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事業主の皆さまへ
「ちば働き方改革共同宣言」賛同企業を募集しています！
ちばの魅力ある職場づくり公労使会議
国、県、労使団体及び金融機関が連携して千葉県における働き方改革等について取り組むことを目的と
して、平成 28 年９月７日に「ちばの魅力ある職場づくり公労使会議」を設置し、「ちば働き方改革共同宣言～
働きやすさと働きがいのある雇用環境の実現に向けて～」を採択しました。
この取組の一環として、「ちば働き方改革共同宣言」の趣旨に賛同する企業を募集しています。

届

出 方

法

「ちば働き方改革共同宣言」賛同書面様式に必要事項を記入の上、ちばの魅力ある職場づく
り公労使会議事務局（千葉労働局雇用環境・均等室）あて届け出てください。

＜届出及び問い合わせ先＞
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
記載例

平成 30 年 11 月末時点で 80 件

「ちば働き方改革共同宣言」賛同書面様式

の賛同をいただいております。

～「ちば働き方改革共同宣言」に賛同します～
「ちば働き方改革共同宣言」の趣旨に賛同し、我が社の魅力ある職
場づくりのために、働き方改革に取り組みます。

「ちば働き方改革共同宣言」賛同書面を

平成 30 年 12 月 3 日
会社名・事業所名

株式会社 労働

提出いただいた企業等については、企業

所

千葉市中央区中央＊‐＊‐＊

名等を紹介させていただきます。詳しい

在

地

代表者職・氏名

代表取締役 労働 太郎

情報は、千葉労働局ホームページをご覧
ください。

【事業主のメッセージ】

トップページ下のバナーより

我が社では、女性の活躍推進や仕事と家庭の両立支援に取り組ん
でいます。
さらに、若者、高齢者、障害のある方も積極的に採用し、継続勤
務しやすい環境を整備するため、時間外労働の縮減や年次有給休暇
の取得促進を図るとともに、生産性の向上にも取り組みます。

※賛同書面様式のダウンロードができま
＊【事業主のメッセージ】の記載は任意、内容は自由記載です。

【お問い合わせ先】
千葉労働局雇用環境・均等室 企画部門
電話：043-306-1860
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千葉労働局からのお知らせ

事業主の皆さま
男性従業員の育児休業取得を進めていきましょう
◎育児休業は、出産から原則 1 歳（保育所に入所できない等の場合は最長で 2 歳）まで取得できます。
◎出産した女性（母親）だけでなく、父親である男性従業員も育児休業を取得できます。
◎配偶者が専業主婦でも休業できます。
◎男性従業員が妻の出産後 8 週間以内に休業した場合には、2 度目の育児休業が取得できます。
◎両親がともに育児休業を取得した場合には、1 歳 2 か月までの間の 1 年間、育児休業を取得すること
ができます。
◎期間は、休業可能期間の範囲内で本人が希望する期間を申出することができます。
例えば、妻の出産後、2 週間だけ育児休業を取得することもできます。

＜育児休業制度については、雇用環境・均等室 指導部門 TEL：043-221-2307＞
両立支援等助成金（出生時両立支援コース）

助成金も活用く
ださい

男性労働者の育休取得
おもな
要件

●男性が育児休業を取得しやすい職場づくりのため、★のような取組を行うこと。
●男性が子の出生後 8 週間以内に開始する連続 14 日以上(中小企業は連続 5 日以上)の育児休
業を取得すること。

育児目的休暇の導入・利用
●子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる休暇制度を導入すること。
●男性が育児目的休暇を取得しやすい職場づくりのため、★のような取組を行うこと。
●上記の新たに導入した育児目的休暇制度を、男性が、子の出生前６週間または出生後８週間
以内に合計して８日以上（中小企業は５日以上）取得すること。

★ 取組の例 ・子が生まれた男性に対して、管理職による育休取得の勧奨を行う
・管理職に対して、男性の育休取得についての研修を実施する
など
インターネットでの検索→

両立支援等助成金 厚生労働省

＜両立支援等助成金については、雇用環境・均等室

検 索

企画部門 TEL：043-306-1860＞

千葉労働局からのお知らせ

テレワークの導入を支援します
厚生労働省では、企業のテレワーク導入を支援するため、以下のような取組を実施しています。
テレワーク相談センター

テレワークセミナー

テレワークの導入に関する様々な
ご相談に無償で対応します。

テレワークをする際の労務管理の
ポイントや活用事例の紹介など、
セミナー形式で必要な情報を提供
します。労務管理やセキュリティ
面での課題等に関して個別相談会
も実施します。

