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除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止
のための省令の公布及びガイドライン制定
東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線
障害防止規則（以下「除染電離則」といいます。）及びこれに基づく厚生労働大臣告示が公布され、平
成 24 年 1 月 1 日から施行されることとなりました。これに合わせ、除染等業務に従事する労働者の
放射線障害防止のためのガイドラインを策定しましたので、お知らせします。

このガイドラインは、除染電離則と相まって、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のため、
除染電離則に定める事項のほか、事業者が講ずることが望ましい事項を一体的に示すものです。具体的
には、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき指定された、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域内
において、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止対策として
１

被ばく線量管理の対象及び被ばく測定線量管理の方法

２

被ばく低減のための措置

３

汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置

４

労働者に対する教育

５

健康管理のための措置

６

安全衛生管理体制等

などについてまとめています。
このガイドラインは、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止を目的としたものですが、住民、
ボランティア等が活用できることも意図しています。
詳しい問い合わせは、千葉労働局労働基準部健康安全課（℡

043-221-4312）にお願いします。
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インフォメーション

千葉県最低賃金・特定最低賃金改正決定のお知らせ
千葉労働局労働基準部賃金室
千葉県内のすべての事業場で働く労働者（パート、アルバイトを含む）に適用される千葉県最低賃金及び下記の
７業種の産業の事業場で働く労働者に適用される特定最低賃金が下記のとおり改正されました。
発効日からは改正後の最低賃金額以上の賃金としなければなりません。
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〔地域別最低賃金〕
葉 県 最 低 賃
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器具製造業
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用
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７４８

千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用されま
２３. １０. ０１ す。ただし、特定最低賃金が設定されている産業の労働者及びその使用
者は、該当する特定最低賃金が適用されます。

８１０

２３. １２. ２５

８５０

８２７

定
最

８２９

低

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械
器具製造業
（電球・電気照明器具製造業、
電気計測器製造業及びこれら
の産業において管理、補助的
経済活動を行う事業所を除く）

県

賃
金

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）１８歳未満又は６５歳以上の者
（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの
（３）清掃又は片付けの業務に主として従事する者
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
２３. １２. ２５
（１）から（３）は上記に同じ
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）から（３）は上記に同じ
（４）次に掲げる業務に主として従事する者
イ 手作業による又は手工具若しくは小型動力工具を用いて行うか
す取り、バリ取り、かしめ、選別、検数、さび止め又はマスキ
２３. １２. ２５
ングの業務
ロ 手作業による又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め又
はレッテルはりの業務
ハ 軽易な運搬、工具又は部品の整理、賄いその他これらに準ずる
軽易な業務
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）から（３）は上記に同じ
（４）次に掲げる業務に主として従事する者
イ 主として手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作
が容易な小型機械を使用して行う部品の組立て又は加工業務の
２３. １２. ３０
うち、組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、
みがき、刻印打ち、かしめ、バリ取り、材料の送給、選別の業
務
ロ 塗油、検品の業務
ハ 手作業による袋詰め、包装の業務
二 軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）から（３）は上記に同じ
（４）次に掲げる業務に主として従事する者
イ 主として部品の組立て又は加工業務のうち、手作業による又は
２３. １２. ２５
手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を用いて
行うかえり取り、バリ取り、かしめ、組線、巻線、取付けの業
務
ロ 手作業による袋詰め、包装、箱入れの業務

計量器・測定器・分析機器・
試験機・測量機械器具・理化
学機械器具製造業、医療用機
械器具・医療用品製造業、光
学機械器具・レンズ製造業、
時計・同部分品製造業、眼鏡
製造業

８１２

各種商品小売業
注：衣・食・住にわたる各
種の商品を小売する事業所
で、その事業所の性格上い
ずれが主たる販売商品であ
るかが判別できない事業所

７８８

２３. １２. ２５

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）から（３）は上記に同じ

自動車（新車）小売業

８１９

２３. １２. ３０

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）から（３）は上記に同じ

※注 はん用機械器具製造業…家庭用エレベーター製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製
造業（他に分類されないはん用機械・装置製造業を除く）及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所
を除く。
生産用機械器具製造業…建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、縫製機械製造業のうち毛糸
手編機械製造業、生活関連産業用機械製造業のうち包装・荷造機械製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業のうち
金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業及びこれらの産業にお
いて管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。

