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Headline News

新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業に対応する
保護者支援等に関するコールセンターが設置されています

学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター

☎ 0120-60-3999

受付時間 9:00∼21:00（土日・祝含む）

Topics
０１-０２ ・新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等に
ついて
０３
・新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業に対応
する保護者支援等に関するコールセンターが設置されています
・小学校等の臨時休業に対応する保護者支援の創設（委託を
受けて個人で仕事をする方向け）
０４
・労働者福祉資金融資制度のご案内
０５-０６ ・３６協定の届出様式が変わります！これまでの様式では受理
できなくなります。
０７
・働き方改革の推進について
０８
・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～
０９
・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

１０ ・ちば企業人スキルアップセミナー
・令和 2 年度前期技能検定のご案内
１１ ・シルバー人材センターへの入会を検討しませんか？
１２ ・女性会員募集中【私たちと一緒に働いてみませんか？】
１３ ・令和２年６月１日より、職場におけるパワーハラスメント防止措置
が事業主の義務になります！
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新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業等について
労働者が安心して働くことができる環境整備のための支援策があります
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全ての労働者が安心して働くことができるよう
に、幅広い支援を行っています。
企業の皆さま、今回ご紹介する各種助成金制度等を是非活用いただき、新型コロナウイルスの影響を受ける
労働者の皆様が休みやすい環境整備にご協力をお願いします。

①、②の申請の受付はまだ開始していません。申請期間や手続きが決まり次第、早急に周知します。
制度の詳しい支給要件や申請書類等についても、詳細が決まり次第、周知します。

①

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金（新たな助成金制度の創立）

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子
どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の
年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設いたします。
対象事業主

支給額

①又は②の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対
し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給（賃金全額支給（※1））の
休暇を取得させた事業主。
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業した小学校等
（※2）に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した又は風症状など新型コロナウイルスに感
染したおそれのある、小学校等に通う子ども
（適用日：令和 2 年 2 月 27 日から 3 月 31 日の間に取得した休暇）
※1 年次有給休暇の場合と同様
※2 小学校等：小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）
、特別支援学校（全
ての部）
、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

休暇中に支払った

②

賃金相当額

×10/10
※1 日あたり 8,330 円を支給上限
※大企業、中小企業ともに同様

雇用調整助成金の特例措置の拡大

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るた
めの休業手当に要した費用を助成する制度です。先行拡充した特例措置に加え、クーリング期間要件の撤廃、
被保険者期間要件の撤廃を行います。また、助成対象となった事業主が感染拡大防止に資するために行う一部
従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命令した休業も対象となります。
加えて、他地域と比べて感染者が一定数以上かつ集中的に発生し、地方公共団体の長が住民・企業の活動自
粛を要請する旨の宣言を発出している地域の事業主に対しては、さらなる特例措置を講じます。
宣言を発出して活動の自粛を要請している地域
（現時点では北海道）
（一定期間内）

一般的な場合

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
上記の地域に所在する事業主
→全業種（※2 月 28 日に先行拡充済）
生産指標要件緩和
生産指標要件→満たすものとして扱う
（3 か月 10％以上低下→1 か月 10％以上低下）
被保険者が対象
被保険者以外の労働者も対象
助成率 2/3（中小）
、1/2（大企業）
助成率 4/5（中小）、2/3（大企業）
計画届の事後提出を認める（1 月 24 日から 5 月 31 日まで）
クーリング期間要件の撤廃（前回の支給対象期間満了日から 1 年経過していなくとも助成等）
被保険者期間要件の撤廃（被保険者期間が 6 か月未満の労働者も助成対象）
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③ 時間外労働等改善助成金（テレワークコース、職場意識改善コース）の特例
新型コロナウイルスの感染症対策として、テレワークの新規導入や特別休暇の規定整備を行った、中小企業
事業主を助成するために、要件を簡素化した特例コースを設けました。
（事業実施期間：令和 2 年 2 月 17 日から令和 2 年 5 月 31 日）

