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平成２４年１０月２１日（日）開催

番号

１

標題 「労政ちば」のＷｅｂ化についてのお知らせ等

日頃から千葉の労働関係情報誌「労政ちば」を御愛読いただき誠にありがとうございます。
さて、No.５４２号（平成２４年３月１５日発行）でもお知らせしましたが、インターネット
の普及及び環境への配慮のため、今年度から「労政ちば」について電子化を一層推進したいと
考えているところです。多くの読者の皆様には、
「電子化への対応に係るアンケート」にも御協
力いただきありがとうございました。
その集計結果によると、約７割が Web ページへの閲覧に賛成である（賛成６８%。回答総数６
８９）ことから、今後「労政ちば」は、インターネットの千葉県庁雇用労働課の Web ページへ
の掲載のみとし、冊子での発行は行わないこととします。
ただし、当面は Web ページにアクセスできない方のため、希望される方には簡易印刷版の「労
政ちば」を郵送いたします。
つきましては、次号労政ちばの郵送を希望する方は、当課あてに８月１０日までに申込みを
お願いします。（郵送する部数は、１事業所各１部とさせていただきます。）
Web ページのＵＲＬは
http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/kin-fukushi/rouseichiba.html です。
多くの皆様にご覧いただくために、プリントアウトのうえ、回覧などに御活用ください。
なお、次号の掲載は１０月１日頃の予定です。
今後とも、雇用労働課の Web ページを充実させるなど情報提供に努めてまいりますので、
引き続き御愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
平成２４年７月１５日
千葉県庁商工労働部雇用労働課長 篠崎千尋

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。
チーバくん
調査対象となりました際には、御多忙とは存じますが、御協力くださるようお願いいたします。

【
この記事に関する
お問い合わせ先

千葉県 商工労働部

雇用労働課 労働政策室 労働環境班

電 話 ０４３－２２３－２７４３
Ｆａｘ．０４３－２２１－１１８０
Mail AD koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp

】

番号

２

標題 千葉労働局の平成２４年度の労働施策

千葉労働局は、労働基準、職業安定及び雇用均等の三行政がそれぞれの専門性を十分に発揮
するとともに、三行政の連携を密にし、分野横断的な施策を効果的に実施することによって、
県民のニーズに合ったきめ細かな行政運営を目指し、信頼される行政を推進いたします。

１「全員参加型社会」の実施に向けた雇用・生活安定の確保
国民すべてが意欲と能力に応じて労働市場に参加できる「全員参加型社会」の実現に向け、
若者・女性・高齢者・障害者の就労促進、求職者支援制度を含めた公的職業訓練の推進、就職
困難者等すべての求職者の就労に向けた重層的なセーフティネットの構築による積極的な就
労・生活支援対策を展開します。特に、新卒者や既卒者、フリーター等の就職支援を一層強化
するとともに、65 歳までの希望者全員の雇用の確保を推進します。
また、東日本大震災の被災者の就職を支援するとともに、円高等の影響による企業の事業活
動の再編・縮小等に対応し、雇用維持や離職者の再就職を支援します。特に、相当数の離職者
が発生する地域について、緊急対策本部の設置により関係機関と連携した対応を図ります。
【 最重点施策 】
①若者の雇用対策の推進
②地方自治体等と連携した重層
的なセーフティネットの構築
③円高の影響等への対応のため
の雇用対策の実施

２

【 重点施策 】
①高年齢者雇用対策の推進
②子育てする女性等に対する雇用対策の推進
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地域における雇用機会の確保
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
⑪雇用のセーフティネットとしての職業能力開発支
援の推進

安心して働くことができる職場環境の整備

労働者が安心して働ける職場環境を実現するためには、労働基準法等で定められた労働条件
等が確保され、また、その向上を図ることが必要です。千葉労働局と県内の労働基準監督署で
は、「安心して働くことができる職場環境の整備」を目標に次の施策を重点に推進します。
【 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職業生活と家庭生活の両立支
援対策の推進

