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若年者の雇用をお考えの皆様、ぜひご検討ください

～ 新 卒 未 就 職 者人材育成事業～
若年者の雇用情勢が厳しさを増す中、県では就職が決まらない新卒者を対象に、
「新卒未就職者人材育成事業」を、
平成 22 年度から実施しています。
この事業は、研修において社会人として必要なコミュニケーション能力、基礎的な知識・技術を学び、さらに
企業への実習を通じて実践的な経験を積んだうえで正規雇用を目指すプログラムです。

企

業

の

皆

様

へ

県では、本事業で実習先として新卒未就職者を受け入れていただける企業を募集しています。
【実習先企業の要件】
１ 千葉県内に事業所等があること。
２ 事業終了後も継続して新卒未就職者を雇用する予定があること。
【申し込み・お問合わせ先】
この事業は、民間事業者
○株式会社インテリジェンス
電話 043-202-2171
3 社に事業運営を委託して
○株式会社パソナ
電話 043-226-1795
実施しています。
○マンパワー・ジャパン株式会社 電話 043-297-2191

◎ プ ロ グ ラ ム の 流 れ ◎

エントリー
社会人基礎研修

（約2カ月）
企業への実習
（約4カ月）

事業の運営委託先で面接等による選考が行われ、
委託先の契約社員として雇用されます。
ビジネスマナー、コミュニケーション能力など、社会人と
しての基礎を身につける研修を受けます。

最長6カ月
事業参加者には
この間給与が
支払われます。

実際に働くことで実用的なスキルを身につけます。この
期間中に、本人の能力や勤務態度、人柄等を見きわめ
ることができます。

研修及び自習で身に付けたスキルを活用して、実習先企業での正規雇用を目指します。
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～ 新 卒 未 就職者人材育成事業～
平成 22 年度の成果と平成 23 年度の状況
平 成 2 2 年 度 事 業 の 成 果
実習先企業で能力が認められ雇用

事業参加者
273名

118名

身に付けた知識・経験により他企業で雇用 91名

未就職の若者209人が社会に羽ばたきました。
就職に至らなかった若者も、本事業で得た知識や経験を生かし、正社員として雇用されることが期待されます。

平成23年度事業の状況
現在、本年度1期目として280名が基礎研修及び企業での実習を受けています。
また、本年度2期目として約200名の募集を予定しています。7月２５日に未就職者を対象とする
度
約
募集
定
就 者
象
事業説明会を行い、面接等での選考を行ったのち、9月から研修を開始します。
詳細は、千葉県雇用労働課ホームページ等をご覧ください。

ちば企業人スキルアップセミナー
千葉県では、企業等に在職中の方を対象に、スキルアップのための短期の集中訓練
「ちば企業人スキルアップセミナー」を実施しています。
TIG 溶接、ガス溶接など現場ですぐに役立つ技能訓練を行うとともに、旋盤作業・冷凍空調機器施工・電気
工事士、そして今年度は新規に金属プレス加工を開講します。また、技能検定対策や国家試験対策にも役立
てていただけるコースを行います。
７月下旬の時点で申込み可能なコースは以下のとおりです。
ぜひ御自身のスキルアップにご活用ください。皆さまのお申し込みをお待ちしております。
セミナー名

開催予定日

申込期間

定

員

受講料

技能検定２級機械加工受検対策（学科）コース

8/18(木)・19(金)

6/20(月)～7/28(木)

10 名

3,000 円

Photoshop 基礎コース

8/23(火)・24(水)

6/23(木)～8/2(火)

8名

3,000 円

AutoCAD 基礎（演習編）コース

8/23(火)･25(木)･
30(火)

6/23(木)～8/2(火)

10 名

4,500 円

Illustrator（イラストレーター）基礎コース

8/25(木)･26(金)

6/27(月)～8/4(木)

8名

3,000 円

JIS 溶接技能者評価試験受験対策（SA-2F）コース 9/6(火)･7(水)

