
 

 

 

＜参考１＞「とうきょう次世代育成サポート企業」について 

東京都では、仕事と子育てなど家庭生活を両立させて、従業員がいきいきと働くこと

ができる職場づくりに積極的に取り組んでいる企業を「とうきょう次世代育成サポート

企業」として登録し、広く公表することで、両立に向けた職場づくりを推進しています。     
 

 
 

■東京ワークライフバランス推進企業ナビ“チャオ”とは 
    ・仕事と子育てなど家庭生活を両立させて、従業員がいきいきと働くことのできる職場づくりに    

積極的に取り組んでいる企業を紹介するホームページです。 
・“チャオ”では、先進企業の具体的な事例を見ることができ、企業規模や業種、取組内容など     

いろいろな条件から検索できます。 

 
 

http://www.wlbnavi-ciao.metro.tokyo.jp 
（※申請受付後、登録までには通常 2～3 週間程度かかります。） 

 
■企業のイメージアップ！ 

自社の取組を広くホームページで公開することにより、企業のイメージアップにつながります。 
    両立支援企業を特集するページでは、制度を利用する従業員の声なども交えて紹介します。 
 

■東京都の最新情報を入手！ 

    東京都の雇用関係の最新情報をメール等で入手できます。 

 
■登録企業相互の情報交換！ 

登録企業が利用できる掲示板の中で両立支援に関する情報交換ができます。 

 
 
 本奨励金においては、実施する事業によって、実施前または実施後に、とうきょう次世代育成  

サポート企業への登録申請や変更申請が必要となる場合があります。募集要項をご参照ください。 
 
  ●Ａコース②や③を実施する場合  ⇒申請時点で登録が完了している必要があります。      

※②を実施する場合、一般事業主行動計画に制度整備に関する目標が含まれている必要    
があります。含まれていない場合は、申請時に変更申請手続きが必要です。 

 
●Ａコース①を実施した場合  ⇒登録申請手続きが必要です。 

 
  ●Ａコース③を実施した場合  ⇒変更申請手続きが必要です。 
 

一般事業主行動計画の策定やとうきょう次世代育成サポート企業の登録に関する 

事務手続きなどについては、下記までお気軽にお問合せください。 

＜問い合わせ先＞ 

労働相談情報センター（両立支援アドバイザー） 電話 03-5211-2248 

★「ＴＯＫＹＯはたらくネット」もご覧ください。

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/jisedai-s/index.html  

    

ワークライフバランス・チャオ 検索 

「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録すると、 
東京ワークライフバランス推進企業ナビ（愛称：チャオ）に取組を掲載します 
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＜参考２＞「一般事業主行動計画」の策定・届出について 

 

■次世代育成支援対策推進法について 
 事業主は、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備

を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めなければならないとされています。 
 平成27年3月31日までの法律とされていましたが、平成26年4月に改正法が成立し、有効期限が平成37
年3月31日まで10年間延長されました。 

 一般事業主行動計画の策定・届出 一般事業主行動計画の公表と労働者への周知

101 人以上企業 義務 義務 
100 人以下企業 努力義務 努力義務 

 
■一般事業主行動計画とは 
 事業主が、労働者の職業生活と家庭生活との両立に向けた雇用環境の整備や、労働条件の整備などに

取り組むにあたって、次の 3 つの事項を定めるものです。 

計画期間 ・平成 37 年 3 月 31 日までに集中的かつ計画的に取り組む 
・企業の実情に応じ、1 回の計画期間を 2～5 年間で設定することが望ましい 

目  標 

・企業の実情に応じて設定（複数設定可） 
・労働者のニーズを踏まえたものであること 
・現状よりも少しでも労働環境を良くするもの 
・達成状況を客観的に判断できる定量的なものが望ましい 
・制度を導入する場合は、関係法令で定められている最低基準を上回るもの 

目標達成のための対策と 
その実施時期 

目標を達成するために、いつまでに、どのようなことに取り組むかを具体的に記述し

てください。 
※ 目標が法令を下回る場合など、行動計画の内容によっては「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録できない場合があります。 

 
■一般事業主行動計画の策定例 
 仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等を進めるための行動計画（①計画期間、②

目標、③目標達成のための対策と実施時期）を定めます。様式は自由です。 
 厚生労働省のホームページには、モデル行動計画が複数紹介されています。 
 

《モデル計画》 
     行動計画 

 
社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 
 
1．計画期間 平成  年  月  日～平成  年  月  日までの  年間 
2．内容 
 
 
＜対策＞ 

●平成  年  月～ 社員へのアンケート調査、検討開始 
●平成  年度～   制度に関するパンフレットの作成・配布、期間雇用者や管理職を対象とした研修及び社内広報誌などによる全

社員への周知 
 
 

