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  「岩手で働く」を実現するための情報誌 

第７号 
【平成30年３月発行】 いわて労働 ＮＥＷＳ 
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 【目次】 

  １ 県内の主なトピックス （１頁） 

  ２ 国や県などの取組のお知らせ （２頁） 

  

チャレンジいわてアビリンピック 2018 

  チャレンジいわてアビリンピック2018の開催について 
 

平成30年７月１日（日）に「チャレンジいわてアビリンピック2018（第16回
岩手県障がい者技能競技大会）」を岩手県立産業技術短期大学校を会
場に開催します。  
 

実施競技は、ワープロや洋裁、ＤＴＰ、オフィスアシスタントなど10種目に
より、障がい者が日ごろ培った技を競い合います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

また、本大会は、平成30年11月に沖縄県

で開催される「おきなわ技能五輪・アビリン
ピック2018（第38回全国障害者技能競技
大会）」の岩手県予選となります。 

参加資格は、平成30年４月１日現在、満15歳以上の障害者手帳等所持者で、 
岩手県内に居住又は岩手県内の事業所等に在籍する方です。 
 
参加申込、お問い合わせは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構  
岩手支部 高齢・障害者業務課（TEL：019-654-2081）までお願いします。 
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■いわて就職ガイダンス 

国や県などの取り組み 
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 問い合わせ先 

「いわて就職ガイダンス」及び 
「岩手県 Ｕ・Ｉ ターンフェアⅠ」を開催します。 

■いわて就職ガイダンス 
■いわて就職ガイダンス 

【開催日】平成30年４月７日（土） 

【場所】岩手産業文化センター アピオ（滝沢市） 

【参加予定者】求職者（平成31年３月卒業予定の学生、一般含む） 

岩手県内での就労を条件とする求人を有する企業  
【■いわて就職ガイダンス 

【開催日】平成30年４月７日（土） 
【場所】岩手産業文化センター アピオ（滝沢市） 

【参加予定者】求職者（平成31年３月卒業予定の学生、一般含む） 
岩手県内での就労を条件とする求人を有する企業開催日】平成30年４月７日（土） 

【場所】岩手産業文化センター アピオ（滝沢市） 
【参加予定者】求職者（平成31年３月卒業予定の学生、一般含む） 

岩手県内での就労を条件とする求人を有する企業  

「いわて就職ガイダンス」及び「岩手県Ｕ・ＩターンフェアⅠ」を次のとおり開催し
ます。 

 「いわて就職ガイダンス」は約180社、「岩手県Ｕ・ＩターンフェアⅠ」は約60社
の県内企業と直接話ができる貴重な機会ですので、是非ご活用ください。 
（どちらのイベントも、予約不要・入場無料です） 

■ いわて就職ガイダンス 

【開催日】平成30年４月７日（土）  
【場 所】岩手産業文化センター アピオ（滝沢市） 
【参加予定者】・求職者（平成31年３月卒業予定の学生、一般含む） 
       ・岩手県内での就労を条件とする求人を有する企業 

                               （※参加企業の受付は終了しました。）  

岩手県商工労働観光部 雇用対策･労働室（雇用対策担当）   ☎ 019-629-5592 
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イベント名 開催日 開催場所 

岩手県U・IターンフェアⅠ 平成30年6月16日（土） 
秋葉原UDX GALLERY 4F（東

京都千代田区） 
岩手県U・IターンフェアⅡ 平成31年3月3日（日） 

イベント名 開催日 開催場所 

いわて就職ガイダンス 平成30年4月7日（土） 

岩手産業文化センター 
 アピオ（滝沢市） 

いわて就職面接会Ⅰ 平成30年6月1日（金） 

いわて就職面接会Ⅱ 平成30年8月22日（水） 

いわて就職面接会Ⅲ 平成30年9月21日（金） 

いわて就職面接会Ⅳ 平成30年12月4日（火） 

※参加企業の募集については、随時ＨＰに掲載しますので、ご確認ください。 

【県外開催】 

【県内開催】 

■ 岩手県Ｕ・ＩターンフェアⅠ 

■問合せ先 
 ・公益財団法人ふるさといわて定住財団 

 ☎ 019-653-8976 （FAX）019-654-2017 
 （ＨＰ）https://www.furusato-i.or.jp/ 
 

・岩手県商工労働観光部 雇用対策･労働室（雇用対策担当） 
☎ 019-629-5592 （FAX）019-629-5589 

【開催日】 平成30年６月16日（土） 
 
【場 所】 秋葉原UDX（東京都千代田区） 
 
【参加予定者】 
 ・求職者（平成31年３月卒業予定の学生、 
  一般含む） 
 ・岩手県内での就労を条件とする求人を 
  有する企業 
 
【参加企業受付期間】 
  平成30年4月24日（火）から 
          5月15日（火）まで 
 
 
 

