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『業務改善助成金』は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、「 事業場内最低賃金

（事業場内で最も低い賃金）」の引上げを図るための制度です。 
 

事業場内最低賃金を 30円以上引き上げ、設備投資（機械設備、POSシステム等の導入）などを

行った場合に、その費用の一部を助成します。＜申請期限は令和２年１月 31日まで＞ 

 

コース 
引き上げる 

労働者数 

助成 

上限額 
助成対象事業場 助成率 

３０ 円コース 

１～３人 ５０ 万円 
事業場内最低賃金と地域別最低

賃金の差額が 30円以内 

及び 

事業場規模 30人以下の事業場 

３／４ 
 

生産性要件を満たした場合（※） 

４／５ 
４～６人 ７０ 万円 

７人以上 １００ 万円 

 
（※）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近

の決算書類に基づく生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算し

て支給されます。 
 

◆ 過年度に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。 

◆ 「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も設備投資などに含まれるた

め、助成対象となります。 

 
厚生労働省ホームページ／業務改善助成金：中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html 
 

 

 

◆ 手作業で清掃を行っていたが、ロボット掃除機の導入により、清掃時間の削減と労働者への負担軽

減が図られた。  

◆ 手作業で出入庫作業をしていたが、４段重量ラックの導入により、パレットを利用したフォークリ

フト作業が可能となり、大幅な作業時間短縮につながった。 

◆ 給与計算事務に時間を要していたが、勤怠管理システム等の導入により、事務作業時間の短縮につ

ながった。 

  

 

◆ 千葉働き方改革推進支援センター 

   〒260-0013 千葉市中央区中央４－13－10 千葉県教育会館本館４階 

電話：０１２０－１７－４８６４ 

※労務管理・企業経営の専門家がお悩みを解決します。お気軽にお問い合わせください。 

（相談・コンサルタント派遣 無料） 

 

 

平成 31年度業務改善助成金のご案内 
 

助成金の 

概要 

 生産性向上の取組（事例等）に関するお問い合わせ先 

活用事例 

【申請に関するお問い合わせ先】 

千葉労働局雇用環境・均等室（企画部門） 

電話：０４３－３０６－１８６０ FAX：０４３－２２４－７６７５ 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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○ 職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが

事業主の義務となります（適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となりま

す）。 

○ パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行

うことができるようになります。 

※企業規模等によって義務化の時期が異なりますのでご注意ください 。 

  

職場におけるパワーハラスメントとは、以下の３つの要素をすべて満たすものです 

① 優越的な関係を背景とした 

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により 

③ 就業環境を害すること （身体的若しくは精神的な苦痛を与えること） 

※ 適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません 

 

〇 雇用管理上の措置の具体的内容 （現行のセクハラ防止措置義務の内容を踏まえて今後検討） 

▶ 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発 

▶ 苦情などに対する相談体制の整備 

▶ 被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等 

 

 

 

ｄｆ 

 

 

 

 
 
◎ 職場のパワーハラスメント定義や事業主が講ずべき措置の具体的内容等については、今

後指針において示す予定です。 

パワーハラスメント対策が事業主の義務となります！ 

【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 FAX：０４３－２２１－２３０８ 

 

パワーハラスメント対策の法制化 

～労働施策総合推進法の改正～ 

改正ポイント 
 

公布後１年以内の政令で定める日 
※ パワーハラスメントの措置義務については、中小企

業は、公布後３年以内の政令で定める日までの間
は、努力義務となります。 

 
中小企業の定義： 

https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html 
 
※ 改正法は令和元年６月５日に公布 

施行時期 

パワハラに関するＱ＆Ａ 

職場とはどこまでを含みますか？ 
 
「労働政策審議会建議」においては、「職場」
とは、業務を遂行する場所を指しますが、
通常就業している場所以外の場所であって
も、業務を遂行する場所については「職場」
に含むことを指針で示すことが適当されて
います。 

優越的な関係とはどのような関係を指しますか？ 
 
「職場のパワーハラスメント防止対策に関する検討会報告
書」においては、パワハラを受ける労働者が行為者に対して
抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係に基づ
いて行われることで、例えば、以下の場合も含むとされてい
ます。 
・職務上の地位が上位の者による行為・同僚又は部下による

行為で、当該行為を行う者が業務上必要な知識や豊富な経
験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な
遂行を行うことが困難であるもの 

https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
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 １ 改正内容など 

 ○ 千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パート、アルバイト等を含む）とその使用

者に適用される「千葉県最低賃金」（地域別最低賃金）が改正されます。 

                                      

