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千葉県では、仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組んでいる企業を“社員いきいき！元気な会社”

宣言企業として募集・認定し、県のＨＰ等で紹介しています。 

 
○募集する取組内容（例） 

・仕事とそれ以外の生活が両立できるよう配慮している（残業削減、育児・介護取得への配慮等） 

・地域社会での子育て支援やボランティア活動（その他会社見学等） 

 

○“社員いきいき！元気な会社”宣言企業であることが広く社内外に知られることにより 

・企業イメージの向上   

・若手人材の獲得   

・女性社員の活躍     

・社員の会社への誇り    などの効果が期待されます 

  さらに・・・ 

千葉県両立支援アドバイザー（社会保険労務士等）による無料アドバイスも受けられます！ ！  

（従業者数 300 人以下の事業所） 
◆詳細はホームページをご参照ください。 

http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/portalsite/ikiiki.html 

◆お問い合わせ先【千葉県商工労働部 雇用労働課 労働環境班  】 

TEL043－223－2743  Fax043－221－1180  E‐mail koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

千千葉葉のの労労働働関関係係情情報報誌誌  

№５４７ 
夏号 

2013 年 
（6 月 20 日発行） 

～ ＩＮＤＥＸ（主な内容） ～ 
1  だれもが安心して働ける職場環境の形成 

2  ちば家庭・学校・地域応援企業等登録制度 

3  改正労働契約法について 

4  育児・介護休業規定の整備はおすみですか？ 

5  各種助成金のご案内 

6  千葉労働局の平成２５年度の労働施策 

7  労働委員会が行う不当労働行為の審査制度 

8－1 中退共の退職金制度のご案内 

8－2 労働保険料の申告・納付は、お早めに 

9 ちば企業人スキルアップセミナー 

10-1 障害のある方のための職業（委託）訓練について 

10-2 千葉県障害者雇用優良事業所(フレンドリーオフィス) 

11 高年齢者の再就職支援事業［求職者の方へ］ 

12   

13 ポリテクセンター平成２５年度講習会のご案内 

14 労働契約（労働契約・期間、条件の明示）の締結 

15 千葉県労働相談センターへご相談ください 

 

「労政ちば」は千葉県庁の HP にて 

カラーでご覧いただけます。 

次号発行日は 9月 20 日の予定です。 

http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/kin-fukushi/rouseichiba.html 
「労政ちば」ＨＰ 

 

“社員いきいき！元気な会社” 

宣言企業を募集します 
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無回答

言葉も内容も
知っている

(％）

言葉は知っているが、
内容までは知らない 言葉も内容も知らない

 

番号 １ 標題 だれもが安心して働ける職場環境の形成について 
 

 
 少子高齢化の進展により、我が国の生産年齢人口が減少し続

けるなか、女性の就業率向上は、我が国全体の課題であり、特

に子育て中の女性が働き続けるためには経済界の自主的な取

組が不可欠です。 
こうした状況から、九都県市が共同で経済団体に対して女性

の活躍による経済の活性化を推進するための取組を要請する

こととなりました。 
千葉県は、商工労働部次長、総合企画部男女共同参画課長等

が経済団体を訪問し、女性の活躍による経済活性化に関して要

請を行いました。 
※九都県市：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、 

川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市 
要請日 平成２５年６月３日（月） 
要請先 千葉県商工会議所連合会、千葉県経営者協会、千葉県経済協議会、千葉県経済同友会、千葉県商工会

連合会、千葉県中小業企業団体中央会、千葉県中小企業家同友会、 
要請内容 女性の活躍による経済活性化に向けた取組に関する要請書 
 

 
埼玉県では、女性が「ドキドキ」「ワクワク」した気持ちになるような商品・サービス・情報・イベントを詰

め込んだイベントとして「ＳＡＩＴＡＭＡ Ｓｍｉｌｅ Ｗｏｍｅｎフェスタ」を開催します。女性の笑顔を

発信し、女性の活躍を応援するフェスタです。御来場お待ちしています。 
名称 ＳＡＩＴＡＭＡ Ｓｍｉｌｅ Ｗｏｍｅｎフェスタ  

開催日時 平成２５年９月１４日（土曜日）・１５日（日曜日）    

開催場所 さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ 

入場料  無料 

主催  SＡＩＴＡＭＡ Ｓｍｉｌｅ Ｗｏｍｅｎフェスタ実行委員会 （事務局：埼玉県産業労働部産業支援課） 

内容：○企業・団体によるブース出展（女性向け商品・サービスのＰＲ、販売、サンプル配布等） 

○ステージイベント（ファッションショーやトークショー等） 

○女性起業家による働きたい女性のためのワークショップ など 

問合せ先 埼玉県産業労働部産業支援課 Tel：048-830-3908 

（http://www.pref.saitama.lg.jp/page/smile-women-festa.html） 

 

