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【お問い合わせ先】 
千葉労働局雇用環境・均等室 
電話：043-221-2307  FAX：043-221-2308 

平成 29 年 9 月 1 日（金）から 

無期転換ルール特別相談窓口を開設します！ 

働く人も、企業の担当者も、ご相談ください！ 

 

無期転換ルールを避けようとして不適

切な取り扱いが行われないか心配です。 

無期転換の申込みは「いつ」「誰に」

「どのように」申し込めばよいのです

か？ 口頭でも申込みはできますか？ 

無期転換した労働者の労働条

件はどのように定めればよい 

のだろう。 

たとえば・・・ 働く人 企業の担当者 

千葉労働局 無期転換ルール特別相談窓口 

 千葉労働局雇用環境・均等室 

  受付時間 9 時 30 分～17 時 00 分 月曜日～金曜日（祝日除く） 

     ※時間をかけて、丁寧にご相談に対応しています。時間に余裕を持ってお電話またはご来庁ください。 

  電話番号 043-221-2307 

  所 在 地 千葉市中央区中央 4-11-1 千葉第二地方合同庁舎 1 階  
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労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した言葉であり、労働者（アルバイト、パー

トを含む）を一人でも雇用する事業主の方は、労働保険に必ず加入手続をしなければなり

ません（農林水産業の一部を除く）。 

 

 

労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不

幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うも

のです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業

も行っております。 

 

 

労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場

合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付

を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発や向上その他労働者の福祉の

増進を図るための事業も行っております。 

 

千葉労働局では年間を通じて適用促進活動を行うとともに、10 月～12 月を「労働保険

適用促進強化期間」として集中的に適用促進を行うこととしています。 

 

 

労働保険の加入手続きがまだおすみでない事業主の方は、すぐに

加入手続きをしてください。 

 

 

労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度について 

事業主が故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない期間中に労災に該当する事

故が発生した場合、労災保険給付額の 100％又は 40％が事業主から徴収されます。 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 
千葉労働局総務部労働保険徴収課  電話:043-221-4317  

労災保険とは 

雇用保険とは 

詳しくは、千葉労働局労働保険徴収課（電話:043-221-4317）又は最寄り

の労働基準監督署、ハローワーク（公共職業安定所）にお尋ねください。 
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千葉労働局では、「青少年の雇用の促進等に関する 

法律」に基づき、社会福祉法人 光福祉会ひかり 

保育園をユースエール認定し、平成 29年 7月 10 日 

に認定通知書交付式を行いました。（県内東総地区 

においては、初となる認定。） 

ユースエール認定制度は、若者の採用・育成に 

積極的で雇用管理の状況などが優良な中小企業が、 

都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の 

認定を受けることができるものです。 

認定を受けた企業は、認定マークを広告、商品、 

広告などに使用でき、若者雇用促進法に基づく認定を 

受けた優良企業であるということを対外的にアピール 

することができます。 

また、労働局やハローワークによる重点的なマッチング支援、助成金の加算措置などを受けることが

できます。 

＜認定企業一覧＞（平成 29 年 6月 30 日現在） 

企 業 名 業 種 
常時雇用労働者数 

（申請時） 

アシザワ・ファインテック株式会社（習志野市） 製造業 121 人 

株式会社イーエスケイ（木更津市） 情報サービス業 65 人 

株式会社ヌーヴェルゴルフ倶楽部（大網白里市） ゴルフ場 58 人 

株式会社こどもの木（浦安市） 児童福祉施設（保育園） 22 人 

社会福祉法人康和会（船橋市） 介護老人福祉施設 93 人 

アイリープロダクト株式会社（習志野市） イベント運営事業 15 人 

我孫子つくし野病院（我孫子市） 医療業 70 人 

社会福祉法人下総会（成田市） 介護事業 88 人 

よみうりスポーツ株式会社（市原市） ゴルフ場 56 人 

社会福祉法人光福祉会ひかり保育園（旭市） 児童福祉施設（保育園） 16 人 

※ 認定基準を全て満たす中小企業（常時雇用する労働者が 300 人以下の事業主）であれば、

認定企業となることができます。 

 

※ ユースエール認定に関する詳細は、厚生労働省「ユースエール 

認定制度」で検索してください。 

 

【お問い合わせ先】 
千葉労働局職業安定部職業安定課若年雇用対策係 
電話：043-221-4081 FAX：043-202-5140 

ユースエール認定通知書交付式を開催しました！ 

 

