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人手不足対策のために
女性の活躍推進に取り組みませんか？
優秀な人材の確保や職場定着を図るために、これまでの「働き方」の見直しが課題となってい
ます。女性が働きやすい魅力ある職場づくりは「働き方改革」の一番の近道です。

中小企業におかれましても、女性活躍推進法に基づき、①自社の女性の活躍
状況の把握・課題分析 ②行動計画の策定・社内周知・公表 ③行動計画
を策定した旨の届出 ④情報公表 に取り組んでみませんか。
注：女性活躍推進法では、常時雇用する労働者※が３００人以下の企業については、行動計画の策定、届出、情報公表等が努力義務となっています。
※パートや契約社員であっても、１年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。

株式会社 A

ステップ１で分析した課題に基づき、目標を定め、目標を達
成するための具体的な取組内容の決定を行い、行動計画とし
て策定し、労働者へ周知、外部に公表しましょう。

数値目標の達成状況や、行動計画に基づく取組の実施状況を点検しましょう。

女性活躍推進法に基づく行動計画

女性技術者を増やし、女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、
以下の行動計画を策定する。
１．計画期間 平成 29 年４月 1 日～平成 32 年３月 31 日
２．当社の課題
(1)技術職に女性の応募が少ない。
(2)女性の大半が事務職で総務部に配置され、配置先が偏っている。
３．目標と取組内容・実施時期
目標１：技術職の女性採用者数を取組前より２人以上増加させ、技術職の
採用者の女性比率を３０％以上にする。
＜取組内容＞
・平成 29 年４月～
技術職の女性を増やすため、学生向けパンフレットを作成する。
・平成 29 年５月～
女子学生を対象とした現場見学会を毎年開催する。
・平成 29 年 11 月～
理系大学・高専での学生向け説明会を実施。
目標２：これまで女性がいなかった現場事務所３カ所に、技術系の女性を
各１人以上配置する。
＜取組内容＞
・平成 29 年７月～
現場長ヒアリングにより、女性を配属する上での課題を把握。
・平成 30 年１月～
配属予定者の選定と、研修カリキュラム検討。
・平成 30 年 10 月～
安全具の購入、現場研修を兼ねての仮配置。定期的にフォロー等を行う。
・平成 31 年４月～
本配置、定期的にフォロー・上司含めたヒアリング実施。

自社の女性の活躍に関する状況について学生をはじめとした求職者が簡単に閲覧できるように公表しま
しょう。 ◆情報公表先は「女性の活躍推進企業データベース」をご活用ください。

女性の活躍に関する情報を公表する際、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」を是非ご活用
ください。
ＵＲＬ
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
○業界内・地域内での自社の位置付けを知ることができます。
○自社の取組、状況を就活生や消費者、投資家にアピールできます。
○法で求められている年１回のデータの更新についても、掲載企業に対してメールでお知らせする
ため、忘れずに行えて安心です。

【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
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労災保険料率は、過去 3 年の災害率等を考慮して業種別に設定することとされ、
3 年ごとに改定を行っています。
☆ 労災保険率は、全５４業種のうち、今回、引き上げ：3 業種、据え置き：31 業
種、引き下げ：20 業種となります。
☆ 第一種特別加入保険料率は、労災保険率と同じとなります。
☆ 第二種特別加入保険料率は、全１８業種のうち、今回、据え置き：９業種、引き
下げ：９業種となります。
☆ 第三種特別加入保険料率は、今回、据え置きとなります。
☆ 労務費率は、労災保険料の改定に併せ 3 年に一度改定しています。
全９業種のうち、今回、据え置き：４業種、引き下げ：５業種となります。
※平成 30 年度雇用保険率は変わりません。

これまで、実施しておりました労働保険年度更新外部巡回受付は、業務効率化、
集中化等の理由から平成 30 年度より廃止といたします。（地理的困難地域を除く）
なお、労働基準監督署内に受付会場を設置し、申告書の受付を実施いたします。

