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千葉県 商工労働部 雇用労働課 企画調整班 

〒260-8667 千葉市中央区市場町１番１号 

電話：043-223-2767 FAX：043-221-1180 

 

「労政ちば」に関するご意見・ご感想は下記まで 

千葉県ホームページにて、 

「労政ちば」のバックナンバーを 

公開しています。 

Ｐ１～２…改正女性活躍推進法が施行されています！２０２０年４月～順次施行 

Ｐ３ … 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内 

Ｐ４ … 新型コロナウイルス感染症関連の支援策について 

Ｐ５ … 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請
は、電子申請を利用しましょう！労働基準監督署に来署いただかなくても手
続きができます 

Ｐ６ … 労働者の方 「々会社に訴えても改善されない‼」とお困りではありませんか？ 

Ｐ７ … 能力開発セミナーのご案内／生産性向上支援訓練等のご案内 

Ｐ８ … ちば企業人スキルアップセミナー／精神障害者等職場内サポーター養成研修 

Ｐ９～10…シルバー人材センターの会員になりませんか？／シルバー人材センター会員

の働き方をご紹介！ 

Ｐ11 … 労働相談Ｑ＆Ａ（新型コロナウイルス感染症関連） 
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 女性活躍推進法とは…女性がその個性と能力を十分に発揮して、職業生活において活躍できる社会の実現を目指

すもので、国や地方公共団体、企業に対し、一般事業主行動計画の策定や情報公表等を義務付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★2022年（令和４年）4月から一般事業主行動計画の策定や情報公表等の義務が、常時雇

用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

改正女性活躍推進法が施行されています！ 

2020 年 4 月～順次施行  

  

◆2022年 4月 1日以降は、                      

以下の行動計画の策定・届出、周知・公表及び情報公表を行うことが義務となります。 

一般事業主行動計画の策定・届出、周知・公表 

  ステップ１: 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析 

  ステップ２: 一般事業主行動計画の策定（数値目標 1項目以上）、社内周知、公表 

  ステップ３: 一般事業主行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出 

  ステップ４: 取組の実施、効果の測定 

女性の活躍に関する情報公表 

上記①②の区分から 1項目以上選択し、情報公表を行ってください。 

                                             

 【常時雇用する労働者数が 101～300人の場合】 

 

 

◆2020年 4月 1日以降に開始する一般事業主行動計画を作成する際は、 

原則として、以下の①②の区分からそれぞれ 1項目以上選択し、関連する数値目標を 

計2項目以上定めなければなりません。 

①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 

（採用した労働者に占める女性労働者の割合 等） 

②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 

（男女の平均勤続年数の差異 等） 

◆2020年 6月1日以降は、                        

上記①②の区分からそれぞれ 1項目以上選択し、2項目以上の女性の活躍に関する 

情報公表を行う必要があります。 

 【常時雇用する労働者数が 301人以上の場合】 
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              （女性の活躍の状況を把握・分析）       

数値目標１：（①の区分に関する数値目標） 

課長職より 1 つ下の職階の女性割合を 20％から 30％にする！ 

  数値目標２：（②の区分に関する数値目標）※労働者数が 101～300 人の場合は１つでも構いません。 

毎月の平均残業時間を 20 時間以下にする！ 

  ★計画期間、取組内容、取組の実施時期を盛り込み、行動計画を策定しましょう。 

  ★策定した行動計画は、社内の全ての労働者に周知し、外部へ公表しましょう。 

  （義務付け後は周知・公表も含めて義務となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

千葉労働局 雇用環境・均等室     電話：043-221-2307 

数値目標の例 
 

 
近年は女性社員の採用も増えているし、長く働い
てくれているけど、管理職の女性はまだ少ない
…。調べてみると、長時間労働が課題だなあ。 
 

プラチナえるぼし認定制度：えるぼし認定を受けており、かつ一般事業主行動計画の目標

達成や女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たし

た場合に認定します。 

「えるぼし」または「プラチナえるぼし」認定を受けると、厚生労働大臣が定める認定マークを商

品や広告などに付けることができ、女性活躍推進企業であることを PR できます。 
                                       

優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます！ 

 

 

 「プラチナえるぼし」認定制度の創設 
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主に以下２つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の８割（日額上限 11,000 円）を、休業実績に応じ