 （参考）当財団が主催する平成30年度の面接会等の開催予定 
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企業の皆さまへ（特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください） 

▶ 無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか？ 

▶ 無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件 

 などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。 

▶ まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。 

有期労働契約で働く皆さまへ 

▶ 平成30年４月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。 

▶ 期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋が 

  ります。 

▶ まずはこのようなルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の１つとして 

ご検討ください。 

 問い合わせ先  岩手労働局雇用環境・均等室   電話 019-604-3010 

有期労働契約が更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めの 

ない労働契約（無期労働契約）に転換できるルールです。通算５年のカウントは平成25年４ 

月１日以降に開始した有期労働契約が対象です。 

（労働契約法第18条：平成25年４月１日施行） 

 

  

無期転換ルールとは ? 

【例：平成25年４月から、１年間の有期労働契約を更新し続けている場合】 
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※ 無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定め（労働協約、就業規則、 

  個々の労働契約）がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業 

  規則の改定などが必要です。 

平成30年４月から、無期労働契約への申込権が本格的に発生しますので、お
知らせします。 

原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算５年を超える全ての方が 

対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。 

対象となる労働者 

｢無期転換ルール｣の適正な運用について 
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 問い合わせ先 

無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、 

無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、 

労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。 

○有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、
雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。 

○契約更新上限を設けた上で、クーリング期間を設定し、期間経過後に再雇用を約束した上で
雇止めを行うことなどは、法の趣旨に照らして望ましいものとは言えません。 

○契約期間の途中で解雇することは、やむを得ない事由がある場合でなければ認められません。 

雇止め・契約期間中の解雇等について 

岩手労働局雇用環境・均等室   ☎ 019-604-3010 

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト 

無期転換ルールに関するあらゆるご相談を受け付けています。 

無期転換ルールの概要や厚生労働省で行っている支援策、先進的な取組を行っている企業事例
のほか、無期転換後の受け皿の１つとなる「多様な正社員」の導入の際に参考となるモデル就
業規則などを掲載しています。http://muki.mhlw.go.jp/ 

無期転換サイト 検 索 是非、見てね♥ 
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 問い合わせ先 

中小企業主・小規模事業者の皆さまへ 

岩手労働局労働基準部監督課   ☎ 019-604-3006 
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 問い合わせ先 岩手労働局労働基準部監督課   ☎ 019-604-3006 



 いわて女性活躍認定企業等について ４ 
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～女性活躍推進に取り組む企業等を募集しています～ 

県では、女性の活躍推進に向けて積極的に取り組む企業等を 
「いわて女性活躍認定企業等（ステップ1）」、 
「いわて女性活躍認定企業等（ステップ2）」として認定しています。  

■ 認定のメリット（ステップ１・ステップ２共通） 

・ 女性の活躍推進に取り組む企業等として、イメージがアップし、社会的評
価が高まります。 
 

・ 県のホームページ等により、広く県民に紹介します。 
 

・ 職業安定所の求人登録票に表示できます。 
 

いわて女性活躍認定企業等 ６社  (平成30年２月末現在) 

認 定 区 分 企 業 名 認定年月日 

ステップ１ 

東野建設工業 株式会社（盛岡市） 平成29年12月28日 

株式会社 アート不動産（盛岡市） 平成30年2月16日 

ステップ２ 
国立大学法人 岩手大学（盛岡市） 平成29年12月28日 

株式会社 北日本朝日航洋（盛岡市） 平成29年12月28日 

株式会社 プラザ企画（奥州市） 平成29年12月28日 

株式会社  北日本銀行（盛岡市） 平成30年2月16日 

いわて女性活躍認定企業等についての問い合わせ・申請書提出先 
 

環境生活部若者女性協働推進室 女性活躍支援担当  
TEL 019-629-5346 
 

申請書のダウンロード 
http://www.pref.iwate.jp/seishounendanjo/46179/059425.html 
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岩手の仕事・就職情報サイト“シゴトバクラシバいわて”では、 

