
番号 10 標題 労働保険関係のお知らせ 
 

 
 

～ 雇うことは、加入すること～ 
 

労働保険とは労災保険と雇用保険とを総称した言葉であり、労働者（アルバイト、パート

を含む）を一人でも雇用する事業主の方は、労働保険に必ず成立手続をしなければなりませ

ん（農林水産業の一部を除く）。 

建設業の場合は、元請工事について労災保険の加入が必要となります。また、雇用労働者

についての雇用保険の加入が必要となります。 

 

 

 

労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも

死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、

社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っております。 

 

 

 

労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労

働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

また、失業の予防、労働者の能力開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も

行っております。 

 

 

 

 

厚生労働省では年間を通じて適用促進活動を行うとともに、11 月を「労働保険適用促進強

化期間」として集中的に適用促進を行うこととしています。 

 

労働保険の加入手続きがまだおすみでない事業主の方は、すぐに加入手続きをしてください。 

 

 

 

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。 
口座振替のメリット ・金融機関の窓口での納付が不要となります。 

            ・振替手続を一度行えば、以後も継続して口座振替で納付ができます。 

            ・手数料はかかりません。 

（参考）労働保険の加入手続きについては、こちら↓ 

http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/soumu/201202274.html 

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  

電 話 043－221－4317 

 

 

労災保険とは 

雇用保険とは 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業主の皆さん、労働保険の加入は 

おすみでしょうか・・・？ 

http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/soumu/201202274.html
TEL:043-221-4317


番号 11 標題 平成２６年度後期技能検定のお知らせ 

あなたも技能検定で自分の腕（技能）の評価を！ 
  

       
 

技能検定は、皆さんが持っている技能を国が一定の基準によって検定することにより、 

これを公証する国家検定制度です。 

特級、１級及び単一等級に合格した方には厚生労働大臣から、２級及び３級に合格した 

方には都道府県知事からそれぞれ合格証書が交付され、「技能士」の称号が付与されます。 

昭和３４年から実施されて以来、全国で延べ４００万人以上の『技能士』が誕生し、様々 

な現場で活躍されています。 

誇りある「技能士」としてより充実した仕事をするために、技能検定試験にチャレンジしま

しょう！ 

 

 

１ 実施予定職種 
   特級 ２６職種 

 １級・２級 ３７職種５２作業 

 ３級 １１職種１３作業 

 単一等級 １職種１作業 

 

２ 受付期間 
 平成２６年１０月６日（月）～１０月１７日（金） 

 

３ 試験の時期 
 実技試験：平成２６年１２月３日（水）～平成２７年２月１５日（日） 

   学科試験：平成２７年１月２５日（日）、２月１日（日）、２月８日（日） 

   ※試験職種により異なります。 

 

４ 問い合わせ先 
 千葉県職業能力開発協会 技能検定課 

 URL：http://www.chivada.or.jp/ 

 〒２６１－００２６ 千葉市美浜区幕張西４－１－１０ 

 ＴＥＬ ０４３－２９６－１１５０ ＦＡＸ ０４３－２９６－１１８６ 

※ 千葉県で実施する職種、受検申請書、受検資格、受検手数料など技能検定についての

詳細については、お気軽にお問い合わせください。 

 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

【千葉県職業能力開発協会 技能検定課】 

    電 話  ０４３－２９６－１１５０ 

    Ｆａｘ． ０４３－２９６－１１８６ 

    MailAD  kentei@chivada.or.jp 

 



番号 12 標題 ものづくりマイスターの募集について 
    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●指導いただく内容や日程等については、派遣先の企業や教育機関と調整したうえで、マイス

ターの方々の都合に合わせて派遣を依頼いたします。 

●マイスターとして指導いただく時間は、１日３時間以内となります。 

※昨年度の実績では、主に教育機関から、２～５日間程度の派遣依頼が多くありました。 

●マイスター派遣による指導に対しては、規定の範囲内で謝金及び交通費等をお支払いいたし

ます。 

認定基準 

次の３つすべてに該当する高度な技能を有する方を募集します。 
 ① 技能検定の特級・１級・単一等級の技能士、これら技能士と同等の技能を有する方（例：技

能検定委員２年以上、高度熟練技能者など）、技能五輪全国大会の成績優秀者（銅賞まで）

のいずれかに該当する方 
 ② 実務経験※が１５年以上ある方 （※検定合格前の実務経験を含む） 
 ③ 技能の継承や後継者の育成に意欲を持って活動する意思及び能力がある方 

申請資格 
次の２つの要件を満たしていることを申請資格とします。 
 ① 応募時に、第三者からものづくりマイスターにふさわしい方として推薦を受けられること。 
 ② 認定を受けた場合、プロフィール・指導内容等の公表が可能であること。 

申請方法 

指定の申請用紙に必要事項を記入して、千葉県職業能力開発協会に提出してください。 
申請用紙は、中央職業能力開発協会ホームページからダウンロードできます。 
◆中央職業能力開発協会ホームページ http://www.javada.or.jp/ 
トップページ ＞若年技能者に対する人材育成支援等の実施 ＞厚生労働省ものづくりマイスターデータベース 

