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平成２４年１０月２１日（日）開催 
 

 

 

千千葉葉のの労労働働関関係係情情報報誌誌  

№５４４ 
秋号 

2012 年度 

～ ＩＮＤＥＸ ～ 

1 労働契約法改正のポイント 

2 千葉県最低賃金の改正 

3 「改正派遣法」が施行されます 

4 「各種助成金」支給要件の改正 

5 労働保険関係のお知らせ 

6 始めてみよう！ワーク・ライフ・バランス⑦ 

7 パートタイム労働に関するお知らせ 

8 「障害者雇用促進面接会」開催のお知らせ 

9 障害者就労促進チャレンジ事業について 

10 シニアワークプログラム地域事業について① 

11 シニアワークプログラム地域事業について② 

12 中退共の退職金制度のご案内 

13 個別的労使紛争のあっせんは「千葉県労働委員会」へ 

14 年俸制について 

15 ポリテクセンター千葉が行う講習会のご案内について 

16 ちば企業人スキルアップセミナー（千葉県在職者訓練） 

17 千葉県労働大学講座のご案内 



番号 １ 標題 労働契約法改正のポイント 
働く方々、事業主の皆さまへ 

有 期 労 働 契 約 の 新 し い ル ー ル が で き ま し た 

 

労 働 契 約 法 改 正 の ポ イ ン ト 
 
 「労働契約法の一部を改正する法律」が平成２４年８月１０日に公布されました。今回の改

正では、有期労働契約について、下記の３つのルールを規定しています。 

 有期労働契約とは、１年契約、６か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。

パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、有期労働契

約で働く人であれば、新しいルールの対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ああああああああ 

 

 有期労働契約は、パート労働、派遣労働をはじめ、いわゆる正社員以外の労働形態に多く見

られる労働契約の形式です。有期労働契約で働く人は全国で約１，２００万人と推計されます。 

 有期労働契約で働く人の約３割が、通算５年を超えて有期労働契約を反復更新している実態

にあり、その下で生じる雇止めの不安の解消が課題となっています。また、有期労働契約であ

ることを理由として不合理な労働条件が定められることのないようにしていく必要もありま

す。 

 労働契約法の改正は、こうした問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社

会を実現するためのものです。 

（なお、派遣社員は、派遣元（派遣会社）と締結される労働契約が対象となります。） 

有期労働契約の利用に当たり、法改正の趣旨および内容を十分ご理解いただくよう、お願いい

たします。 

厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp)でも最新情報を提供しています。 

 

 

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 監督課】 

   〒２６０－８６１２ 

   千葉市中央区中央４－１１－１ 千葉第２地方合同庁舎 

  電 話 ０４３－２２１－２３０４ 

 
 

 

 

Ⅰ 無期労働契約への転換 

有期労働契約が反復更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定め

のない労働契約（無期労働契約）に転換できるルールです。 

Ⅱ 「雇止め法理」の法定化 

最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。 

一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。 

Ⅲ 不合理な労働条件の禁止 

有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の

相違を設けることを禁止するルールです。 

改正法の３ つのルール 

あああああああああ 

 

 Ⅱ ：平成２４年８月１０日（公布日） 

ⅠとⅢ：公布日から起算して１年を超えない範囲内で政令で定める日 

施行期日 



番号 ２ 標題 千葉県最低賃金の改正 

千葉県最低賃金が改正されます 

～必ずチェック  最低賃金！ 使用者も 労働者も～ 
 

 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す。 

         千葉県最低賃金 

平成 24 年 10 月 1 日から、時間額７５６円（従来の 748 円から 8 円引き

上げ） 

ここがポイント… 
  

1 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・アルバイトなど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なければなりません。 
 

 
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、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。 
 

4 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。 
 

 
※ 最低賃金についての詳しいことは、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ください。 

※ 「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）（☎043-222-0500）で中小 

企業事業主のみなさんのために経営課題と労務管理の無料相談を受け付けていますのでご利用 

ください。 

24 時間テレフォンサービス 043-221-4700 

 

 

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】 

   電 話 ０４３－２２１－２３２８ 

 

 



番号 ３ 標題 「改正派遣法」が施行されます 
 

   

 
 

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 需給調整事業室】 

〒２６０－８６１２ 

千葉市中央区中央４－１１－１ 千葉第２地方合同庁舎 

電 話 ０４３－２２１－５５００ 

 

 



番号 ４ 標題 「各種助成金」支給要件の改正 
 

  

 

 
 

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 職業対策課分室】 

〒２６０－８６１２ 

千葉市中央区中央３－３－１ フジモト第一生命ビル６階 

電 話 ０４３－４４１－５６７８ 

 

 



番号 ５ 標題 労働保険関係のお知らせ 
 
 
 
 
 
 
 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。 

 
             

 
 
 
 
 
厚生労働省では、毎年「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、「労働保険適用促進強化期間」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。 
 
 
 
 
 
労働保険料の納付について、年度更新申告書において概算保険料の延納（分割納付）を申請

している事業場に係る、本年度第 2 期の納付期限は平成 24 年 10 月 31 日です。第 2 期分の納付

書は、10 月中旬頃に発送の予定です。 
 

 
 