て支給します。 

① 令和２年４月１日から９月 30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者  

② その休業に対する賃金（休業手当）を受けることができない方 

※ 詳細は厚生労働省 HPに掲載した給付金 Q&A等をご確認ください。 

 

（注） 

• 複数事業所の休業について申請する場合、複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。１つの

事業所の分の申請をした期間については、その申請以外全て無効になります。 

• 申請書類の作成に当たり事業主の協力を得られない場合は、法律に基づき都道府県労働局から事業主に対し

て報告を求め、その回答があるまでは審査を行うことができません。その分申請から支給まで時間を要する

こととなります。 

• 不正行為により支援金・給付金の支給を受けた場合には、労働者に対して、最大で支給額の３倍の額を請求

することがあります。また、その関係者が故意に不正行為を行った場合には、労働者と連帯して上記の額の

納付を求めることや、その名称等を公表することがあります。 

【お問い合わせ先】 

■給付金制度の詳細、給付金 Q&A、申請書のダウンロードなど 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 HP をご確認ください 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 

■お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 

電話 0120-221-276 月～金 8：30～20：00 / 土日祝 8：30～17：15 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内 
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● 労働保険料等の納付猶予の特例 

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2 年 2 月以降の任意の期間（1 か月以上）

において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね 20％以上減少していることなどの要件

を満たす事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を１年間猶予することができます。 

問 千葉労働局労働保険徴収課（電話：043-221-4317） 

 

● 雇用保険の基本手当（失業給付）の給付日数の延長に関する特例 

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した特例として、令和 2 年 6 月 12 日以後に基

本手当の所定給付日数を受け終わる方は、離職日・離職理由が要件を満たす場合、給付日数

が 60日又は 30日延長されます。 

問 お住まいを管轄するハローワーク 

 

● 求職者支援制度 

雇用保険を受給できない求職者の方（受給を終了した方を含む）は、一定の要件を満たす

場合、「求職者支援訓練」又は「公共職業訓練」を原則無料で受講できます。 

さらに、本人収入等が要件を満たす方は、職業訓練期間中の生活を支援するための「職業

訓練受講給付金」（職業訓練受講手当（月額 10 万円）・通所手当・寄宿手当）を受けること

ができます。給付金だけでは生活費が不足する場合には、「求職者支援資金融資」を利用す

ることができます。（融資にあたっては審査があります。） 

問 お住まいを管轄するハローワーク 

 

● テレワークの導入支援 

・テレワーク総合ポータルサイト（厚生労働省）https://telework.mhlw.go.jp/info/doc/ 

テレワークモデル就業規則、労務管理 Q&A集、好事例集など各種テレワーク関連資料を
提供しています。 

・テレワーク相談センター（厚生労働省）TEL：0570-550348 https://www.tw-sodan.jp/ 
テレワークに関するさまざまな相談に無償対応しています。（受付時間：平日 9：00～17：00） 

・働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html 
新たにテレワークを導入する中小企業事業主等に対して、テレワーク用通信機器の導入等

に係る経費について助成します。 

・令和２年度テレワーク導入支援（千葉県） 
https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/hatarakikata/r2telework.html 

 新型コロナウイルス感染症対策として、新規にテレワークの導入を希望する中小企業等
を対象に、専門家を派遣し、テレワークの社内試行を支援します。 

新型コロナウイルス感染症関連の支援策について 

 
 

【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 
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 労働基準法や最低賃金法に定められた手続きについては、労働基準監督署の窓口にお越しいただくことなく、電子

政府の総合窓口「e－Gov」から、電子申請の利用が可能です。 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、多くの方が利用される労働基準監督署の窓口での届出・申請は避け、電

子申請の利用を推奨します。 

電子申請が直ちに利用できない場合は、郵送による届出・申請も可能です。 

届出・申請可能な主な手続 

〇労働基準法に定められた届出・・・ 

時間外・休日労働に関する協定届（36協定届）・就業規則の届出・1年単位の変形労働時間制に関する協定届  

など 

〇最低賃金法に定められた申請・・・ 最低賃金の減額特例許可の申請 など 

簡単・スマートに申請可能です 

〇インターネット上の様式に必要事項を入力し、電子署名を付してクリックするだけで手続きができます。 

〇大量の書類への記入も、電子申請ならデータでスマートに処理できます。 

導入も簡単です 

〇マイナンバーカードや住民基本台帳カード（以下「マイナンバーカードなど」といいます）を使うと、電子証明書の取得

の手間や費用がかかりません。 

＊ＩＣカードリーダライタ（マイナンバーカードなどを読み込む機械）などが別途必要です。 

〇労働基準法や最低賃金法に基づく届出や申請について、社労士が提出代行を行う場合、提出代行に関する証明

書をＰＤＦ形式で添付することにより、使用者の電子署名及び電子証明書を省略することができます。  

   