現在、政府において、行政手続簡素化 3 原則に則り、事業主の行政手続コストの 20％
削減に取り組むよう求められており、厚生労働省では電子申請の活用を推進しております。
是非、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先にご相談ください。

【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 FAX:043-221-4406 URL:http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp
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労働基準法、最低賃金法等の届出は、電子申請が便利
です！

オフィスから、インターネットを経由して、スピーディに届出！！

労働基準法、最低賃金法等の規定
に基づく届出や申請などについて、
書面での手続ではなく
「電子申請」を使うことで、
インターネットを経由して
簡単・便利に手続ができます！
また、労働基準法等の
届出等については、
全ての手続で電子申請が可能です。
電子申請によるメリット
☆いつでもどこでも手続可能！
☆簡単・スピーディに申請！
電子申請のメリットや
事前準備については、
リーフレット、パンフレット、
事前準備ガイド
をご覧ください。

労働基準法等の電子申請に関する基本的な流れ
実際に電子申請してみましょう！（「時間外労働・休日労働に関する協定届」の手続を例に
紹介します。）
１ 電子申請の手続を検索します。（パンフレット ７ページ）
e-Gov 電子申請システムから「申請（申請者・代理人）」をクリックし、
「e-Gov 電子申
請手続検索」のページに進み、電子申請する手続を検索します。
２ 届出様式を作成します。（パンフレット ８・９ページ）
「申請書を作成」ボタンをクリックし、届出様式の記載事項を入力します。
３ 電子証明書を添付して、申請データを e-Gov に保管し、申請届出書預かり票を発行し
ます。（パンフレット 10～13 ページ）
「署名して次へ進む」ボタンをクリックし、電子証明書を添付します。他に電子申請す
る手続がなければ、
「これまでに作成した申請届出書を e-Gov に保管します。」を選択する
と、申請届出書預かり票が発行されますので、パソコンの任意の場所に保存してください。
４ 作成した申請書を提出先に送信します。（パンフレット 14～17、18 ページ）
「申請書送信」ボタンをクリックして、申請届出書預かり票の読込、作成した申請の選
択、申請者基本情報の入力、提出先を選択した後、「チェックした申請届出書を提出」ボ
タンをクリックして、申請書を提出先に送信します。また、申請の完了後に表示される「到
達番号」と「問合せ番号」は、状況照会の際に必要になりますので、必ず保存してくださ
い。
状況照会
状況照会画面において、「到達番号」と「問合せ番号」を入力して、審査状況を確認しま
す。
e-Gov（イーガブ）ウェブサイトについて http://www.e-gov.go.jp
労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について（厚生労働省ホームページへリン
ク）http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html
【お問い合わせ先】
千葉労働局労働基準部監督課 電話：０４３－２２１―２３０４ FAX：０４３－２２１―４４０７
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～労働者の募集や求人申込みの制度が変わりました～
＜職業安定法の改正＞施行日：平成３０年１月１日
１ 労働条件の明示が必要な時点（タイミング）
ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結まで
の間、以下のように労働条件を明示することが必要です。

時点

必要な明示

ハローワーク等への求人申込み、自社Ｈ

求人票や募集要項等において、労働条件（明示事項は以下２を参

Ｐでの募集、求人広告の掲載等を行う際

照）を明示することが必要です。

労働条件に変更があった場合、その確

当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容につい

定後、可能な限り速やかに

て明示しなければなりません。
（職業安定法改正により新設さ
れました。
）

労働契約締結時

労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知する
ことが必要です。
（明示すべき事項については、厚生労働省ホームペ
ージに掲載の「モデル労働条件通知書」を参考にしてください。
）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

２ 最低限明示しなければならない労働条件等

労働者の募集や求人申込みの際に、少なくとも以下の事項を書面の交付によって明示しなければな
りません。ただし、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。

