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働き方改革関連法が成立しました
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な
待遇差が禁止されます！
2020 年 ４月 １日 施 行
（中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021 年 4 月１日）
非 正 規 雇 用 労 働 者 （パートタイム労 働 者 、有 期 雇 用 労 働 者 ※１ 、
派遣労働者）について、以下の①～③を統一的に整備します。
※１ パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。
法律の名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（いわゆる「パートタイム・
有期雇用労働法」）に変わります。

改正の概要
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問い合わせ先
■

パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせ

千葉労働局雇用環境・均等室 （ＴＥＬ）０４３－２２１－２３０７
千葉市中央区中央４－１１－１ 千葉第二地方合同庁舎１階
■

労働者派遣法の改正に関するお問い合わせ

千葉労働局職業安定部需給調整事業課 （ＴＥＬ）０４３－２２１－５５００
千葉市中央区中央４－１１－１ 千葉第二地方合同庁舎３階
■

具体的な労務管理の手法に関するお問い合わせ

千葉働き方改革推進支援センター（ＴＥＬ）０４３－３０４－６１３３
千葉市中央区新田町６－６ 荒井ビル３階Ａ室
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千葉県最低賃金改正のお知らせ
１
○

改正内容など
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）とその使用
者に適用される「千葉県最低賃金」（地域別最低賃金）が改正されます。

平成３０年１０月１日から
時間額

８９５

円

(従来の８６８円から２７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。
○ 最低賃金には、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②時間外労働、休日労働、深夜労
働の手当、③臨時に支払われる賃金（結婚手当など）、④１か月を超える期間ごとに支払
われる賃金（賞与など）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。
２

特例、助成金などについて
○ 最低賃金は、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います。
○ 「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、ご注意ください。
○ 事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者を対象とした「業務改善
助成金」がありますので、お気軽にお問い合わせください。
（照会先：千葉労働局雇用環境・均等室助成金係☎０４３－３０６－１８６０）
○ 「千葉働き方改革推進支援センター」におきまして、本助成金の申請や労務管理等に
ついて、無料相談を行っていますので、御利用ください。
（照会先：千葉働き方改革推進支援センター ☎０４３－３０４－６１３３）

【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:https:// jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/
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ユースエール認定通知書交付式を開催しました！
千葉労働局では、
「青少年の雇用の促進等に関する法律」
（以下「若者雇用促進法」という）に基づき、
県内企業 1 社をユースエール認定し、平成 30 年 6 月 22 日に認定通知書交付式を行いました。
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、求人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。

有限会社

＜認定企業一覧＞（平成 30 年 5 月末現在）

センターキュア（館山市）

業種：老人福祉・介護事業：常時雇用労働者数：13 人

＜認定企業一覧＞（平成30年5月末現在）
企業名
業種
アシザワ・ファインテック株式会社（習志野市）
株式会社イーエスケイ（木更津市）
株式会社ヌーヴェルゴルフ倶楽部（大網白里市）
株式会社こどもの木（浦安市）
社会福祉法人康和会（船橋市）
アイリープロダクト株式会社（習志野市）
我孫子つくし野病院（我孫子市）
社会福祉法人下総会（成田市）
よみうりスポーツ株式会社（市原市）
社会福祉法人光福祉会ひかり保育園（旭市）
マツモトファインケミカル株式会社（市川市）
社会福祉法人悠久会（八千代市）
社会福祉法人泉寿会（千葉市）
システムスリーテン株式会社（我孫子市）
医療法人社団幸葉会（千葉市）
有限会社センターキュア（館山市）

製造業
情報サービス業
ゴルフ場
児童福祉施設（保育園）
介護老人福祉施設
イベント運営事業
医療業
介護事業
ゴルフ場
児童福祉施設（保育園）
製造業
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設
ソフトウエア開発業
診療所・介護業
老人福祉・介護事業

中央：センターキュア 石川代表取締役

※ 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。
なお、上記企業については、平成 30 年 5 月 31 日現在、認定基準に

ユースエール認定制度

検索

適合し、認定を受けている企業です。

※ 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職業紹介係（若年担当）
電話：043-221-4081 FAX：043-202-5140
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平成 30 年度 千葉県労働大学講座のご案内
千葉県では、基礎的な労働法令等の知識習得のため、千葉県労働大学講座を開催します。働く
にあたって基本的なルールを学びたい方、会社の人事労務管理のヒントをお探しの方は、是非、ご参
加ください。
○対象：県内の経営者・管理者・労働者など（県内に在住または在勤の方はどなたでも）
○会場：千葉県教育会館（千葉市中央区 ＪＲ本千葉駅から徒歩 12 分）
○募集人数：各回 150 名
○受講料：無料
○主催：千葉県
○日時：平成 30 年 10 月 12 日（金）から 11 月 22 日（木）まで（全 8 日間）
午後 6 時 15 分～午後 8 時 15 分 ☆1 科目（1 日）のみの受講も可能です。
月日
10/12
(金)
10/16
(火)
10/22
(月)

