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中小企・小規模事者の皆さま
社労士による訪問相談サービスを利用してみませんか
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労務管理の専門家である
あなたの会社を訪問して
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を支援します!相談無料
令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業(専門家派遣事業)

受託者.今4t 全国社会保険労務士会連合会
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剖、

労務管理の専門

る社力士かあなたの本社までお伺いします1

どんな目談が多いの?
残業を減らしたいが、
やり方が分からない。

今年度から「同一労働同一賃金」への対応が中小企業にも求められています。

新型コロナウイルス対策
として、テレワークや
時差通勤を実施したいの

だが、就業規則は変更

働き方改革関連法は順次対象が拡大され、中小企業・小規模事業者にも、 2020年4月から「時間外
労働の上限規御」」が適用になり、 2021年4月からは、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な

パートタイマーと正社の

従業が退職してしまう、

同一労働同一金になるのか、
難しくて分からない。

どぅしたら定率を上げる
ことができるだろうか。

しなくていいのだろうか、

36協定の作り方
分からない。

せっかく時間をかけて
を教えたのに、

従業員にはどう伝えたら
いいだろうか。

金や手当をどぅ見直せば、

就業規則を見直したいが、

待遇差を是正するための「同一労働同一賃金」への対応が求められています。

いろんな助成金があるが、
使い方が分からない。

どこから手を付けたら
いいか分からない。

r働き方改革」と言われても、
そもそも労関係の法律は
複雑で何から手を付けたら
いいか、分からない。

侮

「働き方改革推進支援センター」での窓口相談、社労士の訪間相談サー

低賃金が毎年上がり、
どう対応したらいいのか
困っている。
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利用してみませんか!
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全国 47 都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」では、長時間労働の是正、同一
労働同一賃金の実現、就業規則や賃金規程の見直し、助成金の活用、テレワーク対応など、働き方改革

そのお悩み、
ぜひ門家に
こ相談くださ、、!
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に関連する労務管理上の課題について、窓口での対面や電話・メールでの無料相談を行っています。
また、社労士が会社までお伺いする訪問相談サービスも行っていますので、お気軽にこ利用ください。

後日、社労士等から、電話でこ案内をさせていただく場合がありますが、その際には、是非こ利用を
こ検討してみてください。
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社労士による訪問相談サービスを利用した企業の体験談を紹介します。
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すでに訪問相談サービスを利用されている中小企業・小規模事業者の皆さまにも、この資料をお送りしています

効率化・改善部門

再度のこ利用もできますので、お気軽にこ相談ください。

相談は無料です。1回2時間、3回の相談を標準としています。
労務管理の専門家である社労士が、労働時間の上限規制への対応や同一労働同一賃金の
実現など、「働き方改革」に取り組む中小企業・小規模事業者を訪問して、

昇給制度を文化し、

不合理な待遇差の

モチベーション向上

チエック改善策

株式会社丸五商会(兵庫県姫路市)
従業員数:20人

従業員数:7人

博専門家からのアドバイス

ホツプ・ステツプ・ジャンプの3段階の相談支援により、解決に向けてりードします。
訪問相談サースの流れ
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提案後の
フォローアップ

ト

智0

一

智/

島,︑X

智/

︑X

貴社の状況把握

ト

STEP

島.X

鼎

貴社の
状況把握

^^^^

"

゛"殆、

4^,
,ち'ン

(《
解決方法のご提案

フォローアップ

の
建付W
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尊専門家からのアドバイス
「パトタイム・有期雇用労働法対応の

ための取組手順書」を使用し、正社員と
非正規雇用労働者との間の待遇差を確認

生産性向上策として r納品時の積み忘れ
撲滅」をテーマにした自主改善運動
r/一残業デー規定」の運用強化

時間外労働の対応に苦していたが、営業職の時間管理

ホず

医療法人こやなぎ内科循環器科クリニック(佐賀県鳥栖市)

営業職の勤務実態の「見える化」

博経営者の声

亀施四

同一労働同一賃金部門

2

均衡待遇の実現と「キャリアアップの
見える化」をアドパイス

博経営者の声
専門家のアドパイスにより、正社員と非正規雇用労働者

を強化する施策を助言していただき、時間外労働が滅少

との間の待遇差について理解。改善を進めていくなかで、

傾向に。また、暖昧だった昇給制度を明文化することに

給与の支給基準の見直しや手当を設けた理由を改めて

より従業員のモチベーション向上につながったほか、仕事

再認識し様々な気づきがあった。

の効率化が図れるようになった。

■■

年の

の結果から(有効回答

Q.相談支援の有益度は?

Q.課題は解決した?