※全国の企業が対象

TEL 0120-91-6479
メール sodan@japan-telework.or.jp
URL https://www.tw-sodan.jp/

訪問コンサルティング

労働者向けイベント

テレワーク導入・活用の専門家を
３回まで無償で派遣します。

【コンサルティング内容】
テレワーク規定の整備に関すること
テレワーク時の労働時間管理に関すること など
【申し込み先】 テレワーク相談センター
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テレワークの活用事例の紹介や、テレワー
クによる仕事の体験を通じて働く方にテレ
ワークのメリットをお伝えしています。
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千葉県最低賃金及び特定最低賃金の改正について
千葉県内のすべての事業場で働く労働者（パート、アルバイトを含む）に適用される千葉県最低賃金及び下記産業の事業場で働く労働
者に適用される特定最低賃金が下記のとおりとなります。発効日からは改正後の最低賃金額以上の賃金としなければなりません。

最

低

賃

金

件

名

最低賃金額

発

時間額（円）

年

効
月

最

日

低

賃

金

の

適

用

に

つ

い

て

千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用されま
〔地域別最低賃金〕
８９５

30.10.1

す。ただし、特定最低賃金が設定されている産業の労働者及びその使

千 葉 県 最 低 賃 金
用者には、該当する特定最低賃金が適用されます。

調

味

料

製

造

業

*調味料製造業の特定最低賃金(８８９円)は、平成３０年度は改正されな
８９５

30.10.1

（味そ製造業を除く。）

いため、この額を上回る「千葉県最低賃金(８９５円)」が適用されます。
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。

鉄

鋼

業

９６５

30.12.25

（１）１８歳未満又は６５歳以上の者（２）雇入れ後６月未満の者であって、
技能習得中のもの（３）清掃又は片付けの業務に主として従事する者

特
はん用機械器具、

定

９２２

30.12.25

生産用機械器具製造業

最

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業

低

（電球・電気照明器具製造業、

９２８

30.12.25

電気計測器製造業及びこれらの
産業において管理、補助的経済

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）から（３）は上記に同じ
（４）次に掲げる業務に主として従事する者
イ 手作業による又は手工具若しくは小型動力工具を用いて行う
かす取り、バリ取り、かしめ、選別、検数、さび止め又はマスキ
ングの業務
ロ 手作業による又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め
又はレッテルはりの業務
ハ 軽易な運搬、工具又は部品の整理、賄いその他これらに準ず
る軽易な業務
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）から（３）は上記に同じ
（４）次に掲げる業務に主として従事する者
イ 主として手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が
容易な小型機械を使用して行う部品の組立て又は加工業務のう
ち、組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、みが
き、刻印打ち、かしめ、バリ取り、材料の送給、選別の業務
ロ 塗油、検品の業務
ハ 手作業による袋詰め、包装の業務
ニ 軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務

賃

活動を行う事業所を除く。
）
計量器・測定器・分析機器・試
験機・測量機械器具・理化学機

金

械 器 具 製 造 業 、医 療 用 機 械 器

*計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具
製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製
造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業の特定最低賃金(８８７円)
は、平成３０年度は改正されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金
(８９５円)」が適用されます。

８９５

30.10.1

各 種 商 品 小 売 業

８９５

30.10.1

*各種商品小売業(８６８円)は、平成３０年度は改正されないため、この額
を上回る「千葉県最低賃金(８９５円)」が適用されます。

自 動 車 （新車） 小 売 業

９２２

30.12.25

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）から（３）は上記に同じ

具・医療用品製造業、光学機械
器具・レンズ製造業、時計・同
部分品製造業、眼鏡製造業

【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
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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」に基づき、社会福祉法人斉信会（千葉市）と
一般社団法人鷹之台カンツリー倶楽部（千葉市）の 2 社を新たにユースエール認定し、平成 30 年 10 月
12 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、都道府県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。

【ユースエール認定企業の紹介】
社会福祉法人斉信会（写真：左）
業種：障害者支援
常時雇用する労働者：38 人
一般社団法人鷹之台カンツリー倶楽部
（写真：右）
業種：ゴルフ場の運営
常時雇用する労働者：146 人