科

目

講

労働法の基礎知識（１）

師

成蹊大学法学部教授

～労働法の基本的な枠組みと重要な労働条件①～
労働法の基礎知識（２）

原 昌登 氏
成蹊大学法学部教授

～重要な労働条件②と雇用関係の終了～

原 昌登 氏

働き方改革の時代に労働時間問題をどう考えるか

早稲田大学商学部教授
小倉 一哉 氏

10/30

判例で学ぶ労働トラブル

(火)

～採用から退職まで～

11/5

非正規雇用

(月)

～働き方改革とパート・有期雇用規制～

11/9

職場のメンタルヘルス対策

株式会社ハピネスワーキング代表

(金)

～健康度と幸福度を上げる秘策～

心理カウンセラー

社会保障制度の基礎知識

社会保険労務士

11/15
(木)

弁護士
小川 英郎 氏
千葉大学法政経学部教授
皆川 宏之 氏

～労働・社会保険を中心に～

船見 敏子 氏

森 慎一 氏

11/22

ハラスメント最新事情

一般社団法人職場のハラスメント研究所

（木）

～あなたの理解で大丈夫ですか？～

所長

金子 雅臣 氏

【お申し込み】
右のＱＲコードから申込フォームにアクセスし、必要事項を
ご記入の上、お申し込み下さい。
※下記の県ホームページ「平成 30 年度千葉県労働大学
講座」内のリンクからも申込フォームにアクセスできます。

（スマートフォン用）

（携帯電話用）

URL：https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/event/2018/2018roudoudaigaku.html
【お問い合わせ先】
千葉県 商工労働部 雇用労働課 働き方改革推進班
電話：043-223-2743

FAX：043-221-1180

E メール：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp
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無料労働相談会開催決定！
パワハラ
された

労使間のトラブルでお悩みではありませんか？
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。
団体交渉のルールが

理由もなく
解雇された

日 に ち
平成３０年１０月 ３日（水）

決められない

開催場所

時

間

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３０年１０月１７日（水） 千葉駅ペリエ７階

午後６時から
午後８時４５分まで

平成３０年１０月１１日（木）

船橋
フェイスビル５階
午後１時から
平成３０年１０月２８日（日）
( Ｊ Ｒ 船 橋 駅 南 口 、 午後５時まで
京成船橋駅直結)
○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
【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
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能力開発セミナーのご案内
ポリテクセンター千葉では、在職者の方を対象に短期間の技術セミナー「能力開発セミナー」を実施
しております。機械、電気・電子、建築・設備等の「ものづくり」に特化した専門分野を中心に様々な
コースを実施しております。※下表はコースの一例です。
詳しくは当センターのホームページをご覧ください。なお、平成 30 年度後期版パンフレットをご希望
の方は、無料でお送りしますので下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
コース
定
受講料
コース名
日程
(税込)
番号
員
M0202

機械設計者のための企画開発実習（機械設計編） 12/18(火),19(水)

10

¥8,000

W0204

ＴＩＧ溶接技能クリニック

10/25(木),26(金)

10

¥12,000

E1201

受変電設備の実践的保安技術

11/13(火),20(火),27(火)

10

¥12,000

10/31(水),11/1(木)

10

¥16,000

10/14(日),21(日)

10

¥8,000

10/27(土),28(日)

5

￥25,000

E2001
H1401
H0502

組込みシステムにおけるプログラム開発技術
＜Ｈ８編＞
木造住宅における壁量計算技術
実践的な冷媒配管の施工と空調機器据付け技術
＜パッケージエアコン編＞

生産性向上支援訓練のご案内
ポリテクセンター千葉では、従業員を対象に企業や事業主団体の生産性を向上させるための職業訓練
を民間機関等に委託して実施しています。様々な内容・分野の幅広い職務階層の方を対象とした 57 のカ
リキュラムモデルを基にニーズによりカスタマイズを行い、従業員の生産性向上をお手伝いしています。
◆今後のオープン方式（レディメイド型）による受講者募集計画
受講料
コース名
訓練実施日程
場所
定員（最少催行人数）
No.
（税込）