検索 ユースエール認定制度 

 

前列中央：光福祉会 ひかり保育園 八田園長 

社会福祉法人光福祉会ひかり保育園（旭市） 

業種：児童福祉事業（保育園）、常時雇用労働者数：16 人 
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 千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パート、アルバイト等を含む。）及び、その使

用者に適用される千葉県最低賃金（地域別最低賃金）が次のように改正されます。 
 

平成 29 年 10 月 1 日から 

 時間額  868 円  
 (従来の 842 円から 26 円引上げ) 

  
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より

低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみな

されます。 
・ この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、

深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。 
・ 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。 
・ 最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の

障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けること

により、最低賃金の減額の特例が認められております。 
・ 「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される

場合がありますので、御注意ください。 
・ 「千葉県最低賃金総合相談支援センター」におきまして、経営課題及び労務管理につい

ての無料相談を受け付けておりますので、御利用ください。 
（電話：0120-026-210） 

 
 ※最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室 
（電話：043-221-2328）又は最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。 

 
※24 時間テレフォンサービス    043-221-4700 

 

【お問い合わせ先】 
千葉労働局労働基準部賃金室 
電話：043-221-2328 FAX：043-221-4408 
URL:http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp 
 

千葉県最低賃金改正のお知らせ 
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就業構造基本調査とは 

就業構造基本調査は、「統計法」（国の統計に関する基本的な法律）に基づき５年ごとに実施する国の重要な
統計調査です。 

正規・非正規雇用者の就業状況の違いや高齢層・若年層の就業状況、育児・介護と
就業の関係などについて調査し、その結果は雇用政策や経済政策などの企画・立案の 
ための基礎資料として活用されます。 

平成 29 年調査は 17 回目の調査に当たり、全国の約 52 万世帯に住む 15 歳以上
の世帯員約 108 万人を対象に行う大規模な統計調査です。 

今回の調査結果は、平成 30 年７月以降順次、総務省統計局において、ホームペー
ジへの掲載や報告書の刊行などにより公表されます。 

調査の範囲（千葉県） 

平成 27 年国勢調査の調査区のうち、総務大臣の指定する 906 調査区で実施し、調査区内に居住する世帯の 
うちから総務大臣の定める方法により、市町村長の選定する抽出単位（１つの世帯が居住することができる建物又は
建物の一部をいう。）に居住する世帯、合計約 14,500 世帯が対象となります。 

調査の流れ 

1. ８月下旬頃から、調査対象の地域にお住まいの世帯を調査員が訪問し、  
お知らせのリーフレットを配布しています。 

※調査員は必ず写真入りの「調査員証」を携行しています。 

2. ９月下旬に、調査対象に選ばれた世帯を調査員が再度訪問し、調査票を 
お配りしますので、調査票の記入をお願いします。より便利にご回答いただく   
ため、パソコンやスマートフォンを使って簡単にインターネットで回答することも 
可能となっています。記入した調査票は、10 月 10 日以降に調査員が回収に
伺います。 

調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。
 

【お問い合わせ先】 
千葉県総合企画部統計課人口班 
電話：043-223-2223 FAX：043-227-4458 Mail：tkjinkou@mz.pref.chiba.lg.jp 

～働く人の明日をつくる～ 
10 月 1 日現在で 

平成 29 年就業構造基本調査を実施します 
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千葉県労働委員会の委員が労働問題の 

解決のお手伝いをいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

日 に ち 開催場所 時 間 

平成 29 年 10 月 7 日（土） 

船橋 

フェイスビル 5階 

(ＪＲ船橋駅南口、 

京成船橋駅直結) 

午後 1時から 

午後 5時まで 

平成 29 年 10 月 12 日（木） 

労働委員会事務局

県庁南庁舎 7階 

午後 4時 30 分から 

午後 7時 30 分まで 
平成 29 年 10 月 26 日（木） 

平成 29 年 11 月 13 日（月） 

○相 談 員 労使関係に豊富な知識と経験がある 

労働者委員、使用者委員の 2 名 

○相談時間 おひとり当たり 45 分程度 

○予 約 制 事前に労働委員会にお電話ください 

＊千葉県内の事業所における労働問題が対象となります 

＊ご相談内容やプライバシーに関する秘密は守られます 

千葉県労働委員会が無料労働相談会を開催 
労使間の問題でお悩みではありませんか？ 

【予約・お問い合わせ先】 
所属：千葉県 労働委員会事務局 審査調整課 （千葉県庁南庁舎 7 階） 

電話：043-223-3735  

理由もなく

解雇された 

パワハラ 

された 団体交渉のルール

が決められない 



千葉県商工労働部雇用労働課 労政ちば 2017 年秋号 No.564 

 7 / 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【お問い合わせ先】 
【訓練】 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 千葉支部 
       千葉職業能力開発促進センター（ポリテクセンター千葉） 生産性向上人材育成支援センター 
      電話:０４３－４２２－４６３１  FAX:０４３ー３０４ー２１３２   