7/6(水)～8/16(火)

8名

3,000 円

プレス機械作業主任者技能講習コース

9/7(水)･8(木)･9(金)

7/7(木)～8/17(水)

10 名

4,000 円

第二種電気工事士受験対策（学科）コース

9/10(土)･11(日)・
17(土)

7/11(月)～8/22(月)

10 名

4,500 円

AutoCAD 基礎（操作編）コース

9/27(火)･28(水)

7/27(水)～9/2(金)

10 名

3,000 円

その他のセミナーや実施場所については、千葉県商工労働部産業人材課のホームぺージ内の「ちば企業人スキル
アップセミナーのご案内」にて情報を掲載しておりますのでご確認ください。
なお、受講料のほか、テキスト代は自己負担となります。
また、企業の皆様が現場で必要とする内容に対応するため、オーダーメイド型の訓練も行っていますので、お気
軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】「ちば企業人スキルアップセミナーのご案内」
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/skillup/index.html
千葉県商工労働部産業人材課 Tel 043-223-2754
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千葉労働局の平成 23 年度の労働施策
千葉労働局
千葉労働局は、地域における総合労働行政機関とし
て、緊密に地方自治体、関係機関・団体等との連携を
図りつつ、労働基準、職業安定、雇用均等の 3 行政
が一体となり、積極的に行政を推進いたします。
１ 厳しい雇用情勢に対応した雇用対策の推進
新卒者・既卒者の就職支援、若者・女性・高齢者・
障害者などへの就労支援を行い、誰もが「出番」と「居
場所」のある「全員参加型社会」の実現と、非正規労
働者に対するセーフティネットの強化などにより離職
しても再就職しやすい「トランポリン型社会」の構築
を推進します。
【最重点施策】
① ハローワークを拠点とした積極的就労・生活支援
対策
② 若者の雇用対策の推進
【重点施策】
① 子育てする女性等に対する雇用対策の推進
② 高年齢者雇用対策の推進
③ 障害者雇用対策の推進
④ 安心して働ける雇用環境の整備
⑤ 地域雇用対策の推進
⑥ 地方自治体との連携による就職支援
⑦ 民間等の労働力需給調整事業の適正な運営の促進
⑧ 外国人雇用対策の推進
⑨ 雇用のミスマッチ縮小等のための雇用対策の推進
⑩ 雇用保険制度の安定的運営
２ 安心して働くことができる職場環境の整備
労働基準関係法令の遵守と長時間労働の抑制のた
め、監督指導等を行います。
また、リスクアセスメント及び労働安全衛生マネジ
メントシステムの実施促進、メンタルヘルス対策及び
過重労働による健康障害防止対策を推進します。
さらに、性別により差別されることなく、多様な働
き方に応じた公正な待遇が確保され、かつ、仕事と生
活を調和させつつ、充実した職業生活を送れるように
するため、男女雇用機会均等法等の着実な履行を確保
します。
【最重点施策】
① 経済情勢に対応した法定労働条件の確保等
② 労働者の安全と健康確保対策の推進
③ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保対策の推進
④ 「仕事と家庭の両立実現化プログラム」の実施
【重点施策】
① 法定労働条件の確保・改善等
② 適正な労働条件の整備
③ 労働災害多発業種及び特定災害に対する対策の推
進
④ 職業性疾病等の予防対策の推進
⑤ 労働者の健康確保対策の推進

⑥
⑦
⑧

労災補償対策の推進
最低賃金制度の適正な運営等
パートタイム労働者の働き・貢献に見合った公正
な待遇等確保対策の推進
⑨ 労働保険適用徴収業務の推進
⑩ 個別労働紛争解決制度の積極的な運用
３ 東日本大震災の被災者等に対する雇用・労働施策
の実施
震災の被害を受けた事業主等に対する雇用維持への
支援、被災離職者の生活の安定や雇用の促進を図ると
ともに、復旧工事における労働災害の防止に取り組み
ます。