 

 
平成２５年５月２４日に千葉県総合企画部報道広報課から県政に関する世論調査の結果が発表されました。 
調査項目には、「治安」「医療」「人権」など様々ありますが、その一つに「ワーク・ライフ・バランス」があ

ります。①ワーク・ライフ・バランスという言葉の認知度、②ワーク・ライフ・バランスについて賛成できる

こと、③生活の中での「仕事」「家庭」「地域・個人の生活」の優先度について、④「仕事」「家庭生活」「地域

活動」「学習・趣味・スポーツ」「休養」といった時間の確保、について調査を行いました。 
＜ワーク・ライフ・バランスという言葉の認知度＞ 
 
 
 
 
 

 

その他の調査結果の詳細については 

（http://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/yoron/yoronchousa/h24-45/yoron45.html） 

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 労働環境班  】 

電話 043－223－2743 Fax043－221－1180 

 E‐mail koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

県内の経済団体に女性の活躍による経済活性化に向けた取組の要請を行いました！ 

SAITAMA  Smile ❤ Women フェスタ ～女性向け商品・サービスの大イベント～ 

ワーク・ライフ・バランスに関する県民意識について 



 
番号 ２ 標題 ちば家庭・学校・地域応援企業等登録制度 
 

 

ちちばば家家庭庭・・学学校校・・地地域域応応援援企企業業等等登登録録制制度度    
 
教育ＣＳＲに取り組む企業等とその取組内容を、ウェブサイトを通じて広く県民の皆様にお知らせする 

登録制度で、４月１日現在、３０６の企業・事業所等に登録いただいています。 

県内の企業等の皆様と県教育委員会が連携し、家庭・学校・地域が一体となって健やかな子どもたちを 

育てる環境づくりを推進することを目的としています。多くの企業の皆様にこの制度の趣旨をご理解いた 

だき、ご参加くださることを期待しています。 

 

次のような取組の中で、２つ以上の取組をしていたら、ぜひ、登録を!! 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録企業の取組内容や事業の詳細、申込書等は、県教委のホームページをご覧ください。 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shougaku/tourokuseido.html 

 

 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

【千葉県教育振興部生涯学習課学校・家庭・地域連携室   】 

電話０４３－２２３－４０６９ 

Fax ０４３－２２２－３５６５ 

登録企業募集中！ 

○早寝・早起き・朝ごはん運動の推進 

○職場で大人の働く姿を見せる「子ども

参観日」の実施 

○授業参観や学校行事、学校支援ボラ

ンティアに参加しやすい環境づくり 

○ノーテレビデー・ノーゲームデーの実施 

○家庭教育に関する社内研修会の実施 

  など 
 

学校教育に貢献する取組例 

 
○社会科見学や職場体験・インターンシッ

プの受け入れ 

○企業のもつ技術力などを生かした出前

講座の実施                               

○県や市町村等のキャリア教育事業への

協力 

○学校で活用できる企業のもつ技術力や

最新の情報を、ホームページや教材を

通して発信               など 

従業員の家庭教育支援のための取組例  

 

地域社会に貢献する取組例 

○企業のもつ技術力などを生かした講座や

学習機会の提供 

○地域への施設開放や地域の学校に作品

展示の場を提供 

○公民館等の催し物への出展や、地域の

お祭りなど地域行事への参加 

○ホームページやチラシなどを通して、子育

てや家庭教育等に関する情報を発信 

   など 

企業に講師を派遣します!! 
県教育委員会では、基本的生活習慣や

しつけなど、家庭教育について学ぶ時間

がとれない働く父親や母親のため、社内

研修の場を活用した家庭教育支援講座

のモデルづくりを行っています。 

実施についての詳細は、生涯学習課へ

お問い合わせください。 



番号 ３ 標題 改正労働契約法について 

 