メール:chiba-seisan@jeed.or.jp 
【助成金】千葉労働局  職業対策課分室  電話:０４３－４４１－５６７８ 

ポリテクセンター千葉では、中小企業等の生産性向上の取り組みを支援するため、多様な教育
資源を活用し、民間委託による生産性向上支援訓練を行っています。
新任層から管理者層まで、幅広い階層に対するカリキュラムモデルの中から、お客様に最適な

カリキュラムをご提案し、お客様の生産性向上のための課題解決のお手伝いをいたします。
ものづくり分野を中心とした在職者訓練と併せて、生産性向上支援訓練の活用もご検討くださ

い。

生産性向上支援訓練のご案内 
 

・サービス業におけるIE活用 ・クラウド活用入門
・流通システム設計 ・物流システム設計
・IoTを活用したビジネスモデル ・顧客分析手法
・プロモーションとチャネル戦略 ・実務に基づくマーケティング入門
など、様々なカリキュラムの中からご利用いただけます。

○カリキュラム例 ※カリキュラムの詳細については、お問い合わせください。

① お客様の生産性向上のための課題やご要望をもとにカリキュラムをご提案し、
日程等を調整して訓練コースを設定します。

② ポリテクセンターが訓練実施機関の募集、選定を行います。

③ 受講申込後、所定の期日までに受講料をお支払いください。

④ お客様と②で決定した訓練実施機関とで、訓練の実施方法等の調整を行います。

⑤ 訓練受講者は直接会場へ行き、訓練を受講してください。

○実施までの流れ

 

○助成金の活用

 
・生産性向上支援訓練を従業員に受講させた利用事業主は、条件を満たせば 
千葉労働局の「人材開発支援助成金」の支給を受けることができます。 

○ 生産性向上支援訓練とは 

目 的
組織の生産性向上に係る課題解決のための知識や技能・技術を習得すること 
を目的としています。

訓練内容 
流通、物流、IoT、クラウド、マーケティング等、企業の生産性の向上に効 
果的な管理・改善やその技法に関する訓練です。 

対 象 者 会社からの指示により受講される方（個人での受講はできません。） 

講 師 専門的な技能やノウハウを持つ民間機関等が訓練を担当します。

日程･時間
訓練時間は、12時間～30時間の間で、ご要望に合わせて設定できます。 
夜間や土日の訓練や、一日あたりの訓練時間が短時間の設定も可能です。 

会 場 お客様の自社会議室や外部の施設など、ご要望に合わせて設定できます。 

定 員 10名～ 30名を標準とします。

受講 料 訓練時間に応じて、1 名あたり 5,400円または、 6,480円（税込）です。
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平成 29 年度後期技能検定を実施します。 
○技能検定は、技能を国が一定の基準によって検定する国家検定制度です。 
○誇りある「技能士」として、より充実した仕事をするため、あなたも技能検定試験にチャレンジしてみませんか。 
○ものづくり分野に従事する若者の確保・育成を目的として、今回より 35 歳未満の方が技能検定を受ける際

の受検料が減額されます。 
【対象】 
各職種において所定の実務経験などを有する方。 
○等級： 特級、１級～３級、単一等級 
○職種： 機械加工、機械検査、建築大工、塗装など 73 職種 

【受付期間】 
  平成 29 年 10 月 2 日(月)～13 日(金) 

