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 厚生労働省では、平成２７年度から「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」を創設し、パートタイム

労働者の活躍推進に取り組んでいる企業を表彰しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

～最優良賞（厚生労働大臣賞）を受賞した株式会社オリエンタルランドの取組をご紹介します～ 

 

 

 

 

 
 
 

取組内容 

１ グレードごとに明確化した役割を踏まえ評価を実施、結果を昇給・昇格に反映 

２ 生活年収を考慮した時給額の決定と正社員登用制度の整備 

３ 自己啓発ができる研修機会を提供し、将来的なキャリア構築を支援 

４ メニューや商品・サービス開発にパートタイム労働者の意見を取り入れ 

５ 独自の取組による風通しのよい職場づくり 

取組の成果 

   2016年度に制度を大幅に見直し、グレード毎の時給の幅の上限が引き上げられ、これにより、現 

場で活躍し続けたいというパートタイム労働者についても働きに応じた待遇の向上が図られた。ま 

た、評価と待遇が明確な制度により、パートタイム労働者のキャリアアップへの意欲も増し、研修 

参加希望者も増加する見込みである。従業員もモチベーション高く働いている。 
 
 

※パート労働者活躍企業の取組内容や好事例については、パート労働ポータルサイトをご覧ください。 

 

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp                                                       

 

【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） 

電話：043-221-2307 FAX：043-221-2308 

平成２８年度「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」 

～千葉県内企業３社受賞～ 

 

 

 
 

「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」県内企業３社受賞 

○最優良賞（厚生労働大臣賞） 

株式会社オリエンタルランド 

○優良賞（雇用均等・児童家庭局長優良賞） 

株式会社千葉興業銀行 

○奨励賞（雇用均等・児童家庭局長奨励賞） 

株式会社イオンファンタジー 

「現場でお客様と触れあいたい」「管理者として判断や決定に携わりたい」 

パートタイム労働者のニーズに合わせて、ステップアップする仕組みを構築！ 

最優良賞  厚生労働大臣賞 株式会社オリエンタルランド 

（千葉県浦安市 生活関連サービス・娯楽業 従業員数 23,219 人  うちパートタイム労働者数 18,728 人） 

             

パート労働ポータルサイト        

   

検索 

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
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～労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する必要があります～ 

労働保険とは 

  労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、政府が 

 管掌する強制保険制度です。 

  労働者を一人でも雇用していれば、加入手続きを 

 行わなければなりません（農林水産の一部の事業は 

 除きます）。 

 

労災保険とは 

  労働者の方が業務中や通勤途上に事故にあった 

 場合に、必要な保険給付を行い、被災された方や 

遺族の方の生活を保護し、併せて社会復帰を促進 

する事業を行うための保険制度です。 

 

雇用保険とは 

  労働者の方が失業した場合に、失業等給付を支給したり再就職を促進する事業 

 を行うための保険制度です。 

  新たに労働者を雇い入れた場合は、保険料の納付とは別に、その都度、事業所 

 を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）に「雇用保険被保険者資格取得届」 

 の提出が必要です。 

 

      事故や災害にあった時、あなたは社員を守れますか。 

      労働保険に入っていないと、 

      社員はもちろん、会社にも大きな負担がかかります。 

      正社員、派遣、アルバイト、パートといった雇用形態に関わらず、 

      一人でも雇ったら必ず入ってください。 

      社員を支え、会社を守ることがトップの責任ですから。 

    

※詳しくは、都道府県労働局、労働基準監督署及びハローワークへご相談ください。 

厚生労働省ホームページ h t t p : / / w w w . m h l w . g o . j p    労働保険   検索 

【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 

事業主のみなさまへ 

労働保険の成立手続きはおすみですか 

http://www.mhlw.go.jp/
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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（常時雇用する労働者が 300人以下の事業主）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。 

 

＜千葉労働局管内のユースエール認定企業一覧（平成 29年 2月末現在＞ 

企 業 名 業 種 
常時雇用労働者数 

（申請時） 

アシザワ・ファインテック株式会社（習志野市） 製造業 121人 

株式会社イーエスケイ（木更津市） 情報サービス業 65人 

株式会社ヌーヴェルゴルフ倶楽部（大網白里市） ゴルフ場 58人 

株式会社こどもの木（浦安市） 児童福祉施設（保育園） 22人 

社会福祉法人康和会（船橋市） 介護老人福祉施設 93人 

アイリープロダクト株式会社（習志野市） イベント運営事業 15人 

我孫子つくし野病院（我孫子市） 医療業 70人 

社会福祉法人下総会（成田市） 介護事業 88人 

  

