
相談窓口のご案内2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されています

（2021年5月作成）

女性の活躍・両立支援総合サイト 仕事と育児カムバック支援サイト

ワーク・ライフ・バランスに関するお役立ちサイト

（注）QRコードのリンク先はパソコン向けサイトです（モバイルサイトではありません）。※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です

職場復帰、再就職目指す女性のための情報提供サイト。制度の紹介や
地域の支援施設・保育園情報など

両立診断から一般事業主行動計画が作成できる「両立診断サイト」や
事例集など

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート イクメンプロジェクト
男性の子育て参加や育児休業取得の促進。企業の事例紹介や体験談、
各種制度の紹介など

政府、地域、企業等の取り組み事例紹介

介護離職ゼロ ポータルサイト 働き方・休み方改善ポータルサイト
会社の取り組み状況の「見える化」診断や、業種・規模別の取り組み
事例など

知っておきたい介護保険制度と介護休業制度の知識

やまぐち子育て連盟 ワーク・ライフ・バランスのページ集
山口県のサイト内にある「ワーク・ライフ・バランス」
に分類されるページー覧

県内でのイベントや「お父さんの育児手帳」の作成など
の活動状況や、やまぐち子育て応援企業の紹介など
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■ 働き方改革関連法に関する相談については、以下の窓口をご活用ください。

労働基準法の改正に関すること

■ 働き方改革の推進に向けた課題を解決するために、以下の窓口をご活用ください。
働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、
助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が相談に
応じます。

最寄りの労働基準監督署へ

労働安全衛生法の改正に関すること

労働時間等設定改善法の改正に関すること
パートタイム・有期雇用労働法に関すること 山口労働局雇用環境・均等室  083-995-0390

労働者派遣法の改正に関すること 山口労働局職業安定部需給調整事業室 083-995-0385

▶検索ワード　働き方改革サポートオフィス山口

働き方改革サポート
オフィス山口

経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたって、中小企業・小規模事業者の取組を支援します。
山口県内の商工会
山口県内の商工会議所 
山口県中小企業団体中央会

医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、産業保健の専門家が
相談に応じます。 ▶検索ワード　山口産業保健総合支援センター

山口産業保健総合
支援センター

定着のための制度設計や人材育成方法、働き方改革推進などの課題解決に向け、働き方改革
支援アドバイザー（社会保険労務士、国家資格キャリアコンサルタント）がアドバイスを行い
ます。 ▶検索ワード　やまぐち働き方改革支援センター

やまぐち働き方改革
支援センター（再掲）

生産性向上や人手不足への対応など、経営上あらゆる課題について専門家が相談に応じ
ます。 ▶検索ワード　山口県よろず支援拠点山口県よろず支援拠点

項　目 概　要 施行時期 根拠法

時間外労働の
上限規制 労働基準法【全企業】

施行済み

時間外労働の上限を原則月45時間かつ
年360時間
臨時的な特別の事情があって労使が合意
する場合でも、年720時間、月100時間
未満（休日労働含む）、複数月平均80時
間を限度（休日労働含む）
※ただし、適用を猶予・除外する事業・業
務あり

勤務時間
インターバル制度の
導入（努力義務）

労働時間等
設定改善法

【全企業】
施行済み

前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間
に一定時間以上の休息時間（インターバ
ル時間）を確保

年次有給休暇の
年5日間取得義務 労働基準法

【全企業】
施行済み

年10日以上の年休付与者に対し、年5
日の年次有給休暇の取得を事業者に義
務付け

割増賃金率の
中小企業猶予措置
の廃止

労働基準法

【大企業】
施行済み
【中小企業】
2023.4～

月60時間を超える時間外割増賃金率
50%以上

労働時間の状況を
客観的に把握する
よう、事業者に義務
付け

労働安全衛生法
【全企業】
施行済み

働く人の健康管理を徹底
管理職、裁量労働制適用者も対象

フレックスタイム制
の拡充

高度プロフェッショ
ナル制度の創設

労働基準法

労働基準法

【全企業】
施行済み

【全企業】
施行済み

労働時間の調整可能な期間（清算期間）を
延長（1ヶ月→3ヶ月）

年収1075万円以上の高度専門職につ
いて、労働時間等の適用除外。ただし、事
業者に健康確保措置を義務付け。

産業医・産業保健
機能を強化 労働安全衛生法【全企業】

施行済み

産業医の活動環境の整備
労働者に対する健康相談の体制整備
労働者の健康情報の適正な取り扱いルー
ルの推進

同一労働同一賃金
ガイドラインの適用

労働者派遣法

労働契約法

パートタイム・
有期雇用労働法

【大企業】
施行済み

【全企業】
施行済み

【中小企業】
施行済み

正社員と非正規社員（短時間労働者・有期
雇用労働者・派遣労働者）との間の不合理
な待遇差を禁止

下関署 083-266-5476　宇部署 0836-31-4500
徳山署 0834-21-1788　下松署 0833-41-1780
岩国署 0827-24-1133　山口署 083-922-1238
萩署    0838-22-0750



ワーク・ライフ・バランスが実現するとワーク・ライフ・バランスの取組例

業務改善助成金

女性活躍
加速化コース

不妊治療両立
支援コース

介護離職
防止支援
コース

正社員化
コース

テレワーク
コース

労働時間適正
管理推進コース

労働時間短縮・
年休促進支援
コース

団体推進
コース

両立支援等
助成金

キャリア
アップ
助成金

働き方改革
推進支援
助成金

人材確保等
支援助成金

育児休業等
支援コース

テレワークに係る制度を新たに整備し、テレワークを実施可能とする取組を行う事業主に対して
助成。
所定のテレワーク実績基準及び離職率目標を満たした事業主に対して助成