〇千葉局ユースエール認定企業一覧（平成 30 年 9 月末現在）
企 業 名

業種

企 業 名

業種

アシザワ・ファインテック（株）
【習志野市】

製造

マツモトファインケミカル（株）
【市川市】

（株）イーエスケイ【木更津市】

情報

社会福祉法人悠久会【八千代市】

介護福祉

社会福祉法人泉寿会【千葉市】

介護福祉

（株）ヌーヴェルゴルフ倶楽部【大網白里市】
（株）こどもの木【浦安市】

ゴルフ場
保育

製造

システムスリーテン（株）
【我孫子市】

情報
医療

社会福祉法人康和会【船橋市】

介護福祉

医療法人社団幸葉会【千葉市】

アイリープロダクト（株）
【習志野市】

イベント運営

（有）センターキュア【館山市】

介護福祉

社会福祉法人斉信会【千葉市】

障害者支援

我孫子つくし野病院【我孫子市】

医療

社会福祉法人下総会【成田市】

介護福祉

一般社団法人鷹之台カンツリー倶楽部【千葉市】

ゴルフ場

よみうりスポーツ（株）
【市原市】

ゴルフ場

社会福祉法人金谷温凊会【富津市】

介護福祉

社会福祉法人光福祉会 ひかり保育園【旭市】

保育

【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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シルバー人材センターのご案内
～地域社会を支える担い手としての高年齢者～
シルバー人材センターの会員数は全国で約７２万人となっており、多くの高年齢者の
方々が元気に働いています。そして、平成３６年度会員１００万人達成を目標に、さら
なる会員拡大を目指しています。
千葉県では６５歳以上の人口が総人口に占める割合は、平成３０年４月１日現
在２６％となっており、最も高い市町村では４９.４％に達します。今後、日本社会は
更なる人口減・超高齢化が予測されており、経済活動を支える人材の減少は深刻な問
題となっています。そこで、高年齢者の活躍に、大きな期待が寄せられています。
シルバー人材センターでは、６０歳以上の健康で働く意欲のある方の会員登録を受け
付け、仕事の紹介を行っています。会員向けの講習会も実施し、会員の皆様が知識・経
験・技能を生かし、自信を持って就業できるよう努めています。
また、近年では、就労を通じて、地域社会を支える担い手となることで、会員自身の健
康の維持や介護予防にも効果があるという研究もあります。シルバー人材センターは、会
員の皆様が働く喜びを得、健康で豊かな生活を送れるよう応援します。
最寄りのシルバー人材センターでは、入会希望者を対象に入会説明会を随時開催して
います。是非、この機会にご参加ください。ご参加をお待ちしています。

６０歳以上の皆様

企業の皆様

働きたい方募集中！

お仕事依頼・随時受付！

仲間と一緒に働いて
みませんか？

「知識」「経験」「技能」で
応えます

【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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千葉県労働委員会って?
よくいただくご質問 Ｑ＆Ａ
Ｑ
Ａ

労働委員会って何をするところですか？
労働委員会は、労働組合法によって国と都道府県に設けられた、労使紛争
を解決するための専門的な行政機関です。労働者(労働組合)と使用者(会
社等)の間に生じた様々な紛争について、当事者で解決が困難な場合に、
あっせんなどにより公平な第三者機関として紛争解決のお手伝いをしま
す。

Ｑ
Ａ

あっせんって何ですか？
労働委員会のあっせん員（3 名）が、
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。

Ｑ
Ａ

あっせんは個人で申請できますか？
個人の方でも申請できます。

Ｑ
Ａ

費用はかかりますか？
費用は無料です。どうぞ安心してご利用ください。

Ｑ

上司のパワハラをやめさせるように会社に訴えましたが、改善されません。
あっせんしてもらえますか？
Ａ あっせんを開催して、紛争解決に努めます。しかし、あっせんを応諾する
か否かは会社の判断になります。詳しくは、お問い合せください。
Ｑ
Ａ

賃金未払い等の労働基準法違反は労働委員会に相談できますか？
労働基準法違反は、労働基準監督署が使用者を監督指導することとなって
おり、労働委員会では、ご相談いただくことができません。使用者を所轄
する労働基準監督署にご相談をお願いいたします。

【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
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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 31 年度セミナーパンフレットは、1 月末に発行予定です。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
M0802

切削加工の理論と実際

2/26(火),27(水) ,28(木)

10

¥14,000

W0105

半自動アーク溶接実践技術（各種姿勢編）

2/13(水),14(木)

10

¥12,000

E0103

有接点シーケンス制御の実践技術

2/20(水),21(木)

10

¥10,000

E1801

回路シミュレータを用いた電子回路解析技術

2/20(水),21(木)

10

¥10,000

H1003

実践建築製図作成技術（２次元ＣＡＤ）

2/16(土),17(日)

10

¥8,000

2/23(土),24(日)

5

￥25,000

H0503

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（利用企業募集中）
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 58 のカ
リキュラムモデルを基に企業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。
※企業単位のオーダーメイド方式の訓練、複数企業の従業員参加のオープン方式の訓練があります。