記載が必要な項目
① 従事する業務内容

② 契約期間（期間の定めの有無、期間の定めがある場合はその期間）

③ 試用期間（試用期間の有無、試用期間の定めがある場合はその期間、業務内容）
④ 就業場所

⑤ 就業時間（始業・終業時間、時間外労働の有無、休憩時間、休日）※裁量労働制

が適用される場合はその旨を明示

⑥ 賃金（賃金形態、基本給、諸手当、通勤手当、昇給関係、

時間外・休日等割増賃金）※「固定残業代」を導入している場合は、算定基礎時間・金額、固定時間
を超えた場合の割増額、固定残業代を除いた基本給の額等を明示
⑧ 求人企業等の氏名又は名称

⑦ 社会・労働保険の加入状況

⑨ 派遣労働者として雇用する場合は、その旨

★ 下線部：今回の改正により追加等された事項
【お問い合わせ先】
千葉労働局職業安定部職業安定課
電話：043-221-4081 FAX：043-202-5140
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有期契約労働者の無期転換ルール
無期転換ルールとは
労働契約法の改正により、同一の使用者との間で、有期労働契約が反復更新されて通算 5 年を超えた
ときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換されるルールのこと
です。
（労働契約法第 18 条）
※通算契約期間のカウントは、平成 25 年 4 月 1 日以後に開始する有期労働契約が対象です。
有期契約労働者とは
一般に「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」などと呼ばれている労働者です。これらの名称
に限らず、契約期間に定めのある場合は、すべて「無期転換ルール」の対象となります。
※なお、「派遣社員」の場合は、派遣元の企業で無期化への対応となります。
○いつ無期転換の申込みができるのか
平成 25 年 4 月 1 日以降に開始した有期労働契約の通算契約期間が 5 年を超える場合、この契約期間の
初日から末日までの間に、無期転換の申込みをすることができます。
※この契約期間中に無期転換の申込みをしなかったときは、次の更新以降でも申込みができます。
5年

申込

契約期間が

1年

1 年の場合

締結

1年

更新

1年

更新

1年

更新

1年

更新

1年

更新

無期労働契約
転換

使用者は、無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転
換権を放棄させることはできません（法の趣旨から、そのような意思表示は無効と解されます）。
○無期契約になると何が変わるのか
転換権の行使（無期契約への転換の申込み）により、契約期間の定めはなくなりますが、正社員にな
るわけではありません。
無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定めがない限り、直前の
有期労働契約と同一となります。
※別段の定めとは、労働協約、就業規則、個々の労働契約が該当します。
○有期契約のままで仕事を続けられるか
この申込みは労働者の権利（無期転換申込権）であり、申込みをするかどうかは労働者の自由です。
無期転換の申込みをしなければ、有期契約のまま仕事を続けることとなります。

【お問い合わせ先】
所属をここに入力してください
千葉県労働相談センター 県庁本庁舎２階
電話：×××－×××―××××
FAX：×××－×××―×××× Mail：××××@×××
電話：043-223-2744（平日 9:00～20:00）
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千葉県労働委員会
～公正・中立な立場で、労使間のトラブルの早期解決をお手伝いします～
当委員会における平成 29 年中の活動状況は次のとおりでした。

不当労働行為の審査
使用者が不当労働行為を行ったとして、労働組合等が、労働委員会に対し、救済の申立てを行う
制度です。
取扱件数

終結状況

翌年への

前年から
の繰越し

新規申立て

計

命令

却下

和解

取下げ

終結計

繰越し

０

４

４

０

０

１

０

１

３

新規申立ては４件で、１件が年内に終結し、３件は翌年への繰越しとなりました。
終結した１件は関与和解により終結し、処理日数は、２９７日で当委員会が目標とする１年
３月以内に終結しました。

労働争議のあっせん
労働組合と使用者との間で生じた紛争の自主解決が困難になった場合に、労働委員会が公正・
中立な機関として双方に歩み寄りを促し、紛争解決を支援する制度です。
取扱件数

