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千葉県最低賃金改正のお知らせ
－必ずチェック

最低賃金！

使用者も

労働者も－
千葉労働局

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）及び、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）が次のように改正されました。

平成２３年１０月 1 日から、時間額
１

７４８円

（従来の 744 円から 4 円引上げ）

千葉県最低賃金は、千葉県下の事業場で働くすべての労働者に適用されます
常用・臨時・パート・アルバイト等の就労形態は問いません。なお、特定の産業の事業場で働く労働者については「千葉県最

低賃金」よりも高額の「特定最低賃金」が適用されます（特定最低賃金は現在改正作業中です）。また、精神や身体の障害によ
り著しく労働能力の低い者等には千葉労働局長の許可を条件とする最低賃金の減額特例制度があります。
２

使用者は、適用される最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わねばなりません
最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めてもそれは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみな

されます。
３

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます
具体的には、支払賃金額から、
１．精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

４.

深夜労働に対する割増賃金

２．１ヵ月を超える期間毎に支払われる賃金（賞与等）

５.

臨時に支払われる賃金（結婚手当等）

３．時間外労働・休日労働に対する割増賃金

チーバくん

を除いた賃金額が最低賃金額以上でなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合（月給・日給等）、賃金を 1 時間当たりの金額に換算して千葉県最低賃金額と比較します

４
※

最低賃金についての詳しい事は、千葉労働局労働基準部賃金室（☎ 043-221-2328）又は最寄りの労働基準監督署にお
問い合わせ下さい。

※ 「千葉県最低賃金総合相談支援センター」（☎ 043-245-0277）で最低賃金引上げに伴う経営面と労働面の無料相談を受
け付けていますのでご利用下さい。

お気軽にご利用下さい

24 時間テレフォンサービス

☎ 043-221-4700
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インフォメーション

11 月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です
千葉労働局労働基準部監督課
厚生労働省、労働局、労働基準監督署では、過重労働による健康障害防止、賃金不払残業の解消に向けた取組の
一環として、平成 23 年 11 月 1 日から同年 11 月 30 日までの期間、「労働時間適正化キャンペーン」を実施して
います。
労働時間等の現状をみると、週の労働時間が 60 時間以上の労働者の割合は減少傾向にはあるものの依然として
高い水準で推移するなど未だ長時間労働の実態がみられ、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は平成 22 年度におい
ても 285 件にのぼるなど、過重労働による健康障害も依然多い状況にあるほか、割増賃金の不払に係る労働基準
法違反も後を絶たないところです。
これらの問題の解消に向けては、使用者が適正に労働時間を把握した上で、適切な対処を行うことが求められる
ものであり、また、使用者のみならず労働者や労働組合、産業保健スタッフ等のすべての関係者の理解を得て、労
使が一体となった取組が行われることが重要です。
このため、平成 23 年度においても、長時間労働の抑制等の労働時間の適正化を図るため「労働時間適正化キャ
ンペーン」を設定し、
（1） 時間外労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減
（2） 長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底
（3） 労働時間の適正な把握の徹底
を中心に、労使をはじめとする関係者に対して、広く周知・啓発等を行い、その主体的な取組を促進することとし
ています。つきましては、この取組の趣旨を十分にご理解いただき、長時間労働の抑制等に向けた労使一体の取組
を一層進めていただくようお願いします。
職場の労働時間に関する情報を受け付けています。
１１月１日（火）～１１月３０日（水）
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/campaign.html

平成 22 年度における賃金不払残業に係る是正状況について
千葉労働局では、平成 22 年度（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）において、県内の労働基
準監督署が賃金不払残業の指導をした結果について、ひとつの事案で 100 万円以上の賃金の支払いがなされた事
案の取りまとめを行いました。
その結果は、
（1） 是正企業数

59 企業

（2） 対象労働者数

5,012 人

（3） 遡及是正額

3 億 766 万円

となりました。
また、業種別にみた場合には、
（1） 是正企業数
（2） 対象労働者数
（3） 遡及是正額

①商業 （24 企業）

②製造業 （9 企業）

③接客娯楽業 （8 企業）

①接客娯楽業 （1,639 人）

②保健衛生業 （1,264 人）

①接客娯楽業 （10,063 万円）

②製造業 （5,310 万円）

③商業 （649 人）
③商業 （4,481 万円）

の順となっております。
千葉労働局では、関係法令はもとより、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
の遵守を重点として、今後も引き続き、賃金不払残業の解消に取り組んでいくこととしています。
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労働保険適用促進強化期間（11 ／１～ 11 ／ 30）
「社員になにかあった時、あなたは責任がとれる経営者ですか」
労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。農林水産業の使用労働者５人未満の個人事業を除き、労働者を１
人でも使用する事業主は、労働保険徴収法により労働保険に加入手続をしなければならないことになっています。
★労災保険は、労働者が、業務災害や通勤災害を被ったときに療養補償や休業補償などの必要な保険給付を行う制
度です。
★雇用保険は、労働者が、失業した場合に失業等給付を行うほか、事業主の方には失業予防及び雇用の改善等の措
置に対して、各種助成金を支給する制度です。