令和元年１０月１日から 

時間額  ９２３ 円 

(従来の８９５円から２８円引上げ) 

  

○ 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額よ

り低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものと

みなされます。 

○ 最低賃金には、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②時間外労働、休日労働、深夜労

働の手当、③臨時に支払われる賃金（結婚手当など）、④１か月を超える期間ごとに支払

われる賃金（賞与など）は含まれません。 

○ 月給制、日給制の場合は、時間額に換算して比較します。 

（例：日給 7,000 円、1 日の所定労働時間 7 時間 30 分→7,000 円÷7.5＝933 円） 

（例：月給 155,000 円、1 月の所定労働時間 160 時間→155,000 円÷160＝968 円） 

  

２ 特例、助成金などについて 

 ○ 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害によ

り著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、

最低賃金の減額の特例が認められています。 

 ○ 「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用され

る場合がありますので、ご注意ください。 

 ○ 事業場内最低賃金を 30 円以上引き上げ、設備投資（機械設備、POS システム等の導

入）などを行った場合に、その費用の一部を助成する「業務改善助成金」がありますの

で、お気軽にお問い合わせください。 

  （照会先：千葉労働局雇用環境・均等室助成金係☎０４３－３０６－１８６０） 

 ○ 「千葉働き方改革推進支援センター」におきまして、本助成金の申請や労務管理等に

ついて、無料相談を行っていますので、御利用ください。 

（照会先：千葉働き方改革推進支援センター ☎０４３－４４１－７１１５） 

【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  

URL:https:// jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/ 

千葉県最低賃金改正のお知らせ 
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0 1 2 3 4

その他

介護系

サービス系

情報系

事務系

製造系

建設系

農業・林業・鉱業系 ［離職者向けハロートレーニング受講者数

（分野別／平成29年度）］

0.1万人

0.7万人

1.3万人

3.4万人

2.3万人

1.7万人

1.4万人

0.4万人
(万人)

ジョブ・カードくん

◆ 厚生労働省では、職業能力の開発・向上の促進と技能の振興を目指し、11月を「人材開発促進月間」

11月 10日を「技能の日」としています。 

 また、促進月間のうち上旬（1日～10日まで）を「障害者人材開発促進月間」とし、障害のある方を

対象とした人材開発施策の周知についても集中的に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【お問い合わせ先】 

千葉労働局職業安定部訓練室 

電話：043-221-4087 FAX：043-202-5140 

11月は「人材開発促進月間」です！ 

 
 

ご存じですか？  ハロートレーニング 

 ハロートレーニングは、「公的職業訓練」の愛称です。キャリアアップや希望

する就職を実現するために、必要な職業スキルや知識を習得することができる

公的な訓練制度で、在職者向けの訓練と、離職者向けの訓練があります。 

求人申込みの際は、ハロートレーニング受講者の採用をご検討ください！ 

国や都道府県では、離職者などが再就職に必要な知識や技能を習得するための職業訓練（愛称：ハロー

トレーニング）を行っています。平成 29年度の総受講者数は約 11.2万人で、訓練分野も多岐にわたり

ます。ハローワークで求人申込みを行う際には、ハロートレーニング受講者の採用をご検討ください。 

ジョブ・カード制度 

◆ジョブ・カードを活用して職務経験などを整理することにより、個々の課題を把握し、 従業員の能力

開発を促します 

 ジョブ・カードは、「（１）生涯を通じたキャリア・プランニング」および「（２）職業能力証明」の

ためのツールとして、生涯を通じて活用することができます。 

 事業主が人材育成を行う際にジョブ・カードを活用することで、従業員のキャリア形成上の課題の

把握や、それらを踏まえた能力開発を推進することができます。 

  

ジョブ・カード制度総合サイトでは、ジョブ・カードの 

活用を支援する様々な情報・ツールを掲載していますので、 

ぜひご覧ください。https://jobcard.mhlw.go.jp/ 
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千葉県では、県民の皆様が働くにあたって必要となる知識を習得できるよう、千葉県労働大学講

座を開催します。働くための基本的なルールを学びたい方、会社の人事労務管理のヒントをお探しの

方は、是非、ご参加ください。 

○対象：県内の労働者・人事担当者・経営者など（県内に在住または在勤の方はどなたでも） 

○会場：千葉県教育会館 新館 5階 501 会議室（ＪＲ本千葉駅から徒歩 12分） 

○募集人数：各科目 150 名程度    ○受講料：無料    ○主催：千葉県 

○日時：令和元年 10月 11日（金）から 11月 21日（木）まで（全 8日間） 

      午後 6時 15 分～午後 8時 15分  ☆1科目（1日）のみの受講も可能です。 

 

