
両方に重要!
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連合静岡
http://www.rengo-shizuoka.jp/

〒422-8067 静岡市駿河区南町11-22 　FAX.054-288-0105
☎054-283-0105

連合静岡 検索
私たち連合静岡は、県内２０万人の「働く人」でつくる労働
団体です。「働くこと」を最大の価値ととらえ、誰もが活き
活きと働きがいを感じながら安心して働き続けることので
きる社会の実現を目指しています。

有期契約労働者の方でも制度を利用しやす
くなり、誰もが育児や介護をしながら柔軟に
働き続けることができるようになります。

フリーダイヤル いこうよ れんごうに

0120-154-052
職場で「あれ？ちょっとおかしい？」と思ったら、いつでもお電話ください。

私たち、働く人の味方です！
「働くこと」で困っていませんか？

ここが変わる!介護

妊娠・出産、育児休業、介護休業 などを
理由とする上司や同僚等による就業環境
を害する行為を防止する措置が義務に！

これから

ハラスメント防止措置が義務化

　　　　＋今まで

などを理由とする
不利益取り扱い

今まで

妊娠
出産

育児
休業

介護
休業

×禁止

子の看護休暇(年5日)が半日単位で取れる!1
今まで これから

前
午

後
午

1日単位

●同じ事業主に継続雇用
された期間が1年以上

●子が1歳以降も雇用継続の
見込みがあるコト

●子が2歳までの
間に更新されない
ことが明らか
ではないコト

そのまま

廃止!

2歳から
1歳6カ月に!

有期契約労働者の育児休業の取得要件緩和!2

今まで これから
1

2

3

介護休業の分割取得が可能に!1

原則1回に限り93日まで 通算93日まで
３回を上限

に

分割取得できるように！

●短時間勤務
フレックスタイム制度
始業・終業時刻の
繰り上げ、繰り下げ
介護サービス費用助成や
それに準じる制度

●
●

　　　　　　　  

も休業を

通算されずに
別途取得可能に！
３年間で
少なくとも２回以上               
利用可能

1
2
3

● 4

※いずれかを会社が選択する

選択的措置義務
選択的措置義務

※この日数も
　通算された

＋

今まで これから

介護休暇(年5日)が半日単位で取れる!

介護終了まで所定外労働の免除が可能に！4

有期契約労働者の介護休業の取得要件緩和！3

そのまま

廃止！

93日+6カ月に

今まで これから
同じ事業主に継続雇用された期間が1年以上
93日経過する以降も雇用継続の見込みがあるコト
93日経過した日から1年経過する日までに更新さ
れないことが明らかでないコト

介護休業
給付率
引き上げ

6

賃金の

今まで これから

40% %
引き上げ！

に67

対象家族の範囲拡大5

配偶者、父母、子、
配偶者の父母、
同居かつ扶養
している祖父母、
兄弟姉妹、孫

 
＋

同居・扶養し
ていない祖父
母、兄弟姉妹、
孫も追加！

今まで これから

今まで

ここが変わる育児

法律上の親子関係で
ある実子、養子のみ

　 ＋
法律上の親子関係
に準じるといえる
ような関係にある子も!

育児休業の対象となる子の範囲拡大！3
今まで これから

今まで

 

半日でも
看護休暇が
使える!

子どもが熱を出しても、
昼から早退では、看護
休暇が使えないよ!

少しは
取りやすく
なるかな？

介護育児
●1
●2
●3

2017年1月施行予定! 働く人にとって身近な
法律が変わります!

【景品表示法についてのお問い合わせ】静岡県くらし・環境部県民生活課

行き過ぎてしまった例 知らず知らずのうちに行き過ぎてしまうことを
防ぐためのチェックリスト

※いわゆる誇大広告を禁止する法律で景品表示法と略されます。表示の仕方や内容は基本
的に事業者の自由ですが、あまりにも実際と異なっていると、消費者は適切でない情報をも
とに商品・サービスを選ぶことになってしまいます。このため、本当はそうではないのに多くの
人が「とても良いものだ」 「お得なものだ」と誤解してしまうような表示を規制しています。

１ 2

　広告やチラシ・メニューは、いかにお客さんの興味を引くかが勝負の分かれ目で
すよね。とはいっても、そのためのアピールが大げさすぎると今度は誇大表示に
なってしまいます。多くの人が“実際はそれほどでもなかった”と思うような場合は
法律（不当景品類及び不当表示防止法※）違反になりかねません･･･。
　このような表示をしたことが原因でクレームが発生したり、
信用低下につながらないよう、表示を作る上での豆知識を
ご紹介します。

「有機野菜を使ったシーザーサラダ」と
メニューに載せているが、実際には材料
の大半はごく一般的な野菜である。

お客さんは有機野菜のみ、又は、使ってい
る野菜の大半が有機野菜であると誤解し
てしまいます。ごく
一般的な野菜が
多い場合は、どの
食材が有機野菜
なのかを追加表
示しましょう。