＜認定基準＞（一部抜粋） 

・学卒求人など、若者対象の正社員の求人申し込みまたは募集を行っていること 

・若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること 

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が 20 時間以下又は週労働時間 60 時間以上の正社員

割合が 5％以下 

・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均 70％以上又は年間取得日数

が平均 10日以上 

・直近 3 事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が 1 人以上又は女性労働者の育児休業等取得率

が 75％以上 

 

 

「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づくユースエー

ル認定制度をご存知ですか？ 
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若者雇用促進総合サイトについて 

 

全国のユースエール認定企業や若者応援宣言企業の情報を掲載しているサイトです。また

上記以外の企業でも本サイトに職場情報を掲載する

ことが可能です。 

個別企業ごとに企業概要、雇用管理の状況、求職者

に向けたメッセージなどを掲載することで、積極的

な企業情報の発信と若者とのマッチングを促進して

いきます。 

URL：https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/top.action 

 

 

「若者雇用促進総合サイト」に職場情報を登録しませんか？ 

 
平成 28 年 3 月から若者雇用促進法において、新規学卒者の募集・求人の申込みを行う事

業主は企業の就労実態等の職場情報を提供するこ

とが義務づけられました。厚生労働省が運営する

「若者雇用促進総合サイト」では、事業主が自社の

職場情報を登録し、公開することができます。 

なお、ユースエール認定企業と若者応援宣言企

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。 

 

平成 29年度の大学等卒業予定者を対象とした求人公開日は 6月１日です！ 

 

大学等卒業予定者の就職・採用活動に関する開始時期 

広報活動 卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降 

選考活動 卒業・修了年度の６月１日以降 

 

ハローワークにおける求人公開日 

求人の受理 ３月１日以降 

求人の公開 

大学等卒業予定者に対する職業紹介 
６月１日以降 

 

【お問い合わせ先】 

千葉労働局職業安定部職業安定課若年雇用対策係 

電話：043-221-4081 FAX：043-202-5140 

検索 若者雇用促進総合サイト 

☆ 自社の職場情報を無料でPR 

☆ 新卒者の応募意欲向上 

☆ 早期離職を防ぎ定着率向上 

☆ 情報の見える化で信用力アップ 

４つのメリット！ 

https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/top.action
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千葉県では、誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組む会社を募集し、ホームページ等で公表しています。 

【ホームページ】https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/portalsite/ikiiki.html 