＜対策＞ 
●平成  年  月～ 所定外労働の現状を把握 
●平成  年  月～ 社内検討委員会での検討開始 
●平成  年  月～ ノー残業デーの実施 管理職への研修（年 回）及び社内広報誌による社員への周知（毎月） 
 
 

＜対策＞ 
●平成  年  月～ 社内検討委員会を設置 
●平成  年  月～ 在宅勤務の内容や対象について検討 
●平成  年  月～ 施行実施し、課題を分析して本格実施の可能性を検討 

 
 

行動計画を策定したら、厚生労働省都道府県労働局へ「一般事業主行動計画策定・変更届」により届け出ます。 
届出様式及び記入例は、厚生労働省のホームページでご確認ください。 

 目標 1：育児休業等の制度についての期間雇用者向けのパンフレットを作成し、期間雇用者及び管理職に配布し、制度の周知を図る。

 目標 2：平成  年  月までに、所定外労働を削減するため、ノー残業デーを設定、実施する。 

目標 3：週 1 日程度の在宅勤務ができる制度を試行的に導入する。 

 

 

＜参考３＞就業規則等記載例 

 

     

 契約社員・パートタイマー就業規則 

 

 

第○条（職務等級） 
    会社は、契約社員及びパートタイム労働者の能力等に基づき職務等級を定める。 

   ２ 職能資格の詳細については、「契約社員・パートタイマー職能資格等級規程」に定める。 

 

   第○条（賃金） 

    賃金は職能資格に応じて定める。 

   ２ 賃金の詳細については、「契約社員・パートタイマー職能資格等級規程」に定める。 

 

第○条（正社員への転換） 

    勤続○年以上の者で、本人が希望する場合は、正社員に転換させることがある。 

   ２ 転換時期は、毎年４月１日とする。 

   ３ 転換させる場合の要件、および基準は、別表○に定める。 

 

   第○条（教育訓練の実施） 

    会社は、社員に実施する教育訓練で当該社員が従事する職務の遂行に必要な能力を付与  

するものについては、職務内容が同一の契約社員・パートタイム労働者に対して、社員と 

同様に実施する。 

   ２ 会社は、前項のほか、契約社員・パートタイム労働者の職務内容、成果、能力、経験 

等に応じ教育訓練を実施する。 

  

第○条（福利厚生） 

    会社は、福利厚生施設の利用等福利厚生については、社員と同様の取扱いをする。 

  

 

＜別表○：正社員への転換要件・基準＞        

正社員への転換要件・基準 

      １ 資格等級○等級以上の者 

      ２ 前年度の人事考課がＡ評価以上の者 

      ３ 正社員と同様の勤務期間・日数で勤務が可能な者 

      ４ 所属長の推薦があり、筆記試験及び部門長の面接試験に合格した者 
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＜参考３＞就業規則等記載例 

 

     

 契約社員・パートタイマー就業規則 

 

 

第○条（職務等級） 
    会社は、契約社員及びパートタイム労働者の能力等に基づき職務等級を定める。 

   ２ 職能資格の詳細については、「契約社員・パートタイマー職能資格等級規程」に定める。 

 

   第○条（賃金） 

    賃金は職能資格に応じて定める。 

   ２ 賃金の詳細については、「契約社員・パートタイマー職能資格等級規程」に定める。 

 

第○条（正社員への転換） 

    勤続○年以上の者で、本人が希望する場合は、正社員に転換させることがある。 

   ２ 転換時期は、毎年４月１日とする。 

   ３ 転換させる場合の要件、および基準は、別表○に定める。 

 

   第○条（教育訓練の実施） 

    会社は、社員に実施する教育訓練で当該社員が従事する職務の遂行に必要な能力を付与  

するものについては、職務内容が同一の契約社員・パートタイム労働者に対して、社員と 

同様に実施する。 

   ２ 会社は、前項のほか、契約社員・パートタイム労働者の職務内容、成果、能力、経験 

等に応じ教育訓練を実施する。 

  

第○条（福利厚生） 

    会社は、福利厚生施設の利用等福利厚生については、社員と同様の取扱いをする。 

  

 

＜別表○：正社員への転換要件・基準＞        

正社員への転換要件・基準 

      １ 資格等級○等級以上の者 

      ２ 前年度の人事考課がＡ評価以上の者 

      ３ 正社員と同様の勤務期間・日数で勤務が可能な者 

      ４ 所属長の推薦があり、筆記試験及び部門長の面接試験に合格した者 
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契約社員・パートタイマー職能資格等級規程 

 

   第○条（職能資格等級への格付け） 

    会社は、社員の能力等に基づき、別表△に定める職能資格等級に格付けする。 

  

