
業　　種 最低賃金［１時間］

鉄鋼業 ９１５円（８８７円）

非鉄金属製造業 ８８６円（８６６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

８０７円（７８４円）

自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業，
船用機関製造業

８５３円（８３３円）

自動車（新車）小売業 ８２１円（７９９円）

各種商品小売業

改正がありませんでしたの
で、平成30年10月1日から、
大分県最低賃金762円が適用
されます。
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●P1 「県立職業能力開発校」はあなたの夢の実現を

応援します！

●P1 大分県特定（産業別）最低賃金が改定されます

●P2 トピックス

●P3 インタビュー この人にききました

●P4 県内の動き（労働・経済関係）

●P5 セミナー・その他お知らせ

●P7 労働実務Q&A

●P7 主要労働経済指標

●P8 大分労働局からのお知らせ

●P8 労委だより

２０１８
No.58（No.752)

１１
月号

Topix
Main

県職業能力開発校は、大分、
佐伯、日田の各高等技術専門校
と別府の竹工芸
訓練センターで、
平成３１年度入
校生の募集を行っ
ています。ご応
募お待ちしてい
ます！

【12月】

5日(水) 生涯現役応援セミナー

15日(土) ＣＯＣ＋・大分県 業界研究セミナー

16日(日) 集中労働相談(～18日(火))

20日(木) 出張労働相談(豊後大野)

26日(水) 大分県内企業魅力発見バスツアー(1回目)

27日(木) 大分県内企業魅力発見バスツアー(2回目)

29日(土) 合同企業面接会in大分

【1月】

17日(木) 女性のための就労応援セミナーinひた

21日(月) 出張労働相談(大分)

24日(木) シニア世代のための就職面談会(別府)

主な労働関係行事等(12月～1月)

9月有効求人倍率 倍1.59
相談専用ダイヤル 携帯・スマホから

0120-601-540 097-532-3040

大分県最低賃金 円762

※なお、地域別最低賃金は
１時間７６２円(10/1から)
です。

大分県特定（産業別）最低賃金が改定されます

H30年12月25日から改定 ( )内の金額は現在

大分労働局

労働基準部 賃金室
Tel 097-536-3215

お問合せ

大分 入校募集

・高い就職率

平成30年3月修了生

・少人数制で資格取得サポート

・授業料無料
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県と労働局は、県内の企業経営者に働き方改革への