労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、外部専門官によるコンサルティング、労務
管理用機械等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成

労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組むことを目的として、外
部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事
業主に対して、その経費の一部を助成

勤務間
インターバル
導入コース

勤務間インターバル制度を導入し、その定着を促進することを目的として、外部専門家によるコン
サルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経
費の一部を助成

中小企業の事業主団体において、傘下企業の労働時間短縮や賃金引上げに向けた生産性向上に資する
取り組みに対して、その経費を助成

常時雇用する労働者が300人以下の中小企業事業主が、女性活躍推進法に基づき、自社の女性の
活躍推進に関する数値目標及び数値目標の達成に向けた取組目標を盛り込んだ行動計画を策定
し、女性が活躍しやすい職場環境の整備等の取組を行い、目標を達成した場合に助成

不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度（①不妊治療のための休暇制度（特定目
的・多目的とも可）、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレック
スタイム制度、⑥テレワーク）の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相
談に対応し、休暇制度や①～⑥の両立支援制度を労働者に利用させた中小企業に対して助成

大企業じゃないと
ワーク・ライフ・バランス
なんてできないよ。

中小企業の方が、働きやすい職場にすることで仕事に対するモチベーション
アップや離職率の低下につながるなど、効果が反映されやすいです。
また、人材確保や労働生産性の向上等の効果も期待できますよ。

新型コロナウイルス
感染症に関する母性
健康管理措置による
休暇取得支援コース

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要と
された妊娠中の女性労働者が取得できる有給（年次有給休暇で支払われる賃金相当額の６割以上）
の休暇制度（年次有給休暇を除く）を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置
の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に対して助成

・介護支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組
み、介護休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主、又は仕事と介護との両立に資する制度
（介護両立支援制度）の利用者が生じた中小企業事業主に対して助成
・新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために有給休暇を取得した労働者が生
じた中小事業主に対して助成

・育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取組
み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成
・育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を原職復帰させた中小企業事業
主に対して助成
・育児休業から復帰後の支援として、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を
導入し、労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成
・新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者
のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た事業主に対して助成

出生時
両立支援
コース

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後８週
間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主及び育児目的休暇を導入し男性
労働者の利用者が生じた事業主に対して助成

※多様な正社員とは「勤務地限定正社員」、「職務限定正社員」及び「短時間正社員（社会保険加入要件程度）」をいいます。

事業場内で最も低い労働者の賃金（事業場内最低賃金）と地域別最低賃金の差額が30円以内及び
事業場規模100人以下の事業場において、事業場内最低賃金を20円以上引き上げ（就業規則等に
規定）、生産性向上等に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して助成

※その他、処遇改善
関係コースあり

※その他、複数
　コースあり

キャリアアップ計画の確認を受けた後、就業規則等の規定に基づき、６か月以上雇用されていた有
期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員※に転換または直接雇用し、６か月以上継続して
雇用した事業主

労働者向け（給付、支援制度）

（注）令和３年４月現在の制度です。変更されることがあります。

助 成 金 名 コ ー ス 助 成 要 件 等 問 合 先

事業主向け（厚生労働省の助成金）

山口労働局
雇用環境・均等室
TEL 083-995-0390

山口労働局
雇用環境・均等室
TEL 083-995-0390

山口労働局職業安定部
職業対策課

TEL 083-995-0383

山口県の取り組み

ハートピア共済の取り組み

行動計画を策定し、男女がともに働きながら安心して
子どもを生み育てることができる雇用環境づくりを宣
言する企業を登録し、紹介します。企業や従業員に対
し、協力金融機関の融資優遇制度等があります。

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）の推進、長時間労働の抑制、女性の
活躍促進などの働き方改革に係る企業
や従業員からの相談にワンストップで対
応する無料相談窓口です。
御依頼に応じ、専門家が直接
企業を訪問し、助言・提案を
行います。

やまぐち子育て応援企業宣言制度

長時間労働縮減や仕事と生活の両立支援に積極的に取り
組み、若者、女性、高齢者、障害者など多様な人材が活
躍できる職場環境づくりに成果を上げた企業を認定しま
す。ハローワークで重点的にマッチング支援します。

誰もが活躍できるやまぐちの企業認定制度 やまぐち働き方
改革支援センター

男性の育児参加等の取組推進を宣言する企業を登録し、
紹介します。

やまぐちイクメン応援企業宣言制度

女性の就業継続および職域拡大に向けた、女性が働きやすい職場環境
整備（女性専用トイレ等）を行う企業に対して補助金を支給します。

女性活躍促進施設整備補助金

男性従業員が５日以上育児休業または育児休暇を取得したイクメン
応援企業（常時雇用人数が300人以下の企業に限る）に対して奨励
金を支給します。
※支給額は育児休業等取得日数により異なります。

イクメンパパ子育て応援奨励金

「仕事と育児の両立支援」「仕事と介護の両立支援」等の社内研修
に無料で講師を派遣します。（1ヵ月前までに申込み）

ワーク・ライフ・バランス推進出前講座

労働組合等が開催する労働福祉
に関する研修会に講師を派遣し
ます。

講 師 派 遣 事 業

勤労者の生活の安定及び福祉の
向上を図るため、自主的・主体
的に取り組む公益的な活動に助
成します。

団体活動助成事業

問合先　TEL 083-974-2050

問合先　（一社）山口県勤労福祉共済会
　　　　TEL 083-933-3223問合先　山口県労働政策課 働き方改革推進班　TEL 083-933-3221

2021年認定


