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千葉県庁のホームページにて
「労政ちば」のバックナンバーを
PDF で公開しています。
次号は 9 月下旬の発行予定です。

「労政ちば」に対するご意見、ご感想はこちらまで

千葉県 商工労働部 雇用労働課
〒260-8667 千葉市中央区市場町 1 番 1 号

千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」

電話：043-223-2767

FAX：043-221-1180
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中小企業・小規模事業主のみなさまへ
千葉働き方改革推進支援センターをご利用ください
（相談・コンサルティング無料です）
中小企業・小規模事業者等が「労働時間等に関する取組支援」、「人材不足解消の為の雇用管理改善」
、
「非正規雇用労働者の待遇改善」などの働き方改革の実現に向けた取組みを行うに当たり、労務管理等
に関する専門的知識を有する専門家
（社会保険労務士等）
が労働時間の管理方法や 36 協定の締結の仕方、
労働関係助成金の活用などを含めたアドバイスを行う「働き方改革推進支援センター」
（以下「センター」
という。）が千葉市内に設置されました。
センターでは事業主からの来所、電話、メールによる一般的な相談に応じるとともに、希望により事
業所に個別訪問し、①事業主が抱える労務管理・経営管理等の実情診断、②労務管理等の改善に向けた
提案、③提案内容の進捗状況等フォローアップを行います。
また、地域の隅々までに支援を広げるため、商工会議所・商工会（以下「商工会議所等」という。）に
おける出張相談会や、商工会議所等との共同開催による事業主向けセミナーの開催を予定しています。
センターの所在地、相談時間等は下記のとおりです。お気軽にご利用ください。

千葉働き方改革推進支援センター
〒 260-0027

千葉市中央区新田町６－６

荒井ビル３階 A 室（新宿小学校向い）

相談時間：月曜～土曜 ９：００～１７：００
（祝祭日、年末年始を除く）
電話番号：０４３－３０４－６１３３
ＦＡＸ ：０４３－３０４－６１３１
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： hk12@mb.langate.co.jp
（相談予約はいつでも可）
支援の内容
①電話・メール・窓口相談等による個別相談
②企業訪問による継続的なコンサルティング
③商工会議所等との共同開催による事業主向けセミナー、出張相談会の開催等
（相談例）
人材の定着確保・育成のため
・非正規雇用労働者の処遇を改善したい
・弾力的な労働時間制度を設けたい
・生産性を向上させ賃金を引き上げるにはどうしたらよいか
・各種助成金（キャリアアップ助成金、時間外労働等改善助成金等）を
活用したい 等

【お問い合わせ先】
千葉労働局雇用環境・均等室（〒260-8612 千葉市中央区中央４－１１－１千葉第２地方合同庁舎）
電話：０４３－３０６－１８６０ FAX：０４３－２２４－７６７５
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労働保険料の申告・納付はお早めに
期間は平成３０年６月１日（金）から平成３０年７月１０日（火）まで
事業主のみなさまへ
年度更新の手続きは、平成２９年度の概算保険料を清算する「確定申告」と平成３０年度の見込み
保険料（概算保険料）を申告するものです。
申告・納付は、労働局徴収課または最寄りの金融機関を通じてお早めに手続きを行ってください。
なお、保険料の申告には電子申請を、納付には口座振替をご利用頂くと便利です。
【千葉労働局 年度更新お知らせページ】
ホーム＞ニュース＆トピックス＞トピックス＞２０１８年度＞平成３０年度の労働保険の年度更新
手続きについて
【お問い合わせ先】
千葉労働局労働保険徴収課（〒260-8612 千葉市中央区中央４－１１－１千葉第２地方合同庁舎）
電話：０４３－２２１－４３１７ FAX：０４３－２２１－４４０６

アルバイトの労働条件を確かめよう！キャンペーン実施中
（期間：平成 30 年４月から 7 月）
近年、学生アルバイトの労働に関する問題が発生しているところ、特に多くの新入学生がアル
バイトを始める時期である平成３０年４月から７月にかけて、
「アルバイトの労働条件を確かめよ
う！」キャンペーンを実施しています。夏休みにアルバイトを始める学生も増えることと思われ
ますので、下記事項に注意いただきますようお願いいたします。お
早
に
事業主のみなさまへ
Point１

