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障害者が自らの能力を活かし、障害の有無に関わらず「共に働く」社会を実現するためには、

事業主のみならず、一緒に働く方々の理解と協力が不可欠です。 
 

 
 

 

 

障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行

政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置

などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、

平成 28 年 4 月 1 日に施行されました。 

 

         
障害者であることを理由とした障害のない人との 

不当な差別的取扱いが禁止されます。 

 

         
障害者に対する合理的配慮の提供が義務となります。 

 

         
障害者からの相談に対応する体制の整備が義務となります。 

障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務となります。 

 
対象となる障害者は、 

●障害者手帳を持っている方に限定されません。 

●身体障害者、知的障害者、精神障害（発達障害を含む）その他の心身の機能に障害があるため、長期

にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方が対象です。 

 
お問合せは、兵庫労働局職業対策課 TEL：０７８－３６７－０８１０ 

ハローワーク西宮 TEL：０７９８－７５－６７１１ へ 
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障害者の雇用を希望する事業主の皆さまへ 
 

 

 
 

「障害者トライアル雇用」は、障害者を原則３か月間の試行雇用することにより、その適性や能力を

見極め、継続雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。 

労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行することができるため、障害者雇用への不安を解消する

ことができます。この制度の利用に当たっては、「障害者トライアル雇用奨励金」を受けることができま

す。事業主の皆さまは、「障害者トライアル雇用」を積極的に活用してください。 

また、職業紹介事業者から障害者トライアル雇用の紹介を受けた場合も奨励金の支給対象となります。 
 
 

 

奨励金の支給額 
 

 

対象者１人当たり、月額最大４万円（最長３か月間）※精神障害者を初めて雇用する場合※１は月額最大８万円  

事前に障害者トライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者※２に提出し、これら

の紹介によって、対象者を原則３か月（精神障害者は最大１２か月。ただし、奨励金の支給対象期間は

最長３か月間）の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、奨励金を受けることができます。 
 

 

（※１）支給対象者の雇入れの日の前日から過去３年間に、精神障害者（精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて

いる者に限ります）を常時雇用する労働者として雇用したことがない場合（ただし、過去に、障害者トラ

イアル雇用労働者１人につき月額最大８万円の支給を受けた場合（当該支給の対象となる雇入れの日から

３年を経過した場合を除く）を除く） 

（※２）障害者トライアル雇用奨励金の取扱いを行うに当たって、雇用関係給付金の取扱いについて同意書 を労

働局に提出している職業紹介事業者 
 
 

 

 

 

「障害者トライアル雇用」の対象となる方は？ 
 

 

「障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第１号」に規定する障害者に該当する方（障害の原因や種

類は問いません）で、次のいずれかの要件を満たし、紹介日に障害者トライアル雇用を希望した場合に

対象となります。 
 

 ①紹介日時点で、就労※１経験のない職業※２に就くことを希望している 

  ②紹介日の前日から過去２年以内に、２回以上離職や転職を繰り返している 

  ③紹介日の前日時点で、離職している期間※３が６か月を超えている 

  ④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 

     （※１）パート・アルバイトなどを含む。ただし、学校在学中のパート･アルバイトなどは除く 

   （※２）｢厚生労働省編職業分類｣の小分類の職業の単位 

   （※３）パート･アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと     

 

 

 

紹介日時点で、次に該当する方は障害者トライアル雇用の対象者にはなりません。 
・継続雇用されている人（重度身体障害者・重度知的障害者や４５歳以上の身体障害者･知的障害者、精神障

害者は対象となります） 
・自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、１週間当たりの実働時間が３０時間以上の人 
・学校に在籍中で卒業していない人（卒業年度の１月１日以降も卒業後の就職の内定がない人は対象となりま

す） 
・他の事業所で障害者トライアル雇用期間中の人 

 

                           

 

 

 

<< ご注意 >>  
◆求人数を超えた障害者トライアル雇用は実施できません。 

◆障害者トライアル雇用対象者の選考は、書類ではなく面接で行うようにしてください。 

◆障害者トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の５倍を超える場合は、それ以降の障害者トライアル 