平成 23 年度 職業訓練指導員試験
県産業人材課
これは、職業訓練指導員としての資格を得るために
行うもので、合格者が別途申請すれば職業訓練指導員
免許証が交付されます。
※千葉県職員の採用試験ではありません。
実施職種
園芸科、自動車整備科等 123 職種
（今年度は、それぞれの職種ごとの実技・関連学
科は実施せず、全ての職種に共通する指導方法のみ
を実施。）
受験対象者（指導方法のみ実施）
※実技・関連学科の免除者
主に一級技能検定（千葉県職業能力開発協会で実
施しております。
）の合格者、自動車整備士技能検定
規則による 2 級ガソリン自動車整備士等の合格者。
（ほかにも免除になる規定がありますので、詳しく
は産業人材課 HP をご覧ください。）
試験日時
平成 23 年 9 月 25 日（日）
午前 10 時から
試験会場
千葉県教育会館（新館 5 階 501 会議室）
千葉市中央区中央 4 － 13 － 10
受験申請の方法
受験資格等確認のため事前に下記へお問い合わせ
ください。後日受験案内と受験申請書をお送りいた
します。
受験申請書の受付
○期間：平成 23 年 8 月 24 日（水）～ 9 月 2 日（金）
○場所：県庁 15 階 産業人材課キャリア形成支援
室
○郵送の場合：特定記録郵便で 9 月 2 日（金）の
消印有効
問い合わせ及び送付先
千葉県産業人材課キャリア形成支援室
〒 260 － 8667 千葉市中央区市場町 1 － 1
TEL 043(223)2754
HP http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shikaku/
shidouin/shiken.html
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923 件で、賃金不払が認められた事案が 489 件
であった。
＊
申告とは、労働者が事業場の労働基準関係法令
違反の事実を労働基準監督署に申し立てること。

平成 22 年の千葉県内の賃金不払の状況
－発生件数・不払額・労働者数とも、ひきつづき高水準－

千葉労働局労働基準部監督課
千葉労働局は、平成 22 年（1 月～ 12 月）に、千
葉県内の各労働基準監督署（８署）で取り扱った賃金
不払事案の状況及び未払賃金立替払制度の運用状況を
取りまとめた。
平成 22 年の賃金不払の発生件数は 792 件、不払
総額は 5 億 6898 万円、労働者数は 1,694 人で、前
年より減少しているものの引き続き高水準となってい
る。
また、企業の倒産等の理由により、国の制度により
未払賃金の立替払いを受けた労働者数は 1,002 人で、
前年（888 人）より 114 人増加した。
１ 賃金不払事案の状況（表 1、2 参照）
（1） 平成 22 年の県内の賃金不払い事案＊は、
ア 件数は 792 件
イ 不払金額は 5 億 6898 万円
（内訳 定期賃金等：5 億 4410 万円、退職
金：2364 万円 その他 124 万円）
ウ 不払対象労働者数は 1,694 人
となった。
（2） 業種別では、
ア 件数は、①建設業②接客娯楽業③商業
イ 不払総額は、①建設業②製造業③運輸交通業
ウ 労働者数は、①建設業②製造業③接客娯楽業
の順となった。
＊
賃金不払事案の数値は、労働者からの申告等に
より各労働基準監督署で取り扱った事案のうち金
額等が確定したもの。
２

未払賃金立替払制度の処理状況の概要（表 3 参照）
千葉県内の各労働基準監督署における未払賃金の
立替払い＊の処理件数（事実上の倒産等として処理
した 件数）は、平成 22 年は、企業数は 76 社で前
年より 31 社増加、立替払を受けた労働者数は 1,002
人で前年より 114 人増加したものの、立替払金額
は２憶 6759 万円で前年より１憶 2393 万円減少
した。
＊
未払賃金の立替払制度は、企業の倒産（事実上
の倒産を含む）等のために賃金が支払われないま
ま退職した労働者に対して、一定の条件を満たす
場合にその未払賃金の一定範囲について事業主に
代わって国が支払う制度。