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
対象事業主

支給額

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
補助率

（助成対象の取組）
・テレワーク用通信機器の導入・運用

1/2

1 企業あたりの上限額

・就業規則・労使協定等の作成・変更等

100 万円

※事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が１人以上いること

職場意識改善特例コース
対象事業主

支給額

新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む
補助率

中小企業事業主

3/4

（助成対象の取組）
・就業規則等の作成・変更

1 企業あたりの上限額

・労務管理用機器等の購入・更新等

50 万円

※事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用で

助成金の詳細

きる特別休暇の規定を整備すること

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、「休業手当」の支払い義務があります。
・労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の
休業手当（平均賃金の 100 分の 60 以上）を支払う必要があります。不可抗力による休業の場合は、使用
者に休業手当の支払義務はありません。
・具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業
の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用
者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。
・上記「休業手当」の支払い義務は外国人労働者にも適用されます。また、1 から 3 の助成金について、
労働者である従業員の国籍は問いません。

新型コロナウイルス感染症に関する Q&A（企業の方向け）
・厚生労働省ホームページでは、労働者を休ませる場合の措置（休業手当、特別休暇など）
について、以下のような Q&A を掲載しています。是非ご覧ください。
Q：新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
Q:労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
Q:新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。

新型コロナウイルス感染症の影響による「労働相談」について
・各都道府県労働局に「特別労働相談窓口」を設置しております。
事業主等からの助成金や休業手当等に関する相談に対応しています。
・労働者が安心して休めるよう、特別休暇制度を設ける際の具体的な手続きについては、
都道府県労働局雇用環境・均等部（室）にお問い合わせください。
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新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業に対応する保護者支援等に
関するコールセンターが設置されています
厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえ
なくなった保護者の皆さんを支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない新たな助成金制度（本誌 P1 ①
を参照）を創設するとともに、個人で業務委託契約等で仕事をされている場合にも支援を広げることとしてい
ます。（下欄参照）
これらの支援に関するお問い合わせを受け付ける、
「学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター」以
下のとおり設置いたしました。
なお、収入の減少等により、当面の生活費が必要な方を支援するための、社会福祉協議会が実施する「生活
福祉資金貸付制度」の特例についても、一般的な相談に対応できるようにしていきます。

＜学校休業助成金・支援金等相談コールセンター＞

電話：0120-60-3999
受付時間：午前 9 時から午後 9 時まで（土日・祝日含む）

小学校等の臨時休業に対応する保護者支援の創設
（委託を受けて個人で仕事をする方向け）
新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した
仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策を講
じるもの。
※雇用者の保護者向けには、別途、休暇取得支援を創設している。

対象者
(1) 又は(2)の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。
(1) 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等した小学校等（※）に通う子ども
※小学校等：小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（高校まで）
、放課後児童クラ
ブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
(2) 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学
校等に通う子ども

一定の要件
・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けてい
るなどの場合

支援額
就業できなかった日について、1 日あたり 4,100 円（定額）

適用日
令和 2 年 2 月 27 日から 3 月 31 日まで

※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。

【お問い合わせ先】
②雇用調整助成金の特例措置の拡大
→千葉労働局職業安定部職業対策課 電話：043-221-4393

FAX：043-202-5141

③時間外労働等改善助成金（テレワークコース、職場意識改善）の特例
→千葉労働局雇用環境・均等室 電話：043-306-1860

FAX：043-224-7675

① 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金（新たな助成金制度の創設）
→令和 2 年 3 月 13 日現在未定 上記にお問い合わせください
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労働者福祉資金融資制度のご案内
中小企業にお勤めの方、育児・介護休業者や離職者の生活の安定のため融資制度です。
[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。
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．労働の意思および能力を有し、
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

融資対象者およびその扶養家族が必要と
療養費または分娩費・冠婚葬祭費・ 育児・介護休業期間中の生活資金。
する生活安定資金。
教育費・災害または事故による損失 （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
に充てる費用・住宅の補修費・その 少により生活上必要とする資金）
に必要とする資金
他知事が必要と認める生活に伴う
特別：中小企業労働者生活安定資金と同
臨時の出費に要する費用。
じ
最高５０万円

（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

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

融資額

金利
（固定金利）

担

保

保

証

最高１００万円

（育児・介護休業の期間 3 か月以下の場合）
最高１００万円

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
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千葉労働局

重要 中小企業の皆様へ

36協定の届出様式が変わります！
これまでの様式では受理できなくなります。
詳しい資料はないの？
おすすめは「時間外労働の上限規制わかりやすい解
説」（以下「解説」）です。
www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

いつから変更になるの？
協定期間が令和2年4月1日以後のものです。
全ての事業場が対象になるの？
限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務以外は全ての事業場が対
象です（解説6ページ）。
除外：新技術・新商品等の研究開発業務
猶予：建設事業、自動車運転の業務、医師、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