「地域一番価格」というPOPを出してい
るが、実際に価格調査をしたのは一番
近い１店舗のみである。

お客さんは、その地域のお店のどこよりも安
いのであれば、そのお店で買おうと思いま
す。それなのに実際はそうでなかった場合
は、結果的にお得感を装ったということにな
ります。
例えば、「○○町内で」
と限定をすると誤解
を防ぐことができま
す。（もちろん同じ商
品を取り扱う複数店
を含んだ範囲です）

表示の根拠（規格・産地等）は適正か
限度を超えて大げさな表現をしていないか
事実と異なる表示をしていないか
業界ルールでなく、一般社会の認識・定義を考慮した表示をしているか
言葉・写真・デザイン等に、誤解を招くようなまぎらわしいものはないか
複数のスタッフの目でチェックを重ねたか
迷ったら県の相談窓口に問い合わせる　

ア）

イ）

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6  TEL：054-221-2189

改正育児・介護休業法でこう変わる!

静岡県くらし・環境部 県民生活課
静岡県東部県民生活センター
静岡県中部県民生活センター
静岡県西部県民生活センター

054-221-2189
055-951-8207
054-284-0062
053-450-9009

広報・
広告・表

示関係のお仕事をされている方は必見

ちょっと待って
その広告！
イメージ戦略の行き過ぎはダメ

2017年3月末日まで有効

LWのパートナーとして優待などサービスにご協力をいただいております。

お手元にまだ届いて居ない方・ご家族様は 点線で
切り取りこの「お試しカード」を切り取って、ご使用ください！

浜松市など
西部エリア
も充実

が
典
特
く
な
が

Cafe喫茶店

ソフトクリーム（バニラ・しいたけ味の2種類）を10％割引
053-924-0129道の駅 いっぷく処横川（浜松市）

ソフトドリンク又はグラスワイン1杯サービス
053-411-8550ひらまつ亭（浜松市）

当店独自サービスをします
054-252-7770韓国家庭料理焼肉 多美（静岡市）

全日500円引き。10名以上で焼酎ボトルサービス
055-971-0721焼肉の店 秀（三島市）

デザート1つサービス　お食事の方

注文時にカード提示

0544-26-1231萩の亭（富士宮市）

コーヒー又は紅茶を1杯サービス 焼きそばをご注文の方
0544-23-5885みますや2（富士宮市）

ドリンク1杯サービス お食事の方
0544-22-1552鯛吉家（富士宮市）

アルコール類1杯無料 
090-1230-9907大衆食堂 奉天軒（沼津市）

ソフトドリンク1杯サービスディナータイム限定
055-932-0680おいしい料理とお酒のお店 杉菜（沼津市）

ソフトドリンク1杯プレゼント
0558-52-0134漁師カフェ 堂ヶ島食堂（賀茂郡）

飲食5％割引
053-458-0229参花苑（浜松市）

ウーロン茶サービス お食事の方

ご飲食の方

ペアで飲食の方

ケーキ注文の方

053-434-1139珈琲茶房 あおい（浜松市）

紅茶（茶葉）プレゼント
053-472-0064珈琲・紅茶専門店 Scene（シーン）（浜松市）

マドレーヌ又はクッキー1コプレゼント
053-525-2800洋菓子とくつろぎの店 ちゃーちゃ（浜松市）

プチデザートをサービス
0548-33-9380ハーブバーン（榛原郡）

恋のお守りプレゼント
0548-63-4518ビーチグラス（御前崎市）

コーヒー又は紅茶サービス
0547-59-2384山の茶屋（榛原郡）

お食事の方。注文時カード提示

お食事の方

ワンドリンクサービスコース料理ご注文の方
054-250-2685割烹 海さか（静岡市）

お菓子をプレゼント
090-3258-2498 森下そば店（藤枝市）

抹茶アイスプレゼント
055-975-0495和食蒲焼 高田屋（三島市）

自家製シャーベットを1つサービス
0544-27-4041手打ちそば 御料理 味源（富士宮市）

デザートサービス
0558-55-1431やぶ誠（賀茂郡）

ソフトドリンク1杯サービス
0558-62-0333青木さざえ店（賀茂郡）

ご飲食の方

お食事代5％割引
0558-52-2001磯割烹 佳倉（賀茂郡）

デザート1つサービス
0558-62-1006郷土割烹 伊豆の味 おか田（賀茂郡）

ソフトドリンク1杯サービス
0558-55-0395田舎料理づくし 暢美里舎（のんびりじゃ）（賀茂郡）

ランチメでプチデザート1つ、ディナーでソフトドリンク1杯サービス
0550-76-1576時遊亭（じゆうてい）（駿東郡）

お食事5％割引
0558-99-0272食事処 澤（伊豆市）

20％割引
0558-87-1477和食処 かの本陣（伊豆市）

1,500円（税込）以上お食事の方

お食事の方

お食事の方

50円引き 1,000円以上お買上げ
053-587-3473なかやす牧場 手づくりアイス工房（浜松市）

