令和４年２月１５日

労政課発行

労政まつもと
Rousei – Matsumoto
働き方改革関連法

無料相談窓口をご活用ください

働き方改革に取り組む事業所を支援するため、就業規則の作成方法・賃金規定の見直し・労働関係の

助成金活用などについて、社会保険労務士等の専門家が無料でご相談に応じます。
要予約・先着順となりますので、お早めにお問い合わせください。
社会保険労務士相談 相談日程

2月

18 日（金）

3月
場

所

各日 10：00 ～ 15：00

4 日（金）

（1 時間/枠 要予約）

18 日（金）

： 松本市勤労者福祉センター ２－４会議室

心の悩みや仕事の悩み、相談してみませんか？
職業・労働相談
日時
場所

毎週水曜日

生活・労働相談
９時～17 時

平日

日時

（年末年始、祝日を除く）
松本市勤労者福祉センター

９時～17 時

（年末年始、祝日を除く）

場所

ユニオンサポートセンター

賃金・労働条件・退職・解雇・労災・休暇のほか

解雇・賃金未払い・労働契約・セクハラなどの労使

セクハラやパワハラなど、労働に関連する様々な

間トラブルだけでなく、家庭関係や金銭トラブル等

相談に専任の相談員が応じます。

日常生活全般の諸相談に相談員が対応します。

電話での相談もできます。

電話での相談もできます。

≪相談無料≫

TEL：0263-35-6286

勤労者心の健康相談

≪相談無料≫

TEL：0263-39-0021

若者職業なんでも相談

日時

下記連絡先までお問い合わせください

日時

下記連絡先までお問い合わせください

場所

松本市勤労者福祉センター

場所

松本市勤労者福祉センター

“こころ”と“からだ”はつながっています。
「最近ちょっと変？」は心の SOS かもしれません。

もしかして、と感じたら迷わずご相談ください。

【お問い合わせ】

TEL：0263-35-6286

産業振興部 労政課
TEL：35-6286

職業に関する様々な相談に専門のカウンセラーが
応じます。

専門のカウンセラーが親身に相談に応じます。
≪相談無料・要予約≫

就職・キャリアアップのご相談、職場での悩み等、

≪相談無料・要予約≫

TEL：0263-35-6286

MAIL：rosei@city.matsumoto.lg.jp

～この紙は、市役所で発生した使用済古紙を製紙機で再生したものです。～
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労政まつもと Voｌ.１５２（２）

賢い消費者になりましょう

松本市消費生活センターでは日常生活の中で遭遇する悪質商法の被害を未然に防ぐための情報
をお伝えしています。まずは契約とは何か、そして、もし断り切れず契約してしまった時のクー
リング・オフ制度について説明します。

◇ 契約の基礎知識
商品を「買いたい」「売りたい」という２つの意思表示が合致することによって、法律上の
責任が生じる関係を「契約」といいます。私たちは、様々な場面で契約を結んでいます。
契約は、口頭だけでも成立します。契約書は後に生じるかもしれないトラブルを防ぐために
交わすものです。
そして、契約が成立することによって、その契約を守っていく責任が生じます。
一方的に契約を解約する（やめてしまう）ことは、原則できません。

◇ クーリング・オフ
訪問販売や電話勧誘販売、訪問購入など不意打ち性の高い販売方法や、マルチ商法や内職商
法のように特殊な販売方法で冷静に判断できないまま断り切れず契約してしまったとき、頭を
冷やして冷静に考え直すのがクーリング・オフです。
契約書面を受け取った日を含めて８日以内（マルチ商法、内職商法は２０日以内）であれば
解約の意思を書面で通知することにより、無条件で解約できます。
（注）次の場合は、クーリング・オフ対象外です
● 契約金額が３，０００円未満の現金払い
● 自ら出向いた店舗での購入や通信販売の場合
● 「（化粧品や健康食品など消耗品を）自らの意思で使用した場合クーリング・オフは
出来ない」と契約書に明記されている場合。