コ ー ス 名 開 催 日 申込期間 定員 実施校 受講料 テキスト代 

技能検定 2 級建築大工  
受検対策 

10/29(日)・
11/19(日)・12/17(日) 8/29(火)～10/6(金) 6 名 東金 5,250 円 不 要 

第二種電気工事士(下期)技能
試験対策 

11/8(水)・15(水)・
22(水) 9/8(金)～10/17(火) 12 名 市原 4,500 円 1,296 円 

技能検定 冷凍空調機器施工 
受検対策(実技) 12/6(水)・7(木) 10/6(金)～11/14(火) 10 名 船橋 3,000 円 不 要 

旋盤切削加工技術 12/14(木)・15(金) 10/13(金)～11/22(水) 5 名 船橋 3,000 円 不 要 

機械技術者のためのシーケンス 
制御基礎（リレー編） 1/18(木)・19(金) 11/17(金)～12/21(木) 10 名 船橋 3,000 円 不 要 

AutoCAD の基礎 
（操作編） 1/22(月)・23(火) 11/22(水)～12/22(金) 4 名 旭 3,000 円 不 要 

アーク溶接特別教育 1/23(火)・24(水)・
25(木) 11/22(水)～12/26(火) 10 名 市原 5,250 円 1,080 円 

機械技術者のためのシーケンス 
制御基礎（PLC 編） 1/25(木)・26(金) 11/24(金)～12/28(木) 10 名 船橋 3,000 円 不 要 

 
 

【お問い合わせ先】 
千葉県商工労働部産業人材課職業能力開発班 
電話：043-223-2754 FAX：043-221-3730 Mail：syokuno001@mz.pref.chiba.lg.jp 
 

【お問い合わせ先】 
千葉県職業能力開発協会 
電話：043-296-1150 FAX：043-296-1186 
URL：http://www.chivada.or.jp/ 

平成 29 年度後期技能検定のご案内 

ちば企業人スキルアップセミナー 
千葉県立高等技術専門校（ちばテク）では、企業で勤務されている方を対象に、能力向上などを短期間で
目指す「ちば企業人スキルアップセミナー」を開催しています。 
9～11 月にお申込みいただけるメニュー型のコースは下記のとおりです。 
ぜひ御自身のスキルアップに当セミナーを御活用ください。皆様のお申し込みをお待ちしております。 
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シルバー人材センターとは   
 シルバー人材センターは、定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた 「臨

時的かつ短期的又はその他の軽易な就業」 を提供するとともに、ボランティア活動をはじめと
するさまざまな社会参加を通じて、高年齢者の健康で生きがいのある生活の実現、地域社
会の福祉の向上と、活性化に貢献しています。 

 シルバー人材センターは、原則として、市町村単位に置かれ、国や地方公共団体の高齢社
会対策を支える重要な組織として、 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」 に基づ
いて事業を行う、千葉県知事の認定を受けた公益法人です。 

 シルバー人材センターは、「自主・自立、共働・共助」の理念に基づき、会員の総意と主体的
な参画により運営する組織です。 
 

シルバー人材センターの会員になるためには 
1. 60 歳以上の健康で働く意欲のある方 
2. シルバー人材センターの趣旨に賛同した方 
3. 入会説明会を受け、入会申込書を提出した方 
4. 定められた会費を納入した方 

※ 各市町村シルバー人材センターにより会費額が異なります。 
5. お住まいになっている市町村のシルバー人材センターへの登録となります。 

 

 
シルバー人材センターが行う労働者派遣事業での就業に必要な能力を身につける技能講

習会を開催しています。 
※シルバー人材センターにて就業を希望される方が受講対象者です。 
※シルバー人材センターが行う労働者派遣事業で就業するには、お住まいの市のシルバー人

材センターへの入会が必要となります。 
※応募者が定員を超えた場合、受講申込書により書類選考にて受講者を選定します。 
※受講の可否結果連絡は、講習会開催日の、概ね 3～4 日前迄に郵送にて連絡します。 

チャレンジしてみませんか？ ～各種技能講習～ 

高齢者の生きがい就労による社会参加を応援します！ 

【お問い合わせ先】 
公益社団法人 千葉県シルバー人材センター連合会 
電話：043-227-5112 FAX：043-227-5197 Mail：chibaren@sjc.ne.jp 
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技能講習会一覧 
講 習 
番 号 