事業主の皆さん、労働保険の
加入はお済みでしょうか・・・？

厚生労働省では、11 月を「労働保険適用促進強化期間」と定めて広報活動等を集中的に展開しております。
未手続き事業主の方は、これを機会に労働保険制度の趣旨を御理解いただき、加入されますようお願い申し上げ
ます。

詳しくは、千葉労働局労働保険徴収課（TEL：043-221-4317）又は
最寄りの労働基準監督署、ハローワーク（公共職業安定所）にお尋ね下さい。

平成 23 年年末一時金要求・妥結状況調査にご協力を！
本調査は、県内に事業所をもち、かつ労働組合のある企業の中から任意に抽出した 400 社の年末一時金要求・
妥結状況を集計して明らかにすることにより、労使関係の安定を図ることを目的とし、毎年労働組合の皆様にご協
力をいただいて実施しているものです。本調査の調査項目は、
①

従業員数

②

平均年齢

③

平均基準内賃金月額

④

要求日及び金額

⑤

妥結日及び金額

⑥

年末一時金決定時期

チーバくん

です。調査対象となりました際には、ご多忙とは存じますが、ご協力くださるようお願いいたします。
お問い合わせ先
千葉県商工労働部雇用労働課

TEL

043-223-2743
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障害のある人の雇用について相談できます
県では、障害のある人の雇用の場の拡大と継続雇用を促進するために、企業等に対して支援を行う「企業支援員」
と、障害者法定雇用率達成に向けて障害者雇用に関する各種手続き支援などを行う「法定雇用率達成支援員」を配
置しています。また、地域の「障害者就業・生活支援センター」でも御相談に応じています。
◆支援員配置場所及び障害者就業・生活支援センター設置場所
障害者就業・生活支援センター名
又は法人名
千葉障害者キャリアセンター
社会福祉法人オリーブの樹
大久保学園
いちされん
社会福祉法人サンワーク
あかね園
ビック・ハート松戸
ビック・ハート柏
就職するなら明朗塾
香取就業センター
東総就業センター
山武ブリオ
長生ブリオ
夷隅ブリオ
中里
エール
ふる里学舎地域生活支援センター
はーとふる

所

在

地

千葉市美浜区
千葉市花見川区
船橋市
市川市
市川市
習志野市
松戸市
柏市
佐倉市
香取郡多古町
旭市
山武郡大網白里町
茂原市
いすみ市
館山市
木更津市
市原市
野田市

電

話

番

号

043-204-2386
043-216-8211
047-457-7380
047-300-8630
047-338-0079
047-452-2718
047-343-8855
04-7168-3003
043-235-7350
0479-74-8331
0479-60-0211
0475-77-6511
0475-44-7797
0470-62-6641
0470-20-7188
0438-42-1201
0436-36-7762
04-7124-0124

企業支援員
○

○
○
○
○
○
○
○

障害者就業
法定雇用率
・生活支援
達成支援員
センター
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

若手技術者ものづくり企業実習・交流推進事業
■■標記事業に御協力いただける企業を募集しています！■■
千葉県では現在、地域企業とものづくり人材を育成する訓練機関（県立高等技術専門校）及び教育機関（工業科
を併設する高等学校）の３者で連携し、県内のものづくり産業の一翼を担える若手人材の育成・輩出を目指してい
ます。
【事業の内容】

【事業への参加校】

① 生徒の企業体験実習（3 ～ 5 日間）

○ 県立高等技術専門校 5 校（市原、船橋、我孫子、旭、東金）

② 生徒の企業見学（1 ～ 2 日間）

○ 工業科を併設する高等学校（清水、下総、茂原樟陽、館山総合）

③ 企業技術者による実践的指導
④ 指導員等の企業研修
⑤ 企業との情報交換会議
【お問い合わせ先】
※本事業は千葉県から㈱ちばぎん総合研究所への委託事業です※
㈱ちばぎん総合研究所
〒 263-0043

受託調査部

千葉県千葉市稲毛区小仲台 2 丁目 3 番 12 号
TEL 043-207-0621（代）
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監督者訓練（Training Within Industry）講座
生産現場等における第一線監督者（係長・班長及び組長等の部下を指導する立場にある方）に、教える技能、改
善する技能、人を扱う技能、職場の安全を保つ技能の４講座を、実際の職場での作業や問題を中心として、各講座
８名程度で貴社の希望日時にＴＷＩトレーナー（監督者訓練員）を派遣し、貴社内会議室等で実施する講座です。
◆ 実施方法
４講座とも各５日間（１日２時間又は３時間）
◆ 講
師
各講座の監督者訓練員（ＴＷＩトレーナー）
◆ 講師派遣料
各講座 81,000 円～ 112,000 円（講座によって異なります）
◆ 講座内容
科

目

仕 事 の 教 え 方
改 善 の 仕 方
人 の 扱 い 方
安全作業のやり方

内 容
部下を合理的・民主的に指導し、よく仕事ができるよう育成する
能力を開発する
職場にある労力・機械・材料等を現在よりもより効率的に利用で
きるよう改善する能力を開発する
部下との人間関係を円滑にし、トラブルを防ぎ、万一問題が起き
てもうまく処理する能力を開発する
災害の潜在的危険性の発見や、災害につながるおそれの要因を厳
密に究明する技能を開発する