◇ 消費者トラブルの相談窓口
日常生活の契約でおかしいな、困ったなと思ったら一人で悩まず、まずは消費生活センターに
ご相談ください。

＊松本市消費生活センター（松本市役所内）☎０２６３-３６-８８３２
＊消費者ホットライン ☎１８８

【お問い合わせ】

住民自治局 市民相談課
TEL：33-0001
MAIL：syouhi@city.matsumoto.lg.jp
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第 59 回 技能五輪全国大会
令和３年１２月１７日（金）から２０日（月）までの
４日間、第５９回技能五輪全国大会が東京ビックサイト
ほか全１４会場を舞台に開催されました。
全国からおよそ１３００名、うち長野県からは１６職
種３９名が出場し、松本市から５職種５名の選手が大会
に挑みました。
なお、大会に先立って選手は職場の上司の方とともに
松本市役所を表敬訪問し、臥雲松本市長からは激励の言
葉が贈られました。
≪大会結果≫
西洋料理の種目で出場した太田 知志選手（アルピコホテルグループ ホテルブエナビスタ所属）が
見事、敢闘賞を受賞されました。おめでとうございます！
おめでとうございます。

◇ 技能五輪とは
２３歳以下の青年技能者が、幅広い職種の中でその技能レベルの日本一を競う競技大会です。
次代を担う青年技能者が目標を持ち、さらに高いレベルで技能の向上を目指すことを目的とする
とともに、大会開催地域の若者が優れた技能に身近で触れる機会を提供し、その重要性や必要性を
広くアピールしています。

技能五輪全国大会出場選手への助成制度があります
松本市では中小企業等から技能五輪全国大会へ選手が出場した場合、その育成に要した経費の一部を
助成する制度を設けています。
詳細については労政課までお気軽にお問い合わせください。
１．対

象

全国大会出場が決定した選手を育成した中小企業等
≪中小企業等≫
松本市内に主たる事務所または事務所を有する法人・個人・団体または
学校等で、条件に該当するもの

２．補助金額

対象経費の３分の１（ただし出場選手１人につき３０万円が上限）

３．対象経費

・出場選手および指導者の訓練時間、指導実施時間を対象として支払った賃金
・訓練に要した材料費、必要経費など（詳細はお問い合わせください）

４．対象期間

技能五輪全国大会が開催される年の前年４月１日から開催日前日までの間
※次回開催の第６０回大会（１１月 4 日～予定）の場合、令和３年４月１日
から令和４年１１月 3 日（予定）までの間

【お問い合わせ】

産業振興部 労政課
TEL：35-6286
MAIL：rosei@city.matsumoto.lg.jp
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まつもとフードシェアマーケット
お店の“もったいない”、フードシェアリングで売上げにしませんか？
食品ロスは日本で１年間に５７０万トンも発生しています。このもったいないを減らす
ために、松本市では、２つのフードシェアリングサービスを応援しています！

ＫＵＲＡＤＡＳＨＩ（クラダシ）
ＫＵＲＡＤＡＳＨＩは日本最大級の社会
貢献型ショッピングサイトです。
事業者から協賛価格で提供を受けた商品
を全国の消費者に販売しています。

詳細はこちらから＞＞

 商品のながれ
（株）クラダシが商品を一括買取し、ＫＵＲＡＤＡＳＨＩにて協賛価格で販売。
 向いている商品
賞味期限間近の商品、返品、終売品、印字ミス等で廃棄となる商品など

タベスケ
タベスケは、廃棄になってしまい
そうな商品の値引き情報を掲載し、
地域の方に購入予約をしていただく
ウェブサービスです。

詳細はこちらから＞＞

スマートフォンや
パソコンから
簡単登録・ログイン

売れ残りそうな商品や
余った食品を出品！

お店で商品を受け渡し
食品ロス削減✨
＋PR、売上 UP も！

 商品のながれ
値引き情報をタベスケに掲載、店頭で予約画面を確認し、商品お渡し＆お会計！
 向いている商品
賞味・消費期限間近の値引き商品、規格外品、急なキャンセルによるロス危機食品など

【お問い合わせ】

環境エネルギー部 環境・地域エネルギー課
TEL：34-3268
MAIL：s-kankyo@city.matsumoto.lg.jp
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eco オフィスまつもと認定事業所を目指しませんか？
松本市では、省エネやごみの減量化など環境に配慮した取り組みを行っている事業所を応援するため、
「eco オフィスまつもと」という認定制度を実施しています。
取り組みを点数化し、その合計点によって一つ星から三つ星まで３ランクで評価します。