３ 千葉労働局の今後の対策等について
（1） 各労働基準監督署には、賃金不払・解雇等の
労働基準法違反に関する申告 * や労働条件に関す
る相談・問合せが、数多く寄せられている。平成
22 年に千葉県内の各労働基準監督署が処理した
申告件数は 1,440 件、このうち賃金不払事案は
4

（2） 賃金不払は、労働基準法に違反する行為であ
り、労働基準監督署が賃金不払を把握した場合は、
その支払いについて事業主に対して行政指導であ
る是正勧告をするが、これに従わない等悪質な事
案については司法処分を行っており、過去 5 年
間に賃金不払により司法処分とした事件は 27 件
である。
（3） 賃金は労働者にとって生活の基盤であること
から、千葉労働局としても賃金の適正な支払いを
含めた労働条件の確保・改善を最重点施策として
位置づけている。
各労働基準監督署では、賃金不払等労働基準関
係法令違反に係る申告処理を迅速に行うととも
に、労働者の救済のための未払賃金立替払制度の
迅速・的確な処理に努める一方、悪質な賃金不払
事案については事業主に対して厳重な処分を行う
こととしている。
表１
年

賃金不払事案の年別推移

18 年

19 年

20 年

21 年

22 年

759

775

1,009

998

792

52,854

74,189

82,333

88,792

56,898

（定期賃金不払額） 47,968

44,672

76,344

82,277

54,410

（退職金不払額）

4,581

29,517

5,989

6,504

2,364

労働者数（人）

1,791

1,608

2,952

2,800

1,694

区分
賃金不払件数
（件）
賃金不払総額
（万円）

表２

平成 22 年賃金不払事案の業種別内訳

区分
保 健
建設業 商業 製造業
業種
衛生業
件 数
229 112
69
47
（件）
不払総額
17,748 5,353 11,815 1,117
（万円）
労働者数
420 181 298
69
（人）

表３
年
区分
企業数（件）
立替払金額
（万円）
労働者数（人）

接 客 運 輸
その他 合
娯楽業 交通業
135

73

127

計

792

4,042 9,438 7,386 56,899
238

224

264 1,694

未払賃金立替払年別処理状況
18 年

19 年

20 年

21 年

22 年

41

45

41

45

76

24,318

18,576

15,547

39,152

26,759

608

396

448

888

1,002
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「笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス」を募集しています。
県産業人材課
千葉県では、障害のある人を積極的に雇用し、障害のある人もない人も共に働いている企業・事業所を「笑顔いっ
ぱい！フレンドリーオフィス」として認定し、公表することで障害のある人の雇用に対する理解と促進を図ってい
ます。
「笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス」として認定されると、認定書が交付され、事業所名・取組内容等を県ホー
ムページで紹介しますので、企業イメージの向上や社員の誇りとなることなどの効果が期待できます。また、認定
された事業所は、ロゴマークを会社案内や名刺等に使用することができます。
平成 20 年 7 月からスタートし、現在 124 事業所が認定されています。認定された事業所等からは、「職員が協
力的になった」、
「職員が誇りに思うようになった」との社内の効果や、
「事業所の見学者が増えた」、
「インターンシッ
プの依頼がきた」など対外的な効果があったとの声も届いています。
皆さまからのご応募をお待ちしております。
対象事業所
・県内に本社、支店等の事業所があること。
・障害者法定雇用率を達成（従業員 56 人未満の事業所では、障害のある人を 1 名以上雇用していること。）し
ていること。
・障害のある人の雇用に理解があり、障害のある人が働きやすい環境の整備に努めていること。
他
応募方法
・自薦又は他からの推薦により応募することができます。
・応募用紙・応募資格等の詳細については、下記のホームページをご覧ください。
認

