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発行内容、お問い合わせについて
進路指導部報「しんろだより～道～」は、保護者の皆様へ進路に関するたくさんの情報をお伝えしてい

きます。学校ホームページにも掲載しておりますので、どうぞご覧になってください。

（ホームページＵＲＬ：

他にも進路に関して知りたい情報や疑問等がございましたら、お気軽に校長、教頭、担任、進路指導部

員にお話しください。
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きます。学校ホームページにも掲載しておりますので、どうぞご覧になってください。

pref.ed.jp/chokaku-s/

他にも進路に関して知りたい情報や疑問等がございましたら、お気軽に校長、教頭、担任、進路指導部

最低賃⾦制度とは、最低賃⾦法に基づき国が賃⾦の最低額を定め、使⽤者は、そ

の最低賃⾦額以上の賃⾦を労働者に⽀払わなければならないとする制度です。

地域別最低賃⾦は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべ

ての労働者とその使⽤者に対して適⽤される最低賃⾦として、

ずつ、全部で４７件の最低賃⾦が定められています。 

「働き⽅改⾰実⾏計画」（平成２９年３⽉２８⽇働き⽅改⾰実現会議決定）において、

Ｐ成⻑率にも配慮しつつ最低賃⾦を

お⾦を使う優先順位を確認すること

取り上げますが、家庭でもぜひ話題にしていただけれ

進路指導部報「しんろだより～道～」は、保護者の皆様へ進路に関するたくさんの情報をお伝えしてい

きます。学校ホームページにも掲載しておりますので、どうぞご覧になってください。 

s/） 

他にも進路に関して知りたい情報や疑問等がございましたら、お気軽に校長、教頭、担任、進路指導部

最低賃⾦制度とは、最低賃⾦法に基づき国が賃⾦の最低額を定め、使⽤者は、そ

の最低賃⾦額以上の賃⾦を労働者に⽀払わなければならないとする制度です。

地域別最低賃⾦は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべ

ての労働者とその使⽤者に対して適⽤される最低賃⾦として、各都道府県に１つ

「働き⽅改⾰実⾏計画」（平成２９年３⽉２８⽇働き⽅改⾰実現会議決定）において、

最低賃⾦を引き上げて

お⾦を使う優先順位を確認すること

話題にしていただけれ

進路指導部報「しんろだより～道～」は、保護者の皆様へ進路に関するたくさんの情報をお伝えしてい

他にも進路に関して知りたい情報や疑問等がございましたら、お気軽に校長、教頭、担任、進路指導部

最低賃⾦制度とは、最低賃⾦法に基づき国が賃⾦の最低額を定め、使⽤者は、そ

の最低賃⾦額以上の賃⾦を労働者に⽀払わなければならないとする制度です。 

地域別最低賃⾦は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべ

各都道府県に１つ

「働き⽅改⾰実⾏計画」（平成２９年３⽉２８⽇働き⽅改⾰実現会議決定）において、 

引き上げて

お⾦を使う優先順位を確認すること

話題にしていただけれ

 


