千葉の労働関係情報誌
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労政ちば

2019 年
春号
（3 月 25 日発行）

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 6 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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W は 10 連休 休暇を加えて 自分流バケーションも

【お問い合わせ先】
千葉労働局雇用環境・均等室（指導部門） 電話：０４３－２２１－２３０７
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パートタイム・有期雇用労働法が施行されます
～正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます！～

【お問い合わせ先】
千葉労働局雇用環境・均等室（指導部門） 電話：０４３－２２１－２３０７
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労働基準法が改正されます！！
施行：
2019 年 4 月 1 日
中小企業適用：2020 年 4 月 1 日

時間外労働の上限規制

（改正前）法律上は、残業時間の上限がありませんでした。 行政指導のみ
（改正後）法律上で、残業時間の上限を決め、これを超える残業はできなくなります。

※

※休日労働を含む

※

年間 6 か月まで

◎時間外労働を行うには、各事業場の労使で、上記の時間の範囲内で、時間外労働の上限を協定し（３６協定）
、所轄労働
基準監督署に届け出ていただくことが必要です。
（記載例参照）
◎３６協定を締結する労使当事者は「指針」に定める事項に留意してください。
※３６協定の記載例と指針に関する資料を厚生労働省 HP にアップしましたので参照ください。
記載例
指針

https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf / https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf （特別条項）
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf

時間外労働の上限規制わかりやすい解説

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

使用者の年次有給休暇の時季指定義務

施行：2019 年 4 月 1 日

（改正前）労働者が自ら申し出なければ、年休を取得できませんでした。
（改正後）使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定。年５日の取得を義務づけ。
STEP ①

使用者が労働者に取得時季の希望を聴取
①

②
労働者

例「○月×日に休んで下さい」

使用者

STEP ②

労働者の希望を踏まえ使用者が取得時季を指定

STEP ③

○月×日に年休が成立

※すでに５日以上の年次有給休暇を取得している労働者には、使用者による時季指定をする必要はありません。
※時季指定の仕方など、具体的な付与の仕組みを整理した資料を厚生労働省 HP にアップしましたので参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

【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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｢若者雇用促進総合サイト｣に職場情報を登録しませんか？
学生等を雇用しようとするすべての事業主の方に職場情報を「若者雇用促進総合サイト」へ無料で登
録・ＰＲしていただくことができます。本サイトに職場情報等を登録・開示することで、より多くの学
生等に自社をＰＲすることができ、学生等の応募の増加につながることが考えられます。この機会にぜ
ひ、本サイトをご活用ください。

若者雇用促進総合サイトは、
学生たちが就職活動を行う際に役立つ、以下の情報をまとめたポータルサイトです。
① 登録企業の就労実態等の職場情報
② ユースエール認定企業などの各種認定の取得状況
③ 国が実施する若者雇用関連施策
④ 国や地方自治体が運営する就職相談窓口
⑤ ユースエール認定企業に対するインタビュー
＜ユースエール認定マーク＞

職場情報の登録方法
ご登録の際は、パソコンからアクセスを
お願いします。
※スマートフォンからは閲覧のみ可能です。

１
２

※ユースエール認定
企業については、労
働局で登録作業を行
いますので、登録は
不要です。

サイトに職場情報を
登録・公開する

４つのメリット
自社の職場情報を
無料でPR

パソコンから｢若者雇用促進総合サイト｣に
アクセスします。

｢事業主の方へ｣ ページの ｢新規事業主様登録｣ を
クリックします。

新卒者の
応募意欲向上

クリック！

早期離職を防ぎ
定着率向上

３

仮登録の後、本登録画面で職場情報を登録します。
登録に必要な情報

仮登録

法人番号、企業名、所在地、担当者名･部署、TEL、
FAX、メールアドレス、企業･採用ホームページURL

本登録

採用者・離職者数、平均勤続年数、研修制度、
有給休暇の取得実績、育児休業の取得実績 など

※詳細はサイトの「事業主登録の流れ」をご確認ください。

【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

4 / 11

情報の見える化で
信用力アップ

千葉県商工労働部雇用労働課

労政ちば

2019 年春号 No.570

有期契約労働者の無期転換ルール
無期転換ルールとは
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転換ルールへの対応が求められます。
○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】
千葉県労働相談センター 県庁本庁舎２階
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 30 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