【 重点施策 】
①法定労働条件の確保・改善等
②特定災害に対する対策の推進
③職業性疾病等の予防対策の推進
④労働者の健康確保対策の推進
⑤労災補償対策の推進
⑥最低賃金制度の適正な運営等
⑦適正な労働条件の整備
⑧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個別労働関係紛争の解決の促進

千葉労働局の施策は『平成 24 年度 労働行政のあらまし』からもご覧いただけます。
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/chiba-roudoukyoku/aramasi/aramasi24.pdf

この記事に関する
お問い合わせ先

【千葉労働局 総務部 企画室】
〒260-8612 千葉市中央区中央 4-11-1
電 話 ０４３－２２１－２３０３

千葉第 2 地方合同庁舎

番号

３

標題 経営労務改善相談センター利用のご案内

経営労務改善相談センター
（千葉県最低賃金総合相談支援センター）
をご利用下さい
一中小企業事業主の皆様へ一
経営課題と労務管理の相談についてそれぞれの専門家がワン・ストッ
プで対応する無料の相談窓口です。
対応内容
■労務改善、経営について知りたいのですが…
■生産効率をあげたいのですが…
■作業環境を良くして働きやすい職場をつくりたいのですが…
■給与制度・給与体系を見直したいのですが…
■就業規則をしっかりとしたものにしたいのですが…
■その他、労務・経営に関すること

○設置場所
千葉市中央区富士見２－７－５
富士見ハイネスビル７Ｆ
千葉県社会保険労務士会
☎０４３－２２２－０５００（ＦＡＸ兼用）
（ＪＲ千葉駅、京成千葉駅より徒歩約１０分）
○開設日
土日祝日を除いて、１ヶ月１８日間（千葉労働局ホームページ
(http://chiba-roudoukyu.jsite.mhlw.go.jp)で確認できます
○開設時間
９：００～１７：００

※

厚生労働省からの委託を受けて行っていますので、ご相談内容、企業、個人情報など
は厳守。安心して相談できます。
相談のみでなく、さらに専門家を無料で各企業へ派遣し、個別にコンサルティングを
受けることもできます。

この記事に関する
お問い合わせ先

【千葉労働局 労働基準部 賃金室】
〒260-8612 千葉市中央区中央 4-11-1
電 話 ０４３－２２１－２３２８

千葉第 2 地方合同庁舎

番号

４

標題

職場のパワーハラスメントを予防･解決していくために

【労使の皆様へ】
職場のパワーハラスメントは、相手の尊厳や人格を傷つけ、時には、心身の健康や命すら危
険にさらされる許されない行為であるとともに、職場環境を悪化させるなど、職場からなくし
ていかなければならないものです。
厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」（以下「円卓会議」）では、
この問題に対する労使、さらには一人ひとりの取組を呼びかけるため、この問題の予防と解決
に向けた「提言」を取りまとめました（平成 24 年 3 月 15 日公表）。
【提言等のポイント】
円卓会議では、「職場のパワーハラスメント」の概念を、次のように整理しています。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の
優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる
行為をいう。

その上で、この問題に対し、企業や労働組合といった組織が取り組むとともに、職場の一人
ひとりにも、それぞれの立場から取り組むことを求めています。
提言をもとに、組織は必要な対策に取り組むとともに、一人ひとりが自分たちの職場を見つ
め直し、互いに話し合うことからはじめましょう。
【具体的な取組のポイント】
円卓会議でまとめた、具体的な取組のポイントは次のとおりです。
（企業や労働組合へ）
予防と解決のための取組例をそれぞれ紹介。
予防：トップのメッセージ、ルールを決める。実態を把握する、教育する、周知する。
解決：相談や解決の場を設置する、再発を防止する。
（トップマネジメントへ）
こうした問題が生じない組織文化を育てるために、自ら範を示しながら、その姿勢を明確
に示すなどの取組を行うべき。
（上司へ）
自らがパワーハラスメントをしないことはもちろん、部下にもさせてはならない。ただし、
必要な指導を適正に行うことまでためらってはならない。
（職場の一人ひとりへ）
・人格尊重：互いの価値観などの違いを認め、互いを受け止め、人格を尊重し合う。
・コミュニケーション：互いに理解し協力し合うため、適切にコミュニケーションを行う
よう努力する。
・互いの支え合い：問題を見過ごさず、パワーハラスメントを受けた人を孤立させずに声
をかけ合うなど、互いに支え合う。
（関係団体へ）
この提言等を周知し、対策が行われるよう支援することを期待する。
さらに詳しい内容については、次のＵＲＬ（厚生労働省ホームページ）をご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025370.html