≪対

象≫

市内に事務所がある事業所

≪認定期間≫

２年間

≪費

無料

用≫

≪申請期間≫

随時受付

≪取り組み例≫
●エコドライブの実施「１点」
●事業所周辺のごみ拾い「１点」
●数種類のごみ箱設置による分別の促進「２点」

≪メリット≫
●市入札の総合評価落札方式の加点対象
●市制度資金の一部で利子補給対象（補給率 0.8％）

eco オフィス認定事業所一覧（令和４年１月末現在）
☆☆☆ランク認定事業所（12 事業所）
株式会社村瀬組

松本土建株式会社

鍋林建工株式会社

川窪建設株式会社

三協電気工業株式会社

ハシバテクノス株式会社

サワンド建設株式会社

株式会社小石興業

株式会社アスピア

株式会社サクセン

清水口建設株式会社

共同電気工業株式会社

☆☆ランク認定事業所（8 事業所）
株式会社大原建設

株式会社信州グリーン

株式会社須澤電気商会

株式会社アイネット

株式会社藤澤組

丸善土木株式会社

株式会社高宮組

富士コムテック株式会社

☆ランク認定事業所（9 事業所）

●市 HP で事業所を紹介
●ロゴマークの自由使用

共和観光株式会社
松本リサイクルセンター

株式会社国際サービスセン
ター

●認定証とステッカーの交付

株式会社大和ホーム工業

株式会社みすず建設

●三つ星ランク認定事業所のうち、特に優秀な事業所を

有限会社藤むら

5minutes

表彰（令和２年度は三協電気工業株式会社様、ハシバ

林友電気通信工事株式会社

西電設工事株式会社

テクノス株式会社様、サワンド建設株式会社様を表彰）

株式会社クサダ

一緒に地球に寄り添う事業所を目指しませんか？
詳しくは QR コードから HP をご覧ください！

≪令和 2 年度表彰式の様子≫
【お問い合わせ】

環境エネルギー部 環境・地域エネルギー課
TEL：34-3268
MAIL：s-kankyo@city.matsumoto.lg.jp
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交通量の混雑ピーク分散にご協力を！！
松本市では渋滞対策として、公共交通や自転車の利用をはじめ、時差出勤やテレワークなど、交通量の
ピークを分散する対策を幅広く市民の皆様に呼びかけています。
自動車通勤をしている皆様、ぜひ交通量の混雑ピーク分散にご協力をお願いします。

市 HP

市 HP

交通量の混雑ピーク分散にご協力を

リアルタイム渋滞情報

【お問い合わせ】

交通部 交通ネットワーク課
TEL：34-3286
MAIL：koutsu-nw@city.matsumoto.lg.jp

令和４年２月１５日
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シェアサイクルの事業者様向けサービスのご案内
１．シェアサイクルをビジネスシーンに利用してみませんか？
シェアサイクルを、営業先や支店への移動等のビジネスシーンで利用しませんか？
電動アシスト付きのシェアサイクルなら、渋滞や駐車場の心配もなく、スマートな移動が可能です。
利用方法は、スマホのアプリで車両予約のうえ、契約した事業者にお渡しする専用のカードでロック
を開錠するだけなので簡単！

市内に専用の駐輪場（ステーション）が２９カ所あり、ちょっとした移動に便利です。
自転車を保有する必要がないため、事業所
に駐輪場を確保したり、車両メンテナンスの
費用がかかりません。
搭乗中の事故には傷害保険、賠償責任保険
が適用されます。
ご興味のある事業者様は、お気軽にお問い
合わせください。

≪お問い合わせ≫ 070-1418-5077 OpenStreet 株式会社（運営事業者） 小森谷

２．シェアサイクルを利用して情報発信ができます。
シェアサイクルの車体への広告掲載の他、アプリの地図上にイベント
情報等を掲載することができます。
事業ＰＲや誘客のための情報発信にご活用ください。

≪お問い合わせ≫ 070-1418-5077 OpenStreet 株式会社（運営事業者） 小森谷

◇ 自転車で通勤しませんか？
自転車通勤にはさまざまなメリットがあります。
心身の健康増進のほか、仕事のパフォーマンスが向上したとの調査結果があります。
また、企業にとっては通勤手当や駐車場に係る固定費を削減できますし、企業イメージの向上にも
繋がります。
現在、国土交通省では「
『自転車通勤推進企業』宣言プロジェクト」を
創設し、自転車通勤を積極的に推進する企業を募集しています。
認定を受けると特設サイトにて企業・団体名が紹介されるほか、名刺等
に認定ロゴマークが使用できるようになります。
詳細については QR コードから特設サイトをご覧ください。
【お問い合わせ】