定

行政及び障害者就労支援団体等で構成される認定委員会により審査会を行い、認定基準を満たしていると認めら
れるときに「笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス」として認定します。
なお、今年度の認定式については、10 月、3 月ごろを予定しています。
お問い合わせ
千葉県 商工労働部 産業人材課 障害者就労支援室
電話 043 － 223 － 2756 ＦＡＸ 043 － 221 － 3730
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/friendly/

平成 23 年夏季一時金要求・妥結状況調査にご協力を！
県雇用労働課
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 社の夏季一時金要求・
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夏季一時金決定時期
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
千葉県

商工労働部

電話 043 － 223 － 2743

チーバくん

雇用労働課

ＦＡＸ 043 － 221 － 1180
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訓練・各種講座

障害のある方のための職業（委託）訓練について
県産業人材課

障害のある方のための職業（委託）訓練生の募集
この訓練は、県が求職中の障害のある方を対象に、企業や社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間教育訓練機
関等に委託して、就労に役立てていただくために実施する短期の公共職業訓練です。
（１）訓練期間 １～３ヵ月
（２）募集コース
①ＰＣ技能習得コース：主に初級の方を対象にパソコンの活用能力やＩＴに関する知識・技能を習得します。
②作業実務コース：実技を中心とした作業訓練を通して働く姿勢や知識・技能・態度を習得します。
③企業実践コース：企業などの事業所現場で作業実習を行い、実践的な職業能力を習得します。

障害のある方のための職業（委託）訓練にご協力いただける企業・団体を募集
県では、障害のある方を対象に多様な委託先での職業訓練事業を実施しています。この事業は、障害のある方の
個々の状況に応じて行う作業実務コースと事業所現場で行う実践的な企業実践コースを設定していますが、この事
業の実施にご協力いただける企業・団体を募集しています。
＜お問い合わせ先等＞
上記の募集の詳細につきましては、県のホームページをご覧になるか下記までご連絡ください。
○千葉県立障害者高等技術専門校
〒 266-0014 千葉市緑区大金沢町４７０番地 Tel：043-291-7744
Fax：043-291-7745
ホームページアドレス：http://www4.ocn.ne.jp/~shogisen/index.html（障害者高等技術専門校）
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/（県産業人材課）

「ちば仕事プラザ」各種講座のご紹介

10 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

社会保険労務士受験対策講座

開講日・時間
10／１，８，15，22，29
11／５，12，19，26
12／３，10，17
１／７，14，21，28
２／４，18，25
３／３，10，17 全て土曜日
10:00 ～ 16:00

定員・受講料等

24 名 60,000 円
別途教材費が必要

【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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相談・インフォメーション

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

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

電

話

番

号

企業支援員

043-204-2386
043-216-8211
047-457-7380
047-300-8630
047-335-4441
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

法定雇用率
達成支援員

○

○
○
○

障害者就業
・生活支援
センター
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

障害者多数雇用事例集を作成しました。
県では、より多くの企業等に障害者雇用についての理解を深めてもらい、雇用を一層促進す
るため、県内 19 事業所の経営者・雇用管理者等の皆様へのインタービューに基づき冊子を作
成し、障害者雇用の取組事例等を紹介しています。
問

千葉県商工労働部産業人材課

TEL 043（223）2756
URL

FAX 043（221）3730

http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/syougai-koyouzireisyu.html

県立障害者高等技術専門校平成 23 年度後期訓練生募集のお知らせ
自立を目指して就職しようとする障害のある方で、職業訓練の受講を希望する方を次のとおり募集しています。
授業料は無料です。
１

募集科目
情報事務科
基礎実務科

２

募集期間

職域開拓コース
短期実務コース

対象
精神障害のある方
知的障害のある方

訓練期間
６ヶ月
６ヶ月

募集人員
５名
５名

平成 23 年７月 14 日（木）～８月 12 日（金）
応募資格等詳しくはお問い合わせください。
問
TEL

県立障害者高等技術専門校または各公共職業安定所
０４３（２９１）７７４４

FAX ０４３（２９１）７７４５

HP http://www4.ocn.ne.jp/~shogisen/
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インフォメーション
千葉県労働相談センターから