講  習  名 開 催 市 受付締日 実 施 日 
受  講 
定員数 

12017 車輛運転（ワンボックス）技能講習 大網白里市 10/17(火) 11/7(火) 10 

12087 救急救命技能講習 東庄町 10/18(水) 11/8(水) 10 

12033 ビル清掃技能講習（トイレ、洗面台） 八千代市 10/19(木) 11/9(木) 10 

12099 接遇講習 成田市 10/20(金) 11/13(月) 15 

12011 車輛運転（ワンボックス）技能講習 柏市 10/23(月) 11/13(月) 10 

12030 ラッピング技能講習 大網白里市 10/25(水) 11/15(水) 10 

12059 英会話講習（入門編） 千葉市 10/27(金) 11/17(金) 10 

12083 救急救命技能講習 印西市 10/30(月) 11/20(月) 15 

12115 接遇講習 富里市 10/30(月) 11/20(月) 20 

12105 接遇講習 我孫子市 10/31(火) 11/21(火) 15 

12045 ビル清掃技能講習（モップ、ガラス） 八千代市 11/10(金) 12/1(金) 10 

12012 車輛運転（ワンボックス）技能講習 柏市 11/13(月) 12/4(月) 10 

12088 接遇講習 千葉市 11/14(火) 12/5(火) 15 

12065 救急救命技能講習 銚子市 11/16(木) 12/6(水) 15 

12091 接遇講習 市川市 11/21(火) 12/12(火) 15 

12032 ビル清掃技能講習（トイレ、洗面台） 流山市 11/21(火) 12/12(火) 10 

12060 英会話講習（入門編） 船橋市 11/24(金) 12/15(金) 10 

12016 車輛運転（ワンボックス）技能講習 多古町 11/27(月) 12/18(月) 10 

12106 接遇講習 鎌ケ谷市 11/28(火) 12/19(火) 15 

12085 救急救命技能講習 香取市 11/29(水) 12/20(水) 15 

12042 ビル清掃技能講習（モップ、ガラス） 市川市 11/30(木) 12/21(木) 10 

 
＊＊技能講習会の詳細は、下記までお問い合わせ下さい。お待ちしております！＊＊ 

【お問い合わせ先】 
公益社団法人 千葉県シルバー人材センター連合会 
電話：043-227-5112 FAX：043-227-5197 Mail：chibaren@sjc.ne.jp 
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 安心して働くためにも、知っておくと役に立つ！ 
 最近の労働諸問題について、専門家の話を聴くチャンス！ 
 充実した人生を送るためにも、会社の生産性向上のためにも、学びましょう！ 
○対象：県内の経営者・管理者・労働者他、広く県民一般     
○会場：千葉県教育会館     ○募集人数：各回 150 名    
○受講料：無料           ○主催：千葉県 
○日時：平成 29 年 10 月 10 日（火）から 11 月 22 日（水）まで（全 8 日間） 
      18 時 15 分～20 時 15 分  ☆1 科目（1 日）のみの受講も可能です。 

 

月  日 科   目 講   師 

10/10（火） 労働法の基礎知識（1） 
～労働法の基本的な枠組みと重要な労働条件①～ 

成蹊大学法学部教授 
原 昌登 氏 

10/16（月） 非正規雇用の法規制 
～有期労働・パート労働・労働者派遣～ 

千葉大学法政経学部教授 
皆川 宏之 氏 

10/18（水） 労働法の基礎知識（2） 
～重要な労働条件②と雇用関係の終了～ 

成蹊大学法学部教授 
原 昌登 氏 

10/24（火） 職場のメンタルヘルス 
～心の健康度を上げて働き方改革！～ 

（株）ハピネスワーキング代表 
心理カウンセラー 船見 敏子 氏 

10/30（月） 働き方改革 
～これからの「働き方」を考える～ 

前厚生労働省職業安定局長 
生田 正之 氏 

11/6（月） ハラスメント最新事情 
～あなたの理解で大丈夫ですか？～ 

職場のハラスメント研究所所長 
金子 雅臣 氏 

11/13（月） 社会保障の基礎知識 
～社会保険・労働保険を中心に～ 

社会保険労務士 
森 慎一 氏 

11/22（水） 労働関係紛争の解決 
～個別紛争制度・不当労働行為救済制度を中心に～ 

千葉大学法政経学部教授 
皆川 宏之 氏 

【お問い合わせ先】  
千葉県商工労働部雇用労働課  
電話：043-223-2743  FAX：043-221-1180  Mail：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

平成 29 年度千葉県労働大学講座のご案内 

↓下記の受講申し込みフォームからお申し込みください。↓ 
パソコンの方：https://www.shinsei.elg-front.jp/chiba2/uketsuke/dform.do?id=1490858345773 

スマートフォンの方：https://www.shinsei.elg-front.jp/chiba2/uketsuke/sform.do?id=1490858345773 