 
 
 全ての事業主について、口座振替がご利用いただけるようになりました！ 
 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

【千葉労働局 総務部 労働保険徴収課】 

  〒２６０－８６１２ 

千葉市中央区中央４－１１－１ 千葉第２地方合同庁舎 

電 話 ０４３－２２１－４３１７ 

 

 

労働保険適用促進強化期間 （11／1～11／30）     

事業主の皆さん、労働保険の 
   加入はおすみでしょうか・ ・ ・ ？ 

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）にお尋ねください。 
   

労働保険の概算保険料第 2期分の納付について     

労働保険料・一般拠出金の口座振替のご利用を 



番号 ６ 標題 始めてみよう！ワーク・ライフ・バランス ⑦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※詳細及び申込については、県ホームページ（下記参照）を 

御確認ください。 

 

【労働大学講座】 
URL：http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/event/2012/roudoudaigaku.html 

 

【ワーク・ライフ・バランスセミナー】 

URL：http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/jisedai/seminar.html 

 

 
日 時 

 
場 所 

 
講演テーマ 

 
講師・事例発表企業 

（労働大学講座） 

平成 24 年 10 月 23 日（火） 

18 時 15 分から 20時 15 分 

 
千葉県教育会館 

新館5階501会議室 

（講演） 

女性の活躍の場の拡大と

ワーク･ライフ･バランス 

東京大学大学院 

情報学環 

教授 佐藤博樹 氏 

（WLB セミナーin 千葉市） 

平成 24 年 11 月 5 日（月） 

13 時 30 分から 16時 00 分 

 

千葉商工会議所 

14 階 第 2 ホール 

（講演） 

ワーク･ライフ･バランス

の最近の動向と課題 

(公財)日本生産性本部参事 

(財)21 世紀職業財団 

特任講師 北浦正行 氏 

（WLB セミナーin 柏市） 

平成 24 年 11 月 13 日（火） 

13 時 30 分から 16時 00 分 

 
柏商工会議所 4階 

402･403 会議室 

（講演） 

ワーク･ライフ･バランス

と働き方改革 

法政大学 

キャリアデザイン学部 

教授 武石恵美子 氏 

 
 
（WLB セミナーin 船橋市） 

平成 24 年 11 月 19 日（月） 

13 時 30 分から 16時 00 分 

 

 

船橋商工会議所 

6 階大ホール 

（講演） 
女性、育児だけではない！ 

ﾊｲ・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを目指す、 

職場改革「ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ」 

（事例発表） 

あなたが輝く働き方 

 

京葉中小企業労務協会 

特定社会保険労務士 

石倉雅恵 氏 

 

古橋工業株式会社 

代表取締役 

古橋久治 氏 

 

 

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 

   E-Mail  koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

 

ワーク・ライフ・バランスセミナーの開催 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進は、少子高齢化の流れに対応し、

また、優秀な人材を確保することや多様な人材活用に有効な経営戦略の一つです。 

有識者の講演、社会保険労務士の専門的な立場からの講演や県内企業の先進的な取組事例

の発表など、県内３ヵ所（千葉市・船橋市・柏市）並びに労働大学講座（千葉市開催）の    

１講座でワーク・ライフ・バランスセミナーを開催いたしますので、この機会に是非、    

ワーク・ライフ・バランスについて考えてみませんか。 

また、千葉労働局雇用均等室の担当者の方から「改正育児・介護休業法の全面施行につい

て」説明があります。（労働大学講座を除く） 

皆様の御参加をお待ちしております。 

WLB 
ｾﾐﾅｰ 

http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/event/2012/roudoudaigaku.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/jisedai/seminar.html


番号 ７ 標題 パートタイム労働に関するお知らせ 
 

お知らせ① 
 

 

 

 

千葉労働局雇用均等室では、パートタイム労働者の方や、パートでの就労をご希望の方を対

象として個別に相談をお受けします。 

 パートタイム労働に関する疑問点や、パートタイム労働法の内容についてもわかりやすくご

説明いたします。是非ご利用ください。 

 なお、パートタイム労働者を雇用している事業主の皆様からのご相談につきましては、随時、

雇用均等室あてお電話でお問い合わせください。 

  
実 施 日 ① １１月３０日（金） 

      ②  １月３１日（木）   

      ③  ３月 ８日（金） 

受 付 時 間  １０：００～１６：００ 

（ただし 12 時～１３時を除く）  

相談の種類 パートタイム労働法等に関する各種相談 

       ・パートと正社員との待遇のバランス 

       ・正社員への転換 

       ・その他 

場   所 千葉労働局雇用均等室 

       （千葉市中央区中央４－１１－１千葉第２地方合同庁舎１Ｆ） 

電   話 ０４３－２２１－２３０７ 

       ※お電話での相談は随時受け付けています。  

 

お知らせ② ～パートタイム労働者を雇用する事業主の皆さまへ～ 

 

 

 