第○条（昇格） 

    昇格は、人事考課の査定ランクが○回連続で○評価以上になった場合で、かつ、上位等級  

に相当する能力を有すると会社が判断した者について、原則として毎年○月に行う。 

  

第○条（降格） 

    降格は、人事考課の査定ランクが○回連続で○評価以下になった場合で、かつ、当該等級  

に相当する能力を有すると会社が判断した者について、原則として毎年○月に行う。 

 

 

＜別表△：職能資格等級表＞ 

職能 

区分 
契約社員  パートタイム労働者 

４等級 

業務に関する高度な実務知識・

技能を有し、判断を要する業務

を確実に遂行するとともに、下

位等級者に部分的な助言ができ

る能力を有する。 

月給22万円～

業務に関する高度な実務知識・

技能を有し、判断を要する業務

を確実に遂行するとともに、下

位等級者に部分的な助言ができ

る能力を有する。 

時給1,250円～

３等級 

業務に関する一般的な実務知

識・技能を有し、ある程度判断

力を必要とする業務を、確実に

遂行する能力を有する。 

月給20万円～

業務に関する一般的な実務知

識・技能を有し、ある程度判断

力を必要とする業務を、確実に

遂行する能力を有する。 

時給1,140円～

２等級 

業務に関する基礎的な実務知

識・技能を有し、主として定型

的な業務を正確に遂行する能力

を有する。 

月給18万円～

業務に関する基礎的な実務知

識・技能を有し、主として定型

的な業務を正確に遂行する能力

を有する。 

時給1,020円～

１等級 

特別な実務知識・技能を必要と

しない日常の反復補助的な業務

を、細部的な指示を受けながら、

正確に遂行する能力を有する。 

月給16万円～

特別な実務知識・技能を必要と

しない日常の反復補助的な業務

を、細部的な指示を受けながら、

正確に遂行する能力を有する。 

時給910円～ 

 

＜参考４＞パートタイム労働者の態様について

①通常の労働者と比較して「職務の内容が同じ」かどうか

②通常の労働者と比較して「人材活用の仕組みや運用などが同じ」かどうか

出典：「パートタイム労働法の概要」（Ｈ25.8月）厚生労働省・都道府県労働局雇用均等室

   パートタイム労働法上の各規定を適用する場合には、通常の労働者と比較してパートタ
イム労働者の「職務の内容が同じ」か、「人材活用の仕組みや運用などが同じ」かを見て
いくことになります。具体的には、以下のように確認してください。

  職務の内容とは、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度をいい、職務の内容が同じかど
うかについて次の手順に従って判断します。

  通常の労働者とパートタイム労働者の人材活用の仕組みや運用などが同じかどうかについて
は、次の手順に従って判断します。
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＜参考４＞パートタイム労働者の態様について

①通常の労働者と比較して「職務の内容が同じ」かどうか

②通常の労働者と比較して「人材活用の仕組みや運用などが同じ」かどうか

出典：「パートタイム労働法の概要」（Ｈ25.8月）厚生労働省・都道府県労働局雇用均等室

   パートタイム労働法上の各規定を適用する場合には、通常の労働者と比較してパートタ
イム労働者の「職務の内容が同じ」か、「人材活用の仕組みや運用などが同じ」かを見て
いくことになります。具体的には、以下のように確認してください。

  職務の内容とは、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度をいい、職務の内容が同じかど
うかについて次の手順に従って判断します。

  通常の労働者とパートタイム労働者の人材活用の仕組みや運用などが同じかどうかについて
は、次の手順に従って判断します。
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〒102-0072   03-5211-2248 〒141-0032   03-3495-4872 〒170-0013   03ｰ5954ｰ6505

<担当地域>
千代⽥区飯⽥橋3-10-3 東京しごとセンター9階 品川区⼤崎1-11-1 豊島区東池袋4-23-9

ゲートシティ⼤崎ウエストタワー２階 <担当地域>
千代⽥区/中央区/新宿区/渋⾕区/中野区/杉並区/ <担当地域> ⽂京区/豊島区/北区/荒川区/板橋区/練⾺区
島しょ 港区/品川区/⽬⿊区/⼤⽥区/世⽥⾕区

   
  

ＪＲ・地下鉄飯⽥橋駅 A2出⼝ 徒歩７分    ＪＲ池袋駅東⼝ 徒歩12分
ＪＲ⽔道橋駅 ⻄⼝ 徒歩８分 地下鉄有楽町線東池袋駅 ６番出⼝ 徒歩3分
地下鉄九段下駅 7番出⼝ 徒歩８分    ＪＲ⼤崎駅 新東⼝ 徒歩３分 都電荒川線東池袋四丁⽬駅 徒歩５分

