
長崎市や関係機関からの雇用・労働関連のお知らせをお届けしています。 

 

～令和元年6月17日号～ 

● 厚生労働省・経済産業省からのお知らせ 

  １ 応援します！あなたの会社の働き方改革！ 

  ２ 「女性就業支援全国展開事業」の実施について 

  ３ テレワーク・デイズ２０１９のご案内 

  ４ 「確かめよう 労働条件」及び「ほっとライン」について 

 

● 長崎公共職業安定所からのお知らせ 

  ５ 「求職者支援訓練にかかるリーフレット」について 

 

● 長崎県からのお知らせ 

  ６ 「ワーク・ライフ・バランス企業内推進員養成研修会」の開催について 

  ７ 九州・山口共同インターンシップについて 

  ８ 「ながさき合同企業面談会」の開催について 

 

● 長崎市からのお知らせ 

  ９ 採用力アップセミナーの開催について  【申込〆切：７月５日（金）】  

 １０ 令和元年度「長崎市人権問題講演会」の開催について 

 １１ 令和元年度「長崎市男女イキイキ企業」の募集について 

 

●ユースエール認定企業について 

 1２ ユースエールの認定企業に市内企業が新たに認定！ 

 

●独立行政法人勤労者退職金共済機構からのお知らせ 

 １３ 中小企業退職金共済制度について 

 

●くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて 

 １４ くるみんマーク・プラチナくるみんマークとは 

 

● 「長崎キラリ☆カンパニー」ご紹介企業 

 ・ チューリッヒ保険会社 長崎オフィス 

 ・ 服部産業株式会社  



２ 「女性就業支援全国展開事業」の実施について 

 厚生労働省では、平成２３年度より、女性の就業促進と健康保持

増進のための支援施策の全国的な充実が図られるよう、相談対応

や講師派遣等を通じて、女性関連施設等（地方自治体、男女共同

参画センター、事業主団体、労働組合等）を支援する「女性就業支

援全国展開事業」を実施しているところです。 

 令和元年度についても、一般財団法人女性労働協会に委託し、

本事業を展開いたします。 

 詳細につきましては、パンフレットをご覧ください。   

 

１ 応援します！あなたの会社の働き方改革！ 

～ 中小企業・小規模事業者の皆さまへ～ 

〇働き方改革を行うに当たって、以下の対応はお済みですか！？ 

 ☑時間外労働を行うには、サブロク（３６）協定が必要です。 

 ☑労働契約を締結する際は、労働者に対して、労働条件を書面等で交付する必要があります。 

 ☑労働者１０名以上の場合は、就業規則の作成、届け出が必要です。 

 ☑賃金台帳、労働者名簿などを作成する必要があります。 

 ☑非正規の方を雇っている場合は、正規の方と比べて不合理な待遇差がないようにする必要 

   があります。  

 

〇よく分からないという方へ、各種サポート（無料）があります！ 

   無料相談窓口  → 働き方改革推進支援センター 

   

    助成金制度    → 時間外労働等改善助成金 

                   キャリアアップ助成金 

                   業務改善助成金 

   

  支援ツール      → ３６協定届作成支援ツール 

  情報提供        就業規則作成支援ツール 

                同一労働同一賃金取組手順書 

              働き方・休み方改善ポータルサイト 

                確かめよう労働条件 

                賃金引上げに向けた生産性向上を支援します！ 

働き方改革 厚労省 

お問合わせ先 

 女性就業支援全国展開事業事務局 

 電話：03-5444-4151 FAX：03-6436-1414 



４ 「確かめよう 労働条件」及び「ほっとライン」について 

 厚生労働省では、平成２６年６月２４日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂２０１４」、「経済財

政運営と改革の基本方針２０１４」により、若者の活躍推進の観点から、若者の「使い捨て」が疑われ

る企業等への対応策を強化しているところです。 

 その取組の一環として厚生労働省において、労働基準法等の基礎知識や相談窓口等をまとめた労

働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」、電話での労働条件相談「ほっとライン」を運営してお

ります。 

 市の窓口にリーフレット等を設置しておりますので、ぜひご覧ください。 

      

 

 

 

 

３ テレワーク・デイズ２０１９のご案内 

 

 経済産業省では、関係府省（総務省・厚生労働省・内閣

府・内閣官房）や、経済団体等と連携し、東京オリンピック・

パラリンピック競技大会を契機とした「働き方改革」の国民

運動を展開しております。 

 ２０２０年東京大会本番の前年となる今年のテレワーク・デ

イズは昨年より期間を拡大し、７月２２日(月)～９月６日(金)