基礎的 IT セミナーのご案内（利用企業募集中）
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、中小企業等で
働く人々を対象とした基礎的 IT リテラシーを習得するための訓練（基礎的 IT セミナー：オープン方式）
を民間機関等の教育資源を活用して実施しております。
◆訓練分野：IT 理解、IT スキル・活用、IT 倫理
◆訓練日数（時間）
：半日～３日（３～１８時間）
◆受講料（税込）：¥2,160～¥5,400
※今後以下のコースを開講予定です。詳細は当センターホームページをご覧ください。
・業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用
（時間） 6 時間
（時期）1 月中下旬
（場所）千葉市、船橋市、柏市
・表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化
（時間）12 時間
（時期）2 月上旬
（場所）千葉市、船橋市
・大量データ処理に活用するデータベース(基本編)
（時間） 6 時間
（時期）2 月中旬
（場所）千葉市、市川市、我孫子市
【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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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。
１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、企業の皆様からの御要望に応じて
設定するオーダーメイド型のセミナーも、受付をしております。
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

実施日程

第二種電気工事士 実技基礎コース
延段、縁石工事の基礎

申込期間

1/28(月)・2/4(月) 11/28(水）～1/7(月）
2/7(木)・8(金) 12/7(金)～1/17(木)

実施校

受講料

テキスト代

船橋

3,000円

不要

我孫子

3,000円

不要

また、ちばテクでは、各分野の将来を担う、人材の育成にも取り組んでいます。
主に高卒者や離職者の方を受け入れており、各分野で必要となる資格の取得や、専門的な技能を習得し、企
業への就職を目標に日々訓練しています。
募集状況やコース内容、求人に関するお問い合わせなどについては、産業人材課までお問い合わせください。
【ちば企業人スキルアップセミナーのご案内 HP】https://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

千葉県障害者雇用優良事業所
（笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス）募集
千葉県では、障害のある人を積極的に雇用し、障害のある人もない人も共に働きやすい職場づくりに努めている
企業・事業所等を「笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス」として認定しています。
フレンドリーオフィスに認定されると、認定書が交付され、会社案内や名刺等にロゴマークを使用することができます。
また、一般的な事業資金より低利な「障害者雇用推進資金」の申請ができます。
【認定条件】
◯県内に本社又は支店等があること
◯法定雇用率２．２％を達成していること（従業員４５．５人未満の事業所にあっては、障害のある人を１名
以上雇用していること）
◯雇用継続に向けた取組があること
◯障害のある人の働く意欲が維持される職場づくりを行っていること
◯障害者支援への独自の取組があること
◯法令を遵守していること
【笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス HP】https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/friendly/index.html
【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 E-mail：jinzai2@mz.pref.chiba.lg.jp
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派遣で働く皆様へ
平成２７年の労働者派遣法の改正から、平成３０年９月３０日で３年が経過しました。
この改正は、派遣で働く皆様のキャリアアップと雇用の安定を図るためのもので、改正から
３年を迎え、該当する方には新たな制度が適用されることになります。
内容をご確認のうえ、今後の就業にお役立てください。

○

期間制限ルールにご留意ください

同じ事業所で３年を超えて働くことは基本的にはできません。一定の手続を経れば、
３年を超えて働くことはできますが、異なる「課」などへ異動することが必要です。
[対象]平成２７年度９月３０日以降に労働者派遣契約を締結・更新した派遣労働者
[内容]すべての業務において、①事業所単位、かつ②個人単位の期間制限を適用
※ただし、
「派遣元で無期雇用されている派遣労働者」や「６０歳以上の派遣労働者」などは、
期間制限の対象外です。
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雇用安定を図るための措置

同じ事業所の同じ「課」などに、継続して 3 年派遣される見込みとなった場合には、
派遣元事業主（派遣会社）から「雇用安定措置」（義務）を受けることが可能です。
※１年以上３年未満派遣見込みの方については、努力義務の対象となります。
※ただし、「派遣元で無期雇用されている労働者」や「６０歳以上の派遣労働者」など
は、雇用安定措置の対象外です。

[雇用安定措置（義務）の内容]
派遣事業主は、以下の①～④のいずれかの措置を講じる必要があります。また、
以下の①を講じて直接雇用に結びつかなかった場合には、別途②～④のいずれかの
措置を講じる必要があります。
①派遣先への直接雇用の依頼
②新たな派遣先の提供
③派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用
④その他雇用の安定を図るための措置

○

労働契約申込みみなし制度とは

派遣先が、違法な労働者派遣を受け入れた場合、その派遣労働者に対して労働契約の
申込みをしたとみなされる場合があります。これを「労働契約申込みみなし制度」と
いいます。
「労働契約申込みみなし制度」の対象となる違法な労働者派遣
①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
③期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
④労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で行われるいわゆる偽装請負の場合
※制度の詳細については、「労働者派遣法 平成２７年改正」で検索（厚生労働省ＨＰ）、
又は、千葉労働局需給調整事業課（043-221-5500）までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
千葉県労働相談センター

電話：043-223-2744
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