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厚生労働省／雇用保険法施行規則等改正省…

令案要綱を諮問………………………………2582・16
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経済財政諮問会議／骨太方針の骨子案示す…2591・14

人事院／国家公務員にワクチン休暇…………2591・21
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で緊急提言……………………………………2591・24
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［厚生労働省人事］2586・28

労 使 関 係

連合／政府に「2021年度連合の重点施策」…

を提出…………………………………………2590・28
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万8,539人… ……………………………………2585・30
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経済財政諮問会議／最低賃金の引き上げを…

議論……………………………………………2590・12

［労働経済指標］

2020年11月分……………………………………2577・28

2020年12月分……………………………………2580・31

2021年１月分……………………………………2583・30

2021年２月分……………………………………2586・23

2021年３月分……………………………………2589・30

2021年４月分……………………………………2592・23

労災保険・雇用保険

雇保則及び建設労働者雇用改善則改正案要…

綱等を了承……………………………………2579・20
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雇 用 管 理・対 策

労働経済動向調査／52％の事業場で同一労…

働同一賃金に取り組み………………………2576・39
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は18.4％…………………………………………2578・30
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援策……………………………………………2584・16

労働経済動向調査／生産・売上額等判断D.I…
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［最新賃金・労務問題Q&A］（賃金システム研究所　
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（その３）………………………………………2577・26
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