の約１か月間、交通機関が混雑する始業から１０時半まで

のテレワークの一斉実施や、効果測定に参加いただける企

業・団体を募集しております。また「テレワーク・デイズ」開催

日に先立ちまして、７月１日には、関連のイベント等も予定し

ております。 

 昨年度は地域の企業にも参加いただき、「往復4時間かか

る通勤時間を節約し、育児との両立も可能に。社員の採用

にも予想以上の反響があった。」などの声も聞かれました。 

 各団体、企業の皆様におかれましては、「テレワーク・デイ

ズ」への参加をいただけますようにお願い申し上げます。 

 

    テレワーク・デイズ２０１９HP 

       →https://teleworkdays.jp/ 

 

    テレワーク・デイズ実施日 

       →2019年7月22日(月)～9月6日(金) 

テレワーク・デイズ 

お問合わせ先 

 厚生労働省 労働基準局監督課 特定分野労働条件対策係 

  電話：03-5253-1111（内線：5542） 

お問合わせ先 

 経済産業省 商務情報政策局 

  情報技術利用促進課 テレワーク担当 

  電話：03-3501-2646 



６ 「ワーク・ライフ・バランス企業内推進員養成研修会」の開催について 

  

 長崎県では、誰もが働きやすい職場環境づくりを目指すため、 

 標記研修会を下記のとおり開催いたします。 

 

 

１．日   時 第１回：令和元年 ７月１９日(金) １３時３０分～１６時３０分 

         第２回：令和元年 ９月１８日(水) １３時３０分～１６時３０分 

         第３回：令和元年１１月 ８日(金) １３時３０分～１６時３０分 

         第４回：令和２年  １月１７日(金) １３時３０分～１６時３０分 

         ※４回連続の研修です。必ず４日間参加してください。 

          「Nぴか」の認証取得・レベルアップを計画されている事業所には 

          大変参考となる研修内容となっています。 

 

２．会   場 長崎県庁行政棟３階３１１会議室、県北振興局３階第１会議室 

         ※県北振興局はサテライト会場（テレビ会議方式）となります。 

           なお、サテライト会場は第１回から第３回まで開催し、第４回は長崎県庁に 

           お集まりいただきます。 

   

３．講   師 NPO法人ワーク・ライフ・コンサルタント 理事 小倉 譲 氏ほか 

 

４．申込締切 令和元年６月２８日(金) ※ただし定員に達した場合はその時点で締め切ります。 

 

 

 

５ 「求職者支援訓練にかかるリーフレット」について 

このたびハローワーク長崎は、令和元年度第２四半期開講の求職者支援訓練予定表を作成しました。 

市の窓口に、「求職者支援訓練にかかるリーフレット」を設置しておりますので、ぜひご覧ください。 

お問合わせ先 

 長崎県 産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班 

  電話：095-8954-2714 FAX：095-895-2582 

お問合わせ先 

 長崎公共職業安定所 職業相談第二部門 

  電話：095-862-8631 



７ 九州・山口共同インターンシップについて 

  

 全国的に若者を中心とする地方の人材が首都圏へと流出している中、長崎県においても若者の県内

定着促進を最重要課題と位置づけ、あらゆる取組を行っております。 

 その中で、九州７県及び山口県により構成される九州・山口UIJターン若者就職促進協議会におい

て、首都圏からの若者人材の九州・山口への還流と地域定着の促進を図ることを目的として、毎年九

州・山口共同インターンシップを実施しております。 

 市の窓口に、「九州・山口共同インターンシップ」に係るチラシを設置しておりますので、ぜひご覧くださ

い。 

 

 

 参加対象：東京圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県）・近畿圏（京都府・大阪府・兵庫県）在住 

        または同地域の大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等に在学中の学生 

        （２０２１年以降に卒業予定の方が対象です。出身県は問いません。） 

 

 実施時期：２０１９年７月～９月で５日間程度のインターンシップを実施 

 

 インターンシップ受入先：九州・山口各県の特選企業・団体 約１００社 

 

  

 

 

 

 Webサイトからエントリー 

↓ 

 インターンシップ説明 

 （株式会社学情 東京本社セミナールーム 

または大阪本社セミナールームで実施します。） 

↓ 

  希望企業受付（個別面談） 

↓ 

 受入企業決定、インターン実施 

 

  ※選考なし！地域が選べる！ 

  ※説明を受けた後にインターンシップへのご参加

を決定しても大丈夫です♪ 

    まずはお気軽に説明会にご参加ください。 

 