 

 

月日 科   目 講   師 

10/11 

(金) 

労働法の基礎知識（１） 

～労働法の基本的な枠組みと重要な労働条件<1>～ 

成蹊大学法学部教授 

原 昌登 氏 

10/16 

(水) 

働き方改革と同一労働同一賃金ガイドライン 

～多様な人材(非典型雇用、高齢者・女性・若年者等)

の活躍推進と処遇～ 

法政大学法学部講師 

山本 圭子 氏 

10/21 

(月) 

労働法の基礎知識（２） 

～重要な労働条件<2>と雇用関係の終了～ 

成蹊大学法学部教授 

原 昌登 氏 

10/29 

(火) 

判例で学ぶ労働契約の基本知識 

～採用から退職まで～ 

弁護士 
小川 英郎 氏 

11/8 

(金) 

社会保障の基礎知識 

～人生 100年時代と社会保険～ 

社会保険労務士  
森 慎一 氏 

11/12 

(火) 
労働安全衛生をめぐる諸問題と対応策 

社会保険労務士  
北岡 大介 氏 

11/15 

(金) 

誰もが知っておきたいハラスメント対策 

～法改正を踏まえた最新情報～ 

(独)労働政策研究・研修機構 

副主任研究員  内藤 忍 氏 

11/21 

(木) 
働き方改革と今後の労働時間管理のあり方 

早稲田大学法学学術院教授 
島田 陽一 氏 

【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  E メール：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

令和元年度 千葉県労働大学講座のご案内 

 【お申し込み】 

右記のＱＲコードから申込フォームにアクセスし、必要事項をご記入の上、 

お申し込みください。 

※下記の県ホームページ「令和元年度千葉県労働大学講座」内のリンクからも 

申込フォームにアクセスできます。 

URL：https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/event/2019/2019roudoudaigaku.html 
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労使間の問題でお悩みではありませんか？ 

千葉県労働委員会の委員が労働問題の解決のお手伝いをいたします。 

 

 

開催日 場 所 時 間 

１０月２日 

（水） 

労働委員会 県庁南庁舎７階 

本千葉駅徒歩８分 
午後５時から午後８時まで 

１０月１６日

（水） 

労働委員会 県庁南庁舎７階 

本千葉駅徒歩８分 
午後５時から午後８時まで 

１０月２７日

（日） 

船橋フェイスビル５階 

京成船橋駅直結 

JR船橋駅南口１分 

午後１時から午後５時まで 

 

 

○相談員   労使関係に豊富な経験と知識のある 

労働者委員、使用者委員の２名 

○相談時間  おひとり当たり４５分程度   

○予約制    事前に労働委員会にお電話ください 

○料 金  無料                         

   ※県内の事業所における労働問題が対象となります 

 

 

 

【予約・お問い合わせ先】千葉県労働委員会事務局 

電話：043-223-3735 

無料労働相談会やります!! 
 
 

お気軽にお電話

ください 
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 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

員 

受講料 

(税込) 

W0301 金属材料の熱処理技術 10/1(火),2(水), 3(木) 10 ¥15,500 

H0302 シーケンス制御による電動機制御技術 10/24(木),25(金) 10 ¥6,500 

S0802 安全確保のための現場改善手法 11/13(水),14(木) 10 ¥8,500 

E2102 製造現場におけるＬＡＮ活用技術 11/20(水),21(木) 10 ¥10,000 

E0103 有接点シーケンス制御の実践技術 12/11(水),12(木) 10 ¥8,000 

M0702 フライス盤加工応用技術 12/17(火),18(水),19(木) 8 ¥15,000 

 

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て「生

産性向上支援訓練」61 コースと、「ＩＴ活用力セミナー」42 コースを用意し、従業員の生産性向上をお

手伝いします。受講を希望する企業のニーズを取り入れてコースをカスタマイズすることもできます。 

◆11月のオープンコース 

 

◆上記コースは、受講者が 6人以上いれば、企業単位で自社を訓練会場として実施することや、訓練内

容を自社のニーズに合わせてカスタイマイズして実施することも可能です。 

 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。 

 

№  コ ー ス 名 実施日程 場 所 定員 受講料(税込) 

