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新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口の開設（2月14日から）
新型コロナウイルス感染症対策に関する各種助成金等のご案内
女性活躍推進法が改正されました（令和2年4月1日施行）
令和２年3月卒業 高卒・大卒等内定状況(令和２年1月末現在)
すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります
（令和2年4月1日から）
静岡県の労働災害発生状況(令和2年2月末)
河津桜（賀茂郡河津町）

静岡県有効求人倍率（令和2年1月分）

新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口
を開設しました（2月14日から）
静岡労働局は、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う事業主や労働者の方からの雇用・労働に関する
各種相談に対応するため、特別労働相談窓口を開設しました。

新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口
窓 口
静岡労働局 雇用環境・均等室

開設時間
月曜日～金曜日（祝日は除きます。）

8:30～17:15

連絡先
電話番号：054-252-1212
※雇用調整助成金のご相談については次の
連絡先でも対応しています！

職業安定部 職業対策課
☎054‐271-9970

相談内容
〈事業主の方〉
・労務管理（賃金の支払い、解雇、休業手当
等）に関する相談
・雇用調整助成金、臨時休校に伴う休暇取
得支援助成金（新設）等に関する相談
・特別休暇制度の導入に関する相談 等
〈労働者の方〉
・休業手当、賃金等労働条件に関する相談
・退職、解雇、労働条件引下げに関する相談
等

厚生労働省では、新型コロナウイルスに関するQ&A（企業の方向け・労働者の方向け）等をホームページ
で公開し、随時更新しています。
企業の方向けQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

労働者の方向けQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
（次ページに続きます。）

新型コロナウイルス感染症対策に関する各種助成金等のご案内（３月13日時点）
小学校休業等対応助成金〈新設〉

雇用調整助成金の特例
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象
に雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置を
実施します。

〈主な特例措置の内容〉
①新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続
された期間が6か月未満の労働者についても助成対象
②過去に受給したことがある事業主について、
・前回支給対象期間の満了日から1年を経過していなく
ても助成対象
・過去の受給日数にかかわらず、特例対象となった休業
等の支給限度日数までの受給を可能
③令和2年１月24日以降の休業等計画届の事後提出
が、令和２年5月31日まで可能
④生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮
⑤事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
⑥最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても
助成対象

助成率 ２／3（中小企業）、１／２（大企業）
【連絡先】
職業安定部職業対策課 ☎054‐271-9970

①又は②子どもの世話を保護者として行うことが
必要となった労働者に対し、労働基準法の年次有
給休暇とは別に、有給の休暇（賃金全額支給）を
取得させた事業主に対する助成金制度給です。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応と
して臨時休業等をした小学校等（※）に通う
子ども
② 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状
など新型コロナウイルスに感染したおそれ
のある、小学校等に通う子ども
(※)小学校等とは、小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、
特別支援学校（高校まで）、放課後児童クラブ、幼稚園
保育所、認定こども園等です。

〈助成内容〉
令和2年2月27日～3月31日において、
有給休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く。) を
取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※1日1人当たり8,330円を上限（大企業、中小企業と
も同様）

【お問い合わせ先】
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
☎０１２０ー６０ー３９９９
受付時間９：００～２１:００（土日・祝日含む）

時間外労働等改善助成金の特例
新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークの新規導入や病気休暇等の特別休暇の規定整備に取り組む
中小企業事業主を支援する「時間外労働等改善助成金（テレワークコース、職場意識改善特例コース）」
を時限的に設けます。

〈新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース〉
○対象事業主：新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規導入する中小企業事業主
○助成対象の取組：テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則等の作成・変更
○事業実施期間：令和2年2月17日～5月31日
○支給額：対象経費の1/2（上限100万円）
【お問い合わせ先】
特別休暇制度の導入に関する相談
テレワーク相談センター ☎0120-91-6479
働き方・休み方改善コンサルタント(雇用環境・均等
室所属)による特別休暇制度の導入に関する無料
〈職場意識改善特例コース〉
の電話相談・企業訪問によるコンサルティング支援
○対象事業主：新型コロナウイルス感染症対策と
支援
を実施します。
して労働者が利用できる特別休暇を整備する
中小企業事業主
〈コンサルティング内容〉
○助成対象の取組：就業規則等の作成・変更、
○特別休暇導入に関するコンサルティング
労務管理用機器等の導入・更新等
○就業規則の整備支援
○事業実施期間：令和2年2月17日～5月31日
○支給額：対象経費の3/4（上限50万円)
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備
等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成