【電子申請の事前準備や操作方法などに関するお問い合わせ先】 

電子政府利用支援センター 電話：050-3786-2225（050 ビジネスダイヤル）050-3822-3345（ご利用

回線により料金が異なります） 

＊届出・申請しようとする書面の記載方法等のお問い合わせは、各労働基準監督署へお願いいたします。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働基準監督

署への届出や申請は、電子申請を利用しましょう！ 

労働基準監督署に来署いただかなくても手続きができます 

。 
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職場において、働く方(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換など 

労働条件に関係してトラブルが発生し、当事者間で解決を図ることが困難な場合は、労働委

員会において、労働問題の専門家である委員がトラブルを解決するお手伝いをいたします。 

これを「個別的労使紛争のあっせん」といいます。 
 

 紛争の例 
  

 ・突然、会社から解雇を言い渡され、困っている。 

 ・長年パートタイマーとして働いてきたのに、突然もう来なくてよいと言われた。 

・会社から執拗な退職勧奨を受け、精神的苦痛を感じる。 
 

 上記のような紛争を、あっせん員が労使双方に事情や主張を聴きながら、お互いが折り 

合えるところを見出し、解決に繋げていきます。 

 

あっせんの利点 

 

●労働問題の専門家で経験も豊富なあっせ 

 ん員が三者構成（公益側(学識経験者等)、 

労働者側(労働組合役員等)、使用者側 

(会社経営者等)）で一体となって丁寧な 

あっせんを行います。 

●申請は、申請書を労働委員会窓口へ提出 

するだけの簡単な手続きです。 

●あっせんの費用は一切かかりません。 

●申請書を受理した後、申請者の氏名・ 

申請内容は相手方に伝わることになりま  

すが、関係者以外には、あっせんの秘密 

は厳守されます。 

 

   

 

 

Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ:あっせんの成立は法律的にどのような 

効果があるのですか。 

Ａ:あっせん案に合意すれば、お互いがその 

間に存在する争いをやめることを約束す 

る契約が結ばれたことになります(民法 

695 条(和解))。当事者はその契約に従う 

義務が生じます。（ただし、あっせんの成 

立のみでは、強制執行はできません。） 

Ｑ:国の労働局であっせんを行っている最 

  中ですが、同じ問題について労働委員会 

にあっせんを申請することができます 

  か。 

Ａ:労働局においてあっせん手続きが進行 

している場合は、労働委員会に対して 

あっせん申請を行っても、あっせんの対 

象とはなりません。

 

 
労働者の方々 

「会社に訴えても改善されない!!」 
とお困りではありませんか? 

 

 
 

【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 
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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。[ 会場：ポリテクセンター千葉 ] 

コース 

番号 
コース名 日程 

定

員 

受講料 

(税込) 

H0902 実践建築設計２次元ＣＡＤ技術【使用機器：Jw_cad】 8/29(土),30(日) 10 ¥8,000 

E1901 
組込み技術者のためのプログラミング 

(電気系技術者のための C 言語) 
9/1(火),2(水),3(木) 12 ¥13,000 

H0701 設備管理技術者のための冷凍空調設備保守管理技術 9/3(木),4(金) 10 ¥7,500 

E2401 ＶＬＡＮ間ルーティング技術 9/16(水),17(木) 10 ¥10,000 

M0103 実践機械製図 
9/16(水),17(木), 

18(金) 
10 ¥13,000 

M0901 旋盤加工の理論と実際 9/29(火),30(水) 10 ¥9,500 

 

 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」82 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。 

コース名 日程 定員 受講料(税込) 

チャンスをつかむインターネットビジネス 

（生産性訓練） 

10/1(木)  

[ 会場：ポリテクセンター千葉 ] 
10 名 ￥3,300 

11/4(水)  

[ 会場：ポリテクセンター君津 ] 
10 名 ￥3,300 

1/13(水)  