 

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 



 
番号 ４ 標題  育児・介護休業規定の整備はおすみですか？ 
 

 育児や介護をしている男女従業員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 日からは、全ての事業主に対し、新たに義務付けられた３つの制度を

含む、全ての改正事項が適用となっています。 

 

＜新たに義務付けられた３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従業員について、従業員が希望すれば利用で

きる、短時間勤務制度（1 日の労働時間を６時間とする措置を含む）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、対象者が誰でも利用できる制度化され

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。 

２．所定外労働の制限 

○ ３歳に満たない子を養育する従業員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や通院の付き添いなどその他の世話を行う従業員が

申し出た場合は、事業主は対象家族が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日単位で取得できる休暇を与えなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊ 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 千葉第 2地方合同庁舎 1階 

  電 話 ０４３－２２１－２３０７ 

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） 

個別に改正法に沿った育児・介護休業規定の整備や円滑な運用をサポートします!! 

また、育児・介護休業制度等に関する相談にも幅広く応じます。 

    【開催日程】    ７月 ９日（火）  ８月１３日（火）  ９月１０日（火） 

                １０月 ８日（火） １１月１２日（火） １２月１０日（火） 

                １月１４日（火）   ２月１８日（火）  ３月１１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  千葉第２地方合同庁舎１階 

                〒260-8612 千葉市中央区中央 4-11-1 

    ＊ お電話でご予約いただくと、お待たせすることなくご対応できます。 

    ＊ 規定例等資料送付もいたします。お気軽にご相談ください。 



 
番号 ５ 標題 各種助成金のご案内 
 

 

 

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 ０４３－２２１－４３９３ 



 
番号 ６ 標題 千葉労働局の平成２５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 経済社会の活力の向上にむけた雇用対策の推進 
 経済社会の活力の向上に向け、できる限り多くの人が積極的に労働市場に参加し、その能力を十分に発揮できる

よう、若者の安定雇用の確保、就職困難者など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、

高齢者・障害者の就労促進、女性の就業の拡大、成長分野などでの雇用拡大・人材育成の推進、非正規雇用労働者

のキャリア・アップ支援のための雇用対策を推進します。 

 特に、新卒者・既卒者、フリーター等の就職支援の充実を図るとともに、生活保護受給者を含めた生活困窮者に

対する就労支援を強化します。 

 また、工場撤退等に伴う影響が大きい地域について、引き続き関係機関と連携した再就職支援を推進します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 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ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    千葉労働局の施策は『平成 25 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/aramasi25.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 千葉第 2地方合同庁舎 

 電 話 ０４３－２２１－２３０３ 

  Ｆａｘ．０４３－２２４－７６７５ 

【 最重点施策 】 

⑤ 経済情勢に対応した法定

労働条件の確保等 

⑥ 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 東日本大震災関連の労働災害防止対策 

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 労災補償対策の推進 

⑦ 最低賃金制度の適正な運営等 

⑧ 適正な労働条件の整備 

⑨ パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保等対策の推進 

⑩ 労働保険適用徴収業務の推進 

⑪ 個別労働関係紛争の解決の促進 

【 最重点施策 】 

① 若者の雇用対策の推進 

② 重層的なセーフティネッ

トの構築 

③  女性の活躍促進のための

対策の推進 

【 重点施策 】 

① 職業紹介業務の充実強化による    ⑧  健康、環境分野等の成長分野など 

効果的なマッチングの推進        での雇用の拡大、人材育成の推進 

② 高年齢者雇用対策の推進     ⑨  地域の状況に応じた雇用対策の推進  

③ 障害者雇用対策の推進      ⑩  地方自治体との連携による就職支援 

④ 子育てする女性等に対する雇用    ⑪  企業における人材の支援 

対策の推進           ⑫  ジョブ・カード制度の推進 

⑤ 非正規雇用対策の推進           ⑬  民間等の労働力需給調整事業の適 

⑥ 外国人の雇用対策の推進           正な運営の促進 

⑦ 安心して働ける雇用環境の整備   ⑭   雇用保険制度の安定的運営      



番号 ７ 標題 労働委員会が行う不当労働行為の審査制度 
 

 

