしています。

推進員の役割
●ハローワーク等の研修会に参加するとともに社内研修等により
　トップクラス及び社員の人権意識を深める取組みの推進
●公正な採用選考システムの確立を図る責任者としての役割
●ハローワークとの連絡窓口としての役割

推進員選任のメリット
●社会的責任の 1 つを果たし、人権尊重企業への仲間入り
●タイムリーなテーマで実施される推進員研修を無料で受講
●社内研修の人権啓発ＤＶＤや各種資料を無料で活用

推進員選任・異動報告
●推進員を選任または変更した場合は、推進員選任 ･ 異動報告書
　に必要事項を記載し、管轄のハローワークにＦＡＸ、郵送また
　はご持参にて報告してください

※大阪においては、大阪労働局と大阪府が共管して推進員制度を運用しています。ハローワークにご報告いただいた情報は、
　大阪府と共有させていただきます。また、大阪府が主催する新任･基礎研修もあります。

❶「人を人として見る」人間尊
重の精神、すなわち、応募
者の基本的人権を尊重する。

❷応募者の適性・能力のみを
基準として行う。

❸募集に当たり広く応募者に門
戸を開く。

★この考え方が大切です。

公正な採用選考
のために

A
Q 公正な採用選考って

何ですか？

「聞いてませんか？家族のこと」
　例えば、面接での緊張を解きほぐそうという
意図でも、応募者の方では悩んだり傷ついたり
する場合があります。
　本人の職務遂行にあたり、適性・能力のみを
基準とした採用選考を行ってください。

八尾市企業人権協議会
に加入しませんか？
八尾市企業人権協議会では、就職の機会均等の保障、
職場の人権意識の高揚に向けた取組みや人権問題へ
の啓発を進めるため活動しています。

活動内容
●事業所向けの各種研修会の開催、制度などの情報提供
●就職差別撤廃月間での街頭キャンペーン
●各種人権啓発事業への参加
　※年会費：１事業所3,000円です。

八尾市企業人権協議会事務局 
八尾市労働支援課  TEL 072-924-3860
八 尾 商 工 会 議 所  TEL 072-922-1181

お問合わせ・お申込み
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最低賃金！
大阪府内の事業場で働くすべての労働者とその使用者

大阪府
最低賃金964円

（令和元年10月1日発効）

パートタイム・臨時・派遣・アルバイト・嘱託等も適用

★毎年10月頃改定されます。
◆詳しくは､大阪労働局労働基準部賃金課(TEL:06-6949-6502)
　または､東大阪労働基準監督署(TEL:06-6723-3006)にお問合せください。

特定最低賃金件名 時間額 発効年月日

電子部品 ･
電気機械器具製造業など 965円 令和元年12月1日

非鉄金属 ･ 電線 ･ ケ－ブル
製造業など 965円 令和元年12月1日

自動車小売業 965円 令和元年12月1日

鉄鋼業 966円 令和元年12月1日

生産用機械器具製造業 ･
業務用機械器具製造業など 967円 令和元年12月1日

自動車 ･ 同附属品製造業 969円 令和元年12月1日

塗料製造業 970円 令和元年12月1日

外国人相談の窓口を拡充しました
八尾市では、令和元年12月1日（日）より外国人の相談窓口を拡充しました。
相談は無料で、外国人からの在留手続きや生活（雇用、医療、福祉、出産、子育て等）
に関する相談を受け付けます。
詳しくは、下記の各相談窓口へお問い合わせいただくか、八尾市ホームページをご覧ください。

【各 相 談 窓 口 の 連 絡 先】

【ホームページ掲載ページ】

八尾市国際交流センター　　　 TEL　072-924-3337
桂人権コミュニティセンター　　 TEL　072-990-3088
安中人権コミュニティセンター　 TEL　072-922-3232

https://www.city.yao.osaka.jp/0000048939.html

東大阪労働基準監督署移転のお知らせ
移転先 〒577-0809

東大阪市永和２丁目１番１号
東大阪商工会議所３階

最寄駅 近鉄奈良線「河内永和」駅
JRおおさか東線「JR河内永和」駅

※電話番号・FAX番号に変更はありません
電話番号 06-7655-6431（総合労働相談コーナー）

06-7713-2025（監督）
06-7713-2026（安全衛生）
06-7713-2027（労災補償）

FAX番号 06-6723-3009
大阪労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/home.html

南都銀号

布
施
郵
便
局

至
近
鉄
奈
良

近
鉄
奈
良
線

至
大
阪
難
波

JR おおさか東線
至新大阪

至久宝寺
東大阪市商工会議所

N

東大阪法務合同庁舎

Ｊ
Ｒ
河
内
永
和
駅

河内永和駅

関西みらい銀行

外国人を雇用する事業所
 からの相談も可能です。
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回
　
覧

職場のみなさんでご回覧ください。

（公財）八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター（八尾市共済センター）
TEL:072-991-5607  FAX:072-991-5608

お問合わせ

未加入事業所をご紹介いただき、その事業所がご加入いただければ

１事業所入会につき10,000円の金券をプレゼント！

現在会員の
皆さまへ 未加入事業所をご紹介下さい 皆さまのお知り合いで、共済センターに未加入の事業所がありましたら

ご紹介下さい。事務局から資料の送付、また詳しい説明にお伺い致します。

対象は、加入後３ヶ月経過の事業所の方。
３ヶ月ごとの入退会者は該当しません。
また、グループ企業は１事業所とさせて
いただきます。

会員の皆様はもちろん、家族の方々もさまざまなサービスが受けられます。
また、費用は経費として損金処理できます。 八尾市共済センター 検索

福利
厚生お祝い金等の給付 レジャー施設の利用 健康管理のお手伝い

スポーツ施設の利用 旅行のお手伝い ショッピングを楽しく

趣味・教養を楽しく イベントで会員交流 貸付のお手伝い

中小企業事業主の皆さまへ ～わずかな費用で事業所の福利厚生の充実が図れます！～

八尾市中小企業勤労者
 福祉サービスセンターに
全国的なネットワークで充実したサービスの提供

(一社)全国中小企業勤労福祉サービスセンター･(一財)大阪労働協会･全労済と提携

職場のお悩みご相談できます。
八尾市勤労者法律相談

　職場でのトラブルを防ぐため、労
働契約 ･ 条件やパワハラ ･ セクハラ、
人事労務管理などさまざまな問題に
ついて、弁護士や社会保険労務士が
相談に応じますので、お気軽にご相
談ください。

八尾市ワークサポートセンター
TEL 072-929-0040 FAX 072-923-0510
原則第 2 水曜日 ･ 最終土曜日午後 1 時～４時 予約優先

人も、会社も、　　 元気に！もっと

中小企業退職金共済制度
C H U T A I K  Y O

中  退  共  の  退  職  金  制  度
★掛金の一部を国が助成
★掛金は全額非課税。手数料も不要
★外部積立型なので管理が簡単
★パートさんの加入もOK

詳しくはホームページへ 中退共 検索

（独）勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
TEL.03-6907-1234  FAX.03-5955-8211

刊行物番号　Ｒ１－１５９