理解を深めてもらうため、「おおいた働き方改革トッ

プセミナー」を１０月９日（火）ホテル日航大分にて

開催しました。

セミナーでは、

約１８０人の参加

者を前に、今年度

創設の「おおいた

働き方改革推進優

良企業表彰」表彰

式及び取組発表の

後、ＲＩＺＡＰグ

ループ株式会社代

表取締役兼カルビー

株式会社シニアチェ

アマンの松本晃氏が「働き方改革は生き方改革だ！」

をテーマに講演を行いました。

松本氏は、「社員一人一人が成果を出すためには、

環境・制度を整え、しくみ・文化を変える」ことが必

要であるとし、その具体的取組として、「簡素化」

「透明化」「分権化」の推進や、「オフィス改革」

「新給与体系導入」「ダイバーシティ」を挙げました。

また、「働き方改革」においては、「働くとは何？」

「顧客が抱えている問題を解決しているか」を自分に

問い、「時間で働く」のではなく「成果で働く」こと

の重要性を述べ、参加者は熱心に耳を傾けていました。

県は、働きやすい職場環境づくりに加え、働き方改

革に積極的に取り組み、優れた成果が認められる法人

を表彰しました。（この表彰制度は、平成２８年度に

創設した「おおいたワーク・ライフ・バランス推進優

良企業表彰」を継承しています。）

今年度は３法人を表彰し、１０月９日に開催した

「おおいた働き方改革」トップセミナー（前記事参照）

のなかで表彰式を執り行いました。

受賞されたのは、大分デバイステクノロジー（株）

〔大分市・製造業〕、（株）ザイナス〔大分市・情報

通信業〕、（福）みずほ厚生センター〔臼杵市・医療、

福祉）の３つの企業、団体です。

受賞法人は、経営者と従業員が一体となって働き方

改革に取り組み、業務改善による労働時間の縮減や、

子育てしやすい労働環境の整備を行うなど、その成果

が認められたものです。

お お い た 働 き 方 改 革 ト ッ プ セ ミ ナ ー 開 催 ！

『ワーク・ライフ・バランス体操第一』を制作しました

(左から)（福）みずほ厚生センター様、大分デバイステクノロジー（株）様、
安東副知事、(株)ザイナス様

県雇用労働政策課

Tel 097-506-3327 Fax 097-506-1756
講演を行う松本晃氏 お問合せ

おおいた働き方改革

平 成 ３ ０ 年 度 「 お お い た 働 き 方 改 革 」 推 進 優 良 企 業 を 表 彰 し ま し た

九州・山口の各県と経済界は、

「仕事と生活の両立」を大切に

し、子育てに優しい職場づくり

を進める「九州・山口ワーク・

ライフ・バランス（ＷＬＢ）推

進キャンペーン」を実施してい

ます。

このたび、ＷＬＢを分かりや

すいポーズで表現した『ワーク・

ライフ・バランス体操第一』を

制作し、公式サイトで紹介する

とともに、リーフレット及びポ

スターを作成しました。

ぜひご覧ください。

九州山口ＷＬＢ

障がい者の就職の促進を図るため、障がい

者の方と事業主を対象とした面接会を、次の

とおり開催します。

●日時：平成３１年２月７日（木）

午後２時から

●場所：別府国際コンベンションセンター

（ビーコンプラザ）

２階 「レセプションホール」

参加を希望される障がい者の

方や事業主の方は、ハローワー

クまでお問い合わせください。

（交通案内）http://www.b-conp

laza.jp/access/index.htm または↑

障害者就職面接会を開催します

ハローワーク別府

Tel 0977-23-8609

お問合せ
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インタビュー

この人にききました

大分県では、県内の事業所が自らの創

意工夫で取り組んでいる様々な働き方改

革の事例を紹介することで、より多くの

企業に働き方を見直す契機にしていただ

きたいと考え、大分県経営者協会と共同

で「おおいた働き方改革」取組事例集を

作成しました。今回はその中で紹介され

ている、株式会社古城を取材しました。

この会社は、昭和２７年に青焼き業務

などを手がける古城感光紙店として設立

されました。その後機械販売が主力とな

り、昭和３６年に株式会社古城測量機械

店に称号変更、平成８年に現社名になり、

建設・測量ソリューション事業と、総合

ＩＴソリューション事業を展開していま

す。執行役員の大塚賢治氏と井尾健児氏

のお２人にインタビューしました！

Ｑ：働き方改革の取り組みについて教え

てください。

特徴的なものとして、６年前にオフィ

スをリニューアルし、役員やマネージャー

以外の社員の席は、フリーアドレス方式

を採用しました。若手社員の発案で、席

を固定せず、いつも違う席に座って仕事

をするというものです。当時、この方式

を採用している会社はほとんどありませ

んでしたが、率先してやっていこうとい

うことで、導入しました。

書類は机の周りではなく、キャビネッ

トに保管しているため、できるだけ書類

ではなくサーバーアクセスで済ませるこ

とで、ペーパーレス化が進みました。他

にも営業マン全員にタブレットＰＣを持

たせ、ネット接続も可能なモバイルワー

クを実施しています。セキュリティ面で

も、当社はプライバシーマークを取得し

ています。将来的にはテレワークも視野

に、１つ１つ改善を重ねているところで

す。

他にもノー残業ＤＡＹを設け、当初は