この記事に関する
お問い合わせ先

【千葉労働局 労働基準部 監督課】
〒260-8612 千葉市中央区中央 4-11-1
電 話 ０４３－２２１－２３０４

千葉第 2 地方合同庁舎

番号

５

標題 ご存知ですか…『雇用促進税制』

この記事に関する
お問い合わせ先

【千葉労働局 職業安定部 職業安定課】
〒260-8612 千葉市中央区中央 4-11-1
電 話 ０４３－２２１－４０８１

千葉第 2 地方合同庁舎

番号

６

標題 改正育児・介護休業法の全面施行について

育児や介護をしている男女労働者が多様な働き方を選択できる社会を目指して、平成２１年
育児・介護休業法が改正されました。
平成２４年７月 1 日より、これまで適用が猶予されていた①育児のための短時間勤務制度、
②育児のための所定外労働の制限、③介護休暇の制度が、従業員が１００人以下の事業主にも
適用になります。
＜制度の概要＞
１．短時間勤務制度（所定労働時間の短縮措置）
○ 事業主は、３歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用でき
る、短時間勤務制度を設けなければなりません。
○ 短時間勤務制度は、就業規則に規定される等、制度化された状態になっていることが必
要であり、運用で行われているだけでは不十分です。
○ 短時間勤務制度は、１日の労働時間を原則として６時間（５時間４５分から６時間まで）
とする措置を含むものとしなければなりません。
２．所定外労働の制限
○ ３歳に満たない子を養育する労働者が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超
えて労働させてはなりません。
３．介護休暇
○ 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、事業主に申し出ること
により、対象家族が１人であれば年に５日まで、２人以上であれば年に１０日まで、１日
単位で休暇を取得することができます。
事業主の皆様、育児・介護休業法に沿った規定の整備はお済みですか？？

事業主のための個別相談会のご案内

（無料でご利用いただけます）

改正法に沿った育児・介護休業規定の整備、円滑な運用をサポートします!!
育児・介護休業制度等に関する相談に幅広く応じます。
【開催日程】
８月２１日（火）
９月１９日（水）
１０月１６日（火）
１１月２０日（火） １２月１８日（火）
１月１５日（火）
２月１２日（火）
３月１２日（火）
【時
間】
９：３０～１５：００ （全日程共通です。）
【場
所】
千葉労働局雇用均等室
＊お電話（043-221-2307）でお申し込みください。 ［担当： 西村、中島、近藤、大関］
＊ 育児・介護休業等に関する規定例は、厚生労働省または千葉労働局のホームページから
ダウンロードいただけます。
➯ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/02.html（厚生労働省）
➯ http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kintou/
kintou4.html（千葉労働局）

この記事に関する
お問い合わせ先

【千葉労働局 雇用均等室】
〒260-8612 千葉市中央区中央 4-11-1
電 話 ０４３－２２１－２３０７

千葉第 2 地方合同庁舎 1 階

番号

７

標題 ポリテクセンター千葉が行う講習会のご案内

ポリテクセンター千葉（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）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、８月から９月に開講されるセミナーのうち、現在、募集中のものをご紹介いたしま
す。詳細については下記までお問い合わせいただくか、又は下記ホームページをご参照くだ
さい。
なお、ここで紹介した以外にも様々なセミナーを実施しております。事業主の方で社員の
スキルアップにお悩みの方は下記までお問い合わせください。
コ ー ス 名