終結状況

翌年への

前年から
の繰越し

新規申請

計

解決

打切り

取下げ

不開始

計

繰越し

１

６

７

２

３

１

０

６

１

新規申請６件で、前年からの繰越し１件を含めた７件のうち６件が年内に終結し、１件は翌年
への繰越しとなりました。
終結した６件の処理日数は、最短で４日、最長で７０日、平均３２.５日でした。
終結状況は、解決が２件、打切りが３件、取下げが１件であり、主な調整事項は、団体交渉の
促進などとなっています。

個別的労使紛争のあっせん
労働者個人と使用者との間で生じた紛争の自主解決が困難になった場合に、労働委員会が公正・
中立な機関として双方に歩み寄りを促し、紛争解決を支援する制度です。
取扱件数

終結状況

翌年への

前年から
の繰越し

新規申請

計

解決

打切り

取下げ

不開始

計

繰越し

０

１２

１２

３

８

０

０

１１

１

新規申請１２件で、１１件が年内に終結し、１件は翌年への繰越しとなりました。
終結した１１件の処理日数は、最短で２０日、最長で４１日、平均２６．７日でした。
終結状況は、解決が３件、打切りが８件であり、主なあっせんを求める事項は、 退職やパワー
ハラスメントなどとなっています。
【お問い合わせ先】
労働委員会事務局 審査調整課 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、在職者の皆様を対象に、短期間の教育訓練講座「能力開発セミナー」を
実施しております。機械、電気、電子、建築などの「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。
詳細な訓練内容・日程・受講料等については、ホームページ及びパンフレットに掲載しております。
是非ご覧ください。

＜ホームページへのアクセス＞
●

QR コードからアクセス

●

「ポリテクセンター千葉」

○主な掲載内容
・開催月別、分野別コース一覧
・各コースの訓練内容
・新規コース、追加コース等の最新情報
※受講申込書のダウンロードもできます。

で検索

＜パンフレットのご請求＞
「能力開発セミナーコース案内２０１８」を作成しております。
ホームページからもダウンロードできますが、郵送をご希望の方は、
下記までお問い合わせください。

生産性向上支援訓練のご案内
「生産性向上支援訓練」は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
託して実施します。さまざまな内容・分野の幅広い職務階層の方を対象としたカリキュラムで、従業員
の生産性向上をお手伝いします。
こんなお悩みありませんか？

●生産性向上支援訓練のポイント
①訓練を受講して生産性アップ！

生産性向上のために必要な課題解決や現場力
強化につながる様々なカリキュラムをご用意し
ています。カリキュラムは、課題・ニーズにあ
わせて内容をカスタマイズできます。

②オーダーメイドで訓練を実施！

日程や訓練会場などのご要望にあわせて、生
産性センターが訓練をコーディネートします。
訓練時間は６～30時間の範囲内で、ご要望に
あわせて設定できます。

※平成30年4月開講コースから、6～９時間の短時間コースも設定
できるようになりました。

③受講しやすい料金

受講料は１人当たり3,000円～6,000円（税別）

○生産・業務プロセスの改善に関する
お悩み・ニーズ
・現場の課題を発見し、改善する方法を
学びたい。
・コストの削減に取り組みたい。
・ITを活用して業務を効率化したい。

○組織的な課題に関するお悩み・ニーズ
・従業員の仕事の効率化を促進したい。
・業務改善の考え方を理解したい。
・リスクを低減させる方法を学びたい。
・個人のノウハウを社内で見える化したい。