[ 会場：ポリテクカレッジ成田 ] 
10 名 ￥3,300 

表計算ソフトの業務活用（ＩＴ） 12/1(火) [ 会場：ｱｲﾜｰｸ柏 ] 10 名 ￥2,200 

業務に役立つ表計算ソフトの関数の活用（ＩＴ） 12/8(火)  [ 会場：ｱｲﾜｰｸ柏 ] 10 名 ￥2,200 

効率よく分析するためのデータ集計 12/15(火) [ 会場：ｱｲﾜｰｸ柏 ] 10 名 ￥2,200 

 ◆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ができます｡ 

  ７０歳までの就業機会の確保に向けた従業員教育を実施できるコースも用意しています。 

  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。 

能力開発セミナーのご案内 

生産性向上支援訓練等のご案内 

【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） 

〒263-0004 千葉市稲毛区六方町 274 番地 

◆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 

◆生産性センター業務課（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:https://www3.jeed.or.jp/chiba/poly/ 

 



千葉県商工労働部雇用労働課 労政ちば 2020年夏・秋合併号 No.576 

8 

 

 

 
 
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。 

9、10 月にお申込みただける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。 
 

コース名 開催日 募集期間 定員 実施校 テキスト代 

第二種電気工事士(下期)技能試

験対策 

11/12(木)・19(木)・

26(木)・12/3(木) 

9 月 11 日～

10 月 12 日 

5 市原 1320 

第二種電気工事士(下期)技能試

験対策 

11/21(土)・29(日)・

12/6(日) 

9 月 18 日～

10 月 21 日 

12 船橋 1320 

タイル張りの基礎 11/28(土)・29(日) 9 月 28 日～

10 月 28 日 

6 船橋 不要 

マシニングセンタプログラミング(基礎) 12/8(火)・9(水) 10 月 8 日～

11 月 6 日 

5 旭 2090 

旋盤切削加工技術 12/10(木)・11(金) 10 月 9 日～

11 月 10 日 

5 船橋 不要 

ＡｕｔｏＣＡＤの基礎(操作編) 12/17(木)・18(金) 10月16日～

11 月 17 日 

10 船橋 不要 

技能検定 冷凍空調機器施工受検

対策(実技) 

12/22(火)・23(水) 10月22日～

11 月 20 日 

5 船橋 不要 

 

 

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、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】千葉市内又は船橋市内で年６回開催予定 

※直近の開催予定は令和 2年 9月 18日（金曜日）～19日（土曜日）【船橋市内】 

【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：syokuno002@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

 

ちば企業人スキルアップセミナー 
 

精神障害者等職場内サポーター養成研修 

 

【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 

https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/ouen/jigyounushi/supporter.html
mailto:syokuno002@mz.pref.chiba.lg.jp
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シルバー人材センターとは？ 
地元で、自分らしく働きたいあなたに、 

仕事を提供する「こころ強い味方」です。 

●シニアにふさわしい安全な仕事を会員に提供する公益法人。 

●シニアパワーによる活力ある地域社会づくりのため、 

千葉県内 48 市町村でシルバー人材センターが活動中です。 

●会員たちが自主的に運営する、会員のための組織です。 

ボランティア活動やサークル活動も会員が企画しています。 
 

もしも あなたが？ 
仕事かボランティアか決められないなら・・ 

イキイキと生涯現役でいきたいなら・・ 

地域活動で社会参加したいなら・・ 

地元の友だちを作りたいなら・・ 

趣味を深めるお小遣いが欲しいなら・・ 

生活のリズムをとりもどしたいなら・・ 

【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会員になりませんか？ 

 
 

会員になるメリットは？ 
すでに働いている会員に聞きました。 

「シルバー人材センターはどうですか？」 

●働くことが生きがい。社会参加を実感できる。 

●自分に合った働き方は、健康増進につながる。 

●仕事の報酬で、暮らしに少しゆとりができる。 

●働くばかりじゃなく、サークル活動も楽しい。 

わたしの入会物語 

会員になるには？ 
まずは、地元のシルバー人材センターへの 

アクセスから始まります。 

60 歳以上の健康で、シルバー人材センターで働く意欲 

のある人なら、どなたでも会員になれます。お住まいの市 

町村のシルバー人材センターをたずね、入会申し込み手 

続きをしてください。理事会の承認を経て会員登録が完 

了します。その際、所定の会費を納めていただきます。 

 
※この 4 コマ漫画はシルバー人材センター入会のイメージです。 

最初の

一歩は 

センター

さがし 

最
新
情
報
は
コ
チ
ラ 

チエブクロ― 
シルバー人材センターの 
マスコットキャラ 
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【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会員の働き方をご紹介！ 