平成 28年度公表企業一覧（平成 29年１月末時点） 

NTT 東日本-南関東 

千葉西支店（船橋市） 

株式会社サンライズ 

ジャパン（千葉市） 

株式会社清水メガネ 

（柏市） 

富士工業株式会社 

（館山市） 

特定非営利活動法人  

ユース・サポート・センター 

友懇塾（千葉市） 

アヅマ株式会社 

（市原市） 

有限会社 長谷川製作所 

（千葉市） 

三ツ輪液化瓦斯株式会社 

 柏営業所（白井市） 

ユメノソラホールディングス 

株式会社（市川市） 

株式会社檪山交通 

（鎌ケ谷市） 

株式会社かずさ 

ケアーサポート（千葉市） 

株式会社メモリアルアートの

大野屋（東京都） 

保育園はーもにぃ 

（市原市） 

株式会社虎の穴 千葉店 

（千葉市） 

有限会社武藤自動車 

（市川市） 

習志野化工株式会社 

（八千代市） 

株式会社イストワール 

コンサルティング（船橋市） 

ソニーグローバルマニュファク

チャリング＆オペレーションズ 

株式会社（東京都） 

日通千葉貨物運送株式

会社 本社（千葉市） 

株式会社木田屋商店 

（浦安市） 

株式会社ハウジング 

重兵衛（東庄町） 

みかど型枠株式会社 

（千葉市） 

株式会社 不二精工 

（千葉市） 

日通千葉貨物運送 

株式会社 中央事業所 

（千葉市） 

株式会社東光東工事部 

（船橋市） 

株式会社 GOOD SMILE 

（成田市） 

ABC株式会社 

（船橋市） 

CEP ホールディングス 

株式会社（浦安市） 

日通千葉貨物運送 

株式会社 茜浜事業所 

（習志野市） 

株式会社与志建設 

（千葉市） 

株式会社ハヤサカ 

（南房総市） 

共栄運輸株式会社 

（木更津市） 

株式会社ミヤコシ 

（習志野市） 

株式会社アルファビジネス

（船橋市） 

有限会社田中金属 

（市川市） 

株式会社ドットライン 

（千葉市） 

株式会社ホットスタッフ船橋 

（船橋市） 

リソル生命の森株式会社 

（長柄町） 
株式会社ダッツノ（旭市） 

菱木運送株式会社 

（八街市） 

医療法人社団 大伸会 

（松戸市） 

株式会社ユナイテッド 

スタジオ（千葉市） 

株式会社深川商事 

（市原市） 

塚本建材株式会社 

（市川市） 

株式会社シーエフ・チシマ 

（千葉市） 

ツルヤマテクノス株式会社 

（市原市） 

EM オノエ株式会社 

千葉事業所（千葉市） 

賃貸スマイル株式会社 

（市川市） 

株式会社カコー 

千葉支店（千葉市） 

株式会社エフエフエス 

（千葉市） 

株式会社海上自動車 

教習所（旭市） 

株式会社 OneCompany 

（船橋市） 

株式会社ひらい 

（市原市） 

特養いなげ一倫荘 

（千葉市） 

有限会社 山崎自動車 

整備工場（八千代市） 

有限会社 泰和建装 

（習志野市） 

カネイ産業株式会社 

（白子町） 

株式会社ステラ 

（鎌ケ谷市） 

株式会社イーエスケイ 

（木更津市） 

日本通運株式会社 千葉

中央支店（千葉市） 

合同会社 NEXT 

（香取市） 

社会福祉法人 晴山会  

特別養護老人ホーム 

晴山苑（千葉市） 

京葉工管株式会社 

（千葉市） 

有限会社よし不動産 

（千葉市） 

株式会社キヨシゲ 

（浦安市） 

あ 

【お問い合わせ先】 

商工労働部雇用労働課 労働環境班 

電話：043-223-2743 FAX：043-221-1180 Mail：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

“社員いきいき！元気な会社”宣言企業を募集中です！ 

https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/portalsite/ikiiki.html
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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が必要となります。 

 

○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。 

 

 

 

 

 

 

 

○無期労働契約になるとどうなるのか 

 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 

ることと同じではありません。 

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。 

 

○有期労働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、有期労働契約のまま仕事を続けることになります。 

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）。 

【お問い合わせ先】 

所属をここに入力してください 

電話：×××－×××―×××× FAX：×××－×××―×××× Mail：××××@××× 

申込 

【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） 

有期契約労働者の無期転換ルール 

 

契約期間が 

1年の場合 
1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 無期労働契約 

5年 

転換 更新 更新 更新 更新 更新 締結 
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当委員会における平成２８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

繰越し 
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 

０ ４ ４ － － ３ １ ４ ０ 

 新規申立ての４件を扱い、全て年内に終結しました。 
 終結した４件の処理日数は、最短で７７日、最長で２１６日、平均１３９日（約４．５月）

となり、４件全てが、当委員会が目標とする１年３月以内に終結しました。 
 終結事由は、和解が３件、申立人による取下げが１件でした。 

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

繰越し 
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 

２ ７ ９ ２ ４ ２ ０ ８ １ 

 新規申請７件で、前年からの繰越し２件を含めた９件のうち８件が終結し、１件は繰越しとなり 
ました。 

 終結した８件の処理日数は、最短で１３日、最長１０８日、平均４４.５日でした。 
 終結状況は、解決が２件、打切りが４件、取下げが２件であり、主な調整事項は、団体交渉の 

促進や一時金の支給などでした。 

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

繰越し 
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 

１ ８ ９ ３ ４ ２ ０ ９ ０ 

 新規申請８件で、前年からの繰越し１件を含めた９件全て終結しました。 

 終結した９件の処理日数は、最短で１２日、最長で７１日、平均３７．９日でした。 

 終結状況は、解決が３件、打切りが４件、取下げが２件であり、主なあっせんを求める事項は、 
解雇や退職、パワーハラスメントに係るものなどでした。 

【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  FAX：043-201-0606 

ご存じですか?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～ 
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 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、今回ご案内するコース以