毎週水曜日の１回だけでしたが、今は月・

水・金曜日の週３回としています。また、

年休の一斉付与やリフレッシュ休暇制度

も設け、残業時間は平成２８年の月５０

時間から平成３０年は月３０時間に、年

休は平成２７年の年３日から平成２９年

の年８日と、目に見える形で成果が出て

います。４日連休でリフレッシュして出

勤してきた社員は、すっきりした、いい

顔をしていますね（笑）。

Ｑ：取組を進める上で苦労した点は何で

すか。

やはり昔ながらの体質が根強く残って

いるという点です。前は拘束時間が長く、

それが普通だったということもあります

が、年代層も幅広く、取組を理解しても

らうにも苦労があります。社員一人ひと

り考え方が違いますので、ひとくくりに

はできません。働き方改革を進める上で、

全国的にもこうした「ひずみ」が生じて

いるのではないでしょうか。この「ひず

み」を是正していくため、働き方改革を

うまく浸透させていくため、常にどうす

べきか念頭に置きながら、社員と接して

いくことが大事だと考えています。

Ｑ：取組の成果はどのようなことですか。

ノー残業ＤＡＹやリフレッシュ休暇な

どがスケジューリングに入ってきている

ため、逆算して仕事を進めるようになっ

てきました。１週間でこれだけの仕事を

終わらせるために、今日１日でどれだけ

やれば良いかなど、タイムマネジメント

に近いかもしれません。上司も率先して

帰りますし、意識改革が進んできている

と思います。

Ｑ：今後の課題や方針をお聞かせくださ

い。

まだ今は働き方改革に「チャレンジ中」

であり、完璧とは言えません。今後どう

なっていくのかはっきりはわかりません

が、「前進している」との手応えはあり

ます。社員の心と体の健康、安全が第一

ですので、会社に戻ったら安心できる、

そうした職場づくりをしていきたいです

ね。

実は今年、県の「おおいた働き方改革」

実践推進モデル企業に選定されまして、

社員８名で構成するプロジェクトチーム

を立ち上げ、今日も話し合いをしていま

す。ＩＴ、セールスそれぞれのチームか

ら、年齢層もさまざまな社員で構成され

ています。まずは社内での疑問点を洗い

出し、変えたいところをチーム目標に設

定して、達成に向けた取組を進めていま

す。

また、女性社員の働き方改革というこ

とで、先進的な取組を行っている関連会

社の女性社員をお招きして、当社の女性

社員とディスカッションを行う、という

取組も予定しています。寿退社で終わる

時代ではありませんので、他社の成功事

例も参考にできたらと思います。

（最後に働き方改革を進めようとしてい

る企業に一言お願いします）

できることから始める。とにかくスター

トしないことには何も変わりません。思

い切ってチャレンジすることが大事です

ね。

今一度、社員だけでなく、その家庭、

家族も含めたコミュニケーションをしっ

かりとっていくことが必要だとも感じて

います。

社会が皆で働き方改革をやっていくと、

社会全体が良くなると信じています。

働き方改革先進企業（（株）古城）
～老舗でありながら絶えずチャレンジを続ける～

（株）古城

（左）執行役員 大塚 賢治 氏

（右）執行役員 井尾 健児 氏

「フリーアドレス方式」オフィス

プロジェクトチームによる打合せの様子
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９月２３日（日）１０時から大分市勤労者福祉センター

で、自治労大分県本部全国一般大分地方労働組合が第４

７回定期大会を開催しました。大会では、解雇、懲戒処

分、有期雇用の無期転換等加盟組合員の雇用と権利を守

る闘いや春闘等の２０１８年一般経過報告が提案され承

認されました。

続いて賃上げ・一時金の取り組み（２０１８年秋季闘

争、２０１９年春闘）や働き方改革関連法成立に伴う労

働時間短縮闘争、２０１９年の統一自治体選挙・参議院

選挙の選挙闘争などを盛り込んだ２０１９年度運動方針

が決定されました。最後に役員選挙があり、朝来素生執

行委員長、福田朗書記長が再選されました。

県内の動き（労働・経済関係）平成30年
9月～11月

全国一般大分地方労組が定期大会開催

１１月６日（火）、平成３０年度永年勤続功労者顕彰
表彰式を大分県庁で行いました。この顕彰は、県内の民
間事業所において、３０年以上の永きにわたり職務に精
励され、勤務成績が優良で他の模範となる方に知事が表
彰するもので、今年度は１８名が表彰されました。
表彰式では受賞者を代表して、光陽自動車有限会社の

工藤文昭さんが「今日の感激を忘れることなく、より一
層精進してまいります。」とあいさつしました。
◆受賞された方々（敬称は省略）

阿南 敦士（有限会社伊藤）
岩尾 隆樹（有限会社二宮プロパン）
上田 陽一（株式会社メタリックスジャパン）
大石 啓二（シゲル産業有限会社）
大石 德行（杉乃井ホテル＆リゾート株式会社）
大下 照夫（株式会社西野物産）
甲斐 和久（江藤設備株式会社）
工藤 文昭（光陽自動車有限会社）
佐藤 寿一（株式会社協栄サービス）
須賀 清秋（株式会社元吉建設工業）
田中 敏治（株式会社佐藤鐵工）
玉井 健二（扶桑工業株式会社）
鶴原 裕二（日本フイルム株式会社）
中野 浩一（株式会社川浪組）
平原 武信（高野建設株式会社）
古川 博之（伸和建設株式会社）
峯崎 祐二（株式会社中村建材店）
村上 眞理子（有限会社古庄自動車整備工場）
（５０音順）