【お問合せ・申し込み】 千葉県職業能力開発協会 訓練振興課
千葉市美浜区幕張西４－１－１０
TEL ０４３－２９６－１１５０
FAX

「ちば仕事プラザ」講座のご紹介

０４３－２９６－１１８６

11・12 月

●能力開発講座
【申込方法】
電話にてお申し込みください。案内書・申込書を郵送いたします。（随時受付・先着順）
講
座
名
開講日・時間
定員・受講料等
機械製図の図面の見方と
11 ／ 19，26
20 名 13,000 円
描き方講座
各土曜日 9:30 ～ 16:30
別途教材費が必要
12 ／ 3，10，17
1 ／ 7，14，21，28
宅地建物取引主任者受験
40 名 27,000 円
2 ／ 4，18
基礎講座
別途教材費が必要
3 ／ 3，10，17
全て土曜日 13:30 ～ 16:30
12 ／ 3，10，17
年金アドバイザー３級受験
24 名 18,000 円
1 ／ 7，14
対策講座
別途教材費が必要
全て土曜日 10:00 ～ 16:00
【会場・お問い合わせ・資料請求】
千葉県職業能力開発協会 訓練振興課 〒２６１－００２６ 千葉市美浜区幕張西４－１－１０
ＴＥＬ ０４３（２９６）１１５０［平日］ ０４３（２７４）７７７１［土曜日のみ］
ＦＡＸ ０４３（２９６）１１８６
ＨＰ http://www.chivada.or.jp/
Ｅメール kunren@chivada.or.jp
◎交通のご案内 バス・ＪＲ総武線・京成電鉄「幕張本郷駅」から
①６番乗り場 京成バス幕張学園循環（市町村アカデミー経由）で約 10 分
「市町村アカデミー」下車徒歩３分
②６番乗り場 京成バスコロンブスシティ経由海浜幕張駅行きで約８分
「浜田緑地」下車徒歩３分
・ＪＲ京葉線「海浜幕張駅」から
③３番乗り場 京成バスコロンブスシティ経由幕張本郷駅行きで約６分
「市町村アカデミー」下車徒歩３分
徒歩・ＪＲ「幕張駅」「海浜幕張駅」から 25 分
・京成電鉄「幕張駅」から 20 分
◎駐 車 場
70 台収容可能（無料）
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千葉県労働相談センターから

36 協定の締結について
Ｑ． 「時間外労働および休日労働に関する協定」（36 協定）を締結しようと考えていますが、どの様にしたら良
いのでしょうか？
労働基準法（労基法）第 36 条に、週 40 時間及び１日８時間の法定労働時間を超えて労働させる場合や、

Ａ．

労基法第 35 条に規定する休日に労働させる場合には、あらかじめ会社と事業所の従業員の過半数で組織する労働
組合がある場合においてはその組合と、ない場合には事業所の従業員の過半数を代表する者とで書面による協定
（36 協定）を締結し、これを所轄の労働基準監督署に届け出ることが定められています。ここで事業所の従業員
の過半数を代表する者は、労基法施行規則第６条の二で、次のいずれにも該当する者とされています。

①

労基法第 41 条第２号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと

②

労基法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続
きにより選出された者であること

36 協定で定める時間外労働時間の限度については、有害業務（１日２時間が限度）や年少者（時間外労働禁止）
のほかは、締結当事者である労使に委ねられていますが、労基法第 36 条第２項に基づき、「36 協定で定める労働
時間の延長の限度等に関する基準」が定められています。この基準では、①労働時間を延長する必要のある業務の
種類について定めるに当たり、業務の区分を細分化することにより必要のある業務の範囲を明確にしなければなら
ない、②１日を超える期間について延長時間を定める場合は３カ月以内の期間と１年の両方について限度を定めな
ければならないとされ、その一定期間の限度時間を１週間 15 時間、１ケ月 45 時間、３ケ月 120 時間、１年間
360 時間等としています。ただし、この限度時間の適用除外には、以下の事業又は業務が定められています。

①

工作物の建設等の事業

②

自動車の運転の業務

③

新技術、新商品の研究開発の業務

④

季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中
的な作業が必要とされる業務として労働省労働基準局長が指定するもの

なお、休日について労基法では、週１日の休日（変形休日制をとっている場合は４週４日の休日）のみを法定休
日としており、それ以外の会社所定の休日の労働は労基法上の休日労働ではありません。法定休日以外の会社の所
定休日の労働は、労基法上は週 40 時間を超える労働となります。こうしたこともあり、改正労基法の施行通達で
「就業規則その他これに準ずるものにより、事業所の休日について、法定休日と所定休日の別を明確にしておくこ
とが望ましい」とされています。

労働相談は「千葉県労働相談センター」へ
県庁本庁舎２階
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相談・インフォメーション
千葉県労働委員会から