外にも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。 

 また、あらかじめ設定されているコース以外にも、事業主の皆様のご要望に応じた｢オーダーメイド型

能力開発セミナー｣のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。 
コース 
番号 

コース名 日程 受講料
(円) 

コース概要 

W0101 
半自動アーク溶接実践技術（各種姿勢

編） 

4/13(木) 

14(金) 
12,000 

半自動アーク溶接について、受講者の技量

に合わせ個別の実習課題で訓練を行います

ので、確実なレベルアップが期待できま

す。 

H1501 木造住宅における壁量計算技術 
4/15(土) 

22(土) 
8,000 

木造住宅の構造計画における壁量計算の知

識と手順を習得します。 

E0401 実践的ＰＬＣ制御技術（三菱Ｑ編） 
4/20(木) 

21(金) 
8,000 

ＰＬＣの入出力機器配線からラダープログ

ラミングまで、実習を通して習得します。 

E0101 有接点シーケンス制御の実践技術 
5/10(水) 

11(木) 
10,000 

シーケンス制御回路の設計及び配線等の実

践を通して回路の理解、保守管理までを習

得します。 

S0801 
高生産性を維持するための設備管理と

故障診断 

5/16(火) 

17(水) 
8,000 

設備管理の進め方について理解することを

めざして、設備診断の位置付け及び運用方

法を習得します。 

M0601 フライス盤精密加工技術 

5/16(火) 

17(水) 

18(木) 

15,000 

加工課題製作を通して、立フライス盤（正

面フライス加工・エンドミル加工）の知

識・技能を習得します。 

E1201 
アナログ回路の設計・評価技術（トラ

ンジスタ編） 

5/17(水) 

18(木) 
10,000 

トランジスタの特性を理解し、トランジス

タ増幅回路の設計方法を習得します。 

H0801 太陽光発電システムの設計と施工 

5/20(土) 

27(土) 

6/3(土) 

14,000 

小型太陽光発電システムの効率化・最適化

をめざして、システム構成、設計、施工及

び関連法規について習得します。 

M0401 旋盤実践技術（高精度加工編） 

5/30(火) 

31(水) 

6/1(木) 

15,000 

加工課題製作を通して、4爪チャックの心だ

し、外径加工、外径段付け加工、内径加工

等の知識・技能を習得します。 

H0501 
実践的な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） 

6/17(土) 

18(日) 
21,500 

冷凍サイクルや冷媒（フルオロカーボン）

の知識とルームエアコン（壁掛け）の据付

け作業を実学一体で習得します。 

S0901 安全確保のための現場改善手法 
6/20(火) 

21(水) 
8,000 

製造工程の安全性向上（作業環境対策）を

めざして、現場の見える化及び環境変化に

伴う改善方法を習得します。 

E1801 
電気系技術者のためのプログラム開発

技術（Ｃ言語編） 

6/27(火) 

28(水) 

29(木) 

13,000 

Ｃ言語によるプログラム開発に必要となる

基礎知識から組込みシステム開発に活用で

きる実用的なプログラムを開発するために

必要となる関連知識と技術について、実習

を通して習得します。 

 

【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 

電話：043-422-4622   FAX：043-304-2132  URL:http://www3.jeed.or.jp/chiba/poly/ 

 

能力開発セミナーのご案内 
 

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のご案内ＨＰ】 http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/skillup/ 

  

【各高等技術専門校のご案内ＨＰ】 http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/senmonkou/shisetsu.html 

千葉県立高等技術専門校では、短期間の講習会「ちば企業人スキルアップセミナー」を開催し、 

在職者の皆様の能力向上や資格取得をサポートしています。 

3～５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。気軽にご相談ください。 

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 

第二種電気工事士(上期)筆記試験対策 5/7(日)・14(日) 
・21(日) 

3/7(火) 
～4/12(水) 20 船橋 4,500 円 1,944 円 

機械製図の基礎知識 5/9(火)・10(水) 
・11(木) 