◎

支払賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤
手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は除外します。
◎ お問い合わせは、千葉労働局賃金室（０４３－２２１－２３２８）又は最寄の労働基準監督署にお尋ね下さい。
千葉労働局ホームページ
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp
２４時間テレホンサービス
℡０４３－２２１－４７００
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インフォメーション

平成 24 年度 均等・両立推進企業表彰
応募期間：平成 24 年 1 月 1 日～ 3 月 31 日
表彰には、厚生労働大臣最優良賞、厚生労働大臣優良賞
都道府県労働局長優良賞、都道府県労働局長奨励賞
［均等推進企業部門］
◆ポジティブ・アクションを企業の方針として示し、
積極的に取り組んでいる。
◆ポジティブ・アクションの取組として「採用拡大」、
「職域拡大」、「管理職登用」または「職場環境・
職場風土の改善」に取り組んでいる。
◆ポジティブ・アクションの取組のうち、「女性の
みを対象」または「女性を優遇」するものは、女
性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない
場合（雇用管理区分ごとにみて女性労働者の割合
が４割を下回っている状況）に限られている。

があります。

［ファミリー・フレンドリー企業部門］
◆法を上回る育児・介護休業制度や勤務時間短縮等
の措置を規定し、利用されている。
◆男性労働者について一定の育児休業取得実績があ
る。
◆時間外労働が概ね年 150 時間未満である。
◆年次有給休暇取得率が概ね 50%（大臣賞は 60％）
以上である。
◆次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けて
いる、または認定を目指している。

応募方法
○応募様式は、厚生労働省ホームページまたは、雇用均等室で入手できます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001y5bf.html
○必要事項について、平成 24 年 1 月 1 日現在の状況を記入し、自己採点の上、千葉労
働局雇用均等室あてに郵送等により、ご応募ください。
【応募・問合せ先】
千葉労働局雇用均等室
〒 260-8612 千葉市中央区中央 4-11-1 千葉第 2 地方合同庁舎
TEL 043-221-2307
FAX 043-221-2308

ポジティブ・アクションとは・・・
固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、
●営業職に女性はほとんどいない
●課長以上の管理職は男性が大半を占めている
等の差が男女労働者の間に生じている場合、
このような差を解消しようと、
個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組をいいます。
◎ シンボルマークの活用について

ポジティブ・アクション普及促進の
ためのシンボルマーク「きらら」

シンボルマークは、ポジティブ・アクションに取り組んでいる企業や、ポジティブ・アクションの
普及促進に賛同する企業、労使団体等が、厚生労働省ホームページからダウンロードして、
シンボルマークの作成趣旨に基づいて自由に御利用いただけます。
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インフォメーション
フリーターや内定取り消し学生を雇用する事業主の皆さまへ

若年者等正規雇用化特別奨励金
（平成 23 年度末までの時限措置）

若年者等正規雇用化特別奨励金とは
「年長フリーターおよび 30 代後半の不安定就労者」または「採用内定を
取り消されて就職先が未定の学生等」を平成 23 年度末までに正規雇用した
事業主が、その後も引き続き正規雇用している場合、一定期間ごとに奨励金
を支給します。
対象者
1 人につき

中小企業は 100 万円 ､ 大企業は 50 万円

雇用形態と対象者は、以下のとおりです。
※トライアル雇用活用型及び有期実習型訓練終了者雇用型については、トライアル雇用及び有期実
習型訓練を平成 23 年度末までに開始しても、正規雇用として期間の定めのない雇用開始日が平成
24 年４月１日以降の場合、支給対象となりませんので留意ください。