○売上げの向上に関するお悩み・ニーズ
・顧客満足度の向上を図りたい。
・消費者の動向を営業に活用したい。
・新しいサービスや商品企画の考え方を習得
したい。

生産性アップに役立つカリキュラムをご用意しています！
生産管理
品質管理
流通・物流
クラウド・IoT導入
分野

経営戦略
リスクマネジメント
ナレッジマネジメント
組織力強化
分野

営業・販売
マ ーケティ ン グ
サービス・商品開発
プロモーション
分野

・生産現場の問題解決
・品質管理基本/実践
・IoT活用によるビジネス展開
・クラウド活用入門
など

・組織力強化のための管理
・ナレッジマネジメント
・業務効率向上のための時間管理
・成果を上げる業務改善
・個人情報保護と情報管理

など

・マーケティング志向の営業活動の分析
と改善
・新サービス・商品開発の基本プロセス
・顧客分析手法
など

※上記のほか、企業・団体の生産性向上に関する様々な課題の解決や現場力の強化に関するカリキュラムをご用意しています。

【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）

電話：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に関すること）

電話：043-422-4631

FAX:043-304-2132

URL:http://www3.jeed.or.jp/chiba/poly/
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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。
3～4 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。
また、企業からの要望に応じたオーダーメイド型のセミナーも開催しております。
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。
コ ー ス 名

開 催 日

申込期間

定員

実施校

受講料

テキスト代

第二種電気工事士(上期)筆記試験対策

5/6( 日 ) ・ 13( 日 ) ・
20(日)

3/6(火)
～4/10(火)

20

船橋

4,500 円

1,944 円

機械製図の基礎知識１

5/9 (水)・10(木)

3/9(金)
～4/13(金)

5

旭

3,000 円

1,404 円

AutoCAD の基礎

5/22(火)・23(水)

3/22(木)
～4/26(木)

5

我孫子

3,000 円

不要

ガス溶接技能講習

6/5(火)・6(水)・7(木)

4/5(木)
～5/15(火)

10

船橋

3,500 円

864 円

HTML5+CSS3 ウェブサイト構築の基礎

6/9(土)・10(日)

4/9(月)
～5/21(月)

10

船橋

3,000 円

2,592 円

【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
URL：http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/senmonkou/

障害者法定雇用率が
平成３０年４月１日から引き上げられます
「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく民間企業の法定雇用率が、平成３０年４月１日から２．２％
に引き上げられます。
また、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員数４５．５人以上となります。
※従業員４５．５人以上の事業主は、毎月６月１日現在における障害者の雇用状況を、主たる事業所の
所在地を管轄するハローワークに報告しなければなりません。

障害者の雇用を考えている事業主の皆様へ
県では、障害のある方の雇用の場の拡大と就職後の継続（長期）雇用を促進するために、企業支援員を配置して
います。
「障害のある方を雇用したことがない」「雇用したいが不安がある」といった事業主の様々な不安の解消や、既に障害
のある方を雇用している企業の雇用管理上のアドバイスなどを行います。
企業支援員は、地域の企業を訪問しておりますので、お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
千葉県 商工労働部 産業人材課 障害者就労支援班
電話：043-223-2756 FAX：043-221-3730 Mail：jinzai2@mz.pref.chiba.lg.jp
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シルバー人材センターのご案内
高齢者の就労による社会参加を応援します！
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。

会員募集中
お電話お待ちしています！

【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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－私たちも働いています！－

入会後は技能講習会に参加し、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、安心して就業することができます。
技能講習会や入会後の様子などを、会員の方お二人に話を伺いました。
福祉車輛運転技能講習
接遇講習
救急救命技能講習
修了 男性（74 歳）

接遇講習
ビル清掃技能講習（2 回）
修了 女性（76 歳）

●シルバー人材センターに入会のきっかけは？
長い間都内に勤務し定年後再任用で
1 年勤めていましたが、満員電車にウン
ザリしていたところ、友人の知り合いのシ
ルバー人材センター職員から学校用務
員に欠員ができ困っているのでやってみ
ないかと誘われ入会しました。

これまでの仕事を通して身につけたノ
ウハウを活かせる場を求めて、またシ
ルバーの仕事を通して充実した時間
と同年代の仲間を求めて入会しまし
た。

● 技能講習会はいかがでしたか？

接遇講習では人とのかかわり方・接待
の仕方・心得・褒めて育てる等。
ビル清掃技能講習では窓ガラス清掃の
ポイント、トイレ清掃の気付かなかった点
など、職場でも自宅でも大いに役立ちま
した。