不当労働行為の相談は「千葉県労働委員会」へ
１

職場で次のような行為があったら ･･･
・ 労働組合に入ったら突然解雇された。
・ 組合活動をしたら、遠くの営業所へ転勤させられた。
・ 会社に団体交渉を申し入れたが応じてもらえない。
・ 組合員だけ、ボーナスをカットされた。
・ 会社が労働組合をやめるよう執拗に勧める。
・ 会社が組合員に対して、陰湿ないやがらせをする。

このような行為が行われたと思われるときは、労働者や労働組合は、労働委員会に対して不当労働行為救済申立
てをすることができます。（「不当労働行為」の説明は、下記「２ 不当労働行為とは」をご覧ください。）
労働委員会は、申立てがあると不当労働行為に当たるかどうかを審査し、不当労働行為に該当する場合には、使
用者（会社）に対して是正するよう命じます。
ただし、申立ては、上記のような行為があった日から１年以内にしなければなりません。また、申立てに当たっ
ては、費用はかかりません。まずは当委員会へご相談ください。
２

不当労働行為とは
労働者が労働組合を結成し、団体交渉、争議行為その他の組合活動を行うことは、労働者の権利として、憲法で
保障されています。これら労働者の権利を侵害する次の行為は、
不当労働行為として労働組合法で禁止されています。
○ 組合員であること、組合に加入したり組合を結成しようとしたこと、正当な組合活動をしたことなどを理由に、
解雇、不当な配置転換、賃金差別その他の不利益な取扱いをすること。
○ 正当な理由なく団体交渉に応じないこと、あるいは、形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行
わないこと。
○ 労働組合の結成や運営を妨害したりすること。
以上の他に、次のようなことも不当労働行為です。
・ 組合に加入しないことや組合から脱退することを雇用条件とすること。
・ 労働組合の運営に要する費用を援助し、組合の自主性を損なわせること。
・ 労働委員会に不当労働行為救済申立てをしたことや、労働委員会で証言したことを理由に、解雇、不当な配
置転換その他の不利益な取扱いをすること。
お問合せは下記のとおりです
千葉県労働委員会事務局（県庁都町庁舎 2 階）
千葉市中央区都町 1-1-20 ℡ 043-231-2132
千葉県労働委員会

検索

社団法人千葉県労働者福祉協議会「くらし何でも相談」
雇用労働課
日常生活で起こるトラブルや悩み事、困ったことなど、どこに相談すればいいのか分からない時は、千葉県労働
者福祉協議会（ちばライフサポートセンター）の「くらし何でも相談」をご利用ください。
ちばライフサポートセンターでは、皆さんの悩みを専門スタッフ（弁護士・行政書士等）の協力を得て解決のサ
ポートをします。
相談は無料です。
＜相談先＞ ちばライフサポートセンター
くらし何でも無料相談 TEL ０１２０－５３－４１４１
〔受付時間 平日 10:00 ～ 17:00〕
※ 面接相談 毎月第３土曜日 10:00 ～ 15:00 要予約
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相

談

職場のトラブル解決 サポートします
千葉労働局
人事労務管理の個別化や雇用形態の変化などに伴い、労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争が
増加しています。
こうした個別労働紛争の未然防止と、職場慣行を踏まえた円満・迅速な解決を図ることを目的として、千葉労働
局では「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、以下の解決援助サービスを行っております。
利用は無料です。労働関係をめぐるトラブルでお困りの方は、是非一度ご相談ください。
１

総合労働相談コーナーにおける情報提供 ･ 相談対応
総合労働相談コーナーでは、労働者又は事業主の方からの相談・問合せに対し、専門の相談員が電話又は面談に

より対応します。
総合労働相談コーナーは、千葉駅前総合労働相談コーナー（所在地：千葉市中央区新町 3-13 千葉 TN ビル 4F
フリーダイヤル： 0120-250650）のほか、千葉労働局・千葉県内の労働基準監督署にあります。
２

労働局長の助言・指導
個別労働紛争に関して、紛争当事者からの申し出を受けた場合、紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆する

ことにより、発生した紛争の自主的な解決の促進を図るため、労働局から紛争当事者に対し、必要な助言を行います。
３

紛争調整委員会によるあっせん
個別労働紛争に関して、紛争当事者からの申請により、紛争当事者の間に学識経験者が入り、当事者双方の主張

の要点を確かめ、話し合いによる円満な解決に向けての和解をあっせんするものです。

お問い合わせ先
千葉労働局
〒 260-8612

総務部企画室

千葉市中央区中央 4 － 11 － 1

千葉第 2 地方合同庁舎
TEL
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０４３－２２１－２３０３