トライアル雇用
活用型

ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用
終了後、引き続き、同一事業所で正規雇用する場合

・トライアル雇用開始日前１年間に雇用保険の一般被保険者でなかった人
・トライアル雇用の対象者とする者
・トライアル雇用開始日の満年齢が 40 歳未満の人

直接雇用型

ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介によ
り正規雇用する場合

・雇い入れ日現在の満年齢が、25 歳以上 40 歳未満の人
・雇い入れ日前１年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他、職業経験、技能、知識等
の状況から、奨励金の活用が適当であると安定所長が認める人

有期実習型訓練
修了者雇用型

有期実習型訓練修了者〈注１〉を正規雇用する場合
（ただし、すでに雇用している対象短時間等労働者〈注２〉に対して実施した有期実習型訓
練の場合、実施事業所において正規雇用に転換したときは、奨励金の対象となりません）
※〈注 1・2〉は裏面参照

・有期実習型訓練修了後の雇い入れ日（有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、その訓練生を正規雇用した
場合は、訓練開始日）現在の満年齢が、25 歳以上 40 歳未満の人

内定取り消し雇用型

ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介によ
り、採用内定を取り消されて就職先が未定の新規学校卒業者を正規雇用する
場合

・雇い入れ日現在の満年齢が、40 歳未満の人

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
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インフォメーション
奨励金の支給額
奨励金は、３回に分けて以下の時期に支給されます。
●第１期 250,000 円（中小企業事業主は 500,000 円）
正規雇用開始日から６カ月経過後、１カ月以内に申請
●第２期 125,000 円（中小企業事業主は 250,000 円）
正規雇用開始日から１年６カ月経過後、１カ月以内に申請
●第３期 125,000 円（中小企業事業主は 250,000 円）
正規雇用開始日から２年６カ月経過後、１カ月以内に申請

中小企業事業主とは
中小企業事業主とは、以下の事業主です。
小売業（飲食店を含む）「常時雇用する従業員数 50 人以下」又は「資本又は出資の額が５千万円以下」
サービス業
「常時常用する従業員数 100 人以下」又は「資本又は出資の額が５千万円以下」
卸売業
「常時雇用する従業員数 100 人以下」又は「資本又は出資の額が１億円以下」
その他の業種
「常時雇用する従業員数 300 人以下」又は「資本又は出資の額が３億円以下」

正規雇用する場合とは
「雇用期間の定めのない雇用であって、１週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契
約を締結し、雇用保険の一般被保険者（ただし１週間の所定労働時間が 30 時間未満の者を除く）
として雇用する場合」を指します。

支給対象事業主となる要件
①
②
③

雇用保険の適用事業の事業主であること
雇入れ対象者を６か月以上継続的に正規雇用する事業主であること
雇入れ日の前日から起算して６か月前の日から労働局長に対する支給申請日までの間に、事業所で雇
用する被保険者を事業主の都合により解雇等をしていないこと
④ 雇入れ日の前日から起算して６か月前の日から労働局長に対する支給申請日までの間に、特定受給資
格者となる離職理由で離職した者が３人を超えず、かつ、雇用を開始した日における被保険者数の 6％
に相当する数を超えていないこと
⑤ ハローワークから対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約していないこと
＜注１＞
「有期実習型訓練修了者」とは、ジョブ・カードを活用した有期実習型訓練の全課程を修了した人をいいます。
＜注２＞
「対象短時間等労働者」とは、次のイまたはロのいずれかに該当する人をいいます。
イ：期間の定めのない労働契約を締結していて、１週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用されている
通常の労働者に比べて短く、かつ、30 時間未満の人
ロ：期間の定めのある労働契約を締結している人

奨励金の支給には、この他にも要件がありますので、
詳しくは、都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。
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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