平 成 ３ ０ 年 度 永 年 勤 続 功 労 者 顕 彰 表 彰 式 １ ８ 名 が 受 賞

受賞者と高濱商工労働部長（前列中央）の記念写真

連合大分 第３５回地方委員会を開催

連合大分は１０月３０日（火）大分市の全労済ソレイ

ユで第３５回地方委員会を開催し、地方委員、役員等約

１００名が出席して向こう１年間の運動方針などを決定

しました。

◆佐藤会長のあいさつ

半期を振り返って、この１年は常識を越えた自然災害

に見舞われた。被災された方へ衷心よりお見舞いを申し

上げるとともに、組織をあげてのボランティア等支援の

取組に対し、関係者へ心から感謝したい。働き方改革関

連法について、連合が求めてきた大事なものは実効性を

担保させ、危険なものは歯止めをかけなければならない。

すべての職場で働きやすい環境整備の取組を進めていく。

２０１９年度は結成３０周年を迎える極めて重要な年で

あり、連合大分総

掛かりで取組を展

開していく。

議事では、経過

報告・決算報告、

主要活動（案）、

予算（案）はすべ

て満場一致で承認

されました。
挨拶を行う佐藤会長

福井県から自殺志願者への見回り活動の報告 大分県自殺対策講演会が開催

９月２９日（土）１３時から大分市コンパルホール

で平成３０年度第１回大分県自殺対策講演会が開催さ

れ、関係者や一般市民が参加しました。

最初に「大分いのちの電話」の金子進之介理事長か

ら大分県内の自殺者の状況についての報告と、いのち

の電話ボランティアへの参加要請がありました。

次いでＮＰＯ法人「心に響く文集・編集局」茂幸夫

理事長から福井県の観光地・東尋坊

で自殺志願者への見回り・説得・支

援活動について過去の事例をあげて

報告がありました。また、大分メン

タルヘルスネットの中村廣光代表は、大人の発達障害

への理解のポイントや生活・就労支援の必要性を訴え

ました。
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第 ４ ８ 回 大 分 県 技 能 祭 が 開 催 さ れ ま し た

１１月１１日（日）に、

大分高等技術専門校及び

大分職業訓練センターで

第４８回大分県技能祭が

開催されました。

技能祭は、技能に対す

る県民の理解を深め、も

のづくりに対する興味・

関心を高めてもらうため、

１１月の「人材開発促進

月間」行事として毎年開

催されています。

１４職種で行われた技能コンクールでは、１３３名

の選手が日頃の訓練の成果を競い合いました。また、

親子技能ふれあい広場では、技能士の指導を受けなが

ら、多くの子どもたちがフラワー装飾やトールペイン

ト、本立てなどの制作に真剣に取り組んでいました。

会場を訪れた人々

は、普段なかなか目

にすることのできな

い技能士の「わざ」

に触れながら、展示

即売会やお楽しみ抽

選会など様々な催し

物を楽しまれていま

した。 親子ふれあい技能ひろばの様子

現代の名工による
フラワーデモンストレーション

平 成 ３ ０ 年 度 労 働 講 座 「 働 き 方 改 革 セ ミ ナ ー 」 を 開 催 し ま し た

県では、例年県内６会

場で、各地域の雇用労働

環境に沿ったテーマで労

働講座を開催しています。

今年度はすべての会場で

「働き方改革」のテーマ

で実施しました。

講演１では、大分労働

局労働基準部監督課の政木隆一課長より、６月に成立

した働き方改革関連法について、現時点で確定してい

る内容についての説明がありました。講演２では、社

会保険労務士の篠原丈司講師より、実際に働き方改革

に取り組むに当たって、法令遵守の大切さを踏まえた

上で、どう意識を改革し、

どのような技術（タイム

マネジメント）を使って

いけばよいのか等につい

ての説明がありました。

受講者からは、「日頃

問題だと感じていた点に

ついて、納得する話が聞

けた」「タイムマネジメ

ントの具体例が聞けてよかった」といった感想が聞か

れました。

県では、今後も同様のセミナー等を通じ、各職場に

応じた形での働き方改革を推進していきます。

講演を行う篠原講師
講演を行う政木課長

セミナー・その他お知らせ平成30年12月
～平成31年1月

◇◆「大分県内企業魅力発見バスツアー」参加者募集中◆◇

県内就職及び本県へのＵＩＪターンを促進するため、

県外大学等に進学した学生を対象にしたバスツアーの

参加者を募集します。

●日時：(１回目)平成３０年１２月２６日(水)