 パート社員の戦力化は、パート社員のやる気を引き出してその能力をフルに発揮できる環境

にあってはじめて実現可能です。 

 そのためには、①パート社員一人ひとりの働きや貢献に見合った待遇にする、②正社員と均

衡（バランス）のとれた待遇とする、③パート社員への説明責任を果たすことが求められてい

ます。この３ポイントにアプローチするための手法の一つが「職務分析・職務評価」です。 

 パート社員が「すぐに辞めてしまう」「戦力にならない」などの問題でお困りの事業主の方、

パート社員の処遇制度の見直しをお考えの事業主の方は、雇用均等室までお問い合わせくださ

い。 

 専門コンサルタントが「職務分析・職務評価」とは何か詳しくご説明し、その導入について

お手伝いをいたします（ご相談、ご説明のみのお問い合わせも歓迎します）。 
  

  
 

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 千葉第２地方合同庁舎１階 

   電 話 ０４３－２２１－２３０７ 

 

 

パートタイム労働個別相談会を開催します！ 

パートから
正社員にな
れないの？ 

正社員は昇給す
るのに、パート
は何年働いても
同じ賃金・・・ 

パートタイム
労働法って 
どんな法律？ 

社員食堂が
正社員しか
使えない・・ 
 

パート社員のやる気を引き出すための 

職務分析・職務評価のおすすめ 



番号 ８ 標題 「障害者雇用促進面接会」開催のお知らせ 
 

   

 
 

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 職業対策課】 

〒２６０－８６１２ 

千葉市中央区中央４－１１－１ 千葉第２地方合同庁舎 

電 話 ０４３－２２１－４３９２ 

 

 



番号 ９ 標題 障害者就労促進チャレンジ事業について 
 

 

 

 

千葉県では障害者雇用への理解の促進を図るために、これから障害者雇用を考えている 

事業主の皆さまのために、障害者雇用企業の見学や事業主との意見交換会を実施します。 

 なお、本事業は千葉県から「千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会」への 

委託事業です。 

 

●内容   (1)障害のある人の業務内容、業務の見直しや工夫の仕方などを見学 

      (2)事業主と、障害のある人の採用方法や賃金、継続雇用するための工夫等に 

ついての意見交換 

●対象   県内の本社・支店等事業所であり、障害者雇用を検討している事業所。 

●開催日時 以下のとおり開催を予定しています。 

 

 

 
問 千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会 事務局 

社会福祉法人祐啓会 ふる里学舎地域生活支援センター 〒290-0265 市原市今富 1110-1 

TEL／FAX 0436(36)7762／0436(36)7612 
 
 

開催日時 見学先事業所（所在地） 業種 主な見学業務 

平成 24 年 10 月 31 日（水） 

13：00～16：30 

社会福祉法人九十九里ホーム 

（匝瑳市） 
医療福祉業 

介護補助、洗濯業

務 

平成 24 年 11 月 13 日（火） 

13：30～15：30 

① ＤＩＣ株式会社総合研究所 

② ヴェオリア・ウォーター・ 

インダストリーズ・ジャパン 

株式会社 

（佐倉市） 

①製造業 

②水道業 

①環境整備 

②清掃 

平成 24 年 11 月 22 日（木） 

10：00～11：30 

ちばぎんハートフル株式会社 

（千葉市） 
銀行業 事務 

 

 

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 

 

障害者雇用を応援します【障害者就労促進チャレンジ事業】 

～障害者雇用企業見学・意見交換会開催の御案内～ 



番号 １０ 標題 シニアワークプログラム地域事業について① 
 

 

 

千葉労働局の委託を受けて、働く意欲のある高年齢者を対象に、地域の事業主団体・労働局・

公共職業安定所の協力のもと、雇用や就業を前提に「技能講習会」と「合同面接会」を一体的

に実施するとともに、雇用・就業に繋げるための「職場体験」やフォローアップを実施するも

のです。 
【事業の流れ】 

 
【受講を希望される方】 
 この技能講習・職場体験は、健康で就職・就業の意欲のある 55 歳以上の方を支援するための

講習です。受講料は無料です。受講の可否は「登録・受講申込書」の選考により受講者を決定

します。技能講習、職場体験が決まった方を「シニアワークプログラム地域事業」の参加者と

して登録します。登録有効期間は平成 25 年 3 月末日です。 
【応募資格】 
 千葉県内に居住し健康で就業意欲があり、仕事についていない 55 歳以上の方で、ハローワー