【連絡先】
雇用環境・均等室 ☎054‐252-5310

働き方・休み方改善コンサルタント

女性活躍推進法が改正されました（令和2年4月1日施行）
女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律（女性活躍推進法）が改正されました。

改正女性活躍推進法概要
Pick up

① 令和２年４月１日施行
対象：常時雇用する労働者が301人以上の事業主の方
行動計画の数値目標の設定の仕方が変わります！

プラチナえるぼし誕生！

② 令和２年６月１日施行
対象：常時雇用する労働者が301人以上の事業主の方
情報公表の仕方が変わります！

③ 令和２年６月１日施行

現在、女性の活躍推進に関する状況が
優良な企業に「えるぼし」認定を実施
しています。
この度の女性活躍推進法改正により、
「えるぼし」に加え、特に女性の活躍
推進に関する状況が優良な企業を認定
する「プラチナえるぼし」認定ができ
ました！

対象：すべての事業主の方
プラチナえるぼし認定が創設されます！

④ 令和４年４月１日施行
対象：常時雇用する労働者が101人以上の事業主の方
新たに行動計画の策定、情報の公表が義務になります！

令和２年3月卒業 高卒・大卒等内定状況(令和２年1月末現在)
高校生は求人倍率2.54倍で過去最高！

高校卒業予定者職業紹介状況の推移（各年度とも1月末現在）
（単位：人、前年比％、前年差ポイント）

令和２年１月末現在における県内高校生
の就職内定率は96.0％で対前年同期差0.2
ポイント減、求人倍率は2.54倍で同0.11
ポイント増となり、求人倍率は調査開始
（平成9年3月卒）以降で過去最高となり
ました。

求人数

求人倍率

前年差

卒業年度

就職内定者

前年差

就職内定率

前年差

前年度

平成30年3月 卒業

15,199

15.7

2.28

0.33 6,411

▲0.8

96.3

0.3

平成31年3月 卒業

16,921

11.3

2.43

0.15 6,703

4.6

96.2

▲0.1

令和 ２年3月 卒業

17,453

3.1

2.54

0.11 6,595

▲1.6

96.0

▲0.2

（注）就職内定者数は「学校又は安定所の紹介を希望する者の数を計上

就職内定率は、短大生は過去５番目、
大学生と専修学校生は過去６番目に
高い水準で推移！
令和２年１月末現在における県内大学、
短大、専修学校の就職内定状況は、各
学歴ともに高水準で推移しており、短期
大学は過去５番目、大学と専修学校は
過去６番目に高い水準となりました。
（調査開始は平成7年3月卒以降）

大学等卒業予定者就職内定状況調査結果（各年度とも1月末現在）
（前年差ポイント）
就職内定率（%）

大学

短期大学

前年差

専修学校

前年差

前年差

平成30年3月 卒業

88.2

2.0

90.2

7.9

89.1

2.7

平成31年3月 卒業

88.5

0.3

88.1

▲2.1

90.2

1.1

令和 ２年3月 卒業

87.6

▲0.9

79.3

▲8.8

89.3

▲0.9

（注）大学13校、短期大学6校、専修学校（抽出）15校の内定状況

すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要になります
（令和2年4月1日から）

雇用保険被保険者を雇用する事業主
雇
用
保
険
被
保
険
者

のみなさまへ

65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2
年3月31日までの間は、高年齢労働者（※）に関する雇用保険料は免除されていました。

令和2年4月1日からは、高年齢労働者（※）についても、他の雇用保険被保険者と同様
に雇用保険料の納付が必要となります。
(※)保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって雇用保険の
一般被保険者となっている方
○ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
静岡労働局総務部労働保険徴収課 ☎054-254-6316

静岡県の労働災害発生状況（令和2年2月末）

静岡県有効求人倍率（令和2年1月分）
＜雇用情勢の概況＞県内の雇用情勢は、改善している
有効求人倍率（季節調整値）は1.３８倍(全国2９位）となり、前月を0.0９ポイント上回った。３９か月ぶりに1.３倍台となった。
倍 1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

年度平均

1.58

1.68

1.39
1.23
1.11
0.97

1.54

1.62

1.68 1.67

1.63 1.63

1.65 1.63 1.62 1.61
1.62 1.62

1.58 1.57 1.56

1.58 1.58

1.56 1.54

1.39

1.51

1.57 1.57

1.47

1.47

1.49

1.38

1.21

有効求人倍率

1.10

0.82

1.59 1.59

静岡県

0.90

全国

0.79

静岡労働局HPでは「静岡労働局だより」のバック
ナンバーを公開しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuokaroudoukyoku/roudoukyoku/roudoukyokuday
ori.html
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