労働保険料の申告・納付はお早めに
アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です！

Point２

学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトを適切に設定しましょう！

Point３

アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります！

Point４

アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代
金を賃金から控除することもできません。

Point５

アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基
準法に違反する減給制裁はできません。

平日夜間・土日の相談は労働条件相談ほっとラインをご利用ください。

０１２０－８１１－６１０

月～金：午後５時～午後１０時

土・日：午前９時～午後９時

【お問い合わせ先】
千葉労働局雇用環境・均等室（〒260-8612 千葉市中央区中央４－１１－１千葉第２地方合同庁舎）
電話：０４３－３０６－１８６０ FAX：０４３－２２４－７６７５
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「賃金構造基本統計調査」にご協力お願いします。
この７月に「平成３０年賃金構造基本統計調査」が全国
一斉に実施されます。
Q.「賃金構造基本統計調査」って、何を調べるの？
A.

平成３０年６月分の労働者の賃金の実態を、産業別、地域、企業規模、就業形態、職
種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数等に明らかにするための調査です。こうし
た事項別に賃金の実態を調査している唯一の公的統計であり、国の実施する最も重要
な統計の一つとして、統計法に基づく「基幹統計」に指定されています。

Q.

どのような会社が調査の対象になるの？

A.

民営なら５人以上、公営なら１０人以上の常用労働者が雇用されている事業所※の中
から無作為抽出で選ばれた事業所が調査の対象になります。（※一部の地域、産業を
除きます。）

Q.

調査結果はどのように役立っているの？

A.

民間企業では賃金決定のための資料や、労務管理などの資料として幅広く利用されて
います。この他、損害賠償請求における逸失利益の算定や、最低賃金法による最低賃
金の決定、労災保険法による年金給付基礎日額の最低・最高限度額の算定等、また各
種政策決定の際にも幅広く利用されるなど、極めて重要な役割を果たしています。

千葉労働局からのお願い
調査の対象事業所に選定されました事業所には、６月中旬から７月にかけて調査票等を送
付させていただきますので、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご協力いた
だきますようお願い申し上げます。

【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
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ハローワーク千葉に引き続きハローワーク松戸、船橋、成田
に「人材サービスコーナー」を設置しました
千葉労働局では、雇用情勢の改善や少子高齢化に伴い、求人が増加する一方で求職者が減少し人手不
足が一層深刻化する中、
「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、雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援の強化が求められていることに対応するため、昨年のハ
ローワーク千葉に引き続き、ハローワーク松戸、ハローワーク船橋、ハローワーク成田の３所に新たに
「人材サービスコーナー」を設置しました。
【ハローワーク千葉】

【ハローワーク松戸】

千葉市美浜区幸町１－１－３

松戸市松戸１３０７－１松戸ビル

ハローワークちば３Ｆ

ハローワークまつど５F

TEL

TEL

０４３（２０４）７１２３(直通)

０４７（３６７）８６０９(42#)

【ハローワーク船橋】

【ハローワーク成田】

船橋市本町２－１－１

成田市加良部３－４－２

船橋スクエア２１ビル

ハローワーク成田

ハローワーク船橋第二庁舎７F

TEL

TEL

からべ庁舎１F

０４７６（２７）８６０９(代表)

０４７（４２０）８６０９(代表)

「人材サービスコーナー」は、人材確保支援の総合専門窓口として、雇用吸収力が高い分野である福
祉（介護、医療、保育）、建設、警備、運輸の業種において、きめ細かな職業相談・職業紹介、求人充足
に向けた求人条件緩和等の助言、事業所見学会や就職面接会等の開催を通じ、マッチング支援を強化し
ていきます。
【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
電話：043-221-4081 FAX：043-202-5140
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働き方改革アドバイザーを“無料で”派遣します！
県内企業の経営者の皆様、「働き方改革」のお悩みはございませんか？