定番かあさんコロッケ又は野菜コロッケを1個プレゼント 1,000円以上お買上
053-587-6610すいーとまむ（浜松市）

20％割引
0547-37-2421松永文具店（島田市）

5％割引
054-286-8601ノエル（花屋）（静岡市）

5％割引
054-285-4706リビング 羽田（雑貨・家具）（静岡市）

10％割引 一部除外品有
054-237-0730ジュエル・ヤマモト（静岡市）

5％割引 2,000円以上のアレンジメントをお買上げ
054-262-3540花と猫の散歩道（静岡市）

5％割引 セール期間中は除く
0545-61-1118ポプラ富士店（富士市）

全商品5％割引 特価・注文品は除く
0544-23-8655真珠専門店 おおば真珠（富士宮市）

ドイツ製メタルシューホーン又はスエードブラシプレゼント
0120-192-854Laufenラオフェン（富士市）

ミニ写真1枚プレゼント
0558-72-0322鴻野写真館（伊豆市）

お好きな地場産品を1品プレゼント 1,000円以上の購入
0558-58-7315わさびの駅 売店（賀茂郡）

ミニ猪コロッケ1個プレゼント 猪コロッケ2個お買上
0558-85-0429マルゼン精肉店（伊豆市）

50円引き 1,000円以上お買上
055-992-3790海野製麺所 （裾野市）

靴を購入された方

5％割引
053-456-9585きん魚 浜松店（浜松市）

5％割引
053-456-0261ビア屋台 麒麟館（浜松市）

ソフトドリンク1杯サービス又はお食事の方5％割引
0538-44-1778台所や いちゑ（袋井市）

ドリンクサービス １杯のみ
0548-24-0505居酒屋五番街・旅籠屋 五番街（牧之原市）

地鶏の串焼き1本サービス
054-255-4032鳥藤（静岡市）

ショットで1杯サービス

他のクーポンと併用不可

054-255-8404）ーガンィウス（regniwS（静岡市）

お通しサービス
054-253-1586小料理 菊正（静岡市）

ワンドリンクサービス
054-253-1432居酒屋 八丁蔵 両替町店（静岡市）

家電の修理清掃10％割引
054-285-5884ライトホープテクニカルズ（静岡市）

ワンドリンクサービス
054-626-5772居酒屋 快賊鮮（焼津市）

5％割引
0538-66-5183bar bourbon（バー バーボン）（磐田市）

10％割引
055-929-6022団欒炎 沼津北口店（沼津市）

ドリンク1杯サービス
053-594-7071）ズータスシンーム（sretsis noom ェフカ&ーリラャギ（湖西市）

ペア限定で、記念品贈呈
0558-27-2312賀楽太（がらくた）（下田市）

5％割引
053-457-1111（代）ベーカリーブッフェカフェダイニング シャンゼリゼ（浜松市）

Night spotナイトスポット

レストラン一般 Restaurant

サービスランチ等一部対象外

ドリンク50％割引 食事の方。ランチタイムを除く
0545-63-0232森のトントン（富士市）

10％割引
0558-72-0498民芸茶屋 もとよし（伊豆市）

ソフトドリンク1杯サービス
0558-42-0111Pub＆Cafe らんぽん（賀茂郡）

珈琲1杯100円引き 
055-969-2830（沼津市）

50円引き 600円以上お食事の方
0558-27-3050Tiny Bee（タイニービー）（下田市）

10％割引
053-454-6760真味（浜松市）

コースご予約の方

10％割引 割引上限2.000円。コース利用不可、月～金曜（祝日除）他サービス併用不可
053-460-7779焼肉料理 りゅうせん（浜松市）

5％割引
053-452-4778柳川亭（浜松市）

季節の小鉢1品サービス
053-987-0411つぶ食 いしもと（浜松市）

ソフトドリンク1杯ずつサービス ペア御来店の方
053-425-4762お好み焼き工房 こはち亭（浜松市）

ワンドリンクサービスご飲食の方
053-450-5571一味真（浜松市）

あげだし豆腐又はあげもちサービス
053-447-3068手打ちそば・うどん 萩（浜松市）

10％割引
053-543-0322雅楽之助（うたのすけ）奥山店（浜松市）

コーヒー1杯サービス
0538-49-1737六兵衛（袋井市）

カクテル1杯サービス ペアでご来店の方
0538-21-7337和楽心 蔵や（磐田市）

デザートサービス ペアでご来店の方
0538-33-2468茶間亭（磐田市）

10％割引
054-335-0373福寿亭支店（静岡市）

お食事の方。注文時カード提示

平日限定

地酒1人1杯又は生ビール1杯サービス
054-257-3904寿し・地魚料理 ととのや権吉（静岡市）

1人2,000円以上ご利用の方

1,000円引きカード１枚のみ利用可
0545-55-2822炉ばた割烹 海郎小屋 吉原店（富士市）