1

品質管理基本

10/31(水)

ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰ千葉

15 名（6 名）

¥3,240

※最少催行人数を下回った場合は中止することとなります。
※今後の募集計画は、ポリテクセンター千葉のホームページに掲載いたします。また、企業単位での
オーダーメイド方式による訓練も可能です。上記以外で希望するコースがありましたら下記にお問
い合わせください。

基礎的 IT セミナーのお知らせ
第４次産業革命による技術革新の進展により、あらゆる産業において IT 技術の利用が進められる中、
中小企業が IT 技術を活用した事業展開を図るためには、全ての従業員が今後標準的に基礎的 IT リテラ
シーを身に着けることが求められています。このため、ポリテクセンター千葉において、今年度秋以降
中小企業等で働く人々を対象とした IT の活用や情報セキュリティ等の基礎的 IT リテラシーを習得する
ための訓練（基礎的 IT セミナー）を民間機関等の教育資源を活用して実施します。
◆主な訓練分野：IT 理解、IT スキル・活用、IT 倫理
◆訓練日数（時間）
：概ね半日～３日（３～１８時間）
◆受講料（税込）：¥2,160～¥5,400
※委託先の実施機関募集、開講コース等は、今後ポリテクセンター千葉のホームページに掲載します。
【お問い合わせ先】
(独)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）
◆訓練第二課（能力開発セミナーに関すること） TEL 043-422-4622 FAX 043-304-2132
◆生産性向上人材育成支援センター（生産性向上支援訓練、基礎的 IT セミナーに関すること） TEL 043-422-4631 FAX 043-304-2132
URL http://www3.jeed.or.jp/chiba/poly/index.html
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平成 30 年度後期技能検定のご案内
平成 30 年度後期技能検定を実施します。
○技能検定は、国が一定の基準によって技能検定を行う国家検定制度です。
○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、35 歳未満の方が技能検定を受ける際の受検料
を、一部減額する制度があります。
【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 75 職種
【受付期間】
平成 30 年 10 月 1 日(月)～12 日(金)
【HP】 http://www.chivada.or.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

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、能力向上や資格取得
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セミナー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。
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

10/28(日)・11/18(日)・
12/16(日)

8/28(火)～
10/5(金)

10 名

東金

5,250 円

不 要

第二種電気工事士(下期)技能試験
対策

11/6(火)・13(火)・
20(火)

8/31(金)～
10/12(金)

12 名

市原

4,500 円

1,296 円

Excel ビジネス活用(業務向上発展
編)

11/10(土)・11(日)

9/10(月)～
10/22(月)

10 名

船橋

3,000 円

2,484 円

旋盤切削加工技術

12/11(火)・12(水)

10/11(木)～
11/19(月)

5名

船橋

3,000 円

不 要

技能検定 冷凍空調機器施工受検
対策(実技)

12/19(水)・20(木)

10/19(金)～
11/28(水)

10 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）

1/17(木)・18(金)

11/16(金)～
12/18(火)

10 名

船橋

3,000 円

不 要

セ ミ ナ ー 名

【ちば企業人スキルアップセミナーのご案内ＨＰ】 http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/skillup/
【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
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シルバー人材センターのご案内
あなたの得意なことを活かして一緒に働きませんか？
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。
チエブクロー

会員募集中！お電話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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家事援助サービス
ご家庭のニーズにおこたえします
シルバー人材センターでは、ご家庭の家事援助サービスも引き受けています。
共働き世帯や高齢者の一人暮らしの増加に伴い、家事支援へのニーズへの対応は今
や大きな社会課題となっています。そうした社会ニーズをふまえ、シルバー人材センターでは
家事支援サービスに積極的に取組んでいます。
シルバー人材センターでは、買い物、洗濯、食事の支度、保育支援など、さまざまな仕
事を引き受け、みなさまの暮らしを支えます。暮らしの中で困っていることはありませんか？
誰かの手を借りたい、どこへ頼めばいいのだろう？・・・。まずは、お気軽にお住まいの市町村
のシルバー人材センターへお問い合わせください。
※実施していないシルバー人材センターもあります。
＜ 仕事の一例 ＞
買い物・洗濯・留守番・食事の
支度・育児支援・庭の水やり・
ゴミ出し・お墓掃除・簡単な大
工仕事・花壇作り・・・など

シルバー人材センターについて、詳しくは、下記をご覧ください。
チエブクロー

公益社団法人千葉県シルバー人材センター連合会ホームページ
http://sjc-chibaren.jp/

【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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