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」に当たる可能性があります。 

 

 

  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」として労働組合法第７条で禁止されています。 
 

不利益取扱いの不当労働行為（１号） 

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。 
 

黄犬       契約の不当労働行為（１号） 

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（２号） 

労働組合による団体交渉の申込を、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（３号） 

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（３号） 

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（４号） 

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。 

 

 

 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。申立てに当たって費用はかかりません。  

 当委員会に申立てることができるのは、次のいずれかに該当する場合です。 

  県内に所在する労働組合、労働者であること 

  申立ての相手方(会社など)が県内に所在すること 

  不当労働行為が行われた場所(工場、営業所など)が県内に所在すること 
ホームページ 
http://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/roudoumondai/kanrenhouki/futouroudou.html 
 

 

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 

 

１．職場でこんなことがあったら… 

２．不当労働行為とは 

(こうけん・おうけん)  

３．救済申立て 



 
番号 8－1 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 8－2 標題 労働保険料の申告・納付は、お早めに 

  

労働保険の更新は、社長の大事な仕事です。 

 

 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

【千葉労働局 労働保険徴収課】                  

  電 話 ０４３－２２１－４３１７ 

保険料の納付は、申請により口座振替が可能です。 

平成 25 年度６/１▶７/10 

千葉労働局 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 
TEL０４３（２２１）４３１７ 

厚生労働省 年度更新お知らせページ 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/ 

      口座振替お知らせページ 
      http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html 

 

労働保険[労災保険／雇用保険]の年度更新 



 

番号 ９ 標題 ちば企業人スキルアップセミナー 
 

   
  

 
千葉県では、企業等にお勤めの方を対象に、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、そして昨年度から新規に金属プレス加工と技能検定対策や国家試験 
対策にもお役立ていただける訓練を行っています。 
７月～９月にお申込みいただける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 

ブロック積みの初歩コース 7/20(土)・21(日) 7/1(月)まで 10 名 3,000 円 
不要 

AutoCAD 基礎コース 
①7/24(水)・25(木) 
②9/28(土)・29(日) 
③10/2(水)・3(木) 

①7/3(水)まで 
②7/28(日)～9/9(月) 
③8/2(金)～9/11(水) 

①10名 
② 8名 
③ 6名 

3,000 円 
不要 

HTML と CSS による 
Web サイト作成コース 7/27(土)・28(日) 7/8(月)まで 10 名 3,000 円 

2,079 円 

第二種電気工事士(下期) 
筆記試験対策コース 

9/14(土)･15(日)・
21(土) 7/14(日)～8/26(月) 20 名 4,500 円 

1,995 円 

AutoCAD 基礎コース 11/12(火)･13(水) 9/12(木)～
10/22(火) 10 名 3,000 円 

不要 

第二種電気工事士(下期) 
技能試験対策コース 

11/16(土)･17(日)・ 
24(日) 

9/16(月)～
10/28(月) 12 名 4,500 円 

1,260 円 

Excel(マクロ/VBA)実践コース 11/23(土)･24(日) 9/23(月)～11/5(火) 10 名 3,000 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覧ください。 
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 10－1 標題 障害のある方のための職業（委託）訓練について 

 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。 

 
 

 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 10－2 標題 
千 葉 県 障 害 者 雇 用 優 良 事 業 所

（笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス）の募集について 

 

                        
  

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、公表しています。 

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。みなさまからの御応募をお待ちしております。

応募方法については、下記ホームページをご覧ください。 

 

http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/friendly/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 

障害のある方のための職業（委託）訓練生の募集 

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 

千葉県障害者雇用優良事業所 募集中！！ 
（笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス） 

 



番号 １１ 標題 高年齢者の再就職支援事業［求職者の方へ］ 
 

 

 

公益社団法人千葉県シルバー人材センター連合会が、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・千葉労働局・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」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「マッチング」や「フォローアップ講習」を実施するものです。 

 