千葉県労働委員会から

震災による休業について

個別的労使紛争のあっせん 事例紹介

Q. 今回の震災で会社は直接的な被害を受けていま
せんが、取引先が被害を受け、原材料の仕入、製品の
納入等が不可能となり事業を一部休業したり縮小して
います。従業員を休業させる場合、休業手当を支払う
必要はあるのでしょうか。計画停電が実施された場合
に、計画停電の時間帯を含め１日休業せざるを得ない
場合の休業手当はどのようになりますか。
A. 労働基準法（労基法）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）
を支払わなければならないとされています。ただし、
天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべ
き事由に当たらず、就業規則等で、この場合に手当等
の支払いを定めている場合を除いて、使用者に休業手
当の支払義務はありません。
会社が震災で直接的な被害を受けていない場合に
は、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業
に該当し、休業手当を支払う必要があります。
ただし、休業について、（１）その原因が事業の外
部より発生した事故であること、（２）事業主が通常
の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けるこ
との出来ない事故であることの２つの要件を満たす場
合には、例外的に使用者の責に帰すべき事由による休
業には該当しないと考えられます。具体的には取引先
への依存の程度、他の代替手段の可能性、災害発生か
らの期間、使用者としての休業回避の具体的な努力等
を総合的に勘案し、
判断する必要があるとされています。
今回の震災に伴って、計画停電が実施された場合、
会社に電力が供給されないことを理由として、計画停
電の時間帯を休業する場合は、原則として、労基法第
26 条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業
には該当しないと考えられています。
計画停電の時間帯以外の時間帯については、原則と
して労基法第 26 条に定める使用者の責に帰すべき事
由による休業に該当し、休業手当を支払う必要があり
ます。ただし、他の手段の可能性、使用者としての休
業回避の具体的な努力等を総合的に勘案し、計画停電
の時間帯のみを休業することが企業の経営上著しく不
適当と認められる場合には、計画停電の時間帯以外の
時間帯を含めて、原則として使用者の責に帰すべき事
由には該当せず、休業手当を支払わなくても労基法違
反とはならないと考えられています。
今回の地震に伴う経済上の理由により事業活動が縮
小した場合は、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用
安定助成金が利用できます。これらの助成金は、休業
等を実施することにより労働者の雇用の維持を図った
事業主に休業手当等の一部を助成するものです。
この助成金は、労基法第 26 条に定める使用者の責
に帰すべき事由による休業に該当するか否かにかかわ
らず、事業主が休業についての手当を支払う場合には
助成対象となり得ます。このことは計画停電に伴う休
業であっても同様です。詳しくはハローワークにお問
い合わせ下さい。（参照 厚労省 HP「東北地方太平
洋沖地震に伴う労基法等に関する Q&A（第 3 版）」）

千葉県労働委員会では、労働者個人と使用者との間
で、労働条件をめぐるトラブルが生じ、当事者間で解
決できない場合に、円満な解決をお手伝いする「個別
的労使紛争のあっせん」を行っています。最近、相談
の多いパワーハラスメントや解雇の事例をご紹介しま
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 043-223-2744
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１

上司のパワーハラスメントで、精神的疾患を発症
した労働者の事例
経緯：上司からパワハラを受けていた労働者は、それ
を止めさせるよう使用者に訴えたが、事態は変わら
ず、やがて精神的疾患を発症し、休職するに至った。
そこで労働者は、パワハラを放置した使用者に精
神的損害に対する補償を求め、労働委員会にあっせ
んを申請した。
あっせんの結果：使用者は、その上司を面接調査した
が、パワハラの事実を確認できず、また、労働者の
訴えに対しては、専門家のカウンセリングを受けさ
せる等、丁寧に対応しており、これ以上の対応は難
しいとのことだった。
一方、労働者は、職場からパワハラをなくすこと
を使用者に求め、それができなければ相応の解決金
を受領した上で、退職することもやむを得ないとし
た。
あっせんの結果、使用者が解決金を支払い、労働
者が会社都合で退職することで双方が合意し、解決
した。
２