▲「
『自転車通勤推進企業』宣言
プロジェクト」 特設サイト

交通部 自転車推進課
TEL：34-3245
MAIL：jitensha-s@city.matsumoto.lg.jp

～事業系ごみの正しい処理とリサイクルにご協力ください～
【事業系ごみとは】
店舗、事務所、工場、病院、学校など規模や営利・非営利に関わらず事業活動に伴い生じたごみ
をいい、これらのごみの発生から処分までの最終的な責任は排出事業者にあります。
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第３条（事業者の責務）
』
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
【事業系ごみの種類】
○産業廃棄物：廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた 20 種類のものをいいます。
○事業系一般廃棄物：事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものをいいます。
【本市の事業系一般廃棄物の状況】
本市における総ごみ排出量のうち約４５％が事業系ごみであり、長野県全体では約３０％であること
から、他の自治体に比べ事業系ごみの排出量が非常に多いといえます。
松本クリーンセンターで実施している搬入物検査では、事業所から排出された可燃ごみに産業廃棄物
や資源化可能な紙類の混入が確認されるなど、ごみの適正処理と資源化の推進には事業者の皆様のご協
力が欠かせない状況です。
【産業廃棄物の代表的な例】
○金属くず、ビニール類、プラスチック、発泡スチロール、ガラス、陶磁器、蛍光管、乾電池など
【事業系一般廃棄物の代表的な例】
○食品の食べ残し、調理くず、古紙、木くずなど（可能な限り資源化をお願いします！）
※

業種によっては産業廃棄物になる場合があります。

事業系ごみを適正に処理するために！
【廃棄物保管場所の整備】
○ごみの分別方法について、図や写真等を用いて分かりやすく表示しましょう。
○分別したごみは種類ごとに保管しましょう。
【分別ルールの共有】
○ごみの処理方法について、朝礼や会議の場で周知するなど、社内で分別ルールを共有しましょう。
【資源化の推進】
○ごみはしっかり分別し、可能な限り資源化しましょう。
○紙類は可燃ごみへの混入が多いものの一つです。資源化することで、ごみ量と処理経費の削減に
つながります。
※

一般廃棄物であっても資源化できる紙類は、松本クリーンセンターへは搬入できません。

【適正な契約】
○事業系ごみの処理は、一般廃棄物、産業廃棄物のそれぞれの収集運搬許可を持った業者に委託する
か、許可を受けた処分施設に自ら搬入してください。
○産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する場合は、ごみの種類に応じて許可を受けた業者と書面に
より契約する必要があります。
※

事業系ごみは、少量であっても市が収集する町会ごみステーションに出すことはできません。

【お問い合わせ】

環境エネルギー部 環境業務課
TEL：47-1096
MAIL：kankyo-ｓ@city.matsumoto.lg.jp

労政まつもと Voｌ.１５２（９）

令和４年２月１５日

車いすバスケットボール体験会
競技用車いすで体験ができます。
今回の体験会では、北京パラリンピックで車いすバスケットボール
日本代表チームのヘッドコーチを務めた経験のある、松本市在住で、
パラアスリートの奥原明男さんから学ぶことができます。
☆

対

象

小学生以上（市内在住・在勤・在学者・個人優先）
年齢、障がいの有無等にかかわらず、誰でも学べます。

☆

日

時

３月１２日（土） 午後 1 時 30 分～２時３０分（午後１時 15 分から受付開始）

☆

会

場

総合体育館メインアリーナ B 面

☆

定

員

１０名（事前申込制）

☆

費

用

無料

☆

持

ち 物

必要書類（申込み後、郵送する書類に必要事項を記載）、運動着、室内シューズ、
タオル、飲み物、マスク

「パラ☆スポくらぶ」で体を動かそう♪
年齢、障がいの有無等にかかわらず、一緒にパラスポーツを楽しみませんか？
東京２０２０パラリンピックで金メダルを獲得した「ボッチャ」や全国障害者スポーツ大会の
正式種目である「フライングディスク」「車いすスラローム」等を体験できます。

☆

対

象

小学生以上
（市内在住・在勤・在学者・個人優先）

☆

日

時

３月１２日（土） 午後 1 時～３時

☆

会

場

総合体育館メインアリーナ C 面

☆

定

員

30 名（事前申込制）

☆

費

用

無料

☆

持

ち 物

必要書類（申込み後、郵送する書類に必要事項を記載）、運動着、室内シューズ、
タオル、飲み物、マスク（個人で練習する時に使う用具）

【お問い合わせ】

松本市文化観光部 スポーツ推進課
TEL：４５－９５１２
MAIL：taiiku@city.matsumoto.lg.jp

長引くコロナ禍を乗り切るため、こころと身体のセルフケアが大切です。
今回は、ストレスケアとして、幸せホルモンとも言われる”セロトニン”を
増やす方法についてご紹介します。