３

１

４

１

０

１

１

３

１

新規申立ては１件で、前年からの繰越し３件を含めた４件のうち、３件が年内に終結し、１件は
翌年への繰越しとなりました。
当委員会では、審査の期間の目標を１年３月以内としています。終結事件３件のうち、２件は目
標の期間内で終結しましたが、１件は約１年４月かかり終結しました。

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

２

３

２

１

０

０

３

０

新規申請は２件で、前年からの繰越し１件を含めた３件は全て年内に終結しました。
終結した３件の係属日数は、最短１４日、最長５２日であり、平均は２８日でした。
終結状況は、解決が２件、打切りが１件であり、主な調整事項は、団体交渉の促進、手当の改
善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

１

１３

１４

２

３

０

０

５

９

新規申請は１３件で、前年からの繰越し１件を含めた１４件のうち、５件が年内に終結し、９件
は翌年への繰越しとなりました。
終結した５件の係属日数は、最短２６日、最長７１日であり、平均は４６．４日でした。
終結状況は、解決が２件、打切りが３件であり、主なあっせんを求める事項は、契約更新拒否・雇
止め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

6 / 11

FAX：０４３-２０１-０６０６

千葉県商工労働部雇用労働課

労政ちば

2019 年春号 No.570

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、2019 年度セミナーパンフレット(冊子)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
受講料
コース名
日程
定員
(税込)
番号
M0601

フライス盤加工技術

5/14(火),15(水),16(木)

W0201

ＴＩＧ溶接技能クリニック

E0301
E1301
H0402
H1201

8

¥15,000

4/17(水),18(木)

10

¥12,000

ＰＬＣ制御の回路技術（三菱Ｑ編）

4/24(水),25(木)

10

¥8,500

トランジスタ回路の設計・評価技術

5/8(水),9(木)

10

¥10,000

6/11(火),12(水)

5

¥15,000

5/18(土),25(土)

15

￥7,500

冷媒配管の施工と空調機器据付け技術
（ルームエアコン編）
建物積算（鉄骨造）実践技術

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
（オーダーコース、オープンコース）を 59 のカリキュラムモデル（31 年 2 月現在）を基に企業ニーズ
によりカスタマイズを行い、民間機関等の教育資源を活用し従業員の生産性向上をお手伝いしています。
◆訓練分野：生産管理、品質保証・管理、流通・物流、バックオフィス、組織マネジメント、営業・
販売、マーケティング、企画・価格、プロモーション
◆対象者：事業主から受講指示を受けた方
◆訓練時間：６～３０時間
◆受講料（税込）：￥3,240～￥6,480（受講者数、時間数により異なる）
※主なカリキュラムコース：生産現場の問題解決、品質管理実践、IoT を活用したビジネス展開、企業
価値を上げるための財務管理、事故をなくす安全衛生活動、業務効率向上のための時間管理、成果
を上げる業務改善、組織力強化のための管理、管理者のための問題解決向上、提案型営業実践 など

基礎的 IT セミナーのご案内（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：オーダーコース、オープンコース）を 38 のカリキュラムモデル（31 年 2 月現在）を基に企
業ニーズによりカスタマイズを行い、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
◆対象者：事業主から受講指示を受けた方
◆訓練日数（時間）：半日～３日（３～１８時間）
◆受講料（税込）：¥2,160～¥5,400（コース、時間、受講者数により異なる）
※主なカリキュラムコース：
AI（人工知能）の現状、RPA による業務の自動化、表計算ソフトの業務活用、業務に役立つ表計
算ソフトの関数の活用、表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化、視覚効果を活用するプレ
ゼンテーション技法 など
【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 043-422-4768
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。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。