〒136-0071   03-3682-6321 〒185-0021   042-323-8511 〒192-0046   042-645-7450

<担当地域> <担当地域> <担当地域>
台東区/墨⽥区/江東区/⾜⽴区/葛飾区/江⼾川区 ⽴川市/武蔵野市/三鷹市/⻘梅市/昭島市/ ⼋王⼦市/府中市/調布市/町⽥市/⽇野市/狛江市/

⼩⾦井市/⼩平市/東村⼭市/国分寺市/国⽴市/ 多摩市/稲城市
福⽣市/東⼤和市/清瀬市/東久留⽶市/武蔵村⼭市/
⽻村市/あきる野市/⻄東京市/⻄多摩郡

  
  
 ＪＲ総武線⻲⼾駅北⼝ 徒歩３分 ＪＲ⼋王⼦駅北⼝ 徒歩10分

東武線⻲⼾駅 徒歩３分 ＪＲ中央線･⻄武線国分寺駅南⼝ 徒歩３分 京王線京王⼋王⼦駅 徒歩５分

 

労働相談情報センター 池袋事務所

労働相談情報センター ⼋王⼦事務所

問い合わせ先・申請書類の提出先

労働相談情報センター 労働相談情報センター ⼤崎事務所

労働相談情報センター ⻲⼾事務所 労働相談情報センター 国分寺事務所

ヤマダ電機ＬＡＢＩ ヤマダ電機ＬＡＢＩ

江東区⻲⼾2-19-1 カメリアプラザ７階 国分寺市南町3-22-10 ⼋王⼦市明神町3-5-1

 

 

＜参考５＞研修計画書内容について 

①社員研修の実施計画を次のとおり作成してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②上記、基本方針等をもとに、直近の年間研修実施計画を次のとおり作成してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 

１． 会社は社員の資質向上を図るために、社員の雇用形態如何に関わらず、各人の職務内容、経験・能力等に応じた 

研修を実施する。（正社員、非正規社員の区分に関わらず、職務内容等が同一ならば同様の研修を実施する。） 

２． 研修体系及び実施計画は以下の通りとする。なお、人材育成の基本は日常業務を通じての指導（ＯＪＴ）である。 

ＯＪＴについては、研修計画とは別に日常業務の中で意識的かつ積極的に推進することとする。 

 

【研修体系及び実施計画】 

１．業務分野別能力向上研修 

区 分 対象者 研修概要等 
実施回数 

実施時期 

(1) 営業能力

向上研修 

営業担当者 

全員 

・営業管理職による講義、事例検討会、およびプレゼンテ

ーション実技演習。  

毎年 1回  

10 月頃 

(2) 人事労務

研修 

人事労務 

担当者全員 

・法律改正に関するセミナー等、ニーズに応じて国や地方

自治体が主催するセミナーを受講させる。 

必要の都度 

 

２．階層別研修 

区 分 対象者 研修概要等 
実施回数 

実施時期 

(1) 初任者研

修 

新規採用 

社員 

・導入研修 1日（社長講話、各部門の事業説明等） 

・業務研修 2日（配属部門責任者による集中講義、演習等） 

社員採用の都度 

  

(2) 中堅社員

研修 

入社後４年

～６年目の

社員 

・自分自身の反省点や日常業務での疑問点を参加者が出し

合い、理解を深めることを通じて、主体的な業務取組み

姿勢を確立する。  

2～3年に 1回 

９月頃 

(3) 業務リー

ダー研修 

主任クラス ・日常業務での成功体験、苦情体験等の事例を各業務リー

ダーに発表させ、状況の共有化および問題解決能力の向

上を図る。  

毎年 1回 

11 月頃 

平成 29 年度 研修実施計画 

１． 業務分野別能力向上研修 

区分 対象者 期日（場所） 備  考 

(1) 営業能力

向上研修 

営業担当者 

全員 

10 月 18 日 

（商工会議所 

貸会議室） 

講師：○○営業部長 

課題：効果的プレゼン手法（事例）を参加者各自が作成

し持参する。 

(2) 人事労務

研修 

人事労務 

担当者全員 

必要の都度 ・本年度は、派遣法改正やマイナンバー制度に関するセ

ミナーに重点的に参加する。 

 

２． 階層別研修 

区分 対象者 期日（場所） 備  考 

(1) 初任者研

修 

新規採用 

社員 

採用の都度 

（社内会議室） 

・新規採用の都度、社長、各部長が担当する。 

(2) 中堅社員

研修 
入社後４年～

６年目の社員 
来年度に延期 ・本年度は該当者が少数なので、来年度の該当者と併せ

て実施する。 
(3) 業務リー

ダー研修 

主任クラス 11 月 18 日 

（商工会議所 

貸会議室） 

コーディネーター：人事労務部長、営業部長 

課題：参加者各自、成功体験および苦情対応体験各 1点

を整理し持参する。 

参
考
資
料
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