様式番号が変わるの？
様式番号は「様式第９号」で変わりませんが、内容が大幅に変わります
（解説13ページ）。
内容はどう変わるの？
追加されたのは、協定時間数にかかわらず、１箇月100時間未満、かつ２
～６箇月平均で80時間を超過しないことを認めるチェック欄です。
変更されたのは、①上限時間数については法定労働時間を超える時間での
記載が必須になった、②起算日は１年の起算日のみ記載することになった
点などです（解説13ページ）。
特別条項を締結するときも「様式第９号」でいいの？
特別条項を締結するときは、「様式第９号」ではなく、「様式第９号の
２」（2枚組）を使用する必要があります。
猶予業種の建設業は、今後どの様式を使えばいいの？
「様式第９号の4」を使ってください。内容は、これまでの「様式第９号」
と同じです（解説11ページ）。
様式のダウンロード、作成支援ツールは☞
5

スタートアップ労働条件

検索

運送業や医療機関も「様式第９号の４」でいいの？
いいえ。運送業や医療機関については事業ではなく「自動車運転の業
務」、「医師」と職種で猶予されているので、それ以外の職種について
は「様式第９号」で協定する必要があります。
一方、猶予されている職種については「様式第９号の４」でも構いませ
ん。
ですから、運送業や医療機関等では、全職種分を「様式第９号」にまと
めるか、「様式第９号」、「様式第９号の４」の２通の協定届を提出し
てください。
他に注意した方がいいことはある？
①特別条項を締結する場合でも、１箇月の上限時間数は100時間未満です
（協定届には「～未満」ではなく、必要最小限の具体的な時間数を記入
してください。）
②労働者の過半数代表を適切に選任してください（解説の12ページ）。
不適切な場合、協定自体が無効になります。
③協定届の他に協定書を作成しない場合は、協定届の労働者代表の氏名
を自筆とするか押印してください。
届出するときの注意点は？
郵送、持参どちらでも受け付けています。控をお返しますので、協定届を
正副２部提出するようご協力願います。また、郵送の場合は切手を貼付し
た返信用封筒も同封願います。
簡単に作成できる方法はないの？
ポータルサイト「スタートアップ労働条件」に必要項目を入力・印刷する
ことで、労働基準監督署へ届出可能な36協定を作成できるツールがありま
す。
スタートアップ労働条件
検索

様式もダウンロードできます。

わからないことはどこへ聞けばいいの？
労働基準監督署へお問い合わせください
（３月は混雑しますので、お早目のお問合せをお勧めします）
千 葉：043-308-0671 船 橋：047-431-0182
柏 ：04-7163-0246
銚 子：0479-22-8100 木更津：0438-22-6165 茂 原：0475-22-4551
成 田：0476-22-5666 東 金：0475-52-4358
そもそも３６協定とは？基礎的なことから相談したい場合は、
千葉働き方改革推進支援センター 0120-17-4864
もご活用ください。

千葉県最低賃金は時間額９２３円です（令和元年１０月１日から）
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働き方改革の推進について
2019 年 4 月から働き方改革関連法が順次施行されています。

本年 4 月から、中小企業での時間外労働の上限規制が始まります！！
１．時間外労働の上限規制
（施行：2019 年 4 月 1 日～ ※中小企業は、2020 年４月１日～）
時間外労働の上限は月 45 時間、年 360 時間を原則とします。
臨時的な特別な事情がある場合でも年 720 時間、単月 100 時間未満（休日労働含む）、
複数月平均 80 時間（休日労働含む）が限度になります。
時間外労働・休日労働をさせるためには、36 協定の締結が必要です。
時間外労働の上限規制 わかりやすい解説（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

２．年次有給休暇の確実な取得
（施行：2019 年 4 月 1 日～）
使用者は、１０日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、

毎年５日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、労働者ごとに管理簿を作成しましょう。
年５日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説（PDF）
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

３．正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止
（施行：2020 年 4 月 1 日～ ※中小企業は、2021 年４月１日～）
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用
労働者、派遣労働者）の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差
が禁止されます。
労働者の雇用形態、待遇の状況を確認しましょう。
同一労働同一賃金ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

【お問い合わせ先】
千葉働き方改革推進支援センター

電話：0120-17-4864
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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 31 年及び令和元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