＜対

象＞

県内企業 ※特に中小企業の皆様のご利用を歓迎します。
※本社所在地が県外でも可能です。

＜募集企業数＞ ２０社程度
＜実施期間＞

平成 30 年 12 月末まで（派遣回数は 1 社あたり 3～5 回程度）

＜申込方法＞
千葉県「働き方改革」推進事業事務局（委託事業者：株式会社パソナ）にＦＡＸまたはＥメー
ルにてお申込みください。
※詳細な手続き等は下記ＵＲＬにあるチラシをご覧ください。
※応募多数の場合は、企業規模、地域、業種等により、調整させていただくことがあります。
【ＵＲＬ】https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/hatarakikata/h30hatarakikataadviser.html
【お問い合わせ先】
千葉県「働き方改革」推進事業事務局（委託事業者：株式会社パソナ）
電話：０４３－２３８―９８６５ FAX：０４３－２３８―９８７０
E-mail：chiba-hatarakikata@pasona.co.jp
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労使間のトラブル

『労働委員会のあっせん制度』
で解決できます
パワハラに
耐えられない

あっせん
って何??

あっせん員
って誰??

他の人に
知られ
たくない。

雇止めされた

あっせんとは公益、労働者、使用者を代表する経験
豊富な 3 名のあっせん員が、当事者双方の主張を確
かめ、公正・中立な立場から解決の糸口を見つけ出
し、歩み寄りを促す制度です。

あっせん員は、公益委員（弁護士、大学教授など）、
労働者委員（労働組合役員など）、使用者委員（企
業経営者、経営者団体役員など）から構成される労
働委員会委員から、労働委員会会長が指名します。

制度は非公開です。また、あっせん員や事務局職
員には法律で定められた守秘義務がありますの
で、秘密が漏れることはありません。安心してご
利用ください。

あっせんの特徴
①
②
③
④

簡易…申請の際に必要な書類が裁判などに比べて少なく、開催回数は原則１回です。
迅速…裁判などに比べて短期間で解決できます。
無料…手続にかかる費用は無料です。
労働者、使用者どちらからでも申請できます。

【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 FAX：043－201―0606
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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。
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、パンフレットをご希望の方は、下記まで
お問い合わせください。
コース番号

コース名

日程

定

受講料

員

(税込)

M0902

精密測定技術（長さ測定編）

7/10(火),11(水)

8

¥12,500

E1601

センサ回路の実践技術

7/18(水),19(木)

10

¥10,000

7/25(水),26(木)

5

¥22,000

H0902

実践建築一般図・詳細図作成技術（２次元ＣＡＤ） 8/25(土),9/1(土)

10

¥8,000

E0202

有接点シーケンス制御による電動機制御の実務

9/5(水),6(木)

10

¥10,000

W0103

半自動アーク溶接実践技術（各種姿勢編）

9/12(水),13(木)

10

¥12,000

H0501

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。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 52
のカリキュラムを基に企業の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
№

コ ー ス 名

訓練実施日程

場

所

定

員

受講料(税込)

1

提案型営業手法

７～８月(平日) ６時間

千葉市近隣

15 名程度 募集予定

¥3,240

2

成果を上げる業務改善

８～９月

６時間

千葉市近隣

15 名程度 募集予定

¥3,240

８～９月(平日) ６時間

千葉市近隣

15 名程度 募集予定

¥3,240

８～９月(平日)１２時間

千葉市近隣

15 名程度 募集予定

¥5,400

3
4

マーケティング志向の
営業活動の分析と改善
企業価値を上げるための
財務管理

◆上記以外のコース、あるいは他の地域での同じコースで開講を希望する場合は下記に問合せ下さい。
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。
◆平成３０年度に生産性向上支援訓練を実施する「実施機関」と「事業取組団体」を募集しています。
【募集期間】平成３０年５月１１日(金) ～ 平成３０年７月１３日(金)まで
詳しくはポリテクセンター千葉のホームページをご覧ください。
【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（愛称：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。
6～7 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。
セ ミ ナ ー 名

開 催 日

申込期間

定員

実施校

受講料

テキスト代

Photoshop 応用

7/30(月)・31(火)

5/30(水)～7/6(金)

８

東金

3,000 円

2,808 円

Excel マクロ/VBA
プログラミング基礎

7/31(火)・8/1(水)

5/31(木)～7/9(月)

10

船橋

3,000 円

2,592 円

プレス機械作業主任者技能講習

8/1(水)・2(木)・3(金)

6/1(金)～7/10(火)

10

船橋

4,000 円

1,512 円

型枠大工の初歩

8/1(水)・2(木)

6/1(金)～7/10(火)