日程

定
員

受講料

ＣＡＥ構造解析を使用した最適化設計
溶射・ろう付け技術
センサ活用による応用回路の設計ノウハウ
冷凍空調設備の故障診断とメンテナンス
ＰＬＣによる実践的ＦＡセンサ活用技術
マシニングセンタ実践技術（加工･段取り編）
組込みシステム開発（Ａｎｄｒｏｉｄ実装と開発）
ＰＳＰＩＣＥ評価版Ver.9を用いた電子回路シミュレーション技法
設備管理技術者のための給排水衛生設備保守管理技術
切削加工の理論と実際
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
汎用インバータによるモータ可変速技術（ＰＬＣ編）
ＪａｖａによるＷｅｂ系システム構築実践技術
実践機械設計技術（2次元設計：ＡｕｔｏＣＡＤ）
半自動アーク溶接（各種姿勢編）
設備管理技術者のための有接点シーケンス制御技術
被覆アーク溶接（各種姿勢編）
ＰＬＣによるシーケンス制御プログラミング（三菱FX編）
設備管理技術者のための冷凍空調設備の保安管理技術
実践機械製図
製造現場におけるＬＡＮ活用技術
電子計測器の活用技術
旋盤実践技術
組込みシステムによる入出力制御実践技術（Ｈ８編）
汎用フライス盤による正面フライス及びエンドミル加工
機械構造用鋼・工具鋼の熱処理技術

7/31～8/2
8/2,3
8/8,9
8/10,11
8/21,22
8/21～23
8/21～23
8/22～24
8/25,26
8/28～30

10
10
10
6
8
10
10
10
6
10

14,500円
13,500円
10,000円
11,000円
10,500円
16,000円
13,500円
11,000円
13,000円
14,000円

コース 訓練
番号 分野

M1001
W0801
E1701
H0801
E1201
M2101
E3701
E1801
H0601
M1801

機械
金属
回路
設備
制御
機械
情報
回路
設備
機械

M2401 機械
E1401
E3301
M0403
W0402
H0901
W0201
E0301
H0701
M0102
E3502
E2201
M1303
E2401
M1502
W0901

制御
情報
機械
金属
制御
金属
制御
設備
機械
情報
回路
機械
制御
機械
金属

8/28～30
8/29,30
8/29～31
8/29～31
8/30～9/1
9/1,8
9/3～5
9/4,5
9/8,9
9/11～13
9/12,13
9/18～20
9/18～21
9/2425
9/25～27
9/25～27

8 16,500円
6
10
10
10
10
10
10
6
10
10
10
10
10
10
10

10,500円
13,500円
14,000円
15,000円
10,500円
14,500円
7,500円
11,000円
13,000円
11,000円
14,500円
16,000円
7,000円
15,000円
17,000円

また、当センターでは設定したセミナー以外に事業主または事業主団体の方のご要望に応
じたオーダーメイド型の能力開発セミナー並びにその他の研修を承っております。
他にも、業務に必要な技能・技術についてのご相談も併せて対応いたしますので、下記ま
でお気軽にご相談ください。
■ホームページもございます。ＵＲＬ http://www3.jeed.or.jp/chiba/poly
この記事に関する
お問い合わせ先

【ポリテクセンター千葉（千葉職業能力開発促進センター）】
訓練第二課 電 話 ０４３－４２２－４６２２
Ｆａｘ ０４３－３０４－２１３２

番号

８

標題 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」を開催しています。
TIG 溶接、ガス溶接など現場で即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と技能検定対策や国家試験
対策にもお役立てていただける訓練を行います。
７月の時点でお申込み可能なセミナーは以下のとおりです。
ぜひ御自身のスキルアップに御活用ください。皆様のお申し込みをお待ちしております。