クに求職登録している方。未登録の方は事前にハローワークで求職申込を行い、求職番号を取

得してからご応募ください。 
 技能講習へ応募の場合、①全日程を出席できる方、②講習後に開催する「合同面接会」に参

加できる方、③介護員養成講習、訪問介護員スキルアップ講習（介護保険事務パソコン）、働き

たい方の初めてのパソコン講習については、講習終了後に実施する職場体験（一体型）に参加

できる方。 
【応募方法】 

技能講習会及び職場体験の参加を希望される高年齢者の方は、「登録・受講申込書」を当連合

会ホームページよりダウンロードしていただき、郵送又はＦＡＸにて送付願います。 
【求人企業の皆様へ】 

 地元において働く意欲の旺盛な 55歳以上の高年齢者の豊富な経験と能力を事業主の皆様が活

用できるよう、国の施策に基づくシニアワークプログラム地域事業の一環として合同面接会及

びマッチングを行ないます。 
合同面接会・マッチング参加を希望の事業主様は、「参加申込書」を当連合会ホームページよ

りダウンロードしていただき、郵送又はＦＡＸにて送付願います。 
＜当連合会ホームページＵＲＬ＞ http://www.sjc.ne.jp/chibaren/ 

 

 

この記事に関する 

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 

    MailAD chibaren@sjc.ne.jp 

 

高 年 齢 者 の た め の 再 就 職 支 援 ！ ！ 



番号 １１ 標題 シニアワークプログラム地域事業について② 
【技能講習一覧】       ★受 講 生 募 集★ 

 
【職場体験一覧】       ★受 講 生 募 集★ 

 

 

 

この記事に関する 

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 

    MailAD chibaren@sjc.ne.jp 

 

 

講習
No.

講　習　名 定員
締切り
（必着）

会　　　場

83
ｺﾐｭﾆﾃｨビジネス
起業基礎講座

11/9(金）
36名 10/15

11月中旬～下旬

72 警備員
11/13(火）

10名 10/16 千葉県庁
13:00～16:00

11/14 千葉市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
13:00～17:00

11/5(月）,11/12(月）

11/8(木）
市川市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

10名 10/15 佐倉市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
13:00～16:00

38 パソコン業務（初級）
11/9(金）

10名 10/15

千葉市ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰ
（きぼーる）会議室４13:30～16:30

71 警備員
10/23(火）

10名 10/15 千葉県庁
13:00～16:00

79 植木剪定 10名 10/15 成田中央公民館
10:00～16:00

11/14(水）

85 危険物取扱業務 10名 10/15 千葉市内

松戸市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

69
70

パソコン業務（上級）
Ⅰ、Ⅱ

11/7(水）,11/１４(水）
２0名 10/15 千葉情報経理専門学校

10:00～16:00

13:00～17:00

47
48

10/15
千葉市中央区

介護Ｓ事業所りべるたす13:00～16:00

45
46

パソコン業務（中級）
ワード・エクセル

11/7(水）,11/21(水）
15名 10/15 千葉市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ

13:00～17:00
12/5(水）,12/19(水）

講習期間

24 介護体験
11/14(水）

10名

パソコン業務（中級）
ワード・エクセル

15名

55
56

パソコン業務（中級）
ワード・エクセル

77 駅前駐輪場管理 10名 10/15
10:00～12:00

講習
No.