・営業・販売に関わる仕事コース(フンドーキ

ン醬油・大分トヨタ自動車)

・情報に関わる仕事コース(モバイルクリエイ

ト・エイビス)

(２回目)平成３０年１２月２７日(木)

・地域に密着した仕事コース(トキハ・大分交

通)

・ものづくりコース(デンケン・エスティケイ

テクノロジー)

●概要：博多駅・小倉駅から発着

大分駅からも参加可

（ツアー終了後、大分駅で下車可）

・各コース定員２０名、職場見学・若手社員

との交流など

●募集期間：１２月１８日(火)まで参加受付中

※応募多数の場合は、抽選にて決定します。

県雇用労働政策課

Tel 097-506-3331 Fax 097-506-1756
お問合せ

大分県内企業魅力発見バスツアー
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「生涯現役応援セミナー」を開催します

大分県シニア雇用推進協議会では、シニア世

代の方が、年齢に関わりなく、生涯現役でいき

いきと働きたいあなたを応援するためのセミナー

を開催します。

●日時：平成３０年１２月５日（水）

１３：３０～１６：４０

●内容：右図参照

●場所：大分県立図書館１階 第２・３研修室

●対象：おおむね５５歳以上の方

●募集定員：２０名程度

●参加料：無料 ※要事前申込

大分県シニア雇用推進協議会
（事務局：県雇用労働政策課）
Tel 097-576-7385 Fax 097-576-7386
Mail oita-senior@helen.ocn.ne.jp

※ＦＡＸ又はメールの場合は、氏名・年齢・
住所・電話番号を記入してください。

お申込･お問合せ

ヒューマンフェスタ

2018おおいたinさいき

県人権・同和対策課

Tel 097-506-3177 Fax 097-506-1751

佐伯市人権・同和対策課

Tel 0972-22-3085 Fax 0972-22-3124

お問合せ

県では、１２月８日（土）に、佐伯市保

健福祉総合センター和楽（わらく）で、ヒュー

マンフェスタを開催します。テーマは、

「ともに認め合い ともに育む 一人ひとり

の人権」です。

午前１０時のオープニングに始まり、午

後４時まで表彰式やショー、ミュージカル

などのステージイベントが満載です。展示

や、体験ができるコーナーも多く出展して

います。入場は無料です。是非ご家族ご友

人お誘い合わせの上、お越しください。

●主催：大分県、大分県教育委員会、

大分県人権教育・啓発推進協議会、

佐伯市

こころちゃん
（大分県人権啓発ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ）

「働き方のトラブル
相談コーナー」も
あるよ！



全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分県

363,338 311,068 291,475 255,184 71,863 55,884 149.0 154.3 136.2 143.4 12.8 10.9
357,949 314,181 288,508 257,000 69,441 57,181 148.7 156.2 135.8 143.9 12.9 12.3
361,593 316,584 289,899 258,251 71,694 58,333 148.6 156.7 135.9 144.1 12.7 12.6

30年  4月 308,597 263,100 296,574 256,810 12,023 6,290 150.9 156.6 137.9 144.4 13.0 12.2
5月 309,570 260,143 292,656 253,510 16,914 6,633 146.6 152.4 134.2 140.3 12.4 12.1
6月 546,531 449,923 295,074 255,654 251,457 194,269 152.7 156.9 140.3 144.6 12.4 12.3
7月 431,833 355,873 294,714 252,743 137,119 103,130 150.9 155.7 138.5 143.4 12.4 12.3
8月 304,527 263,106 293,748 252,882 10,779 10,224 145.9 151.3 134.2 139.7 11.7 11.6

厚生労働省「毎月勤労統計調査」（規模30人以上）
県統計調査課「毎月勤労統計調査地方調査」(規模30人以上)