「有益であった」
「概ね有益であった」

「すぺて解決した」
r概ね解決した」
合わせて

合わせて

あまり有益では

2,285事所)

あまり解決
しなかった

なかった1%

4%

概ね

すべて

有益であった

解決した

%

0

概ね
解決した

有益であった
0

0

0

0

0

Q.相談支援を希望したきっかけは?(複数回答)
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働き方改革関連法の内容
2,633

時間外労喬の上限規制
1,765

年次有給休暇の付与

こ満足いただいて
います!

3.648
3.083

伺一労働同一金
金制度

多くの皆さまに

4,230

4.560
1,318

^令和元年度

生産性向上

令和2年度
人手不足
就規則等の見し
助成金関係
モの他

6.890
1.105
フ,160
1、190

相談申し込み・お間い合わせ先

回.回司相談のお申し込みはこちらから
奮゛◆̲、.、̲
・'相談をで希望の方は、働き方改革特設サイトの訪問相談申込フォーム、もしくは別紙の申込

に

・.必要事項を記入して、FAXにてお申し込みください。

回'症後三、担当する社労士から電話又はメールでこ都合をお伺いさせていただきます。
中小企・小規模事業者の皆さま向け倣き方改革特設サイト

hせ S://hatarakikata‑sharoushi.org
お問い合わせ先全国社会保険労務士会連合会委託事業運営本部

E・meil: sr‑jimukyoku@shakaihoken roumushi.jp

★限定プレゼント実施中1
相談の申し込みをいただいた方には、
本の訪間相談サービスによる
優良例をまとめた
r伯き方改革グッドプラクティス2020
支摂例粟」を差し上げ
0
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全国47都道府県にあります!

き方改革推進支センターでは社労士等の労務管理の門家力

働き方改革は、
専門家に相談。

き方改革についての相談に応しています相談無料、秘密厳守です。

厚生労働省都道府県労働局委託事業

推進

改

一贄

^

くCフ,

センタ

^

のご案内

小業・小規模事業の皆さまへ
「働き方改革関連法」の施行が順次、始まっています。
2019年4月より、年次有給休暇の年5日の確実な取得が、
2020年4月より時間外労働の上限規制が施行されています。
さらに、 2021年4月からは、同一労働同一金への対応が求められています

上飯規制

髄の"益.t.

こんなことで

残業の上限規制って何?

悩んでいませんか?
同一労働同一

助成金の申はどうすればいいの?

36協定ってどうやって作るの?
そのお悩み、
ぜひ専門家にご相験くださし、!

金ってどうすればいいの?

侮

わが社の就業規則を見てほしい
00,

テレワーク対応ってどうすればいいの?

゛

詳しくは

メール相談

社労士等の専門家がセンターの相難ブースにて
相談に応じます。電話での相談も受け付けています。
(受付時間:原則平日午前9時 午後5時)

曾即

社労士働き方改革.で検索工;゛゛
hataraklkata・5haroushlor 1ヨ'病

所相談・電話相談

でゆ

口●

セ'ターの

回.回

メールでの相談も可能です。
メールアドレスは各センターの
ホームヘージにてこ確認ください。

企業への専門家派.儁相鱗サービス)

相談窓口への専門家派遣

社労士が会社までお伺いして、
1回あたり2時間程度、 3回を標準として、
無料で相談をお受けします。

商工団体や市町村等で出張相談会を
実施します。

セミナー開催
センターの企画により、随時、
働き方改革セミナーを開催しています。

各都道府県のき方改革推進支援センターの
お間い合わせ先はチフシ面'くたさい
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令和3年度則C
都道府県名
北海道
森