36協定の特別条項について

労使紛争の解決は「千葉県労働委員会」へ

Ｑ．時間外労働及び休日労働に関する協定（36 協定）
で定めた限度時間を超えて残業させる必要が生じまし
た。どうしたら良いのでしょうか？
Ａ．労基法第 36 条第２項に基づき「時間外労働の限
度に関する基準」が定められ、臨時的に限度時間を超
えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が
予想される場合には、36 協定に「特別条項」を付け
れば、限度時間を超える時間を延長時間とすることが
できます。この特別条項には、次の要件を満たしてい
ることが必要です。
１．原則としての延長時間（限度時間以内の時間）を
定めること。
２．限度時間を超えて時間外労働を行わせなければな
らない特別の事情をできるだけ具体的に定めるこ
と。
３．「特別の事情」は、次のア、イに該当すること。
ア．一時的又は突発的であること
イ．全体として１年の半分を超えないことが見込ま
れること
４．一定時間の途中で特別の事情が生じ、原則として
の延長時間を延長する場合に、労使がとる手続き
を、協議、通告、その他具体的に定めること。
５．限度時間を超えることのできる回数を定めること。
６．限度時間を超える一定の時間を定めること。
７．限度時間を超える一定の時間を定めるに当たって
は、当該時間をできる限り短くするように努める
こと。
８．限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率
を定めること。
９．限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率
は、法定割増賃金率（25％以上）を超える率と
するように努めること。
「特別の事情」は、「臨時的なもの」に限られ、臨時
的と認められるものの例として、「予算、決算業務」、
「ボーナス商戦に伴う業務の繁忙」、
「納期の逼迫」、
「大
規模なクレームへの対応」、
「機械のトラブルへの対応」
等が挙げられています。特に事由を限定せず、業務繁
忙なときとか、業務の都合上必要なときとかは認めら
れません。
◇「特別条項」の例；（＊印の数字は要件の番号）
『一定期間における延長時間は、１箇月 45 時間（＊1）
とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が
集中し、特に納期が逼迫したとき（＊2、3）は、会社
と従業員代表との協議（＊4）を経て、
６回を限度（＊5）
として、１箇月 60 時間までこれを延長（＊6、7）す
ることができる。尚、延長時間が１箇月 45 時間を超
えた場合の割増賃金率は 30％（＊8、9）とする。』
尚、要件６で、１箇月 60 時間を超える延長時間を
定めた場合、60 時間を超える時間外労働に対しては、
中小企業を除き、割増賃金率を 50％以上とするか、
代替休暇を付与しなければなりません。これは次号で
説明します。

労働組合と使用者との間で、労働条件に関しての話
し合いがつかず、主張が対立したまま紛争が生じてい
る、というような場合、労働委員会が公正・中立な立
場から、迅速かつ現実に即した紛争解決のお手伝いを
します。
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１

労使紛争の解決方法は？
解決の方法には「あっせん」「調停」「仲裁」の３つ
がありますが、ほとんどの場合、迅速で手続きが簡単
な「あっせん」が利用されています。
「あっせん」では、労働委員会のあっせん員（３名）
が、双方の主張を確かめ、公正・中立な立場から解決
の糸口を見つけ出し、歩み寄りを促します。どちらが
正しいかを判断するものではなく、双方に譲りあいを
促し、双方にとって良いと思われる解決法を見つけ出
すものです。
（どうしても相手方があっせんに応じてくれない場
合や、あっせんを重ねても互いの主張がかけ離れて歩
み寄りが見られない場合は打切りとなります。）
２

あっせんの申請は？
千葉県内に所在する事業所の労働組合、使用者、ど
ちらからでも申請できます。また、特に法的な知識を
必要としませんので、代理人（弁護士）を依頼しなく
ても支障ありません。
３ 調整の対象となる事項は？
・賃金、労働時間、解雇、雇止め、休日、休暇などの
労働条件に関する事項
・労働協約の締結・改正に関する事項
・団体交渉に関する事項
など
４

主な解決事例（雇止めを通告された組合員に対し、
金銭補償を求めた事例）
経緯：組合員に１年契約の契約社員がおり、これまで
数回契約更新を行ってきたが、会社事由により、次回
の契約を更新せず、雇止めとする旨、通告された。
この組合員の雇止めに納得できないとして、労働組
合は会社に団体交渉を申し入れ、雇用の継続を求めた
が、会社の主張に変わりがなかった。そこで、労働組
合は組合員への金銭補償を求めて、あっせん申請した。
あっせんの結果：会社は組合員に解決金を支払うこと
で双方が合意し、解決した。
詳しくは、お問い合わせください。
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