セミナー名

開催日

申込期間

定

員

受講料
テキスト代

技能検定２級
機械加工受検対策(学科)コース

8/21(火)・23(木)

7/31(火)まで

10 名

3,000 円
不要

AutoCAD 基礎(演習編)コース

8/28(火)・30(木)・
9/4(火)

8/7(火)まで

10 名

4,500 円
不要

プレス機械作業主任者
技能講習コース

9/12(水)･13(木)･
14(金)

8/22(水)まで

10 名

4,000 円
1,470 円

第二種電気工事士(下期)
筆記試験対策コース

9/15(土)･16(日)・
22(土)

8/27(月)まで

20 名

4,500 円
1,995 円

AutoCAD 基礎(操作編)コース

9/22(土)･23(日)

7/20(金)～8/31(金)

8名

3,000 円
不要

PowerPoint 実践コース

9/29(土)･30(日)

7/27(金)～9/7(金)

10 名

3,000 円
2,100 円

技能検定２級
建築大工受検対策コース

9/30(日)･10/21(日)･
11/25(日)

7/30(月)～9/7(金)

6名

5,250 円
2,730 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
おりますので、お気軽にお問い合わせください。
【ちば企業人スキルアップセミナーのご案内ＨＰ】
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/skillup/index.html

この記事に関する
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
MailAD syokuno001@mz.pref.chiba.lg.jp

番号

９

標題 笑顔いっぱい！フレンドリーオフィスについて
笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス

募集！！

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 年からスタートし、現在 146 社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。
みなさまからの御応募をお待ちしております。
≪対象事業≫
・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御覧ください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/friendly/index.html
≪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 12 月頃を予定しています。

この記事に関する
お問い合わせ先

【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
MailAD jinzai2@mz.pref.chiba.lg.jp

番号 １０ 標題 障害のある方のための職業（委託）訓練について
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）

番号 １１ 標題

障害者雇用支援制度紹介パンフレット

千葉県では、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、障害者
雇用に関する各種制度を取りまとめた冊子を作成しました。

↓ ダウンロード ↓
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/documents/shougaishakoyousienseido-panhuretto240401.
pdf

この記事に関する
お問い合わせ先

【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
MailAD jinzai2@mz.pref.chiba.lg.jp

番号 １２ 標題 労働委員会が行う不当労働行為の審査制度
〔1〕職場でこんなことがあったら…
◇ 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てくる。
◇ 会社が組合員に対して陰湿ないやがらせをする。
以上のような行為は、労働組合法で禁止される「不当労働行為」にあたる可能性があります。

〔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使用者の
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。
○

不利益取扱いの不当労働行為
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をする
こと。
○ 黄犬契約の不当労働行為
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。
○ 団交拒否の不当労働行為
労働組合による団体交渉の申込みを、正当な理由なく拒否すること。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。
○ 支配介入の不当労働行為
使用者が、労働組合の結成や運営を妨害したりすること。
○ 経費援助の不当労働行為
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。
○ 報復的不利益取扱い
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をすること。

〔3〕救済申立て
使用者がこれらの行為を行った場合には、労働組合又は労働者は、労働委員会に不当
労働行為の救済申立てをすることができます。ただし救済申立ては、不当労働行為が
あった日から１年以内にしなければなりません。申立てにあたって費用はかかりません。
労働委員会は、この申立てに基づいて審査を行い、不当労働行為と認められる場合は
救済のための命令を出し、認められない場合は申立てを退ける命令を出します。この
命令に不服な当事者は、中央労働委員会への再審査の申立てや裁判所への訴訟の提起を
することができます。

この記事に関する
お問い合わせ先

【労働委員会事務局 審査調整課】
電 話 ０４３－２２３－３７３６
Ｆａｘ ０４３－２０１－０６０６
MailAD chiroi3@mz.pref.chiba.lg.jp