訓練・各種講座

高齢・障害・求職者雇用支援機構ポリテクセンター千葉の行う講習会のご案内
当機構では、国が実施する公共職業訓練の位置づけで、在職労働者の人材育成・スキルアップを目的として、特
にものづくりに関連する講習会（能力開発セミナー）を実施しております。
今般、平成 23 年 12 月から平成 24 年１月に開講されるコースをご紹介いたしますので、是非ご活用ください。
多くの方々のご受講をお待ちしております。
【お問合せ・受講申込・会場・資料請求先】
独独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 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
〒２６３－０００４ 千葉市稲毛区六方町 274 番地
ＴＥＬ０４３－４２２－４６２２（直通）
ＦＡＸ０４３－３０４－２１３２
＊各講習会の詳細及び掲載以外のコース案内については、当センターホームページでご覧ください。
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ 3．jeed．or．ｊｐ／ｃｈｉｂａ／ｐｏｌｙ／
※なお、独立行政法人雇用・能力開発機構は平成 23 年 10 月１日に廃止され、職業訓練に関する業務のみ独立行政法人高
齢・障害・求職者雇用支援機構に業務が移管されました。能力開発セミナー等の人材育成に関する業務は前法人から引
き続き実施していきますので、ご活用くださいますようお願いいたします。
【東日本大震災に伴うセミナー受講料の免除】
※東日本大震災により被災された事業主や労働者の方が平成 23 年度中に開催するセミナーを受講される場合、要件に該
当する方の受講料を全額免除することといたしました。詳細は前記 URL をご覧ください。
《１２・１月開講》
コース番号
H0201

＊講習時間は９：１０～１６：００（１日６Ｈの場合）を標準とします。

分類
建築意匠設計／
エクステリア計画・設計

E1003

有接点シーケンス

E1802

ＰＬＣ制御／位置決め・
タッチパネル・ネットワーク

M1502

ＮＣ／ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ加工

H0602

建築設備／設備管理

E2202

アナログ回路設計

W0501

成形加工／溶接加工／熱処理

H0802

リフォーム計画

E1103

有接点シーケンス

E3002

アナログ回路設計

E3902

組込みシステム開発・設計

M0401

設計／製図・ＣＡＤ・ＣＡＥ

M1402

ＮＣ／ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ加工

E5501

ＬＡＮ活用／ネットワーク

W0401

成形加工／溶接加工／熱処理

H0402

建築意匠設計／
エクステリア計画・設計

M2001

ＮＣ／ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ加工

E3102

アナログ回路設計

E1203

ＰＬＣ制御／位置決め・
タッチパネル・ネットワーク

E5302

電子計測器／データ計測

M1902

機械・精密測定／機械検査

H0101
E1402

建築意匠設計／
エクステリア計画・設計
ＰＬＣ制御／位置決め・
タッチパネル・ネットワーク

E3302

ディジタル回路設計

E5402

ＬＡＮ活用／ネットワーク

H0502

建築設備／設備管理

M0103

設計／製図・ＣＡＤ・ＣＡＥ

E1602

ＰＬＣ制御／位置決め・
タッチパネル・ネットワーク

E5102

電力回路

E4002

組込みシステム開発・設計

コ ー ス 名
エクステリアと緑化計画実務
～住宅外構部緑化のための計画・設計コース～
有接点シーケンス制御配線設計技術
～シーケンス図を見るだけで回路理解し、設計及び配線等を習得するコース～
ＳＦＣによるＰＬＣ制御技術
～ SFC による PLC プログラミングを行う技術者のための実践コース～
マシニングセンタ実践技術（プログラミング編）
～各種工具による荒加工から仕上げ加工までのプログラミング技術を習得するコース～
店舗照明設計の実践技術
～店舗照明設計のノウハウを実例や演習を通して習得するコース～
Ｐ－ＳＰＩＣＥ評価版 Ver.9 を使用した電子回路シミュレーション手法
～電子回路シミュレーションの活用法とその解析事例による回路設計技術～
機械構造用鋼・工具鋼の熱処理技術
～熱処理の基礎から応用までの知識・技能体験実習習得コース～
バリアフリー対応した快適で住みやすい住宅の設計
～高齢者・障害者に対応した住宅の設計を習得するコース～
有接点シーケンス制御による電動機制御の実務
～三相誘導電動機の運用技術、制御盤の設計・組み立てを行う技術者のための実践コース～
アナログ回路の設計・評価技術（トランジスタ編）
～トランジスタの使い方から増幅回路までのアナログ回路設計技術コース～
組込みマイコンによるシリアル通信技術（Ｈ８編）
～Ｃ言語によるシリアル通信制御プログラミング技術コース < Ｈ８編 > ～
３次元ＣＡＤモデリング技術 ( ソリッド編：CATIA V5)
～設計ツールとして効果的な３次元ＣＡＤモデルの構築技術を習得するコース～
ＮＣ旋盤実践技術
～ＮＣ旋盤における実践的プログラムから加工に至る総合加工コース～
ディレクトリサービスを活用したネットワーク運用実践
～ Active Directory によるネットワークリソースの一元管理技術の習得を目指すコース～
異種金属の接合（ろう付け・溶射）技術
～ろう付け ･ 溶射の補修、再生技術習得コース～
在来木造住宅設計実践技術（JWCAD）
～在来木造住宅の計画及び CAD による図面作成を習得するコース～
ターニングセンタ加工技術
～ターニングセンタによる実践的な複合加工技術を習得するコース～
アナログ回路の設計・評価技術（オペアンプ編）
～オペアンプの原理から各種応用回路までのアナログ回路設計技術コース～
ＰＬＣによるシーケンス制御プログラミング（三菱電機編）
～実習を通じて学ぶＰＬＣ活用コース～
電子計測器の活用技術
～電気・電子製品のものづくりにおける電子計測器の活用技術を習得するコース～
ノギス・マイクロメータなど長さ測定器における精密測定ノウハウ
～測定に関する知識とノギス・マイクロメータなどの長さ測定器の取扱い習得実習コース～
屋上緑化・壁面緑化のための計画・設計実践技術
～屋上・壁面緑化のための計画・設計コース～
ＰＬＣによる自動化制御技術
～ベルトコンベア実習装置を通じて応用命令を使用したプログラミングを習得するコース～
ディジタル回路設計技術
～論理回路設計法からディジタルＩＣの使い方までのディジタル回路設計技術コース～
社内 LAN 構築に活かせるネットワーク設計・運用実践
～「仕様規格に基づき確実に通信」できる LAN を設定・構築するコース～
給排水衛生設備設計実践技術（戸建住宅）
～戸建住宅の給排水衛生設備の条件等を学び図面の作成を習得するコース～
実践機械製図
～ＪＩＳ製図規格を理解し、現場に必要な読図力と製図力を習得するコース～
ＰＬＣ制御による位置決め制御技術
～ AC ｻｰﾎﾞﾓｰﾀをｱｸﾁｭｴｰﾀに用い、ＰＬＣ制御による位置決め手法を習得するｺｰｽ～
ＭＯＳ - ＦＥＴによるインバータ回路技術
～ＭＯＳ - ＦＥＴを用いたハーフブリッジＰＷＭインバータ回路の設計手法を習得するコース～
組込みマイコンによるアナログデータ自動計測技術（Ｈ８編）
～マイコンのＡ／Ｄ変換やシリアルデータ通信機能を用いてデータロガーを製作するコース～