講習名 介護職員初任者研修   ２３日間 

介護施設や訪問介護事務所への就職を目的に介護職員初任者（平成２５年度より改定）の資格

の取得を目指します。講習所での講義・実技演習を取り入れた内容です。 

介護は高齢者への求人が多い仕事です。修了資格取得には講習終了後に実施する修了試験に合

格することが必要です。 

講習名 福祉輸送ヘルパー養成講習 ６日間 

福祉自動車の運転、操作における基本的な知識と技術を習得して、介護関連施設へのより幅広

い就職を目指します。 

応募には介護員 2 級又は介護職員初任者研修修了資格（２５年度より改定）および普通運転免

許が必要です。 

講習名 介護現場余暇指導養成講習 ９日間 

介護現場ではご利用者様の「生活の質」の向上を目指すことが大きなテーマとなってきていま

す。 

そこで最近、注目を浴びているのが「レクリエーション・余暇」対応です。 

ご利用者に喜ばれるレクリエーション技術を学び介護現場への幅広い就職を目指します。応募

には介護員２級又は介護職員初任者研修修了資格（２５年度より改定）が必要です。 

講習名 ガイドヘルパー養成講習   ４日間 

視覚障害者の移動時における介助の基本的な知識と実務を習得して、介護関連施設へのより幅

広い就職を目指します。応募には介護員２級または介護職員初任者研修修了資格（２５年度よ

り改定）が必要です。 

講習名 介護現場リラクゼーション養成講習 ８日間 

介護施設や居住介護事務所を対象に「介護現場でどのようなスキルが必要されていますか？」

とのアンケートを実施したところ、ご利用者様に対するリラクゼーション技術（身体と心のマ

ッサージ）を習得している方への期待が高いという結果が出ました。 

そこで本講習会では各種リラクゼーション技術を学び、介護現場へのより幅広い就職を目指し

ます。応募には介護員２級資格又は介護員初任者研修修了資格（２５年度より改定）が必要で

す。 

  
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 

 

技能を習得し雇用就業へ！！ 



番号 １２ 標題 高年齢者の再就職支援事業［求職者の方へ］ 
 

講習名 介護食調理技能講習   ７日間 

介護食を取り扱う給食センターや介護事業所への就職を目指します。 

講習名 マンション管理員養成講習   ９日間 

建築物、居住者へのサービス・接遇、諸設備の故障対応、防火の知識および関連法規等を習得

し、マンション管理員としての就職を目指します。                                     

マンション管理は高齢者への求人が比較的多い仕事です。 

講習名 セキュリティ(警備員）技能講習 ７日間 

建設現場・施設の守衛、警備員および交通誘導員等に必要な知識と技能を習得して警備業界へ

の就職を目指します。男女ともに受講できます。                            

警備は高年齢者への求人が比較的多い仕事です 

講習名 マンション・ビル清掃スタッフ養成講習 ６日間 

マンション・ビルの日常管理に必要な清掃機器や薬品の取り扱いについて基本的な知識と技能

を習得して、マンション・ビル清掃員としての就職を目指します。 

講習名 チャイルドヘルパー養成講習 ８・９・１０日間 

高年齢者の特性や子育て経験を活かす実践的なカリキュラムにより、子育てに必要な知識や技

術を習得して保育施設等への就職を目指します。                                 

子育て支援はこれからますます高年齢者の活躍が期待される分野です。 

講習名 技能職のための初級パソコン講習 ７日間 

サービス員や現業員のためのパソコン入門講習です。 

どのような仕事でも、日報や検査記録など日常報告はパソコンでの処理が当たり前の時代です。 

これまでパソコン経験が無いか、少なかった方を支援します。 

 

 
 

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 

 



番号 １３ 標題 ポリテクセンター千葉が行う平成２５年度講習会のご案内 
 
 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。 

 「労政ちば」をご覧の事業主の方に、平成２５年８月から１０月までに開講予定のセミナ

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。社員研修の一環として是非ご利用く

ださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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承りますので、社員の方の教