番号 １３ 標題 茂原地域ジョブサポートセンターについて

この記事に関する
お問い合わせ先

【千葉県商工労働部 雇用労働課 雇用就労支援室】
電 話 ０４３－２２３－２９３３
Ｆａｘ ０４３－２２１－１１８０
MailAD koyou2@mz.pref.chiba.lg.jp

番号 １４ 標題 労働相談センターより～賃金について
Ｑ．賃金の支払い方法について法律上の定めはどのようになっていますか？
Ａ．労働者にとっては賃金を生活のための中心的な資金としていることから、賃金額、賃金の支払い期日等は
労働条件のうち最も重要なものです。労働基準法（以下労基法）第１１条では、「賃金とは、賃金、給料、
手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」
と定めています。賃金の支払いについては、労基法第２４条において、
(1)通貨払い、(2)直接払い、(3)全額払い、(4)毎月１回以上、(5)一定期日払い
を定めて支払わなければならないと規定されています。

(1) 通貨払いの原則
通貨による賃金支払いを義務付け、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり、弊害を招く
恐れが多い現物支給を禁止しています。小切手、郵便為替による支払いは、通貨による支払いとは認め
られていません。
現物支給が例外的に認められるのは、使用者が労働組合との労働協約に定めている場合です。
本人名義の口座振り込みは、労働者の同意を得ること、労働者が指定する銀行その他の金融機関の
本人名義の預貯金口座に振り込むことが要件となっています。また、退職手当については、労働者の
同意を得た場合に、銀行振出小切手、郵便為替による支払いが認められています。

(2) 直接払いの原則
使用者には賃金を直接、労働者本人に支払う義務があります。中間搾取を排除し、労務の提供をなした
労働者本人の手に賃金全額を帰属させるもので、たとえ未成年者でも、親権者ではなく本人に直接支払わ
なければなりません。ただし、労働者の単なる手足にすぎない使者に対して賃金を支払うことは差し支えな
いものとされています。

(3) 全額払いの原則
賃金を全額支払うことを義務付けています。
この原則は、賃金の一部の支払いを留保することによって、労働者の足止策とならないようにすると共に、
労働の対価を残りなく労働者に帰属させるため控除を禁止するものです。ただし、法令の定めや労使協定があ
る場合は例外が認められ、税金や社会保険料、共済費などが賃金から控除することが認められています。

(4) 毎月払いの原則
賃金支払期の間隔が開き過ぎることによる労働者の生活上の不安を除くことを目的としており、賃金は
少なくとも毎月１回は支払わなければなりません。

(5) 一定期日払いの原則
支払日が不安定で間隔が一定しないことによる労働者の計画的生活の困難を防ぐことを目的としており、
賃金は一定の期日を定めて支払わなければなりません。支払い日が休日にあたる場合は、支払いを繰り
上げても、繰り下げても、いずれも一定期日払いに違反しません。

この記事に関する
お問い合わせ先

【千葉県労働相談センター】
電 話 ０４３－２２３－２７４４

番号 １５ 標題 ワーク･ライフ･バランス取組状況調査結果について
始めてみよう！ワーク・ライフ・バランス

⑥

県では、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現を目指し、平成 17 年度
から 2 年毎に「出産・子育て期における男女労働実態調査」及びそのフォロー調査を行って
きました。
今回、同様の質問項目について「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」として県内 3,600
事業所を対象に調査を実施したところ、両立支援体制の整備が進んでいることがわかり
ました。また、女性の活躍の機会が広がっており、ワーク・ライフ・バランスに対する意識
として、好意的な考え方が増えていることもわかりました。
一方で、ワーク・ライフ・バランスについて消極的な企業も３割近くあり、県の事業への
認識も低いことから、更なる制度のＰＲや普及啓発を進めてまいります。
１．調査概要
● 調 査 対 象
● 調 査 方 法
● 実 施 期 間
●
●