3/9(木) 
～4/13(木) 5 旭 4,500 円 1,404 円 

AutoCAD の基礎（操作編） 5/23(火)・24(水) 
3/23(木) 

～4/27(木) 5 我孫子 3,000 円 不要 

型枠大工の初歩 5/27(土)・28(日) 
3/27(月) 

～5/8(月) 10 東金 3,000 円 1,100 円 

ガス溶接技能講習  6/7(水)・8(木) 
4/7(金) 

～5/17(水) 10 船橋 3,500 円 864 円 

技能検定２級 
機械加工「旋盤」受検対策(加工) 

6/24(土)・25(日) 
4/24(月) 

～6/5(月) 3 我孫子 3,000 円 不要 

技能検定３級 造園受検対策 6/28(水)・29(木) 
4/28(金) 

～6/7(水) 5 我孫子 3,000 円 1,240 円 

第二種電気工事士(上期)技能試験対策 7/2(日)・9(日) 
・16(日) 

5/2(火) 
～6/12(月) 12 船橋 4,500 円 1,296 円 

C 言語によるマイコン（CPU：RX600 
シリーズ）プログラム開発技術の基礎 

7/27(木)・28(金) 
5/26(金) 

～7/5(水) 10 船橋 3,000 円 不要 

Photoshop 応用 7/31(月)・8/1(火) 
5/31(水) 

～7/7(金) ８ 東金 3,000 円 2,808 円 

千葉県立高等技術専門校では、中学校・高等学校を卒業して就職を希望しようとする方をはじめ、 

再就職や転職をしようとしている方などに、各職業分野で必要な職業能力開発を行い、企業での 

活躍が期待される「ものづくり」をベースとした「ひとづくり」を目指しています。 

指導員によるきめ細かい指導で、基礎から応用にいたるまで幅広い技能・技術を習得できます。 

下記の 2 コースは 7 月入校コースです。詳しいコース内容は各高等技術専門校までお問い合わせください。 

校  名 科 名 定員 期間 募集期間 選考日 

我孫子高等技術専門校 

《TEL 04-7184-6411》 
○造園科 11 名 

６か月 
H29.5.1(月) 
～ H29.5.26(金) 

H29.6.8(木) 
東金高等技術専門校 

《TEL 0475-52-3148》 
○左官技術科 8 名 

【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/ 

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について 
 

http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/skillup/
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/senmonkou/shisetsu.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/senmonkou/
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シルバー人材センターとは 

✿シルバー人材センター（以下センター）とは、高年齢者が働くことを通じて生きがいを得

ると共に、地域社会に貢献する組織です。 

✿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と、地域

社会の福祉の向上と、活性化に貢献しています。 

✿センターは、原則として市町村単位に置かれており、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。 

✿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。 

✿センターは、地域の家庭や企業、公共団体などから請負又は委任契約により仕事を受

注し、会員として登録した高年齢者の中から適任者を選んでその仕事を遂行します。

仕事の完成は、契約主体であるセンターが負います。 

✿事業所の社員と混在して就業する仕事や、発注者の指揮命令を必要とする仕事など

の場合は、労働者派遣事業や職業紹介事業をご活用いただきます。 

 

入会希望の方は       

                   60 歳以上 

                               お住ま 

                           いの市町村 

元気!!   のシルバー 

         へ 

             お電話  

      働く意欲   くださ  

      ある方！！ い!!           

 

 

 

これはテキストボックスです。記事のタイトルをここに入力してく

ださい。（フォント「Meiryo UI」、20pt） 

※縦の幅は必要に応じて調整してください。 

 
 

 

あなたの知識・経験を活かしてみませんか！！ 

【この記事に関するお問い合わせ先】 

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 

mailto:chibaren@sjc.ne.jp
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                                安 心！ 
          
            公 益 的 
 

元 気！           豊 富！                   
 
シ ル バ ー 
会 員                     知 識 ・ 経 験 

  

 

   

こんなお仕事してます  

 
 

高 齢 者 を 活 用 し て み ま せ ん か ! ! 

【この記事に関するお問い合わせ先】 

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 

※シルバー人材センター事業は、女性の活躍推進を支えるべく、育児支援分野、介護補助

分野における取組を充実させるとともに、人手不足企業（小売、流通業）への支援等を実

施いたします。 

 

mailto:chibaren@sjc.ne.jp