受講料

開催日程

25,400 円 12/3,4
14,900 円 12/6、7、8
14,000 円 12/6、7
17,500 円 12/6，7，8，9
15,800 円 12/7,8
13,200 円 12/7、8、9
19,300 円 12/7、8、9
14,900 円 12/9、10、11
14,900 円 12/13、14、15
13,200 円 12/13、14
14,900 円 12/13、14、15
16,700 円 12/13，14，15
19,300 円 12/13，14，15，16
14,900 円 12/14，15
15,800 円 12/15，16
16,700 円 12/16、17、18
19,300 円 12/19、20、21、22
13,200 円 12/20、21
10,500 円 1/11、12
15,800 円 1/11、12、13
17,500 円 1/11，12，13
25,400 円 1/14、15
15,800 円 1/17、18、19
14,900 円 1/17、18、19
16,700 円 1/18、19
21,000 円 1/21、22
14,900 円 1/24，25，26
14,000 円 1/25、26
13,200 円 1/26、27
14,900 円 1/31、2/1、2
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ワーク・ライフ・バランス

始めてみよう！ワーク・ライフ・バランス

③

前回は、中小企業の仕事と家庭の両立支援等の取組みを推進するため、県内の３地域（千葉地域、葛南地域、東葛飾地域）
を重点地域として行った「中小企業の両立支援重点サポート事業」のアンケート調査結果を御紹介しました。
ここでは、この調査で見えてきたことや具体的な取組事例を御紹介いたします。

１

企業訪問活動とアンケート調査から見えてきたこと

▼更なる法・制度の周知が重要
本事業で訪問した企業の中で、
「うちには関係ないから」という企業が少なくありませんでした。その背景には「男性が多い」、
「出産や育児休業の対象社員（女性）がいない」、「女性はパートしかいない」など、職場の現状があります。法改正により、
専業主婦のいる男性でも育児休業が取得できるようになっていますが、まだまだ両立支援やワーク・ライフ・バランスは「女
性が対象」との誤解が見受けられます。
▼法・制度に対する誤った認識を改める
柔軟な働き方に繋がる法や制度が整備されてきていますが、制度の運用は各企業に様々な状況があり、具体的事例の少な
い中小企業では、「関係ない」と思っている企業も少なくありません。まず、法や制度を知っていただき、「自分の会社に関
係ある法・制度」であるということを理解していただくことが重要です。
▼「こんな取り組みならうちでもできる」と思えるような「ヒントとなる事例」の発信
大企業の先進的な取組ばかり参考にするとかえって逆効果です。本事業で訪問した企業で
は、「育児休業取得者が出たことで、社員が協力して仕事をすすめるようになった」、「新た
な目的での休暇制度を創設したら多くに人が交代で休暇を取るようになった」など、副産物
としての取組み効果も多く聞かれています。中小企業は社員の状況に応じてすぐに対応でき
る柔軟性を持っていますので、無関心である企業でもきっかけがあればワーク・ライフ・バ
ランスを自社に置き換えて取り組むことが可能と考えます。