講　習　名 定員
締切り
（必着）

会　　　場

10/30 ～ 11/9 （9日間） （柏市柏の葉4）　

柏の葉公園センター

11/20 ～ 12/4 （9日間） （千葉市美浜区幕張西4）

千葉仕事プラザ

12/5 ～ 12/21 （8日間） （船橋市若松3）

船橋市青少年会館

11/1 ～ 1/11 （11日間） （千葉市中央区中央4　きぼーる）

千葉市ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰ

11/1 ～ 1/11 （9日間） 松戸市松戸1307（松戸ﾋﾞﾙ）

ニチイ学館松戸校

12/6 ～ 12/19 （10日間） （千葉市中央区中央2）

千葉市文化センター

10/29 ～ 11/6 （7日間） 千葉市中央区新宿2

千葉情報経理（専）千葉校

10/30 ～ 11/7 （7日間） 船橋市本町6

ホームメイド協会船橋校

11/12 ～ 11/29 （7日間） 千葉市中央区新宿2

千葉情報経理（専）千葉校

11/15 ～ 12/5 （7日間） 船橋市前原西2

ISAパソコンスクール津田沼校

12/6 ～ 12/26 （7日間） 船橋市前原西2

ISAパソコンスクール津田沼校

12/3 ～ 12/11 （7日間） 松戸市新松戸4

明生情報ビジネス（専）松戸校

12/11 ～ 12/19 （7日間） 千葉市中央区新宿2

千葉情報経理（専）千葉校

11/30 ～ 12/5 （6日間） 千葉市稲毛区長沼原町731

住友建機販売技術研修所

11/26 ～ 11/30 （6日間） 市川市二俣新町17

コベルコ教習所二俣研修所
38 フォークリフト技能 20名 10/15

8:20～18:00

33 働きたい方の初めてのパソコン（*5） 30名 11/14
9:30～16:30

36 フォークリフト技能 20名 10/15
8:30～17:30

28 働きたい方の初めてのパソコン（*5） 30名 11/14
9:30～16:30

29 働きたい方の初めてのパソコン（*5） 25名 11/14
9:30～16:30

26 働きたい方の初めてのパソコン（*5） 30名 10/15
9:30～16:30

27 働きたい方の初めてのパソコン（*5） 30名 10/15
9:30～16:30

22 介護食調理（*4） 20名 10/15
10:00～17:00

23 介護食調理（*4） 20名 10/15
10:00～16:00

15 チャイルドヘルパー養成(*3) 25名 10/15
9:30～16:30

18 マンション管理員養成 30名 11/14
10:00～16:00

10 セキュリティ（警備員）技能 25名 11/14
9:30～17:00

13 チャイルドヘルパー養成(*3) 25名 10/15
9:30～16:30

9:00～16:00

8 ガイドヘルパー養成（*2） 20名 10/15
9:00～16:00

講習期間

7 福祉輸送ヘルパー養成（*1） 20名 10/15



番号 １２ 標題 中退共の退職金制度のご案内 
 
 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

【中小企業退職金共済事業本部】 

    〒１７０－８０５５ 

東京都豊島区東池袋１－２４－１  

電 話 ０３－６９０７－１２３４ 

 

 



番号 １３ 標題 個別的労使紛争のあっせんは「千葉県労働委員会」へ 
 
 
 
 

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、 

当事者間では解決できない場合に円満な解決が出来るようお手伝いをする「個別的労使 

紛争のあっせん」を行っています。 
 
 
 

【Ａ】個々の労働者と使用者との間で起きた解雇、懲戒処分、賃金・賞与、退職金等を 

めぐるトラブルです。 
 
 
 

【Ａ】あっせん員が公正・中立な立場で労使双方から事情や主張をお聴きし、合意点を 

探り、あっせん案を提示するなどして紛争の解決を促します。 
 
 
 

【Ａ】労働問題に知識と経験を有する 15 名の労働委員会委員の中から、3 名の委員 

（公益、労働者、使用者の代表各 1 名ずつ）があっせん員に指名されます。 
 
 
 

【Ａ】あっせんの開催は原則 1 回、申請から終了までの期間は 1 か月程度を目安として 

います。 
 
 
 

【Ａ】労働委員会から相手方にあっせんに応じるよう要請しますが応じない場合は 

打ち切りとなります。また、あっせんを開催しても双方の主張がかけ離れて歩み 

寄りが見られない場合も打ち切りとなります。 
 
 
 

【Ａ】申請の費用は一切かかりません。 
 
 
 

【Ａ】県内に所在する事業所の労働者、使用者どちらからでも申請する事ができます。 

あっせん日時は、労使双方のご都合のよい日に設定します。まずはお電話でご相談 

下さい。秘密は厳守します。 

 

 

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 ０４３－２２３－３７３５ 

    Ｆａｘ．０４３－２０１－０６０６ 

    MailAD chiroi2@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

 

ご存知ですか？労働委員会  ～雇用のトラブル まず相談～ 

【Ｑ①】個別的労使紛争とは？ 

【Ｑ②】”あっせん”では何をするの？ 

【Ｑ③】あっせん員はどんな人？ 

【Ｑ④】解決までどれくらい時間がかかるの？ 

【Ｑ⑤】相手方は必ずあっせんに参加してくれる？ 

【Ｑ⑥】費用はかかるの？ 

【Ｑ⑦】申請について教えて下さい 



番号 １４ 標題 年俸制について 
 

Ｑ．年俸制を採用しようと思いますが、どのような点に留意したらよいでしょうか？ 
 

Ａ．年俸制は、労働基準法（以下労基法）により特に定められた制度ではなく、賃金の額を年単位で決める 

制度です。その導入や運用には労基法上の様々な制約があります。 
 

 

 

   特徴は年俸額が前年度の業績の評価などで決定されることで、年功序列的な要素は薄まり、賃金は 

毎年変動します。メリットとして、企業にとっては業績低迷時での賃金の上昇を避けることができ、従業員に 

とっては、業績目標に対する達成度が賃金に反映することで、ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝが高まるといわれています。 

反面、賃金が前年度より大幅に下がる場合、労働条件の不利益変更という訴えや、業績評価が使用者の 

裁量に委ねられる面が多く、評価基準などでのﾄﾗﾌﾞﾙが生じることがあります。 
 

 

 

導入に際し労働組合または労働者の過半数の代表と話合いの上、就業規則の変更（労基法第 89 条・ 

第 90 条）が必要になり、導入に合理的理由がない場合は、さらに個々人の同意も必要となります。 

   就業規則には、適用範囲、支払方法、賞与の扱いなどの他に、成果・業績基準、年俸額決定手続き、 

減額の限界の有無、不服申立て手続き等を明示する必要があります。また、争いを避けるために、導入時 

には経過措置や賃金総支給額の切下げがないなどの配慮が必要といわれています。 
 

 

 

年俸制においても賃金の定期払の原則（労基法第 24 条 2 項）により、毎月支払わなければなりません。 

また、賞与についてはその取決めにより大きく 2 種類あります。 

① 基本年俸＋従来型賞与（年俸の 12 分の 1 を毎月の賃金とし、賞与の金額は確定されない） 

② 確定年俸制（前年度評価により賞与分も含め年俸の総額が確定される） 

 確定年俸制の場合、年俸総額を（12＋賞与月数）で割ったものを毎月支給し、残りを賞与月に支払います。 

この場合の賞与は事前に金額が確定しているため、労基法上は賞与とみなされません。そのため平均 

賃金（労基法第 12 条）や割増賃金（労基法第 37 条）の算定に当たっては、年俸総額を 12 で割ったものが 

1 カ月の基本の賃金となることに留意する必要があります。 
 

 