全　国 大分県 全　国 大分県 全　国 大分市 全　国 大分県

1.69 1.40 1.11 0.94 99.2 99.0 99.0 96.6 318,755 316,410
1.86 1.54 1.23 1.07 100.0 10.0 97.8 99.6 315,379 314,339
2.08 1.80 1.39 1.13 99.9 100.1 97.7 97.1 312,763 299,858

30年  4月 2.37 2.07 1.59 1.48 100.9 101.4 104.6 97.6 334,967 391,557
5月 2.34 2.10 1.60 1.53 101.0 101.6 104.4 92.0 312,354 346,634
6月 2.47 2.28 1.62 1.59 100.9 101.7 102.5 97.0 291,998 287,757
7月 2.42 2.17 1.63 1.61 101.0 101.6 102.3 98.0 310,031 339,078
8月 2.34 2.14 1.63 1.61 101.6 102.2 102.5 94.3 319,939 334,492

（注） 一般職業紹介状況の年平均は年度平均、月次は季節調整値、年度平均は原数値。

28年 平均

　　　             項目

年月

賃　　金　　の　　動　　き 労　働　時　間　の　動　き

現金給与総額(円) 定期給与(円) 特別給与(円)
総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

(時 間) (時 間) (時 間)

26年 平均

27年 平均

資料出所 (大分県)

　　　             項目

年月

一般職業紹介状況(学卒除く｡パート含む)

大　分

労働局

厚　生

労働省

大　分

労働局

鉱工業生産指数

(季調済)22年＝100

※年指数は原指数

1世帯当り（勤労者世帯）

家計消費支出（円）

農林漁家世帯を含む
新規求人倍率 月間有効求人倍率

(季節調整値) (季節調整値)

消費者物価指数

(総合)27年＝100

総務省統計局

｢消費者物価指数｣
経済産業省 ｢鉱工業

生産動向｣

県統計調査課

｢鉱工業生産指数月
報｣

総務省統計局

「家計調査」

全　国 大分市

26年 平均

27年 平均

28年 平均

資料出所
厚　生

労働省
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大分県社会保険労務士会

Ｑ 私は今月子供が生まれ、健康
保険の扶養の手続きを会社に

お願いしました。すると手続に必要
な書類の中に個人番号（以下「マイ
ナンバー」といいます。）がありま
した。保険の手続きでもマイナンバー
は必要なのでしょうか。

Ａ 平成３０年１０月１日以降、
健康保険被扶養者認定の手続

が変更になりました。扶養認定を行
う際、証明書類をもって、身分関係・
生計維持関係の確認を行うこととな
りました。ただし、ご本人と扶養者
のマイナンバーの記載があり、会社
が続柄等を確認済である場合、証明
書の提出を省略できるようになりま
した。そのため、会社からマイナン
バーの提出が求められたと考えられ
ます。
▼ このほかにも、住所の変更・氏名
の変更手続き等、マイナンバーを年
金事務所へ提出している場合は、手
続きを行わなくても、住民票を変更
することで、社会保険の住所変更も
行われるようになりました。このた
め、会社に氏名の変更報告を忘れて
いて、ある日会社に新しい健康保険

証が送られてくるということもある
ようです。
▼ また、マイナンバーを使用するの
は社会保険だけではありません。公
共職業安定所で行う雇用保険の資格
取得・喪失、各種給付には平成３０
年５月以降、マイナンバーの記載が
必要となっています。このほかにも
年金の手続き、年末調整の手続き等
にも記載することがあります。
▼ マイナンバーには本人の氏名・住
所・個人番号等が記載されています。
このままでは、本人のものであるか
確認ができません。そのため、顔写
真が掲載されている身分証（運転免
許証など）や公的書類等で本人を確
認します。
他に、マイナンバーを市町村にて

マイナンバーカード（顔写真付）に
変更することもできます。この場合、
少し手続きに時間がかかりますが、
マイナンバーカードを提示すること
で身分証明書が不要になります。ま
た、家族のマイナンバーは加入者本
人が間違いないことを確認して、会
社に提出します。
▼ このように、保険の手続き等にお

いてもマイナンバーの利用は増えて
きています。これは、正確な手続き
と手続きの効率化のためでもありま
す。ただし、大切なマイナンバーで
すので、内閣府より会社内における
取扱方法について厳格に行うよう取
り決められています。心配な場合は、
利用方法について会社にお問い合わ
せください。
今後も、マイナン