新しいことの知識が身につき、体験も
でき、とても有意義でした。
指導の先生方の熱心さにも感銘を
受けました。

●入会後のお仕事は？
市役所の出先機関での戸籍業務で
接客や申請の受付、交付を担当して
います。接遇講習での勉強が役に立っ
ています。
また、消防署の救命講習を行っていま
す。市民の皆様の熱心な取り組みに
やりがいを感じながら指導をしていま
す。

小学校の用務員として、先生方が気
持ち良く働く事が出来る様に心掛け、
子ども達から元気をもらい、この年齢で
仕事ができる事に感謝しながら楽しく働
く事ができました。
何歳になっても学ぶ機会があれば参加
したいと思っております。

【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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労働者福祉資金融資制度のご案内
[千葉県]と[ろうきん]による提携制度で安心してご利用いただけます。

平成 30 年４月～ 金利・保証料引き下げ、連帯保証人も不要に！！
より使いやすい制度となります！！
中小企業労働者生活安定資金

育児・介護休業者生活安定資金

離職者生活安定資金

お申込み
できる方

１．中小企業にお勤めの方。
２．１年以上同一の事業者に雇用さ
れていて、年間所得が 150 万円
以上の方。
３．県内の同一住所に１年以上居住
し、世帯の生計を維持している
方。

１．会社の都合又は自己の都合によ
１．中小企業にお勤めの方。
り離職している方。
２．
1 年以上同一の事業者に雇用さ
２．離職時に雇用保険法（昭和 49 年
れていて、年間の所得が
法律第 116 号）第 10 条に規
150 万円以上の方。
定する失業給付を受けることが
３．育児休業、介護休業等育児又は
できる資格を有する方で、現に
家族介護を行う労働者の福祉
その申請を行った方。
に関する法律（平成 3 年法律
３．労働の意志および能力を有し、現
第 76 号）に基づく育児休業・
に求職活動を行っている方で離
介護休業中の方。
職後 18 ヶ月以内の方。
４．県内の同一住所に１年以上居
４．県内に 1 年以上居住し、世帯の
住している方。
生計を維持していた方。

資金使途

療養費または分娩費・冠婚葬祭費・教
育費・火災または事故による損失に充
てる費用・住宅の補修費・その他知事
が必要と認める生活に伴う臨時の出
費に要する費用。

融資対象者およびその扶養家族が必要と
育児・介護休業期間中の生活資金。
する生活安定資金。
（育児・介護休業による賃金の減
一般：基本的な生活を維持するために日常的
少により生活上必要とする資金）
に必要とする資金
特別：中小企業労働者生活安定資金と同
じ
最高５０万円

融資額

最高１００万円

（育児・介護休業の期間 3 か月超の場合）

最高３０万円（一般資金）
最高２０万円（特別資金）
＊限度額は一般と特別併せて最高
５０万円

（育児・介護休業の期間 3 か月以下の場合）
最高１００万円

金利
（固定金
利）

年 1.7％
（別途保証料０.7％要）

年１.0％
（別途保証料０.7％要）

年１.2％
（別途保証料０.7％要）

返済期間

最長５年

最長 5 年
（育児・介護休業期間中は据え置き、
その据え置き期間を含む）

最長３年
（3 か月の据え置き期間を含む）

返済方法

元利均等月賦または月賦・半年賦併
用返済

元利均等月賦または月賦・半年賦
併用返済

元利均等月賦返済

不要

不要

不要

担

保

保

証

日本労信協の保証。（別途０.7％の保証料が必要・上記融資金利に上乗せとなります。）連帯保証人不要。

※上記金利・保証については、平成３０年４月からのものです。それ以前に融資した福祉資金に
ついては、適用となりませんので、ご注意ください。

融資条件・申込方法など詳しくは、千葉県内の＜中央ろうきん＞各支店又は
フリーダイヤル（０１２０－８６－６９５６）へお問い合わせください。
【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

Mail：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp
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