インフォメーション
企業における中高年齢者活用・定着支援事業

ミドルが働きやすい職場づくりへ
中高年齢労働者については、その経験を生かし職場で活躍することが期待されていますが、若年労働者とは異な
る悩みを抱える場合もあり、中高年齢労働者及びその事業主に対する独自の支援が期待されるところです。千葉県
では、企業等における中高年齢者の雇用におけるミスマッチの解消を目指し、ミドル人材サポートセンターを設置
しています。

相談（無料）

企業のみ
対象

◎キャリアアドバイザーが相談を承ります。

電話

メール

面談

訪問相談

０１２０－９４－５６７１

midchiba@athuman.com

予約制

予約制

火曜日～土曜日
10:00 ～ 16:00

２４時間受付

火曜日～土曜日
10:00 ～ 16:00

火曜日～土曜日
10:00 ～ 16:00

ミドル人材活用セミナー（無料）
◎中途採用のミドル人材が活躍するヒントが一杯の無料セミナーです。
名

称

内

容

≪事業主向け≫

≪中途採用者向け≫

ミドル人材の特徴と活用の仕方
ミドル人材を活かす企業風土や助成金

仕事への取り組み方とキャリア形成
より良いコミュニケーションのとり方

対象者

事業主・人事労務役職者

主として入社 3 年未満の 40 歳以上の
中途採用者

定

員

20 名（申込先着順）

20 名（申込先着順）

時

間

13:30 受付

13:30 受付

日程・場所

14:00 ～ 17:00

14:00 ～ 17:00

1 月 18 日（水）茂原駅前学習プラザ《茂原市》 1 月 28 日（土）茂原駅前学習プラザ《茂原市》
2 月 8 日（水）成田市商工会館《成田市》

2 月 25 日（土）成田市商工会館《成田市》

求職者と企業の交流会（無料）
◎中高年齢求職者と企業との交流会です。社風や仕事内容など人事担当者と直接話せる機会です。
名

称

いきいき働く！企業と求職者の交流会

対象求職者 千葉県内に居住する 40 歳以上の男女求職者 20 名（申込先着順）
対象企業
時

間

日程・場所

40 歳以上の方の雇用に積極的な企業 5 ～ 6 社
13:30 受付

14:00 ～ 17:00

1 月 24 日（火）習志野商工会議所《習志野市》
3 月 7 日（水）千葉県東葛飾地域振興事務所《松戸市》

チーバくん

☆交流会に参加ご希望の企業様は随時募集中！

ミドル人材サポートセンター
フリーダイヤル：０１２０－９４－５６７１
e メール： midchiba@athuman.com
〒 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見２‐７‐５ 富士見ハイネスビル３Ｆ
URL http://www.athuman.com/pr/chiba.html
※本事業は千葉県からヒューマンリソシア株式会社への委託事業です。
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インフォメーション

「ちば仕事プラザ」講座のご紹介

２・３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

起業成功へのはじめて講座

アサーション対話術講座

ファシリテーター養成講座

ビジネスプレゼンテーション講座

２／ 18、25
両日とも土曜日

9:30 ～ 16:30

定員・受講料等
24 名
11,000 円
税込・資料代含む

２／ 25
土曜日 9:30 ～ 16:30

20 名
8,000 円
税込・資料代含む

３／３
土曜日

20 名
8,000 円
税込・資料代含む

9:30 ～ 16:30

３／ 24
土曜日 9:30 ～ 16:30

20 名
8,000 円
税込・資料代含む

【会場・お問い合わせ・資料請求】
千葉県職業能力開発協会
〒２６１－００２６

訓練振興課

ＴＥＬ

千葉市美浜区幕張西４－１－１０

０４３（２９６）１１５０ ［平日］
０４３（２７４）７７７１ ［土曜日のみ］

ＦＡＸ
ＨＰ

０４３（２９６）１１８６
http://www.chivada.or.jp/

Ｅメール

kunren@chivada.or.jp

◎交通のご案内
＜バスをご利用の方＞
・ＪＲ総武線・京成電鉄「幕張本郷駅」から
①

６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

②

６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
③

３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

＜徒歩でお越しの方＞
・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＞

8

70 台収容可能（無料）

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 24 年２月から平成 24 年３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。
《２・３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