■岩手県内外で開催されるイベントやセミナー情報 
■県内の企業情報 
■就職活動の進め方のポイント解説 
■子どもの就職活動への関わり方 
■働く方の相談窓口 
■各就職支援機関の紹介 

など、岩手で働くためのお役立ち情報を多数掲載しています。 
 

また、県内企業情報ページ「いわてのシゴトバ」では、職場の雰囲気が伝わる写真や
コメント、若手社員の方からのメッセージも掲載しています。 

 

ぜひ、サイトをご覧ください！ 
 
 

【アドレス】 http://www.shigotoba-iwate.com/ 
 
 【問合せ先】ジョブカフェいわて ☎019-621-1171 

   岩手県商工労働観光部雇用対策・労働室 ☎019-629-5591 

 

 

≪企業の皆様へ≫ 
 岩手の仕事・就職情報サイト“シゴトバクラシバいわて”に企業紹介を掲載しませんか？ 
 若者やＵ・Ｉターン希望者に広く自社のことをPRしたい、就職希望者向けの自社のPR
ツールを増やしたいという企業のみなさまに耳よりなお知らせです。いわてで働こう推進
協議会で運営する「シゴトバクラシバいわて」では無料で求人したい企業の情報を無料で
掲載しています。 
 職場の雰囲気が伝わるメッセージと写真で効果的にPR！ 
 
■サイトにはこんな情報を掲載します。 
 ➢事業所データ（会社概要）➢事業所PRと職場の写真 
 ➢社員からのメッセージ   ➢求人情報 など 
 
【アドレス】 http://www.shigotoba-iwate.com/ 
【問合せ先】ジョブカフェいわて 「いわてのシゴトバ」掲載担当 ☎019-621-1171 
      岩手県商工労働観光部雇用対策・労働室 ☎019-629-5591 

 

↓モバイル版はこちら 

岩手の仕事・就職情報はここから！ 
    「シゴトバクラシバいわて」をご活用ください。 

http://www.shigotoba-iwate.com/
http://www.shigotoba-iwate.com/
http://www.shigotoba-iwate.com/
http://www.shigotoba-iwate.com/
http://www.shigotoba-iwate.com/
http://www.shigotoba-iwate.com/
http://www.shigotoba-iwate.com/
http://www.shigotoba-iwate.com/
http://www.shigotoba-iwate.com/
http://www.shigotoba-iwate.com/


使☑ 働くすべての人が対
象！ 
年齢やパート・アルバイトなどの 

働き方の違いにかかわらず、 

すべての労働者に適用されます。 

  

☑ 最低賃金未満の労働契
約は 

無効！ 
無効となっている最低賃金との 

差額は、さかのぼって 

請求できます。 

用者も、労働者も、必ず確認、最
低賃金。 
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職場のトラブルで悩んでいませんか？労働委員会の委員が相談に応じます。 



  

対象は･･････････････県内に本社又は主たる事務所があり、常時雇用する労働者の数が300
人以 
          下の中小企業等です。       
認証基準は･･････････（1） 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく「一般事業主行動計
画」を策定し、都道府県労働局に届け出ていること。 
（2） 子育て支援を推進する取組を行っていること。 ※１ 
（3） 育児・介護休業法に沿った育児休業制度及び（2）で盛り込んだ 
項目を、就業規則又は労働協約に規定していること。 
（4） 「応援宣言」または、「企業内子育て支援推進員」を配置し 
ること。 ※２ 

 問い合わせ先 岩手労働局雇用環境・均等室   ☎ 019-604-3010 

   労使一体となって計画的に 
       年次有給休暇を取得しよう 
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対象は･･････････････県内に本社又は主たる事務所があり、常時雇用する労働者の数が300
人以 
          下の中小企業等です。       
認証基準は･･････････（1） 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく「一般事業主行動計
画」を策定し、都道府県労働局に届け出ていること。 
（2） 子育て支援を推進する取組を行っていること。 ※１ 
（3） 育児・介護休業法に沿った育児休業制度及び（2）で盛り込んだ 
項目を、就業規則又は労働協約に規定していること。 
（4） 「応援宣言」または、「企業内子育て支援推進員」を配置し 
ること。 ※２ 