1 表計算ソフトの業務活用（６時間） 11/7(木) 
TPSキャリアカレッジ 

八千代勝田台校 
15 ¥2,200 

2 
業務に役立つ表計算ソフトの関数

の活用（6時間） 
11/14(木) 

TPSキャリアカレッジ 

八千代勝田台校 
15 ¥2,200 

3 
表計算ソフトのマクロによる定型

業務の自動化（12時間） 

11/21(木) 

11/22(金) 

TPSキャリアカレッジ 

八千代勝田台校 
15 ¥3,300 

4 
効率よく分析するためのデータ集

計（6時間） 
11/28(木) 

TPSキャリアカレッジ 

八千代勝田台校 
15 ¥2,200 

5 
効率よく分析するためのデータ集

計（6時間） 
11/20(水) 東京パソコンアカデミー柏校 15 ¥2,200 

【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:043-422-4768 

URL:http://www3.jeed.or.jp/chiba/poly/ 

生産性向上支援訓練等のご案内 

能力開発セミナーのご案内 
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【対象】 

各職種において所定の実務経験などを有する方 

○等級：特級、１級～３級、単一等級 

○職種：機械検査、建築大工、配管、菓子製造など 73職種 

【受付期間】 

令和元年 10月 7日(月)～18日(金) 

【技能検定のご案内 HP】 http://www.chivada.or.jp/ 

 

ちばテク（千葉県立高等技術専門校）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。 

９～１１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。 

【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/ 

 

令和元年度後期技能検定を実施します。 

○技能検定は、働く上で身に付ける、または必要とされる技能の習得レベルを国が一定の基準によって 

評価する国家検定制度です。 

○誇りある「技能士」として、より充実した仕事をするため、あなたも技能検定試験にチャレンジしてみませんか。 

○ものづくり分野に従事する若者の確保・育成を目的として、35歳未満の方が技能検定を受ける際の 

受検料を、一部減額する制度があります。 

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 

技能検定２級 建築大工受検対策 
10/27(日)・11/17(日)・
12/15(日) 

8/27(火)～ 
10/4(金) 

4 名 東金 5,250 円 不 要 

第二種電気工事士(下期)技能試験
対策 

11/5(火)・12(火)・
19(火) 

9/5(木)～ 
10/11(金) 

12 名 市原 4,500 円 1,296 円 

Excel ビジネス活用(業務向上発展
編) 

11/9(土)・10(日) 
9/9(月)～ 
10/17(木) 

10 名 船橋 3,000 円 2,484 円 

第二種電気工事士(下期)技能試験
対策 

11/10(日)・17(日)・
24(日) 

9/5(木)～ 
10/11(金) 

12 名 船橋 4,500 円 1,296 円 

旋盤切削加工技術 12/12(木)・13(金) 
10/11(金)～ 
11/21(木) 

5 名 船橋 3,000 円 不 要 

技能検定 冷凍空調機器施工受検
対策(実技) 

12/15(日)・22(日) 
10/15(火)～ 
11/25(月) 

10 名 船橋 3,000 円 不 要 

AutoCAD の基礎(操作編) 12/17(火)・18(水) 
10/17(木)～ 
11/26(火) 

10 名 船橋 3,000 円 不 要 

機械技術者のためのシーケンス制御基
礎（リレー編） 

1/16(木)・17(金) 
11/15(金)～ 
12/18(水) 

10 名 船橋 3,000 円 不 要 

【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 

令和元年度後期技能検定のご案内 

【お問い合わせ先】 

千葉県職業能力開発協会  電話：043-296-1150 FAX：043-296-1186 

ちば企業人スキルアップセミナー 
 

http://www.chivada.or.jp/
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/skillup/
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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 

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？ 

 
 

チエブクロー 
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千葉県シルバー人材センター連合会では、千葉労働局の委託事業「令和元年度高齢者活

躍人材確保育成事業」の一環で「企業・シルバー人材センター交流会」を開催します。こ

のイベントは、人手不足に悩む企業の方々にシルバー人材センターのことをもっと知って

もらい、センターを通じた高齢者の活用がさらに増えることを狙って開催するものです。 

交流会は下表のとおり、千葉、東葛、印旛の３地区でそれぞれ１回ずつ開催します。シ

ルバー人材センターの基本的なしくみや各センターの現況を紹介した後、対象市町の各セ

ンターとの間で個別の交流ができます。 

人手不足にお悩みの企業の皆さま、この機会に高齢者の活用で人手不足問題を解決する

ことを検討してみませんか！ 

 