２

具体的な取組事例①

～長期的な視野をもって人材育成を～

（１）両立支援に取り組んだ背景
～初めて採用した女性社員の申し出から～
社員に長く勤めてほしいという思いから、出産・育児などの両立支援に向けた制度は整えていたが、当社で初めて採用し
た女性社員から「育児休業を利用したい」との申し出があったことにより、実際に制度を活用することとなった。
（２）取組状況
～社員の職場復帰に向けた取組み～
妊娠時における出勤時間や退社時間を調整した時差通勤、体調面を考慮した短時間勤務制度を取り入れている。また、希
望により職場復帰に向けて終業時間を段階的に調整する「ならし勤務」ができる体制を整えている。働くうえでの不安を取
り除き、安心して復帰できるように支援しています。
（３）取組に伴う効果・従業員の変化等
～業務改善への効果、今後の介護休暇に向けた体制づくり～
初めて育児休業制度を活用したことで、業務体制を見直す良い機会となり、社員の業務効率化に対する意識が高まるなど、
結果的には経営面への効果にもつながっている。また、社員が助け合って仕事をするなど社員同士の連携が強化されたよう
にも感じています。

３

具体的な取組事例②

～経営戦略としてのワーク・ライフ・バランスを～

（１）両立支援に取り組んだ背景
～社員が気持よく働くことができるように～
社員が仕事も家庭生活も充実した時間を過ごせるように、一つ一つできることから両立支援制度を整えてきた。
定期的に現場で働く社員の声を聞く場を設け、半日休暇や休日の増加などに取り組み、社員が協力して休暇を取れる体制
を整え、現場で働く社員の声を大切にすることで、多くの社員が活用できる制度となっている。
（２）取組状況
～社員の要望に合わせた勤務体制～
工場はチームプレーのため、半日休暇の導入は、人員人員体制面での負荷も伴いますが、事前の届出制により、運用している。
また、工場の稼働を保ち、皆が公平に休暇を取れるように社員の誕生月に休暇の増加や社員の健康上の理由や同居家族の介
護など年次有給休暇を最大 30 日まで積み立てることが可能です。
（３）取組に伴う効果・従業員の変化等
～長期的なビジョンで人材活用を～
制度の活用できる体制を進めてきたことにより、社員の労働時間に対する意識が高まるとともに、職場に対する愛着が高
まっているように感じる。生産性の向上や優秀な人材の定着を図るうえで、経営戦略の一つとしてワーク・ライフ・バラン
スは重要です。

◇◆◇県民を対象とした次世代のためのワーク・ライフ・バランスセミナーを開催します。◇◆◇
日

時

１１月２７日（日）
１３：３０～１６：３０
１１月２９日（火）
９：３０～１２：００

テーマ
対
象
会
場
講
師
千葉市民会館
麗澤大学教授 木谷 宏氏
介護と仕事の両立
子育てが一段落した方
４Ｆ会議室
（株）パソナソーシング
もしも家族が要介護に
（40 ～ 50 代）
（千葉駅徒歩７分）
上総園施設長 水野谷 繁氏
なったら
千葉県福祉
介護基礎の実習講座
子育てが一段落した方
千葉県福祉ふれあいプラザ
ふれあいプラザ
介護の模擬体験と
（40 ～ 50 代）
担当者
（我孫子駅徒歩 1 分）
高齢者体験

事業内容に関する問い合わせ・県雇用労働課 電話 043-223-2743
御予約・お申し込みの問い合わせ・（株）パソナ パソナ千葉 電話 043-238-9858
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ＦＡＸ 043-238-9870

ワーク・ライフ・バランス

事業主の皆様へ
“社員いきいき！元気な会社”宣言企業大募集！
ワークライフバランスの取り組みには、経営者の意識が大切です。
『“社員いきいき！元気な会社”』宣言をして、会社の“やる気”を社内外へ公表しませんか。
女性社員・若手社員のモチベーションアップなどの効果が期待できます。
仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組んでいる会社として千葉県ホームページに掲載し、広く紹介していきます。
また、千葉県両立支援アドバイザー派遣事業（無料）や県で両立支援等に係る情報提供を行っております。

対

象

県内において事業活動を行う企業、事業所とします。
募集する取組内容

チーバくん

社内での取り組み
（例）

～千葉県は、仕事と家庭の両立を支援する会社を応援します～

●育児・介護休業を利用したことのある社員がいる。
●残業の削減に努めている。

●半日や時間単位で休暇がとれる。

●子育て中の社員または家族に要介護者のいる社員に短時間勤務の実施や始業・終業時

刻の繰下げ、繰上げをしている。 ●子育て中の社員または家族に要介護者のいる社員に残業、転勤を免除している。
●出産前後に男性（父親）社員の休暇制度がある。
●結婚、出産で退職した女性社員を再雇用している。
している。

●事業所内に保育施設を設置している。

●育児、介護のための急な休みにも対応できる業務体制を整備
など

地域社会での取り組み
（例）
●学校の“キャリア教育”に協力している。

●子どもの企業見学を受け入れている。

●高校、大学のインターンシップ生を受け入れている。
お客様へ配慮している。

●プレイルームやおむつ交換台を設けるなど、子ども連れの

●地域での行事等に積極的に参加している。

など

応募方法

○上記の内容を一つでも取組んでいる会社や現在の取組みをさらに進めようとしている会社を募集します。
○経済団体、労働団体、市町村のほか、県民の皆さま（３人以上の同意）やＮＰＯなどからの推薦もお待ち
しております。
○応募又は推薦にあたっては、千葉県ホームページより「社員いきいき！元気な会社宣言企業届出書」又は「社
員いきいき！元気な会社宣言企業推薦書」をダウンロードし、提出してください。
公