コ

ー

ス

名

受講料

開催日程

E1502

タッチパネルを活用したＰＬＣ制御
ＰＬＣ制御／位置決め・
～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 14,000 円 2/1、2
タッチパネル・ネットワーク
得するコース～

W0301

成形加工／溶接加工／熱処理

E3402

ディジタル回路設計

中・高炭素鋼、特殊鋼の接合技術
～難溶接材料による材料特性の把握と溶接実習コース～

20,200 円 2/1、2、3

ＶＨＤＬによるディジタル回路設計技術
～ハードウェア記述言語によるディジタル回路設計の開発手法と手順を習得するコース～

14,900 円 2/6、7、8

E1902

ＰＬＣ制御／位置決め・ ＳＴ言語によるＰＬＣ制御技術
タッチパネル・ネットワーク ～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～

M1602

ＮＣ／マシニングセンタ加工

E3202
E6002

アナログ回路設計

マシニングセンタ実践技術（加工 ･ 段取り編）
～加工工程の検討からツールパスを作成し，実加工までの一連の技術を習得するコース～

19,300 円 2/7、8、9、10

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～

13,200 円 2/14、15

ＰＬＣ制御／位置決め・ 汎用インバータによるモータ可変速技術
タッチパネル・ネットワーク ～実習で学ぶ汎用インバータ活用コース～

14,900 円 2/14、15、16

設計／製図・ＣＡＤ・ＣＡＥ

３次元ＣＡＤモデリング技術（サーフェス編：CATIA V5）
～設計ツールとして効果的な３次元ＣＡＤによるサーフェス技術を習得するコース～

14,900 円 2/14、15、16

成形加工／溶接加工／熱処理

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～

21,000 円 2/14、15、16

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
～フライス盤における代表的な工具を用いた加工実習コース～

20,200 円 2/14、15、16、17

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～

14,900 円 2/15、16
14,900 円 2/21、22
14,900 円 2/21、22、23

有接点シーケンス

M0501
W0102
M1102

汎用機械加工

E5502

ＬＡＮ活用／ネットワーク

E4602

アナログ回路設計

伝熱工学による電子機器の放熱設計ノウハウ
～電子部品の熱設計から筐体までの熱設計技術コース～

E1104

有接点シーケンス

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～

Android 組込アプリケーション開発技法
組込みシステム開発・設計
～ LinuxOS 携帯端末への組込アプリケーションの開発手法を習得するコース～

H0902

リフォーム計画

M0203

設計／製図・ＣＡＤ・ＣＡＥ

M1302

汎用機械加工

H0702

リフォーム計画

E4102

組込みシステム開発・設計

M1202

汎用機械加工

E1701

13,200 円 2/14、15

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～

E1004

E4202

14,000 円 2/7、8

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～

マイコン制御／ＰＩＣ

M0601

設計／製図・ＣＡＤ・ＣＡＥ

16,700 円 2/21、22、23

実践機械設計技術（２次元設計：AutoCAD）
15,800 円 2/21、22、23
～ＪＩＳ製図規格を理解し、機械図面を２次元ＣＡＤソフトにより作成できる技能を習得するコース～
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～

17,500 円 2/21、22、23

成功するマンションリフォームの秘訣
～魅力あるマンションリフォームを実例や演習をとおして習得するコース～

14,900 円 3/3、10

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～

13,200 円 3/6、7

汎用フライス盤による曲面、あり溝、穴等の応用加工
～フライス盤における基本加工を踏まえた応用加工実習コース～

20,200 円 3/6、7、8、9

ＰＬＣ制御／位置決め・ ＰＬＣネットワーク構築技術
タッチパネル・ネットワーク ～実習を通して入出力機器の省配線・ＰＬＣ相互の通信技術を習得するコース～

E3602

15,800 円 2/21、22、23

14,900 円 3/14、15、16

ＰＩＣマイコンによるＣ言語プログラム制御技術
14,900 円 3/14、15、16
～ＰＩＣマイコン（PIC16F877A）の実習ボードを製作しながら学ぶＣ言語制御プログラミングコース～
３次元ＣＡＤモデリング技術（アセンブリ編：CATIA V5）
～複数の部品間でのアセンブリ構築、アセンブリの評価等アセンブリ技術を習得するコース～