バーを使用すること
が増えてくるかもし
れません。紛失等の
防止のためにも今一
度、家庭での保管・
管理を確認してみて
はいかがでしょうか。

【執筆】

社会保険労務士

溝江 由起子 氏
○社会保険労務士 溝江由起子事務所

大分市大字勢家８６５番地の４「個人番号（マイナンバー）」について

主 要 労 働 経 済 指 標 （～平成３０年８月）

〔マイナンバーカード総合サイト〕

https://www.kojinbango-card.go.jp/

〔マイナンバー総合フリーダイヤル〕

☎ ０１２０－９５－０１７８

〔個人番号カードコールセンター

（全国共通ナビダイヤル）〕

☎ ０５７０－７８３－５７８

お問合せ

マイナちゃん
（ＰＲキャラクター）



<　会議の開催状況　>
　9月11日　第1636回定例総会
　9月25日　第1637回定例総会
 10月 9日　第1638回定例総会
 10月24日　第1639回定例総会
<　大分県労働委員会　労働相談ダイヤル　>
　０９７－５３６－３６５０
・大分県労働委員会では、無料で労働相談を実施し
　ています。解雇、賃金未払い、配転など労使間ト
　ラブルでお困りの方は、お気軽にご相談くださ
　い。
・大分県労働委員会（県庁舎本館７階）
　　〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号
　※相談時間は９時から１７時まで

〇審査事件関係
種　　別 新　規 8月から繰越 終　結 11月へ繰越

不当労働行為事件 0 3 2 1
労働組合資格審査 0 3 2 1
再審査事件 0 0 0 0

種　　別 新　規 8月から繰越 終　結 11月へ繰越

あっせん 0 0 0 0
調停 0 0 0 0
仲裁 0 0 0 0

種　　別 新　規 8月から繰越 終　結 11月へ繰越

あっせん 0 0 0 0

< 事 件 関 係 >

〇調整事件関係

〇個別労働関係紛争関係

<『悩まずどんとこい労働相談』実施状況 >
○実施期間　１０月１日（月）～７日（日）［平日：午後８時まで　土日：午後５時まで］
○相談者数

労働者 使用者 合計（人）
１７ ０ １７

○相談内容
経営・人事 賃金等 労働条件等 その他 合計（件）

１ ９ ６ １０
退職強要　１ 賃金未払い　５ 労働契約等　３ パワハラ　３

賃金減額　　１ 労働保険　　１ その他　　７ ２６
年金　　　　１ 安全衛生　　１
最低賃金　　１ 就業規則　　１
その他　　　１
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◇◆労委だより◆◇ （平成３０年９月～１０月の概況） 大分県労働委員会

下記ＵＲＬにてウェブアンケートを実施しています。「労働おおいた」

へのご感想や、「こんな記事を載せて欲しい」「この人にインタビュー

して欲しい」といったご要望など、様々なご意見をお待ち

しています。

<アンケートページ>

https://www.egov-oita.pref.oita.jp/bNt4xzzC

（製作・発行）大分県商工労働部雇用労働政策課

〒870-8501 大分市大手町３－１－１
TEL.097-506-3353 FAX.097-506-1756

E-mail：a14580@pref.oita.lg.jp

Web労働おおいた
http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/rodooita-000

0.html

おおいたの労働
http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/

大分で「活躍する企業」や「働く人」、「魅

力的な大分」を発信しているサイトです！

▶▶https://oita-katete.pref.oita.jp/

QRコード⇒

大 分 労 働 局 か ら の お 知 ら せ

働き方改革関連法説明会を開催します 介護休業・介護休暇をご存じですか？

大分労働局では、働き方改革関連法説明会を県内７

か所で開催します。残業時間の上限規制、年５日間の

年次有給休暇、同一労働同一賃金などの内容をわかり

やすく説明します。詳しくは右記問い合わせ先まで。

※ 開催時間はすべて１３：３０～１５：３０

終了後、個別相談あり

家族の介護が必要な時期に、

離職することなく働きつづける

ことができるよう、介護休業・

介護休暇の制度があります。介

護休業は通算９３日、３回まで

分割して取得できます。また、

介護休暇は通院の付添いなどを

行うことも含め１年に５日まで

取得できます。

詳しくは右記

まで。

大分労働局

雇用環境・均等室

Tel 097-532-4025

お問合せ

「仕事と介護の両立」
シンボルマーク