 

   「年俸制では、残業代を支払わなくてよい」とはいえません。「時間外労働等の実績があるにも関わらず、 

年俸額以上は支払わないのは違法」という行政通達が出ており、各月の時間外労働に応じた割増賃金 

（労基法第 37 条）の支払いが必要となります。この場合前述のように、確定年俸制の賞与部分についても 

割増賃金の基礎として計算しなければなりません。 

 年俸額に定額の割増賃金を含むとした場合は、各月に分割して支払う年俸額について、割増賃金に相当 

する額を明確にし、実際の労働時間から「本来支払うべき法定の割増賃金」を計算した上で不足があれば 

追加支給しなければなりません。 
 

 

 

年俸制は、成果・業績に応じて賃金を決定し、労働時間に応じた賃金という制度になじまないものです 

から、労働時間に関する規制のない管理監督者など（労基法第 41 条）や、裁量労働制などのみなし労働 

時間制対象者（労基法第 38 条）への適用が適切と思われます。 

 

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 

 

【1】年俸制の特徴 ⇒ ＜成果主義賃金＞ 

【2】年俸制導入の留意点 ⇒ ＜労働条件不利益変更に注意＞ 

【3】年俸制の賞与の扱い、支払方法 ⇒ ＜年俸制でも毎月支払う＞ 

【4】年俸制と時間外手当 ⇒ ＜年俸制でも時間外手当は必要＞ 

【5】適用労働者 ⇒ ＜労働時間規制外の職種が適切＞ 



番号 １５ 標題 ポリテクセンター千葉が行う講習会のご案内について 
 
 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。 

参考までに、１０月下旬から１１月に開講されるセミナーの一部をご紹介いたします。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。パンフレットもございますので、

ご希望の方は下記までお問い合わせください。また、下記のホームページでもセミナーの紹

介を行っております。事業主の方は社員教育の一環としてのご利用をご検討ください。 

 

 なお、当センターでは上記のように、あらかじめ設定したセミナー以外に事業主または事

業主団体の方々からの教育訓練のご要望に応じた日程やカリキュラムをご提案するオーダー

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、従業員

の方の教育訓練やスキルアップに関してお悩みの事業主の方は下記までお気軽にご相談くだ

さい。 
 

■ホームページはこちらになります 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 

 

コース
番号

訓練
分野 コ　ー　ス　名　及　び　概　要 日程

定
員 受講料

実践機械設計技術（機械要素）
機械設計製図において、製品の仕様や製造時の生産性・コストを意識した効率的な設計や
規格部品の選定に必要な知識・技能を習得します

ＰＬＣによる自動化制御技術（三菱Q編）
ＰＬＣに関する知識・回路の作成法と実践的な生産設備設計に係るプログラミング法を総合
実習を通して習得します（三菱製ＭＥＬＳＥＣ－Ｑシリーズ編）

太陽光パネルの仕組みと設置技術
太陽光発電システムの構成、関連法規等々知識習得と施工方法および省エネ計画技法に
関して習得します

 Androidアプリケーションプログラミング実践技術
Ａｎｄｒｏｉｄを利用した携帯端末のアプリケーションソフトに必要な知識と技能を習得します（※
Java言語をマスターしている必要があります）

センサ活用による応用回路の設計ノウハウ
各種センサの作動原理を理解し、光センサと温度センサの応用回路設計法を習得します

３次元ＣＡＤモデリング技術(ソリッド：SolidWorks編)
3次元CAD（SolidWorks）による部品作成方法について習得します

３次元ＣＡＤモデリング技術(アセンブリ：SolidWorks編)
3次元CAD（SolidWorks）による組立図の作成方法について習得します

ＰＳＰＩＣＥ評価版Ver.9を用いた電子回路シミュレーション技法
回路シミュレータによる回路作成手法、各種解析の設定・実行方法を習得します

汎用フライス盤によるエンドミル実践加工(曲面、こう配加工)
立てフライス盤によるエンドミル加工について、基礎である段付・直溝から曲面加工、こう配
加工などの加工課題製作を通じて知識・技能を習得します

被覆アーク溶接（各種姿勢編）
被覆アーク溶接の立向き溶接、横向き溶接、水平固定管の溶接、鉛直固定管の溶接など
各種技能を習得します

ＮＣ旋盤実践技術
NC旋盤加工に必要なNCプログラムの作成とツーリング及び補正法方を習得します

E3102

M2202

M1602

W0202

E1702

M0502

M0602

E1802

M0202

E0502

10/23
～25

10/30,
31

11/3,
10,17

機械

制御

設備H0102

11/7,8

11/8,9

11/12
～14

機械

機械

情報

回路

回路

機械

金属

機械

12

10

15

10

10

10

10
11/15,
16

11/19
～21

11/19
～21

11/21
～23

11/27
～30

10

10

10

10

14,500円

9,000円

12,000円

10,500円

17,000円

10,000円

13,000円

9,000円

11,000円

15,000円

14,500円



番号 １６ 標題 ちば企業人スキルアップセミナー（千葉県在職者訓練） 
 

   
  