改革推進

センタお問い合わせ先覧

所在地

電話番号

札幌市中央区北1条西3丁目3‑33リープロビル3階

0800‑919‑1073

青森市本町5丁目5・6青森県社会保険労務士会館

0800‑800‑1830

岩手

盛岡市仙北2‑10‑17 MS ビル2階

0120‑664643

宮城

仙台市宮城野区原町1丁目3‑43 アクス原町ビル201

0120‑97‑8600

秋田

秋田市大町3‑2‑44大町ビル3階

0120・695‑783

山形

山形市香澄町3・2‑1 山交ビル4階

0800・800‑3552

福島
茨城

福島市御山字三本松19・3
水戸市三の丸2‑2‑2フりバティ三の丸2階

0120・541‑516
0120‑971‑728
0800‑800‑8100

栃木

宇都宮市宝木本町 1140‑200

群馬

前橋市元総社町528●

0120‑486450

埼玉

さいたま市大宮区吉敷町1‑103大宮大鷹ビル306号

0120‑729‑055

千葉

千葉市中央区中央4・13‑10千葉県教育会館7階

0120‑174‑864

東京

千代田区神田富山町25サンクス神田ビル2階
横浜市中区尾上町5‑フフ‑2馬車道ウエストビル6階

0120‑232‑865

新潟
山

新潟市中央区天神 1‑12‑8LEXN B5階

0120‑009‑229

石川

金沢市尾山町9‑13金沢商工会議所会館3階

0120‑319.339

福井

0120‑14‑4864

山梨

福井市西木田2丁目8‑1 福井商工会議所ビル1階
中巨摩郡昭和町河西 1232・12階

長野

長野市岡田町215‑17ージャース長野駅前ビル8階

0120‑088‑703

岐阜

岐阜市神田町6丁目12番地シグザ神田5階

神奈川

岡

愛知
三重

富山市赤江町1‑7 山県中小企業研修センター4階

静岡市葵区追手町44番地1静岡県産業経済会館5階
名古屋市千種区千種通7‑25・1 サンライズ千種3階

0120‑910・090

0800・200‑0836

0120‑755455

0120‑226‑311
0800‑200‑5451
0120,006‑802
0120‑111・417

滋賀

大津市打出浜2番1号コラボしが215階

0120・100‑227

京都

0120・417‑072

大阪

京都市中京区堺町通夷川下る亀屋町167‑1 ディピュイ亀屋ビル3階
大阪市北区天満2丁目1番30号大阪府社会保険労務士会館5階

兵庫

神戸市中央区八幡通3‑2‑51N東洋ビル6階

0120,79‑1149

奈良

奈良市西木辻町343番地1

0120414‑811

和歌山市板屋町22‑2和歌山中央通りビル2階2031号

0120‑547‑888

取根山口

津市栄町2‑209セキゴン第ニビル2階

和歌山

岡広山徳
香川

愛媛
知

鳥取市富安1丁目 152番地SGビル4階

0120.068‑116

0800‑200‑3295

松江市母衣町55番地4島根県商工会館7階
岡山市北区厚生町3‑1‑15 岡山商工会議所1階中小企業支援部内

0120‑514‑925

広島市中区基町11・13合人社広島紙屋町アネクス4階

0120‑610494

山口市吉敷下東1丁目7番37号アネツクス陽B

0】20‑172‑223

徳島市南末広町5番8‑8号徳島経済産業会館2階

0120‑967‑951

高松市磨屋町5・9 プラタ 592階203
松山市大手町2丁目5番地7松山商工会館別館1階

0120‑000‑849

高知市布師田3992‑2高知県産業振興センター内

0120‑899・869

0120‑947‑188

0120‑005‑262

0800‑888‑1699

福岡

福岡市博多区博多駅南 1‑フ‑14BOIS博多305

佐

佐市川原町8‑27平和会館1階
長崎市五島町3‑3 プレジデント長崎2階

0120‑610.464

熊本市中央区紺屋町28‑1熊本県族会館2階・フ

0120‑04‑1124

大分

大分市府内町 1・6‑21 山王ファーストビル3階

0120450‑836

宮崎

宮崎市橘通東4‑1‑4宮崎河北ビルフ階

0120‑975‑264

鹿児島

鹿児島市下荒田3・44‑18 のせビル2階

0120‑221‑255

長崎
熊本

沖縄

那覇市前島2‑12‑12 セントラルコーポ兼陽205

0120‑168610

0120‑420‑780
0120‑420‑781

相談受付時間平日9 00 17:00 ※センターにより異なる場合があります。詳しくは各センターのホームヘージをこ覧ください

中小企業・小規模

業者の皆さま向けき方改革特設サイトト htt s: hatarakikata・sharoushi.or

【厚生労働省委託事業】働き方改革推進支援事業

訪間相談サービスFAX申込書
全国社会保険労務士会連合会
委託事業運営本部行

相談
無料

P

栓歐圃FAX:03・3548・8466
後日、
担当する社労士から

y ‑・・>目・'.・"、ー>@

電話又はメールでご都合を
お伺いします

〒

都道
府県
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口時間外労働の上限規制、36協定の結び方

口労働時間の削減、裁量労働制など労働時間管理

口年次有給休暇の取得促進に関する対応

口就業規則の作成・見直し

口賃金規程・賃金制度の見直し

口非正規雇用労働者の同一労働同一賃金に関すること

ロテレワーク、時差通勤などの導入

口従業員の採用、定着対策

口仕事のIT化など、生産性向上の対策

口最低賃金の引上げなど賃金処遇対策

口助成金の活用方法

口その他

三

0

無

有

人(パートを含む)

ア.建設業イ.製造業(主要な生産物
オ.卸売業(主要な取扱商品

)ウ.情報通信業工.運輸業

)カ.小売業(主要な取扱商品

キ.金融業・保険業ク.不動産業ケ 宿泊業コ.飲食業サ.生活関連サービス業・娯楽業
シ.教育・学習支援業ス.医療施設

セ.福祉施設ソ.社団法人・NP0法人

タ.その他(

本DMについて、社労士等から電話等でこ案内はありましたか?

有

.

無