5

東金

3,000 円

1,400 円

Web デザイン基礎コース

8/2(木)・3(金)

6/1(金)～7/11(水)

8

東金

3,000 円

2,678 円

ブロック積みの初歩

8/4(土)・5(日)

6/4(月)～7/13(金)

6

東金

3,000 円

不要

ＡｕｔｏＣＡＤの基礎

8/7(火)・8(水)

6/7(木)～7/17(火)

10

船橋

3,000 円

不要

第二種電気工事士(上期)筆記
試験対策コース

9/5(水)・12(水)・19(水)

7/5(木)～8/14(火)

15

市原

4,500 円

1,944 円

第二種電気工事士(上期)筆記
試験対策コース

9/5(水)・12(水)・19(水)

7/5(木)～8/14(火)

15

船橋

4,500 円

1,944 円

【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 E-mail：syokuno001@mz.pref.chiba.lg.jp

精神障害者等職場内サポーター養成研修
障害についての理解を深め、職場内のコミュニケーションをスムーズに！
精神障害者保健福祉手帳をもつ人の就職件数は近年高い伸び率で増加しており、平成 30 年 4 月の障害者法
定雇用率の引き上げを背景に、今後も増加していくことが予想されます。
精神障害や発達障害は、「目に見えない障害」と形容されることもあり、一緒に働く上でどのような点に配慮すればよ
いのか、周囲の人には分かりにくい傾向があります。
千葉県では、精神障害や発達障害のある人が能力を十分に発揮し、安定して働くことができるよう、共に働く人を対
象に、障害についての理解を深めるための研修を開催しています。
【研修内容】講義、見学、当事者からの発信、グループワークなど（全２日間）
【日程及び会場】県内各地で年６回開催予定
※直近の開催予定は平成 30 年 7 月 20 日（金曜日）～21 日（土曜日）【千葉市内】
【参加費用】無料
【その他】詳しくは県ＨＰをご覧ください。
ＵＲＬ：https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/ouen/jigyounushi/supporter.html
【お問い合わせ先】
千葉障害者就業支援キャリアセンター
電話：043-204-2385 FAX：043-246-7911

※研修以外にも、随時企業相談を受け付けています
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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 E-mail：chibaren@sjc.ne.jp
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さまざまな技能講習会を開催
習得技能を活かしてお仕事をはじめる応援をします！
シルバー人材センターは、社会参加を望む高年齢者と、身近な仕事を依頼したいという
地域のニーズを結ぶお手伝いをしており、それこそがシルバー人材センターの大きな特徴で
す。便利で親身な働き手となるべく、さまざまな仕事を受注しています。
そして、働く会員には不安なく安心して就業いただけるよう、さまざまな講習会を開催して
いることもシルバー人材センターの大きな特徴です。受講料は無料、開催場所も豊富にご
用意しています。
介護予防・日常生
活支援スタッフ

福祉車輛運転

育成講習

技能講習

販売スタッフ

施設清掃技能講習

養成講習

チエブクロー

この他にもさまざまな講習会を開催しています
詳しくは、下記をご覧ください。
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
技能講習会のご案内
http://sjc-chibaren.jp/training/
（注）受講には、シルバー人材センターへの入会が必要です
【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 E-mail：chibaren@sjc.ne.jp
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平成３０年度 千葉県男女共同参画推進事業所表彰
募集について

働く男女に優しい事業所を
知 事 が 表 彰 し ま す ！
千葉県では、仕事と家庭の両立支援や女性の登用・職域拡大等に取り組んでいる
県内の事業所を表彰し、ホームページなどで広く紹介しています。
※応募方法等の詳細については、下記アドレスを直接入力するか、
「千葉県事業所表彰」で検索して県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/dankyou/hyoushou/index.html

「うちの事業所も
頑張ってます！」
「あの企業は女性も男性も
元気に働いているね」
そんな事業所がありましたら、
ぜひご応募ください！

女性の採用や管理職への登用の促進

育児・介護休暇制度の充実

セクハラ防止等の研修の充実

男女共同参画推進への取組

【お問い合わせ先】
千葉県総合企画部男女共同参画課企画調整班
電話：043－223―2372 FAX：043－222―0904 E-mail：kyodo2@mz.pref.chiba.lg.jp
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