 
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共に、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頂ける訓練を行います。 
10 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 

Access 実践コース 10/27(土)・28(日) 10/5(金)まで 10 名 3,000 円 
2,100 円 

アーク溶接特別教育コース 11/7(水)・8(木)・
9(金) 10/17(水)まで 10 名 5,250 円 

1,050 円 

AutoCAD 基礎(演習編)コース 11/13(火)・15(木)・
20(火) 10/23(火)まで 10 名 4,500 円 

不要 
機械製図 精度編 
（表面性状と公差）コース 11/15(木)・16(金) 10/25(木)まで 10 名 3,000 円 

1,365 円 
第二種電気工事士(下期) 
技能試験対策コース 

11/23(金)・24(土)・
25(日) 11/2(金)まで 12 名 4,500 円 

1,260 円 
非破壊検査技術者資格試験対策 

ＵＴレベル１実技コース 11/28(水)・29(木) 11/6(火)まで 5 名 3,000 円 
不要 

テクニカルイラストレーション

の基礎知識コース 11/29(木)・30(金) 11/7(水)まで 10 名 3,000 円 
1,365 円 

旋盤切削加工技術コース 12/6(木)・7(金) 10/5(金)～11/14(水) 5 名 3,000 円 
不要 

 
    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ページ内の 

「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なって 

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 １７ 標題 千葉県労働大学講座のご案内（１/２頁） 
 

 
 
 

 

 

千葉県雇用労働課は、労働問題に対する正しい理解と知識を習得していただき、安定した労使 

関係の構築に資することを目的として、県民の方向けに「千葉県労働大学講座」を開催します。 

ぜひご参加下さい！ 

 

【日 時】 平成 24 年 10 月 19 日（金）から 11 月 12 日(月)まで(全 8 日間) 

        18 時 15 分～20 時 15 分 

        ☆1 科目（1 日）のみの受講も可能です 

 

【場 所】 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） 

        （JR 外房・内房線本千葉駅から徒歩 10 分） 

 

【内 容】 次頁を参照。 

 

【定 員】 約 150 名（申込先着順） 

 

【申込方法】 下記申込書（ＨＰからもダウンロードできます）により、郵送または FAX にて、お申込みく

ださい。 締切り 10 月 12 日（金） 

【Ｕ Ｒ Ｌ】 http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/event/2012/roudoudaigaku.html 

 

千葉県労働大学講座 受講申込書 
                                     平成 24 年  月  日 

※１  産業別、事業所規模別、労使別は、該当する箇所を○で囲んでください。 
※２  ３人以上は、恐縮ですが枠を追加して使用してください。 
 

事業所名等  
T E L  

所 在 地  

産 業 別 ① 建設、②製造、③運輸・通信、④金融・保険、⑤卸売・小売・飲食、 
⑥電気・ガス・水道、⑦サービス、⑧官公庁、⑨その他(個人) 

事業所規模 ア、20 人以下 イ、100 人以下 ウ、300 人以下 エ、500 人以下 オ、1000 人未満 カ、1000 人以上 

No. 氏  名    （フリガナ *必ず記入してください。）性別に○ 職 労 使 別 

 （            ）男 ・ 女  経営者・管理者・労働者・個人 

 （            ）男 ・ 女  経営者・管理者・労働者・個人 

 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

(申込先) 

 

【千葉県商工労働部 雇用労働課 労働政策室 労働環境班】 

〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１番１号 

電 話 ０４３－２２３－２７４３ 

   Ｆａｘ ０４３－２２１－１１８０ 

 

 

平成 24 年度 

第 34 回千葉県労働大学講座 

http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/event/2012/roudoudaigaku.html


番号 １７ 標題 千葉県労働大学講座のご案内（２/２頁） 
 

科   目 ・ 講   師 
 

月  日 時 間 科   目 講   師 

10 月 19 日 
  (金) 

18:10～
18:15 開 講 式  

18:15～
20:15 

非正規雇用  
－パート労働と派遣労働の法的基礎知識－ 
 

明治大学講師 
松 岡 二 郎 氏 

  23 日 
  (火) 

18:15～
20:15 女性の活躍の場の拡大とワーク・ライフ・バランス 

東京大学大学院 
情報学環教授 

佐 藤 博 樹 氏 

  26 日 
  (金) 〃 知らないと使えない！～社会保険の基礎知識  

 
関東学院大学准教授 
大 原 利 夫 氏 

  29 日 
  (月) 〃 

労働法① 
労働法総論 
労働契約法－採用・解雇等 

法政大学法学部教授 
金 子 征 史 氏 

  31 日 
  (水) 〃 

労働法② 
労働条件－労働条件決定の仕組み、 

      労働条件の変更、労働時間、賃金 

法政大学法学部教授 
金 子 征 史 氏 

11 月 5 日 
    (月) 〃 ハラスメントの現状と対処法 

職場のハラスメント研究所

代表理事 
金 子 雅 臣 氏      

7 日 
(水) 〃 労使紛争の事例 千葉県労働委員会会長 

竹 澤 京 平 氏 

   12 日 
（月) 