🌼

セロトニンとは？

🌼

増やす方法は？

こころの安定、集中力を高める、気持ちの浮き沈みを穏やかにするなど、
感情や精神面・睡眠など人間の大切な機能に深く関係する神経伝達物質の1つ
です。
セロトニンはストレスを感じると分泌が少なくなります。ストレスを完全
に取り除くのは難しいので、セロトニンがしっかり出る生活を心がけてみま
しょう！

【運動する】
腕を大きく振って
リズミカルに動く
と、セロトニン量
UP!

【日光浴】
特に起床後の、
太陽の光が
効果的！
良質な睡眠にも
つながります

【腸内環境を
整える】
腸内細菌の働きが
活発になると、
セロトニンの合成
UP!

【バランスの
良い食事】
材料には、
ﾄﾘﾌﾟﾄﾌｧﾝ(必須ｱﾐ
ﾉ酸)やﾋﾞﾀﾐﾝB6が
必要
例:大豆・乳製品、ﾊﾞﾅﾅ、
そば、卵、かつおなど

【深呼吸】
呼吸法は、
心の安定の早道！
入浴時、寝る前な
ど、日常に取り入
れるのがおすすめ

「こころの耳」（働く人のための特設サイト） Check!!
◆「疲労蓄積度セルフチェック」
◆「５分でできる職場のストレスセルフチェック」

松本を味わおう部門
最優秀賞

松平 志織さん

世界に誇る Matsumoto MISO SOUP
材料（4 人分）
にんにく…………１片（5g）

薄切りベーコン……40g

★ 松本一本ねぎ …1/2 本（40g）

ミニトマト …………8 個

★ セロリ……………1/2 本（60g）

押し麦 ……………32g

★ エリンギ…………40g

ホールコーン………大さじ 2・1/2（40g）

★ パプリカ赤………1/3 個（60g）

みそ ………………大さじ 2 弱（32g）

★ パプリカ黄………1/3 個（60g）

牛乳 ………………300ml

★ ズッキーニ………1/3 本（60g）

だし汁（かつお節）…300ml

作り方
① にんにくをすりおろし、★とベーコンを 1 ㎝角に切る。
② だし汁を沸かし、ミニトマトを 1 分茹で、お玉ですくって皮をむき、だし汁に戻す。
だし汁の火を止めて押し麦を入れておく。
③ 別の鍋でベーコンを炒め、脂が出たら、すりおろしたにんにく、★を炒める。
④ ③に②、ホールコーン、牛乳を加え、ひと煮立ちしたら、みそを加えて完成。

医者にかかる10箇条
あなたが“いのちの主人公・からだの責任者”
１ 伝えたいことはメモして準備
いつから、どこに、どんな症状があるのか。
今までにどんな病気にかかったか、どんな薬を飲んでいるのか・・など
準備があればお医者さんの前でもきちんと話ができます。

２ 対話の始まりはあいさつから
まず、あいさつをしましょう。お互いの理解の始まりです。

３ よりよい関係づくりはあなたにも責任が
お医者さんと患者さんのよい関係はよい治療につながります。
求めるだけではなく、お互いに努力しあい、よい関係を作りましょう。

４ 自覚症状と病歴はあなたの伝える大切な情報
正確な診断・治療のためにはきちんと情報を伝えることが大事です。

５ これからの見通しを聞きましょう
これからどうなっていくのか、どんな治療をするのか聞きましょう。

６ その後の変化も伝える努力を
治療による症状の変化をお医者さんに伝えましょう。
よくなったことも大事な情報です。

７ 大事なことはメモを取って確認
お医者さんの話はきちんとメモしましょう。その時はわかったつもりでも家に
帰ったら忘れてしまうこともあります。

８ 納得できないときは何度でも質問を
納得できるまで、お医者さんに説明してもらいましょう。

９ 医療にも不確実なことや限界がある
病気は完全に治ってほしいと思いますが、医療には限界があります。

１０ 治療方法を決めるのはあなたです
お医者さんに治療の効果や危険性もよく相談しながら、協力して治療法を決めま
しょう。
各項目名は認定ＮＰＯ法人「ささえあい医療人権センターＣＯＭＬ（コムル）」より出典