1

2

3

0

1

0

0

1

2

新規申立ては 2 件で、前年からの繰越し１件を含めた３件のうち、１件が年内に終結し、２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１件の処理期間は
361 日で、目標期間内に終結しました。

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

0

1

1

1

0

0

0

1

0

新規申請は１件で、年内に終結しました。
終結した１件は、係属日数 72 日で解決しました。
調整事項は、賃金等に関することでした。

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

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

9

19

28

12

14

1

0

27

1

新規申請は 19 件で、前年からの繰越し 9 件を含めた 28 件のうち、27 件が年内に終結し、1 件
は翌年への繰越しとなりました。
終結した 27 件の係属日数は、最短 14 日、最長 78 日であり、平均は 37 日でした。
終結状況は、解決が 12 件、打切りが 14 件、取下げが 1 件であり、主なあっせんを求める事項は、
パワーハラスメント・嫌がらせや退職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
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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。

コース

コース名

番号
W0101
H0301

半自動アーク溶接技能クリニック
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）

日程

定員

受講料
(税込)

4 月 16 日(木),17 日(金)

10 名

12,000 円

4 月 16 日(木),17 日(金)

5名

15,000 円

E1501

トランジスタ回路の設計・評価技術

5 月 13 日(水),14 日(木)

10 名

10,000 円

E1601

オペアンプ回路の設計・評価技術

5 月 27 日(水),28 日(木)

10 名

10,000 円

M0801

フライス盤加工応用技術

6 月 16 日(火),17 日(水),18 日(木)

8名

15,500 円

S0701

安全確保のための現場改善手法

6 月 17 日(水),18 日(木)

10 名

7,500 円

生産性向上支援訓練等のご案内
個人での受講不可。会社から受講指示された方のみ。訓練会場、訓練実施日等、ご要望に合わせて設定ができます。

【生産性向上支援訓練】
企業の生産性向上に係る課題解決のための知識やスキルを習得するため
の職業訓練です。新任層から管理職層まで、幅広い階層に対するカリキュ
ラムモデル（63 コース）の中から、最適なカリキュラムをご提案し生産性
向上のための課題解決のお手伝いをいたします。
◆受講料は１人あたり３千～６千円（税別）
。◆訓練時間（6～30 時間）

【ＩＴ活用力セミナー】
全てのビジネスパーソンが今後標準的に身に着けることを期待されるＩ
Ｔの活用や情報セキュリティ等の基礎的ＩＴリテラシーを習得するための
職業訓練です。ＩＴ初心者を対象にした基礎操作レベルから、中堅層を対
象とした高度活用レベルまでの訓練コース（42 コース）を、地域のニーズ
を踏まえて設定し、専門的な知見やノウハウを有する民間機関等に委託し
て実施します。
◆受講料は１人あたり２千～５千円（税別）
。◆訓練時間（3～18 時間）

★能力開発セミナーや生産性向上支援訓練等について、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、お問合せは、下記までお問い合わせください。

独立行政法人高齢・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
お問合せ

〒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
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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の能力向上や資格取得を、短期間でサポート
するため、「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

第二種電気工事士(上期)筆記試験対

5/9(土)・10(日)・16(土)・

3/9(月)～

策

17(日)

4/9(木)

ＡｕｔｏＣＡＤの基礎(操作編)

6/2(火)・3(水)

HTML5+CSS3 ウェブサイト構築の
基礎
ＡｕｔｏＣＡＤの基礎(操作編)
技能検定２級

4/2(木)～
5/1(金)
4/6(月)～

6/6(土)・7(日)

5/1(金)
4/8(水)～

6/8(月)・9(火)

機械加工「旋盤」受

検対策(加工)
第二種電気工事士(上期)技能試験対
策

5/8(金)
4/24(金)～

6/25(木)・26(金)

5/25(月)

6/28(日)・7/5(日)・12(日)

【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

4/28(火)～
5/28(木)

定員

実施校

受講料

20

船橋

6,000 円

5

我孫子

3,000 円

10

船橋

3,000 円

5

旭

3,000 円

3

我孫子

3,000 円

12

船橋

4,500 円

電話：043-223-2754 FAX：043-221-3730

令和 2 年度前期技能検定のご案内
令和 2 年度前期技能検定を実施します。
○技能検定は、国が一定の基準によって技能検定を行う国家検定制度です。
○誇りある「技能士」として、より充実した仕事をするため、貴方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。
【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：1 級～3 級、単一等級
○職種：造園、機械加工、電気機器組立て、塗装など 51 職種
【受付期間】
令和 2 年 4 月 6 日（月）～17 日（金）
【技能検定のご案内 HP】
http://www.chivada.or.jp/