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

冷凍空調設備の故障診断とメンテナンス

空調設備を構成する機械要素の知識や故障診断及びメンテナンスの技術について学習するとともに、
新冷媒の取扱いについても習得できます

半自動アーク溶接（実践編）

半自動アーク溶接の基本的な知識をしっかりと身につけ、課題実習を通して、より高度な知識、技能
を習得できます

ＰＬＣによるシーケンス制御プログラミング（三菱ＦＸ　ラダー編）

三菱ＦＸシリーズのＰＬＣを使用して効率的にシーケンス制御を行うために必要なシステム構成やラ
ダー図によるプログラミングに関する知識と技術を習得できます

マシニングセンタ実践技術（加工・段取り編）

マシニングセンタによる加工において、効率的な加工を行うために必要な加工方法や段取りに関する
知識と技能を習得できます

タッチパネルを活用したPLC制御

ＦＡシステムに必要不可欠なタッチパネルの作画方法からタッチパネルを使用したＰＬＣ制御までの
知識と技能を習得できます

溶射・ろう付け技術

各課題実習をとおして溶射・ろう付けに関する知識・技術を習得し、高機能皮膜による防錆や表面改
質技術及び補修・再生技術を習得できます。

設備管理技術者のための給排水衛生設備保守管理技術

給排水衛生設備の保守管理を行う上で必要な知識と技術を実機やシミュレータを用いた実習をとおし
て習得できます

有接点シーケンス制御配線設計技術

リレーを用いたシーケンス制御回路の設計及び配線方法を実習をとおして学び、シーケンス制御回路
の設計・保守管理に必要な知識や技能を習得できます

3次元CAD板金設計技術（So lid W orks：Sheet Metal編）

板材成形における板金部品の設計にあたり、３次元ＣＡＤを用いてより効率的に設計する手法につい
て習得できます

Eclipse環境によるJavaプログラム開発技術

EclipseによるJavaプログラム開発技術とプログラミングに必要なJava言語の基礎知識を習得でき
ます
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番号 １４ 標題 労働契約（労働契約、契約期間、労働条件の明示）の締結 

 

 

Ａ． 

労働基準法（労基法）で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、 

その部分については無効となります。この無効となった部分は労使間で合意して 

いても、労基法で定める基準によることになります。（労基法第１３条） 

 

  

 

Ａ． 

 労働条件の締結に際し明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、 

即時に労働契約を解除することができます。この場合、就業のために住居を変更した

労働者が、契約解除の日から１４日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必

要な旅費を負担しなければなりません（労基法第１５条２項、３項）。 

ただし、「事実と相違する」場合には、雇入れ後に労働協約、就業規則が変更された場合や、労働

者の同意を得て変更することは含まれません。 

 

 

Ａ． 

労働契約は、期間の定めのないものを除き、３年(次の各号に該当する場合は５年)を超える期間

について締結することはできません。（労基法第１４条）  

１．専門的知識、技術または経験であって高度のものとして、厚生労働大臣が定める基準に 

該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約  

２．満６０歳以上の労働者との間に締結される労働契約（前号に揚げる労働契約を除く。） 

ただし、次の２つの例外があります。 

①一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約 

②職業能力開発促進法の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者との労働契約 

 

 

Ａ． 

使用者は、労働契約の締結に際し、次の賃金及び労働時間に関する事項その他の事項について

は、書面の交付により明示しなければなりません。（労基法第１５条、労基法施行規則第５条）  

１．労働契約の期間に関する事項（期間の定めをしない場合はその旨、定めをする場合は、

更新有無の明示、更新の基準の明示(更新をしないことが明らかな場合、明示義務なし)） 

２．就業の場所及び従業する業務に関する事項 

３．始業及び終業の時刻、所定時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働

者を２組以上に分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項 

４．賃金(退職手当その他臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもの並びに最低賃

金額を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払の時期に関する事項 

５．退職に関する事項（解雇を含む） 

 

なお、パート労働法では、労基法に定められた明示事項に加えて「昇給の有無」、「退職手

当の有無」、「賞与の有無」の三つの事項を文書の交付等により明示しなければならないと

されています。（パート法第６条） 

 
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 

Ｑ．労働条件が事実と違うので辞めたいが、問題ないか？ 

 

Ｑ．労働基準法で定める基準に達しない労働契約を締結したが、従わなければならないか？ 

 

Ｑ．労働契約の契約期間に制限があるか？ 

 

Ｑ．使用者は労働者に口頭で労働条件を説明すれば良いか？ 

Ａ． 



番号 １５ 標題 千葉県労働相談センターへご相談ください 
 

 

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 

 