雇用としての紹介は行いません。例えば、求人１人に対し、障害者トライアル雇用の選考中の人が５人に 

達した場合は、６人目は障害者トライアル雇用としての紹介は行いません。 

◆派遣労働者を募集する求人を｢障害者トライアル雇用求人｣とすることはできません。 
 

  

 

お問合せは、ハローワーク西宮 へ TEL：０７９８－７５－６７１１ 
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           お問合せは、兵庫労働局雇用機会均等室 へ 

             TEL：０７８－３６７－０８２０ 
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くわしくは、兵庫労働局労働基準部賃金室（TEL：078-367-9154） 

 または、西宮労働基準監督署（TEL：0798-26-3733）へお問合せください。 

お問合せは 兵庫労働局雇用環境･均等部指導課 へ 

TＥL：０７８－３６７－０８２０ 

 
 

 

 

 

妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続ける  

ことができるよう法律が改正され、平成 29 年 1 月 1 日から、以下の点が変わります。 
 
 
 

改正のポイント 現行 改正後 

①介護休業の分割取得 対象家族 1 人につき、 

原則 1 回 

  対象家族 1 人につき、3 回 

②子の看護休暇・介護休暇

の取得単位の柔軟化 

1 日単位   半日単位 

③介護のための所定労働時

間の短縮措置等 

介護休業と通算して 93 日   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 

④介護のための所定外労働

の免除の新設 

なし   対象家族１人につき、介護終了まで 

利用できる所定外労働の制限（残業の

免除）を新設 

⑤有期契約労働者の育児休

業･介護休業の取得要件

の緩和 

（育児休業の場合） 

以下の３要件とも満たす場合

①１年以上勤務 

②子が１歳になった後も雇

用継続の見込みがある 

③子が２歳になるまでの間

に雇用契約が更新されな

いことが明らかでない 

  以下の２要件に緩和 

①１年以上勤続 

②子が１歳６か月になるまで（※）の

間に雇用契約が更新されないことが

明らかでない 

（※）介護休業の場合は、介護休業を  

取得する日から９か月経過する 

日まで 

⑥育児休業等の対象となる

子の範囲の拡大 

法律上の親子関係のある実

子・養子 

  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等も新た

に対象 

 

 
いわゆるマタハラ・パタハ

ラなどの防止措置の新設 

事業主による妊娠・出産・育

児休業・介護休業等を理由と

する不利益取扱いは禁止 

  左記に加え、上司･同僚等からの嫌がら

せ等を防止する措置を講じることを事

業主へ新たに義務付け 

 
 

 

 

 

～♪♪♪～♪♪♪～♪♪♪～♪♪♪～♪♪♪～♪♪♪～♪♪♪～♪♪♪～♪♪♪～♪♪♪～♪♪♪～♪♪♪～ 

 

 

 
 

兵庫県最低賃金が、平成２８年１０月１日から時間額８１９円（改正前は 7９４円）に改正さ

れます。 

 なお、最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。 
 
 

育児・介護休業法の改正ポイント 

 

育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の改正ポイント 
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お問合せは、ハローワーク西宮 へ 

TEL：０７９８－７５－６７１１ 
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くわしくは、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 兵庫支部 へ 

 TEL：０７８－３２５－１７９２ 

くわしくは、兵庫県労政福祉課（TEL：078-341-7711） 

 または、西宮労働基準監督署（TEL：0798-26-3733）へお問合せください。 

 

 

 

 
 

 
 

～ しっかり休める職場づくりに取り組みましょう ～ 
 
◆ 働き方・休み方を変える第一歩として「プラスワン休暇」を実施しましょう  

仕事と生活の調和（ワークライフバランス）のために、労使協調のもと、土日・祝日に年次有給 

休暇を組み合わせて、３日（２日）＋１日以上の連続休暇に。 
 
◆ 休暇取得に向けた環境づくりに取り組みましょう  

《事業場での具体的な取り組みの一例》 

●年次有給休暇を取得しやすい環境整備  ●労使の話し合いの機会をつくる 
 
◆ 年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用しましょう  

《導入のメリット》  事業主・・労務管理がしやすく計画的な業務運営ができます。 

従業員・・ためらいを感じずに、年次有給休暇を取得できます。 

《日数》      付与日数から５日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。 
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高年齢者の雇用を希望する事業主の皆さまへ 
  