職場の上司に暴力を振るったことで、諭旨解雇処
分を受けた労働者の事例
経緯：職場の上司と口論の末、暴力事件を起こした労
働者が、使用者から諭旨解雇処分を受けた。
労働者は、諭旨解雇処分は重過ぎるとして、退職
届を提出せず、何度も使用者と話し合ったが、平行
線を辿った。
そこで、諭旨解雇処分の撤回を求めて、労働委員
会にあっせんを申請した。
あっせんの結果：使用者は、懲罰委員会を開催し、就
業規則の規定に従った処分であることから、諭旨解
雇処分の撤回するつもりはない、と主張した。
一方、労働者は、諭旨解雇処分後も約半年間、使
用者の指示により業務の引継を行っていたことか
ら、復職が困難であれば、相応の解決金を受領した
上での退職もやむを得ないとした。
あっせんの結果、使用者が会社都合退職に相当す
る解決金を支払い、労働者が退職することで双方が
合意し、解決した。

労使間のトラブルの解決については、労働委員
会まで御相談ください。
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 ℡ 043-231-2131
千葉県労働委員会
検索

訓練・各種講座

雇用・能力開発機構千葉センター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８月から９月に開講されるコースをご紹介いたしますので、ご活用いただければ幸いに存じま
す。ご利用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】
独立行政法人雇用・能力開発機構千葉センター 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、当機構ホームページでご覧ください。
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｈｄｏ．ｇｏ．ｊｐ／ｃｈｉｂａ／ｃｎｔ－ｃｈｉｂａ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ

【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。
《８・９月開講》
コース
番号

＊講習時間は９：１０～１６：００（１日６Ｈの場合）を標準とします。		
分類

E3201 アナログ回路設計

M1501 ＮＣ／マシニングセンタ加工

E1501

ＰＬＣ制御／位置決め・
タッチパネル・ネットワーク

E1301

ＰＬＣ制御／位置決め・
タッチパネル・ネットワーク

E1601

ＰＬＣ制御／位置決め・
タッチパネル・ネットワーク

M1301 汎用機械加工
ＰＬＣ制御／位置決め・
E6001
タッチパネル・ネットワーク
W0101 成形加工／溶接加工／熱処理

H1601 建築設備／設備管理
H0801 リフォーム計画
M0102 設計／製図・ＣＡＤ・ＣＡＥ

M0902 汎用機械加工

E1901

ＰＬＣ制御／位置決め・
タッチパネル・ネットワーク

E2102 電気設備保全／電気保全
H0901 リフォーム計画
E4101 組込みシステム開発・設計

コ

ー

ス

名

センサ活用による応用回路の設計ノウハウ
～各種センサの動作原理からセンサ応用回路までのセンサ回路設計技術コー
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～
タッチパネルを活用したＰＬＣ制御
～ＰＬＣの入力、モニタリング機器としてタッチパネルを用い、実習を通し
てその活用法等を習得するコース～
ＰＬＣによるシーケンス制御プログラミング（オムロン製）
～実習を通じて学ぶＰＬＣ活用コース～
ＰＬＣ制御による位置決め制御技術
～ＡＣサーボ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～
切削加工の理論と実際
～切削加工の理論と切削加工具の活用技術コース～
汎用インバータによるモータ可変速技術
～実習で学ぶ汎用インバータ活用コース～
被覆アーク溶接技能クリニック（固定管溶接編）
～被覆アーク溶接の基本から応用まで、溶接部の信頼性向上のための技術習
得コース～
設備管理技術者のための冷凍空調設備の保安管理技術
～第２種冷凍機械責任者試験（学識・保安技術）程度の知識習得を目指すコー
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～
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
～
旋盤加工技術
～旋盤による加工方法、切削条件の決め方及び外形加工、中ぐり加工等の実
践的な加工法を習得するコース～
ＳＴ言語によるＰＬＣ制御技術
～ラダー図からＳＴ言語までを使用したプログラミングを行うための実践
コース～
電気系保全実践技術
～電気設備の保守点検者向け保守技術習得コース～
長期優良住宅向けのリフォームプランニングおよび性能評価
～住宅の性能評価方法と設計支援ツールによる設計技術を学習するコース～
状態遷移表による組込みソフトウェア開発ノウハウ
～状態遷移表を使用した上位設計による組込みｿﾌﾄｳｪｱ開発技術ｺｰｽ～