 

  インターンシップ説明会予約受付中 

    →「九州・山口キラリ☆ハッケン」  

      URL：https://www.kyushu-yamaguchi.jp 

お問合わせ先 

 長崎県 産業労働部 若者定着課 

  電話：095-895-2732 
キラリハッケン 

参加までの流れ 



８ 「ながさき合同企業面談会」の開催について 

  

 
 



９ 採用力アップセミナーの開催について 【申込〆切：7月5日（金）】 

 

 

 

  

 

 

 

本セミナーは、全国的な少子高齢化や人手不足を背景に人材獲得競争が過熱しているなか、地元企業

の皆様に充実した採用活動を展開いただくため、採用に関する効果的な取組みなどを学んでいただくこと

で、採用力向上を図っていただき、若年者の地元就職・定着を図ることを目的としたセミナーです。 

 

 ●日 時：令和元年７月１８日（木） １４時～１６時 （開場１３時３０分） 

 ●場 所：商工会館 ２階ホール（長崎市桜町４番１号） 

 ●内 容：『なぜ創業６年目、社員３０人の会社に１万人以上の学生が応募するのか』 

        講師 （株）Legaseed 代表 近藤 悦康 氏 

        ①会社の成長のカギを握る“新卒採用”成功の秘訣 

        ②学生を魅了する“インターンシップ”とは？ 

        ③皆様からの事前質問に対し、講師からご回答いただきます。 

 ●申込み：メールにて ①会社名 ②参加者名・役職 ③電話番号 ④FAX番号 ⑤メールアドレス 

        ⑥講師への質問事項を記載のうえお申し込みください。  

        本紙FAXによるお申込みも可能です。 

        宛先： koyo@city.nagasaki.lg.jp 

        FAX ： ０９５－８２９－１１５１  

お問合わせ先 

長崎市 産業雇用政策課 

  電話：０９５－８２９－１３１３ 

貴社名  TEL  

お名前  役職  FAX  

お名前  役職  E-Mail  

FAXにてお申込みの場合は、下表を記載のうえ、FAX：０９５－８２９－１１５１ までご送信ください。 

採用力アップセミナー 

「日本一学生が集まる会社」に学ぶ、 

新卒採用の新戦略 

皆様からの事前質問等に対し、セミナーで講師よりご回答いただきます。 

講師への質問等がございましたら、お書きください。 

（時間に限りがあるため、全ての質問への回答は出来かねますので、あらかじめご了承ください。） 

 



１１ 令和元年度「長崎市男女イキイキ企業」の募集について 

 男女の性別にかかわらず、誰もが働きやすい環境づくりを実践して、働く人も会社もイキイキしている企

業を募集します。 

 

〇対象    長崎市内に事業所または事務所が所在する企業 

〇申込    市役所本館、人権男女共同参画室、総合事務所、地域センター、公民館などに設置の 

         応募用紙を人権男女共同参画室へ持参。郵送する場合は、〒850-0874  

         長崎市魚の町5-1（市民会館７階） 長崎市人権男女共同参画室「イキイキ企業」係へ 

         郵送してください。ホームページからも応募用紙を入手できます。 

〇募集期間  令和元年６月３日(月)～７月３１日(水) 必着 

〇その他    取り組み内容が分かる資料や写真などを添付してください。 

          １０月６日(日)のアマランスフェスタで表彰式を行います。 

         なお、詳細については、ホームページ等に掲載されている応募要領をご覧ください。 

１０ 令和元年度「長崎市人権問題講演会」の開催について 

 声優・歌手・劇作家の佐久間レイさんより、朗読劇や歌を交えたコンサートのような講演を通して、女性が

活き活きと生きるヒントや自分と向き合う本当の意味、いじめの正体についてお話いただきます。 

 

  

 

  

お問合わせ先 

 長崎市 人権男女共同参画室 

  電話：095-826-0026 

講師 佐久間
さ く ま

 レイ 氏  

 （声優・歌手・劇作家） 

お問合わせ先 

 長崎市 人権男女共同参画室 

  電話：095-826-0026 

〇演題    明日を笑顔で迎えるために～命を輝かせる心のストレッチ～ 

〇日時    令和元年８月２６日(月) 午後２時～午後３時５０分  

          （開場：午後１時３０分） 

〇場所    長崎市民会館文化ホール（魚の町５番１号） 

〇対象    どなたでも 

〇入場料    無料 

〇申込    不要 

〇一時保育 あり（１歳～就学前）  

                 ※要予約（令和元年８月１６日(金)まで） 

              ご希望の方は下記までお問合せください。 

〇その他     手話通訳・要約筆記あり 



１２ ユースエールの認定企業に市内企業が新たに認定！ 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長工醤油味噌協同組合HP 