「企業・シルバー人材センター交流会」の開催日時・場所 

地区 対象市町 日時（令和元年） 会場 

千葉 
千葉市、市川市、船橋市、 

習志野市、八千代市、浦安市 

10月 11日（金） 

14:00～16:00 
千葉市文化センター5階「セミナー室」 
千葉市中央区中央 2-5-1 

東葛 
松戸市、野田市、柏市 

流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 

11月 15日（金） 

13:30～15:30 
松戸市民会館 3階「301会議室」 
松戸市松戸 1389-1 

印旛 

成田市、佐倉市、四街道市、 

八街市、印西市、白井市、 

富里市、酒々井町、栄町 

11月 7日（木） 

13:30～15:30 

佐倉市シルバー人材センター 

ワークプラザ 2階「会議室」 
佐倉市鏑木町 198-2 

 

【プログラム】 

趣旨説明 千葉労働局から本事業の趣旨を説明します。 

シルバー人材センター

のしくみと現況 

千葉県シルバー人材センター連合会から基本的なしくみを、各市町の 

シルバー人材センターからそれぞれの現況を説明します。 

個別交流会 各市町のセンターのブースで個別の質問や相談ができます。 

 

対象：地元市町のシルバー人材センターの活用を検討してみたい企業５０社／地区（先着順） 

申込み方法：下記へお電話ください。パンフレット（申込書付き）をご郵送します。 

企業・シルバー人材センター交流会のご案内 

 
 

【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 



千葉県商工労働部雇用労働課 労政ちば 2019 年秋号No.572 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
労働者「治療中も仕事の継続はできるのか？」「会社から休暇や仕事の軽減などの配慮を

してもらえるのか？」 

主治医「患者はどんな仕事をやっているのか？」「就業上の配慮はしてもらえるのか？」 

事業者「従業員が治療中も仕事を継続したいと言っているが、働かせて大丈夫か？」 

        「就業上の必要な配慮は？」「両立支援はどのように進めたらよいか？」 

労働者や事業者からの依頼により、両立支援促進員が、それぞれの疑問を解決するため 

下の図のように労働者・事業者・医療機関の連携をお手伝いします。（支援は無料） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※両立支援に関するがんの主治医意見書作成は、産業医が選任されている事業場に就労している場合に、 

平成３０年度診療報酬改定により診療報酬の対象となります 

 

その他以下のような両立支援に関する支援サービスを無料で提供しています。 
① 事業者や人事労務担当者などからの両立支援に関する個別の相談に応じます。 
② 事業場を訪問し、状況に合った具体的な助言等を行います。また、治療と仕事の 

両立への理解を促進する社内研修を実施します。 

③ 両立支援を普及促進するため、事業者団体等の啓発セミナーに講師を派遣します。 

【お問い合わせ先】 

千葉県地域両立支援推進チーム 

独立行政法人労働者健康安全機構 千葉産業保健総合支援センター   
〒260‐0013 千葉市中央区中央３－３－８ 日進センタービル８階 

TEL 043（202）3639 平日 9：00～16：00 FAX 043（202）3638  URL https://www.chibas.johas.go.jp 

治療と仕事の両立支援が始まりました 
 雇用している労働者が、がん・脳卒中・心疾患・糖尿病・肝炎・難病など 

継続的に治療を受けなければならない病気にかかったとしたら・・・ 

例えば現在、日本人の２人に 1 人が生涯のうちにがんにかかると言われますが、医療

技術の進歩によりがんは『不治の病』から『長く付き合う病気』になりました。しかし

職場に迷惑をかけたくない、仕事の調整がつかないなどの理由で退職をされる方が 3 割

から 4 割もいます。事業者にとっても従業員の退職は貴重な人材の損失につながります。 

事業者が両立支援に取り組むことにより、次のような効果が望めます。 

  ❖大切な人材の継続的確保  ❖相談しやすいメンタルに優しい職場環境に変化 

  ❖働く人のモチベーションアップ、生産性の向上、企業価値の向上 

千葉産業保健総合支援センターでは、両立支援促進員が 

治療と仕事の両立支援を無料でお手伝いします 

？ 

医療機関 勤務先 

産業医 主治医 

患者相談 
支援窓口 

(ＭＳＷなど) 

労働者(患者) 

担当者・ 
産業保健
スタッフ 

②主治医意見書＊ 

千葉産業保健総合支援センター 

両立支援        促進員 

③ 両 立 支 援 

プランの作成 

②主治医意見書＊ 

①勤務情報 ①勤務情報 

個別調整支援 

それぞれ 
の疑問 