 
 

シルバー人材センターが 

会員に提供する仕事は、 

「臨・短・軽」＋安全。 
シニアにふさわしい月に 10日程度の臨時的・短期的 

な仕事、週に 20時間を超えない軽易な仕事です。 

危険・有害な仕事はありません。 

会員が元気で働けるように、多くの会員に仕事が行き渡るよう 

に、シルバー人材センターは複数の会員が仕事を分かち合う 

グループ就業やローテーション就業にして会員に提供します。 

 

会員の働き方は 2 タイプ。 
シルバー人材センターは、お客様(企業・家庭・公共 

団体)から「請負・委任」または「派遣」という二通り 

の働き方で仕事を引き受け、会員に提供しています。 

 

 
自分のペースで働きたいなら、請負・委任による 

働き方がオススメです。 

多くの会員がこの働き方で就業中です。 

家事手伝い、除草、駐輪場管理、公共花壇の手入 

れなど、会員が責任をもって遂行・完了する働き方。 

仕事をし終えればシルバー人材センターから「配分金」 

（報酬）が支払われます。 

傷害事故にはシルバー保険の給付があります。 

 

最初の

一歩は 

センター

さがし 

 
決まった曜日・時間で継続的に働きたい人に向 

いた働き方です。 

スーパーやドラッグストアの清掃・品出し・調理補助、 

公民館の受付け、保育補助など、派遣先の指示に 

よって働く仕事になります。 

就業時間により千葉県シルバー人材センター連合会

(派遣元)から賃金が支払われます。 

傷害事故は派遣元の労災保険が適用されます。 

 

請負・委任による働き方 派遣による働き方 
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 千葉県労働相談センターに寄せられた新型コロナウイルス感染症の影響による労働問題 

についての相談と回答の概要および紛争解決手段についてご紹介します。 
 

Ｑ．勤務先の業績悪化により解雇を通告されました。 

Ａ．労働契約法第 16 条により、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で

あると認められない場合、その権利を濫用したものとして無効とする、とされており厳

しく制限されています。 

  また、使用者側の経営問題を理由とした解雇（整理解雇）については、解雇権濫用にな

るか否かの基準として、次の 4つの要件が判例により確立されています。 

①人員整理の必要性、②解雇回避の努力、 

③解雇基準と人選の合理性、④労働者への十分な説明 

これらの要件を一つでも欠く場合、解雇は無効と判断されます。 
 

Ｑ．有期契約労働者ですが、勤務先の業績悪化により契約更新をしないこと（雇止め）を  

通告されました。 

Ａ．労働契約法第 19 条により、以下のいずれかに該当し、労働者から契約更新の申込みが

あった場合、使用者は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めら

れないときは雇止めをすることができず、従前と同じ労働条件で有期労働契約を更新し

たものとみなす、とされています。 

・過去に反復して更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会

通念上同視できると認められるもの 

・労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新される

ものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの 
 

Ｑ．内定を取り消されました。 

Ａ．判例では、労働者の求人応募に対し、会社側が採用の意思表示をすることにより、労働

契約（始期付解約権留保付労働契約）は成立していると判断したものがあります。 

  なお、労働契約が成立しているか否かなどについては、それまでの当事者の言動や取り

交わされた文書の内容等から、個別的に判断されるものであると言われています。 

  労働契約が成立している場合、その取消しについては、解雇と同様に考え、労働契約の

解約権の濫用と判断されたときは無効とされます。 
 

■紛争解決の手段について 

 千葉県労働委員会や千葉労働局で行っている「あっせん」や地方裁判所で取り扱っている

「労働審判」を利用することができます。 

 また、千葉県労働相談センターでは、弁護士による特別労働相談を実施しています。 

 原則毎月第 1・3金曜日 午後 1時～午後 3時（1人につき 30分）・無料・予約制 
 

※詳細は千葉県労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会パンフレットをご参照

ください。（https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000538520.pdf） 

【お問い合わせ先】 ※弁護士による特別労働相談の予約も下記までお願いします 

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） 

労働相談 Q&A（新型コロナウイルス感染症関連） 

 
 