URL：https://choko.co.jp/ 

 「ユースエール認定制度」とは、若者の採

用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状

況などが優良な中小企業（常時雇用する労

働者が３００人以下）を若者雇用促進法に基

づき厚生労働大臣が認定するものです。 

   
 

 

 

 

 

 

所在地 
〒850-0051 

長崎県長崎市西坂町2番7号 

業種 食品製造業 

認定年月日 平成31年1月18日 

認定企業の情報 

「社会福祉法人 正道会」が    

ユースエール認定企業に認定されました！ 

「長工醤油味噌協同組合」が 

ユースエール認定企業に認定されました！ 

所在地 

〒851-0115 

長崎県長崎市 

かき道3丁目1-11 

業種 幼保連携型認定こども園 

認定年月日 平成31年3月27日 

認定企業の情報 

社会福祉法人 正道会HP 

URL：http://seido-kai.com/ 

 

 これで市内認定

企業は4社 

となりました。 



１３ 中小企業退職金共済制度について 

１４ くるみんマーク・プラチナくるみんマークとは 

  

 「くるみんマーク」・「プラチナくるみんマーク」とは、「子育てサポート企業」と

して、厚生労働大臣の認定を受けた証です。 

 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企

業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請

を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定（くる

みん認定）を受けることができます。この認定を受けた企業の証が、「くるみん

マーク」です。 

 さらに、平成２７年４月１日より、くるみん認定を既に受け、相当程度両立支

援の制度の導入や利用が進み、高い基準の取組を行っている企業を評価し

つつ、継続的な取組を促進するため、新たにプラチナくるみん認定がはじまり

ました。 

 プラチナくるみん認定を受けた企業は、「プラチナくるみんマーク」を広告等

に表示し、高い水準の取組を行っている企業であることをアピールできます。 



「長崎キラリ☆カンパニー」ご紹介企業 

   長崎ケーブルメディアで放送中の情報番組「ケーブルワイド 

 なんでんカフェ」の中で長崎地域のキラリ輝く企業を紹介して 

 います！放送は毎月第２火曜日です。これまでにご紹介した企業は、 

 長崎市ホームページやＹｏｕＴｕｂｅでもご覧いただけます！  

 

 

 

 

 

 

 

 長崎キラリカンパニー 

        チューリッヒ保険会社 長崎オフィス 様 

                （平成31年4月放送） 

 チューリッヒ保険会社は、世界の２１０以上の国と地域に展開す

るチューリッヒ・インシュアランス・グループの日本支店であり、アジ

アにおける重要拠点です。その中でも長崎オフィスは、国内に３拠

点しかないコールセンターとして重要な拠点となっています。 

 職場には若い社員の方が多く、明るく活気に満ちているだけでな

く、年齢に関係なく責任ある立場で活躍できる職場です。２８歳に

してスーパーバイザーという役職に就く方に会社の魅力を伺うと「『お客様第一主義』という企業理念のとお

り、お客様を優先した対応ができ、お客様にこうしてあげたい、という気持ちを持ったまま働けるところ」と仰っ

ていました。 

 今後、長崎オフィスは規模を拡大していくそうで、社員の方の活躍の場がますます広がっていくと感じられる

魅力あるキラリ☆カンパニーです。 

           服部産業株式会社 様 

                 （令和元年5月放送） 

 お客様の大切な製品を守る梱包や工場等で稼働する配電盤の

製造のほか、鋳物製品製造・精密機械加工と幅広い分野で活躍

する服部産業株式会社。 

 事業内容を聞くと、「特殊な技術が必要なのでは？」と感じるか

もしれませんが、実は入社する方のほとんどが未経験者です。

しっかりとした教育カリキュラムや先輩からの指導などを通じて、

未経験の方でも技術を身につけることができ、活躍することができる環境が整っています。 

 長崎でもいち早く労働安全衛生の世界認証ISO４５００１を取得したほか、品質や環境面の世界認証も取得

している誠実な会社です。これまでに中国で事業を行っていた実績も持っており、服部副社長からは「世界に

目を向けた経営を続けていきたい」というお話もしていただきました。 

 社員一人一人がまじめでひたむきに仕事に取り組むキラリ☆カンパニーです。 

お問合わせ先  

長崎市 産業雇用政策課 

 電話：０９５－８２９－１３１３ 