【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/
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

機械製図の基礎知識（2 日間）

5/8(水)・9(木)

3/8( 金 ) ～
4/9(火)

5名

旭

3,000 円

1,404 円

第二種電気工事士(上期)筆記試
験対策

5/9(木)・16(木)・23(木)

3/8( 金 ) ～
4/10(水)

15 名

市原

4,500 円

1,944 円

第二種電気工事士(上期)筆記試
験対策

5/12(日)・19(日)・26(日)

3/8( 金 ) ～
4/10(水)

15 名

船橋

4,500 円

1,944 円

AutoCAD の基礎(操作編)

5/21(火)・22(水)

3/20( 水 ) ～
4/22(月)

5名

我孫子

3,000 円

不 要

ガス溶接技能講習

6/4(火)・5(水)・6(木)

4/4( 木 ) ～
5/14(火)

10 名

船橋

3,500 円

864 円

HTML5＋CSS３ウェブサイト構築
の基礎

6/8(土)・9(日)

4/8( 月 ) ～
5/20(月)

10 名

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

障害者雇用をお考えの事業主の皆様へ
企業支援員が訪問・サポートします！
県では、障害のある人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。
「障害のある人を雇用したことがない」「雇用したいが不安」といった事業主のさまざまな不安の解消や、既に障害の
ある人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。
企業支援員の派遣をご希望の場合は、各地域の障害者就業・生活支援センターへお気軽にご連絡ください。
【企業支援員のご案内 HP】
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/ouen/jigyounushi/kigyoushien.html
その他、千葉県で行っている障害者支援制度につきましては、県ホームページにて掲載されておりますので、併せて
ご活用ください。
【障害者雇用の支援制度のご案内 HP】
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/shougai-shuurou/24shuugyoutaiken.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

8 / 11

千葉県商工労働部雇用労働課

労政ちば

2019 年春号 No.570

シルバー人材センターのご案内
あなたの知識・経験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

ＨＰ：http://sjc-chibaren.jp/

電話：043-227-5112 FAX：043-227-5197 Mail：chibaren@sjc.ne.jp
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求人企業の皆様へ！！ 高齢者を活用してみませんか？
シルバー人材センターでは様々なお仕事をお引き受けしていま
す。
派 遣

委 任

請 負

■事務整理群

■管理群

■技能群

一般事務
書類・伝票整理
受付事務
発送事務
パソコン等

駐車場・駐輪場の管理
ビルの管理
施設管理
倉庫管理等

植木の剪定
襖・障子張り
塗装・大工等

■折衝・外交群

■一般作業群
商品の品出し等

■技術群
運転業務等

■サービス群
保育補助等 etc

配達
集金
店番
営業 ・ 外交
パンフレット・チラシの配布
検針等

■一般作業群
屋内外清掃
除草作業等

■サービス群
家事手伝い
留守番・子守
封入作業等 etc.

■技術群
家庭教師 ・ 補習教室
経理
その他技術を要する仕事 etc

★☆ ご相談・お問い合わせ等、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

ＨＰ：http://sjc-chibaren.jp/

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。

H30.４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した！！

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．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、年間の所得が
150 万円以上の方。
３．育児休業、介護休業等育児又
は家族介護を行う労働者の福
祉に関する法律（平成 3 年法
律第 76 号）に基づく育児休
業・介護休業中の方。
４．県内の同一住所に１年以上居
住している方。

１．会社の都合又は自己の都合によ
り離職している方。
２．離職時に雇用保険法（昭和 49
年法律第 116 号）第 10 条に規
定する失業給付を受けることが
できる資格を有する方で、現に
その申請を行った方。
３．労働の意志および能力を有し、
現に求職活動を行っている方で
離職後 18 ヶ月以内の方。
４．県内に 1 年以上居住し、世帯の
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。

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
電話：043-223-2743

FAX：043-221-1180

E-Mail：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp

11 / 11