松本市保健所
協賛

医療安全支援センター

一般社団法人 松本市医師会
一般社団法人 松本薬剤師会

0263-40-0800

一般社団法人 松本市歯科医師会
公益社団法人 長野県看護協会
20210708

令和４年２月１５日

労政まつもと Voｌ.１５２（１３）

多言語生活ガイドブック・防災ハンドブックをご活用ください！
松本市では「生活ガイドブック」、「防災ハンドブック」をそれぞれ９言語で作成し、外国人住民向け
に発信しています。企業で働く外国人住民の”生活の安全と安心”を守るため、社内でご活用ください。
いずれも、市ホームページでご覧いただけます。
また、「やさしい日本語」、「外国人住民の生活オリエンテーション」などをテーマに出前講座を行う
こともできます。お気軽にお問い合わせください！

▲生活ガイドブック・防災ハンドブック

【お問い合わせ】

▲市ホームページ

住民自治局 人権共生課
TEL：39-1105
MAIL: tabunka@city.matsumoto.lg.jp

令和 5 年 3 月新規大学等卒業予定者の求人受理及び採用活動開始時期等について
ハローワークにおける、令和 5 年（2023 年）3 月新規大学等の卒業予定者を対象とした求人申込の
受付は 2 月 1 日から開始しており、学生への求人公開は 4 月 1 日からとなります。
新規学校卒業予定者の採用をぜひご検討いただき、採用計画に基づいた求人の提出をお願いします。
なお新規学卒者対象求人は、専用様式でのお申し込みが必要となります。
また就職・採用活動の日程につきましては、学生が学修時間を確保しながら就職活動に取り組むこと
ができるよう、次のとおりとしていただくようお願いします。
＊広報活動開始：卒業・修了年度に入る直前の 3 月 1 日以降
＊採用選考活動開始：卒業・修了年度の 6 月 1 日以降
＊正式な内定日：卒業・修了年度の 10 月 1 日以降
令和４年
（２０２２年）
２月 ３月 ４月
関係省庁
連絡会議
で決定さ
れた日程
ハローワ
ークにお
ける求人
申込みの
受付及び
公開日程

５月

６月

７月

８月

９月

10 月

11 月

12 月

３月１日以降

６月１日以降

10 月１日以降

広報活動開始

採用選考活動開始

採用内定開始

２月１日から
令和５年３月新規大学等卒業予定者対象求人申込の受付開始

【お問い合わせ】

４月１日から
求人票の展示及び公開

松本新卒応援ハローワーク

TEL：31-8600

令和５年
（２０２３年）
１月 ２月
３月

令和４年２月１５日

労政まつもと Voｌ.１５２（１４）

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します
2022 年１月１日スタート

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する 65 歳以上の労働者が、そのうち２つの事業
所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合、本人からハローワークに申出を行うことで申出を行った
日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を受給す
ることができるようになります。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者
マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。
加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。

【１】

複数の事業所に雇用される 65 歳以上の労働者であること

【２】

２つの事業所（１つの事業所における１週間の所定労働時間が５時間以上 20 時間未満）

の労働時間を合計して１週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
【３】

２つの事業所のそれぞれの雇用見込みが 31 日以上であること
うち２つの事業所での労働時間

65 歳以上

※ ※ 上記の１と２の事業所で雇用保険の適用を受けた場合、２を離職しても、１と３の労働時間が週 20 時間
以上あるため、１と２で喪失に係る届出後、改めて１と３の雇入に係る届出が必要です。

基本的な手続の流れ
マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要がありますので、事業主の皆さまは本人
からの依頼に基づき、手続に必要な証明（雇用の事実や所定労働時間など）を行ってください。
これを受けて、本人が、適用を受ける２社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。

お願いと注意点


マルチジョブホルダーが雇用保険の適用を受けるためには、事業主の皆さまの協力が必要不可欠です。



労働者から手続に必要な証明を求められた場合は、速やかなご対応をお願いします。



マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の

 不利益変更など、不利益な取扱いを行うことは法律上禁じられています。


また、マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保

 険料の納付義務が発生します。詳細は厚生労働省のホームページにてご確認ください。

【お問い合わせ】

▲厚生労働省HP

ハローワーク松本 雇用保険適用課 TEL：27-０111（21＃）
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