受講料

開催日程

13,200 円 8/2、3

17,500 円 8/2、3、4、5

14,000 円 8/4、5
10,500 円 8/9、10
14,000 円 8/18、19
17,500 円 8/23、24、25
13,200 円 8/30、31
21,000 円 8/31、9/1、2

7,000 円 9/3、10
14,900 円 9/9、10、11
14,900 円 9/13、14、15

17,500 円

9/13、14、15、
16

14,000 円 9/13、14
13,200 円 9/13、14、15
16,700 円 9/20、21、22
13,200 円 9/21、22
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「実践的キャリアガイダンス事業」 実施にあたってのお願い
千葉県では、県内の大学と連携し、大学生（１～２年生）を対象として、将来自立した社会人に
なることを支援するため、大学での「実践的キャリアガイダンス」の講座を実施しています。

講座の実施にご協力いただけるサポーター企業を募集しています
講座の実施にご協力いただけるサポ
タ 企業を募集しています
ご協力いただきたい内容（授業内の実施例）
■複数企業による貴社魅力をご紹介いただく意見交換・交流会
■企業または学内での経営者インタビュー
■職場見学・職場訪問
■パネルディスカッション
■
ネルディスカッシ ン など （実施大学により異なります）

ご参加いただく企業にとってのメリット

１
地域企業としての貴社魅力の発信

２
就業後のミスマッチ解消・適応力向上

３
大学との関係づくり・採用情報提供

就職活動学年では大手企業に目が向きがちになりますが、早期段階
から貴社の魅力を学生にＰＲすることができます。
業界および貴社の情報を学生に伝えていただくことで、若者に期待し
ていることや、社会人として必要な力など、企業の声を学生に直接伝
社会人
必 な力な 企業 声を学生 直接伝
えることができます。
大学と良好な関係を構築する機会になります。また、インターンシップ
受け入れや募集情報の提供等、今後に向けた活動に役立ちます。

２２年度参加学生アンケート（一部抜粋）
まあまあ
参考になった
１７％

とても参考になった
８３％

企業との意見交換・交流会を通じて感じたことは何ですか？
●今と将来の自分について考える良い機会になりました。
●企業のイメージがこれをきっかけにして変わった。働く楽しさがあることが、どの企業にも
共通していたことがわかった。
●ほとんどの企業さんが学生時代に自分が熱中できることをするべきで、それこそが今後に
役立つとおっしゃっていたことが心に残った。
役立
とおっしゃっていた とが心に残った。
●仕事や企業って面白いな、と興味を持てた。人事で採用する側の意見が聞けてよかった。
●企業の方とお話をして、どういう人間がもとめられているかわかった。
●今まで注目していなかった業界にも興味が持てた。
●どの企業の方も若いころになりたかった仕事でなくても、今の仕事にやりがいを感じている
ことがわかった。

お問合せ・資料請求
千葉県商工労働部雇用労働課
TEL 043-223-2745 FAX 043-221-1180
（株）インテリジェンス 実践的キャリアガイダンス事務局
TEL 03-6386-9151 FAX 03-6386-9150
※本事業は、平成22・23年度千葉県ふるさと雇用再生特別基金を活用し、千葉県が（株）インテリジェンスに委託し実施しています。
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