13,200 円 3/21、22
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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

④

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、具体的な取組事例を御紹介いたしました。
今回も引き続き、具体的な取組事例を御紹介いたします。

取組例③

～社員の成長が会社の成長～

（１）両立支援に取り組んだ背景
～現場で働く女性社員の活躍から～
10 年ほど前から男女ともに若手社員の採用を進めてきており、現在では 20 代が半数を占めるなど、若手社
員は会社の成長を支えるうえで不可欠な存在となっています。
建設業界では、一般的には男性社員が高い割合を占めていますが、当社では女性社員が現場の責任者として、
活躍していることもあり、結婚や出産を通しても働き続けられる環境が必須と考えています。
そのため厚生労働省のポジティブアクションも取り入れながら男女ともに活躍推進できる職場づくりに向けて
全社的に取り組んでいます。
（２）取組状況
～結婚や出産を通しても働き続けられるように～
育児休業取得後の復帰には、週 4 日からの勤務や短時間勤務制度を利用する
など、制度を柔軟に運用しています。
また、現在はノー残業デーを月 1 回実施しているが、社内に浸透した段階で
回数を増やします。
有給休暇の取得促進や労働時間の削減に向けて、管理職層の意識改革が必要で
あることから、定期的に両立支援に関する情報発信をしています。
両立支援に向けて体制を整えるうえで、社員同士の連携が大切なので、部署を
越えてコミュニケーションを図れるようにしています。
（３）取組に伴う効果・従業員の変化等
～優秀な人材の定着や活用へ～
育児休業を取得した女性社員は、任されている仕事が多く人望も厚いことから、こうした人材の定着や活用が
進むことで会社全体の成長につながっていると感じています。
社員が意欲的に仕事に取り組めるように、社員のやる気と実力を認める環境も整え、今後も社員の成長を積極
的に後押ししながら会社の成長に繋げていきたいと考えています。

取組例④

～男女がお互いを対等なパートナーとして尊重し合う職場を目指して～

（１）両立支援に取り組んだ背景
～就業意識の高い女性社員の存在から～
バブル時代の 90 年代は、大手企業などに人材が集まり、男性社員を確保することに苦労しました。
結果として、就業意識の高い女性を採用し、大企業に比べ給与が低くとも意欲的に仕事に取り組む姿を見たこ
とが、女性活用のきっかけになったように感じています。
以前は、工場で「機械を動かすのは、男性社員でないと難しい」と考えていましたが、小型機械の導入にあた
り女性社員を採用したところ、手際良くかつきれいに仕事する女性社員の姿から、会社としても意欲がある社員
をサポートしていきたいという思いを強くしてきました。
（２）取組状況
～社員の働きやすさを高めるために～
子どもを病院に連れて 1 時間後には出社できる場合に、半日休暇を取得しては業務の
効率が下がり、社員の負担も増えるので、柔軟に有給休暇を取得できるように時間単位
の休暇制度を取り入れることとしました。
育児休業を取得した社員には、育児休業復帰後約 3 ヵ月間は、週 2 ～ 3 日から勤務
をはじめ、仕事と家庭の両立に少しずつ慣れてもらいました。
（３）取組に伴う効果・従業員の変化等
～就業意識の高い女性社員の定着へ～
就業意識の高い女性をサポートしてきたことが、今日の女性定着につながっています。
また、育児休業取得者が初めて出た中小企業には助成金も出るので、そうした制度を
上手く活用できたことも大きかったように感じています。
今後は、男女が互いに対等なパートナーとして尊重し、性別に関係なく活躍できる組織へリーダーが導いてい
くことが企業全体の力を高めることにつながっていくと考えています。
終わりに・・・
前回から具体的な取組事例の一部を御紹介してまいりましたが、ワーク・ライフ・バランスを推進するには、経
営者が一方的に進めるのではなく、 会社が抱える課題について従業員も同じ認識を持っていることが必要です。
また、経営者と従業員の両方が重要度や必要性が高いと考えているものを確認して、自社に合った両立支援の取
組をする参考としていただければ幸いです。
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インフォメーション