【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
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シルバー人材センターへの入会を検討しませんか？
シルバー人材センターとは？
シルバー人材センターは、企業・公共団体・家庭から高齢者にふさわしい仕事
を受注し、会員に働く場を提供する公益法人です。
地元の高齢者パワーによる、活力ある地域社会づくりのために、千葉県内で
は４７市町村のセンターが活動中。
地元のセンターは、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。
なお、センターの運営は、個々の会員の自主性や自発性が原動力。
ですからセンターの組織も会員の自主的な活動・参加意識がベースになってお
り、理事などの役員も会員の中から選ばれます。

会員になりたい！

会員になって働くメリットは？
すでに働いている会員に聞いた「シルバー人材センターで
働くメリットは？」

60 歳以上の健康で、シルバー人材センターで就業しようと
する意欲がある人ならどなたでも会員になれます。

●働くことが生きがい。社会参加を実感できる

まずは地元のセンター(※)をたずね、入会申し込み手続き

●自分に合った働き方は、健康増進につながる

をしてください。

●仕事の報酬で、暮らしに少しゆとりができる

理事会の承認を経て入会となります。

●仕事をとおして、新しい仲間づくりができる などなど。

その際、所定の会費をおさめていただきます。

会員は、センターでの就業によって人生の楽しみを増やし
ているようです。

※：地元のセンター探しは、千葉県シルバー人材センター連合会
(「千葉県シルバー」で検索)のホームページにアクセスしてください。

働くわたしは
元気で
かっこいい！

URL:http://sjc-chibaren.jp/

シルバー人材センターは会員たちの生きがい発見の場。 こんなこともしています。し
創意工夫の独自事業を

地域班・職群班など自主的

技能講習を無料で

趣味のサークル活動、旅行会、

しています。

活動で盛り上がっています。

開催しています。

ボランティア活動も盛んです。

就業の機会を増やすため、

多くのセンターで、会員の自主

未経験の仕事にチャレンジする

働くことで元気スイッチ・オン！

会員の創意工夫で、自転車リサ

組織として、地域班・職群班が

会員や仕事経験が浅い会員

学んで・人と連なり・生きがい

イクル事業や学習教室事業など

結成されています。

に、技能講習を無料で提供して

発見を楽しめます。

独自事業を立ち上げています。

地域班はセンター主催の行事
でも活躍をしています。

います。スキル習得に年齢は関
係ありません。

地域班はセンター主催の行

どれだけ楽しめるかは、会員に
なるあなた次第です。

生きがい発見を楽し

【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
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女 性 会 員 募 集 中
【私たちと一緒に働いてみませんか？】
千葉県内のシルバー人材センターは、元気に活躍する女性会員を募集しています。
働くばかりじゃない、シルバー人材センターの楽しみ方を女性にお伝えしたくて、
女性向け特設ページを作成しました。
女性会員の交流会をはじめ、シルバー人材センターのことがサクッとわかります。
２０２０年の春、シルバー人材センターで、
元気に働くかっこ良さを楽しみませんか！
特設ページでは、地元のシルバー人材
センターを調べることもできます。
さぁ、今すぐ
アクセスを！

スマホでＱＲを読み取って
つづきはＷｅｂで！
【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
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令和２年６月１日より、職場におけるパワーハラスメント防止
措置が事業主の義務になります！
○ 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（注）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。（※）
※中小事業主は、令和４年４月１日から義務化されます。
（それまでは努力義務）

〇 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いが禁止されます。

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

（注）雇用管理上必要な措置の具体的内容
▶ 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

セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます！
施行時期：令和２年６月１日（事業所の規模は問いません）
職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
については、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることが
既に義務付けられています。
今回の法改正により、以下のとおり、防止対策が強化されます。
（①・②の内容は職場におけるパワーハラスメントと同様です。）
① 事業主及び労働者の責務
② 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
③ 自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応
（セクシュアルハラスメントのみ）
【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
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「労政ちば」に関するご意見・ご感想は下記まで
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
千葉庁内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。

チーバくん