18:15~ 
20:15 正しく知ろう私たちの年金（基礎） 金融広報アドバイザー 

池 田 孝 行 氏 

20:15～ 
20:30 閉 講 式  ( 修了証書交付 ) 

 

 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

(申込先) 

 

【千葉県商工労働部 雇用労働課 労働政策室 労働環境班】 

〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１番１号 

電 話 ０４３－２２３－２７４３ 

Ｆａｘ ０４３－２２１－１１８０ 

 



＜公共職業安定所＞

郵便番号 所在地 電話

千葉 261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3 043-242-1181

市川 272-8543 市川市南八幡5-11-21 047-370-8609

銚子 288-0043 銚子市東芝町5-9 0479-22-7406

館山 294-0047 館山市八幡815-2 0470-22-2236

木更津 292-0831
木更津市富士見1-2-1

アクア木更津ビル5階
0438-25-8609

佐原 287-0002 香取市北1-3-2 0478-55-1132

297-0078
茂原市高師台1-5-1
茂原地方合同庁舎1階

0475-25-8609

いすみ（出） 298-0004 いすみ市大原8000-1 0470-62-3551

271-0092
松戸市松戸1307-1
松戸ビル3階

047-367-8609

野田(出） 278-0027 野田市みずき2-6-1 04-7124-4181

第一庁舎 273-0011 船橋市湊町2-10-17 047-431-8287

第二庁舎 273-0005
船橋市本町2-1-1

船橋スクエア21ビル4・7階
047-420-8609

成田 286-0036 成田市加良部3-4-2 0476-27-8609

260-0842
千葉市中央区南町2-16-3

海気館蘇我駅前ビル3・4階
043-300-8609

＜その他の職業紹介機関＞
郵便番号 所在地　 電話

043-238-8300

043-238-8100

261-0001
千葉市美浜区幸町1-1-3

ハローワーク千葉3階
043-242-1181

272-0033 市川市市川南1-1-1 047-323-8609

292-0831
木更津市富士見1-2-1
アクア木更津ビル5階

0438-25-0881

271-0092 松戸市松戸1307-1　松戸ビル3階 047-367-8609

273-0005 船橋市本町1-3-1　フェイスビル5階 047-423-3097

290-0050
市原市更級5-1-18

市原市勤労会館（Yｏｕホール)1階
0436-26-8186

04-7166-8609

04-7166-8611

271-0092 松戸市松戸1307-1　松戸ビル3階 047-367-8609

290-0050
市原市更級5-1-18

市原市勤労会館（Yｏｕホール)1階
0436-23-6941

263-8733
千葉市稲毛区穴川4-12-1
稲毛区役所2階

043-284-0800

283-0068 東金市東岩崎1-3　東金市役所別棟1階 0475-52-1104

270-0111 流山市江戸川台東1-4　新川JAビル2階 04-7156-7888

289-2504 旭市ニの5127　旭市青年の家1階 0479-62-5359

285-0005
佐倉市宮前3-4-1

ミレニアムセンター佐倉3階
043-483-3180

279-0012
浦安市入船1-4-1

ショッパーズプラザ新浦安店4階

浦安市民プラザ内
047-381-8609

276-8501
八千代市大和田新田312-5

八千代市役所1階
047-483-1151

270-1151
我孫子市本町2-4-2
サンビーンズビル6階

04-7165-2786

296-8601 鴨川市横渚1450　鴨川市役所1階 04-7093-7853

佐倉市地域職業相談室

流山市地域職業相談室

八千代市地域職業相談室

ハローワーク松戸

　　　マザーズコーナー

ハローワーク船橋

　　　マザーズコーナー

船橋市本町1-3-1

フェイスビル9階

ハローワーク船橋ヤングコーナー

ふなばし新卒応援ハローワーク

ハローワークプラザ柏

まつど新卒応援ハローワーク

松戸

ハローワーク千葉南

　　　マザーズコーナー

マザーズハローワークちば

ハローワークプラザちば

ハローワーク木更津

　　　マザーズコーナー

旭市地域職業相談室

名称

船橋

千葉南

047-426-8474

277-0005
柏市柏4－8－1
柏東口金子ビル３階

千葉新卒応援ハローワーク

273-0005

鴨川市ふるさとハローワーク

千葉市ふるさとハローワーク

ハローワーク市川

　　　マザーズコーナー

かしわ非正規労働者総合支援センター

(かしわキャリアアップハローワーク）

我孫子市地域職業相談室

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

職業紹介等問合せ先

千葉市中央区新町3-13
千葉TNビル1階

260-0028

ハローワークプラザ市原

浦安市地域職業相談室

名称

茂原

東金市地域職業相談室

 