県内事業所
郵送配付・郵送回収
平成 23 年 11 月 24 日から平成 24 年 3 月 28 日まで
（調査期間：平成 23 年 11 月 24 日から平成 24 年１月 31 日）
調査票発送数 3,600 件（うち有効配付数 3,464 件 有効回答数 934 件 回答率 27.0％）
主 な 内 容 女性の就労状況や再雇用の状況、両立支援制度の導入・活用状況、ワーク・
ライフ・バランスに対する認識 など

２．ワーク・ライフ・バランスについての考え方
「ワーク・ライフ・バランス」に対する意識として、好意的な考え方が増えてきています。
前回調査と比較して、
「ワーク・ライフ・バランスに対して積極的」な回答は、13.4 ポイン
ト増加し 67.6％となっており、優秀な人材の確保などの観点から、今後も企業の意識が
高まるとともに更なる両立支援の取組みが加速されることが期待されます。
ワーク・ライフ・バランスについての考え方（経年調査との比較）
手少
段子
と化
考対
え策
てと
いし
るて
有
※ 効
な

るが制
か度
か導
る入
のや
で運
消用
極に
的コ
でス
あト

と雇
か用
ら管
消理
極が
的煩
で雑
あに
るな
る
こ

考り社
え 員
方共の
で感価
あを値
る得観
らは
れ多
に様
くで
いあ

ー

、

業増多
績加様
ににな
好つ経
影な験
響がを
あり持
り つ
企社
※ 業員
のの

、

、

方い若
でてい
あ 世
る必代
要の
不人
可材
欠確
な保
に
※考
えお

スワ
に
はク
全・
くラ
関イ
心フ
が・
なバ
いラ
ン

無
回
答

ｎ

(%)

平成17年度

(825)

26.7

平成19年度

(796)

26.1

平成21年度

(806)

平成23年度

(934)

23.6
27.3

22.3
19.7

11.0
11.1

20.8

9.8
29.8

5.6

6.4

6.8 4.5
6.1

7.4
10.5

13.6

6.4

8.0

11.2

7.8

12.8

12.0

6.9

13.3

7.8

6.2

10.8

4.2
3.4

※ ワーク・ライフ・バランスに
積極的な回答

ワーク・ライフ・バランスに
消極的な回答

※ この調査結果を踏まえ、今後ともワーク・ライフ・バランスの普及促進に努めてまいります。
なお、調査結果の報告書（全体版）は、県ホームページで公開しております。
http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/jisedai/wlb_torikumijoukyoucyousakekka.html
この記事に関する 【千葉県商工労働部 雇用労働課 労働政策室 労働環境班】
お問い合わせ先
TEL 043-223-2743 FAX 043-221-1180 E-mail koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp

番号 １６ 標題

平成２４年度
募集について

千葉県男女共同参画推進事業所表彰

働く男女に優しい企業を
知 事 が 表 彰 し ま す ！
応募締切迫る！！！
平成２４年７月３１日（火）

千葉県では、仕事と家庭の両立支援
や女性の登用・職域拡大等に取り組ん
でいる県内の事業所を表彰し、ホーム

職場での様子

ページなどで広く紹介します。

女性の参画が遅れがちな建設
業界において、女性の資格取得
に向けサポートするなど、女性
の職域拡大や管理職登用を進め
ました。
男女ともに家庭を大切にしな
がら仕事ができる環境の整備に
努めています。
受賞後の記念撮影

応募方法及びこれまでの受賞結果については、下記ＵＲＬをご覧ください。
・応募について
http://www.pref.chiba.lg.jp/dankyou/hyoushou/koubo.html
・過去の受賞結果
http://www.pref.chiba.lg.jp/dankyou/hyoushou/jushou-ichiran.html

この記事に関する
お問い合わせ先

【千葉県総合企画部男女共同参画課企画調整室】
電 話 ０４３－２２３－２３７２
Ｆａｘ．０４３－２２２－０９０４
Mail
kyodo1@mz.pref.chiba.lg.jp