表

○応募のあった会社については、「社員いきいき！元気な会社宣言企業」として、会社名・取組内容等を千葉県ホー
ムページ等に掲載します。また、貴社のホームページへリンクします。
○公表する会社には、千葉県知事名で公表書を交付し、「登録番号」をお知らせします。
○「登録番号」は、会社固有のコードであり、社員の名刺や商品のパッケージに刷り込むなど自由に活用できます。
応募先・問合せ先
千葉県商工労働部雇用労働課 労働政策室
〒260-8667 千葉市中央区市場町１－１
電話 043-223-2743 ＦＡＸ 043-221-1180 E-mail koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp
※詳細は千葉県ホームページを御覧ください。
（ＵＲＬ http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/portalsite/boshuu.html）
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各種相談

相談・お問合せ一覧
〒260－0028 千葉市中央区新町3-13
千葉ＴＮビル
（ハローワークちば駅前プラザビル３階）

043（223）
2744

〒260－8667 千葉市中央区市場町1－1
（千葉県庁本庁舎２階）

043（231）
2131 〒260-0001

千葉市中央区都町1-1-20

第五四〇号

個別的労使紛争のあっ
せん、労働争議の調整
（あっせん）、争議行為
千葉県労働委員会事務局
の予告通知、不当労働
行為の救済申立て、労
働組合の資格審査

043（245）9420

ば」

賃金、労働時間、採用、
労働組合の設立、その 千葉県労働相談センター
他労働問題全般

住所

ち

千葉県求職者総合支援
センター

電話

政

再就職支援と生活相談

相談先

「労

相談内容

ちば地域若者サポートステーション 043（351）
5531 千葉市美浜区幕張西4－1－10（ちば仕事プラザ内）
働くことに悩む若年無
いちかわ若者サポートステーション 047（395）
3053 市川市宝2-10-18安田ビル１階
業者の自立支援等
かしわ地域若者サポートステーション 04（7100）
1940 柏市柏下66-1柏市勤労会館内
若年層の就職支援等

妊娠や育児・介護休暇
等を理由とする解雇や 千葉労働局雇用均等室
セクハラ等

047（426）8471 〒273－0005 船橋市本町1-3-1（フェイスビル９階）
047（460）5500 〒273－0005 船橋市本町3-32-20（東信船橋ビル3階）
043（221）
2307

〒260－8612
千葉市中央区中央4－11－1

千葉労働局労働基準部監督課 043（221）
2304 〒260－8612 千葉市中央区中央4－11－1

労働条件や労災保険等

043（308）
0670
043（308）
0671 〒260－8506
043（308）
0672 千葉市中央区中央4－11－1
043（308）
0673

船橋労働基準監督署

047（431）0181 〒273－0022 船橋市海神町2－3－13

柏労働基準監督署

04（7163）
0245 〒277－0005 柏市柏255－31

銚子労働基準監督署

0479
（22）8100 〒288－0802 銚子市松本町1－9－5

木更津労働基準監督署

0438
（22）6165 〒292－0831 木更津市富士見2－4－14

茂原労働基準監督署

0475
（22）4551 〒297－0018 茂原市萩原町3－20－3

成田労働基準監督署

0476
（22）5666 〒286－0134 成田市東和田字高崎553－4

東金労働基準監督署

0475
（52）4358 〒283－0005 東金市田間65

千葉労働局職業安定部安定課 043（221）
4081 〒260－8612 千葉市中央区中央4－11－4
043（242）1181 〒261－0001 千葉市美浜区幸町1－1－3

ハローワーク千葉南

043（300）
8609 〒260－0842 千葉市中央区南町2－16－3

ハローワーク市川

047（370）
8609 〒272－8543 市川市南八幡5－11－21

ハローワーク銚子

0479
（22）7406 〒288－0043 銚子市東芝町5－9

ハローワーク館山

0470
（22）2236 〒294－0047 館山市八幡815－2

ハローワーク木更津

0438
（25）8609 〒292－0831 木更津市富士見1-2-1

職業紹介や雇用保険等 ハローワーク佐原
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0478
（55）1132 〒287－0002 香取市北1－3－2

ハローワーク茂原

0475
（25）8609 〒297－0078 茂原市高師台1－5－1

ハローワークいすみ

0470
（62）3551 〒298－0004 いすみ市大原8000－1

ハローワーク松戸

047（367）
8609 〒271－0092 松戸市松戸1307－1

ハローワーク野田

04（7124）
4181 〒278－0027 野田市みずき2－6－1

ハローワーク成田

0476
（27）8609 〒286－0036 成田市加良部3－4－2

ハローワーク船橋

047（431）8287 〒273－0011 船橋市湊町2－10－17
047（420）8609 〒273－0005 船橋市本町2－1－1

発行所 千葉県商工労働部雇用労働課
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