 

 

「高年齢者雇用安定助成金」は、高年齢者が意欲と能力があるかぎり年齢にかかわりなくいき

いきと働ける社会を構築していくために、２つのコースで事業主の皆さまの活動を支援していま

す。（平成２８年４月１日から制度が改正されています。） 
 
（１）高年齢者活用促進コース  
● 高年齢者活用促進の措置 

①新たな事業分野への進出等   ②機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善 

③高年齢者の就労の機会を拡大するための雇用管理制度の導入・見直し 

④高年齢者に対する健康管理制度の導入   ⑤定年の引上げ等 

● 助成額 
①～⑤に係る環境整備計画の実施に要した費用の額の 2/3（中小企業以外 1/2） 

※ 60 歳以上の雇用者１人当たり 20 万円上限（上限 1,000 万円） 

※ ただし、業種に応じて、上限額が 60 歳以上の雇用者 1 人当たり 30 万円となる場合があります。 
 
（２）高年齢者無期雇用転換コース  
● 助成内容 

50 歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して、その人数に 

応じ助成します。（制度を就業規則等に規定する必要があります。） 

● 助成額 
対象者１人につき 50 万円（中小企業以外は１人につき 40 万円） 

ただし、１支給申請年度あたりの上限は 10 人とします。 

 

 

 

    

 

平成２８年度 
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お問合せは、西宮市役所 労政課 雇用労働チーム へ 
ＴＥＬ：０７９８－３５－５２８６ 

「ものづくりふれあい体験教室」を開催しました 

 
 
 

 
西宮市と西宮労働者福祉協議会は、平成２８年度「西宮市勤労者美術展」を１１月１６日（水）から

２０日（日）までの５日間、市民ギャラリーにて開催します。 

応募資格は、市内に在住または在勤の勤労者（自営・パート可）で、出品は各部門１人１点、自作未

発表のものに限ります。賞は、部門ごとに市長賞・市議会議長賞等５賞を各１点、佳作・努力賞を各数

点です。部門、作品受付等については次のとおりです。ふるってご応募ください！ 
 
【部門・作品規格】 

・ 洋  画：６号以上５０号まで（全て額装） 

（水彩画・版画は八つ切り以上で１８０cm×１５０cm 以内） 

・ 日本画：６号以上５０号まで（額装または屏風類） 

・ 写 真：四つ切り以上、組写真は３枚以内（パネル張りまたは額装） 

・ 書 道：縦形２４０cm×６０cm 以内、横形８６ｃｍ×１８０ｃｍ以内、 

方形１２０ｃｍ四方以内。（額・軸・巻・帖・屏風等・仮表装程度以上） 

・ 彫塑・工芸：人力で運搬でき、重量概ね６０ｋｇ以下、かつ自立するもの 

工芸については、陶芸・染織・木竹工・金工・漆芸・七宝等 

（ただし、手芸に類するものは除きます。） 

（注意！）規格に適合しない作品は、受付･展示できません。また、額装等の場合は、吊れる状態に 

してご応募ください。 
 
【作品受付】 

１１月１２日（土）・１３日（日）の午前１０時～午後４時に、「市民ギャラリー」（川添町１５－   

２６）地下１階に直接お持ち込みください。作品の裏側に、作品名・氏名・住所・電話番号を書いた

紙をあらかじめ貼っておいてください。書道は、釈文を添付してください。なお、出品料は無料です。 

 

 

 
 
✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ ✬ 

 
    
                          

 
   

西宮市では毎年１１月に、長く同一の職種に携わり、その優れた技能をもって、社会に貢献さ

れた方の功績を称えるため技能功労者表彰を行っています。「ものづくりふれあい体験教室」は

過去に表彰を受けた技能功労者の方等を講師に招き、ものづくりの素晴らしさを子どもたちに伝

えるため開催しています。 

今年は、８月７日（日）に勤労青少年ホームで、西宮菓子工業組合から講師をお招きして、小

学１年生以上の子どもたちを対象に、「季節の上生菓子作り」を開催しました。親子で一緒に和

菓子を作り、熟練の職人技に触れた充実した一日でした。 
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