労働者福祉資金融資制度の紹介
県と中央労働金庫とが提携し、中小企業で働いている方及び離職した方に生活資金の融資を行っています。
※中央労働金庫所定の融資審査があります。

中小企業労働者生活安定資金
資金使途

融資額
金利(固定)

返済期間
返済方法

担

保

育児・介護休業者生活安定資金

療養費又は分娩費、冠婚葬 資金使途
祭費、教育費、火災又は事
故等で破損した住宅の補修
費 等
融資額
100 万円以内
年 2.2%
（別途 0.8% の保証料要）
5 年以内

金利(固定)

返済期間

返済方法
元利均等月賦
（月賦・半年賦併用返済可）
不

要

担

保

離職者生活安定資金

育児・介護休業による賃金 資金使途
の減少により生活上必要と
する資金
融資額
休業期間3ヶ月以下50万円以内
休業期間3ヶ月以上100万円以内
年 1.9%
（別途 0.8% の保証料要）
5 年以内

要

30 万円以内 ( 一般資金 )
20 万円以内 ( 特別資金 )

一般資金：基本的な生活を維持するために日
常的に必要とする資金
特別資金：中小企業勤労者生活安定資金に同じ

金利(固定)

元利均等月賦
（月賦・半年賦併用返済可） 返済期間
不

融資対象者及びその扶養家族
が必要とする生活安定資金

返済方法

年 1.5%
（別途 0.8% の保証料要）
３年以内
元利均等月賦返済

担
保
不 要
【 ご利用資格 】
【 ご利用資格 】
ただし連帯保証人 1 名が必要
１と２は、中小企業労働者生活安定資金
１、中小企業にお勤めの方
２、1 年以上同一事業所に雇用されてい に同じ
【 ご利用資格 】
３、育児休業等育児または家族介護を行
て年間所得が 150 万円以上の方
う労働者の福祉に関する法律に基づ １、会社の都合又は自己都合により離職
３、県内の同一住所に 1 年以上居住し、
している方
く育児休業・介護中の方
世帯の生計を維持している方
４、県内の同一住所に 1 年以上居住し ２、離職時に雇用保険法第 10 条に規定
する失業給付を受け取ることができ
ている方
る方で、現にその申請を行った方
３、労働の意志及び能力を有し、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

※
※
※

融資の申し込みは、中央ろうきんの千葉県内各支店で行ってください。
詳細は、お近くの中央ろうきん各支店までお問合せください。
ご利用の際には、中央ろうきん所定の審査があります。審査結果によってはご希望に添
えない場合があります。

◆中央ろうきん 千葉県内・支店一覧
千葉支店
℡ 043-251-5161
野田支店
℡ 04-7125-2525
市川支店
℡ 047-376-3311
銚子支店
℡ 0479-22-8484
館山支店
℡ 0470-22-1111
茂原支店
℡ 0475-23-6611
船橋支店
℡ 047-434-2784
松戸支店
℡ 047-365-8185
市原支店
℡ 0436-21-2181
木更津支店 ℡ 0438-25-5511

成田支店
℡ 0476-24-2211
千葉南支店
℡ 043-247-6666
八千代支店
℡ 047-486-2525
柏支店
℡ 04-7163-4567
成東支店
℡ 0475-82-4111
千葉県庁前出張所
℡ 043-221-5311
津田沼支店
℡ 047-403-6070
津田沼ローンセンター ℡ 047-403-3881
柏ローンセンター
℡ 04-7168-7711
市原ローンセンター
℡ 0436-21-4181
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各種相談

相談・お問合せ一覧
所

043(245)9420

〒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

第五四一号

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

住

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

話

ち

千葉県求職者総合支援
センター

電

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 千葉市中央区中央4－11－1
043(308)0672
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
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