※ 詳しくは「ものづくりマイスター」認定申請要領をご覧ください。 

 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

【千葉県職業能力開発協会（千葉県技能振興コーナー）】 

  電 話 ０４３－２９６－７８６０ 

  Ｆａｘ ０４３－２９６－１１８６ 

  メール cjaknen@chivada.or.jp 

 

厚生労働省では、平成２５年度に「ものづくりマイスター制度」を創設しました。 

この制度は、高度な技能をもつ１級技能士などの方々を「ものづくりマイスター」として

認定し、若年技能者を対象とした実技指導を、高等学校や大学などの教育機関、中小企業・

業界団体に直接出向いて行っていただくことで、若年技能者のスキルアップを図るとともに、

効果的な技能継承や後継者の育成を行うものです。 

なお、上記実技指導の他にも、小中学校等の児童・生徒及び教師等に対し、ものづくりに

関わる楽しさや魅力等を発信することを目的として、ものづくりマイスターによる講演及び

実演等を行う事業もございます。 

千葉県職業能力開発協会では、以下の概要でものづくりマイスターを募集しております。 

技能継承・後継者育成に意欲をもつ熟練技能者の方々からの申請をお待ちしております。 

  
募 集 概 要 

http://www.javada.or.jp/
http://www.javada.or.jp/
https://www.monozukuri-meister.javada.or.jp/


番号 13 標題 県内に広がるシルバーパワー① 
 

 

 

 

  地域の高齢者が、長年培った知識・経験・技能を活かし自主的にその生活している地域を

単位に連帯して、ともに働き、ともに助け合っていくことを目指す「自主・自立、共働・共

助」の理念のもと、高齢者の就業を促進することにより、高齢者自身の活動的な生活力を生

み出すとともに、その家族や地域社会に活力を生み出し、しいては地域社会活性化につなげ

ていきます。 

  また、働く意欲と能力を持った高齢者であれば、だれにでも参加の道を開き、自主的な組

織参加と労働能力を発揮することにより、豊かで積極的な高齢期の生活と社会参加による生

きがいの充実を図ろうとするものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

シルバー人材センターとは 

事 業 の 仕 組 み 



番号 14 標題 県内に広がるシルバーパワー② 
 

 

 

 

  千葉県シルバー人材センター連合は県内４６市町村にシルバー人材センターを設置！！ 

  お住まいになっている市町村のシルバーに登録し、就業してみませんか！！ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事務整理群
　一般事務
　書類・伝票整理
　受付事務
　発送事務
　パソコン等
・一般作業群
　商品の品出し等
・技術群
　運転業務等
・サービス群
　保育補助等　etc.

一般労働者派遣事業 請負・委任での仕事

・技能群
　植木の剪定
　襖・障子張り
　塗装　大工等
・一般作業群
　屋内外清掃
　除草作業等
・サービス群
　家事手伝い
　留守番　子守
　　封入作業等　etc.

・管理群
　駐車場・駐輪場の管理
　ビルの管理　　施設管理　　倉庫管理等
・折衝・外交群
　配達　　集金　　店番　　営業　　外交
　パンフレット・チラシの配布　検針等
・技術群
　家庭教師　補習教室　経理
　その他技術を要する仕事　　　　　etc.

 
 

 

 

 

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 

 

会 員 募 集 中！！ 

お 仕 事 の 種 類 

仲間づくり

のため！ 

 

生きがいの

ため！ 

健 康 の た

め！ 

知識や経験をいか

してみませんか！ 



番号 15 標題 高齢者に対する就職支援事業① 
 

 

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 16 標題 高齢者に対する就職支援事業② 
 

 

 

 

 

 

  

 ○介護現場ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ養成講習(松戸市開催) １０／１～１０／１７  定員２０名 

○保育補助要員養成講習（船橋市開催）   １０／１～１０／１４  定員２０名 

○ﾏﾝｼｮﾝ・ﾋﾞﾙ清掃技能講習（松戸市開催）  １０／１～１０／８   定員１５名 

○マンション管理員養成講習（船橋市開催） １０／２～１０／１７  定員３０名 

○ハウスクリーニング講習（東金市開催）  １０／７～１０／２１  定員１５名 

○福祉輸送ヘルパー養成講習（柏市開催）  １０／９～１０／１７  定員２０名 

 ○ガイドヘルパー養成講習（千葉市開催）  １０／１０～１０／１６ 定員２０名 

 ○介護食調理技能講習（成田市開催）    １０／２０～１０／２８ 定員１５名 

 ○ｾｷｭﾘﾃｨ（警備員）技能講習(柏市開催)   １０／２２～１０／３１ 定員２０名 

 ○保育補助要員養成講習（浦安市開催）   １０／２３～１１／７  定員１２名 

○ﾏﾝｼｮﾝ・ﾋﾞﾙ清掃技能講習（白井市開催）  １０／２８～１１／５  定員１３名 

○ハウスクリーニング講習（佐倉市開催）  １０／３０～１１／１２ 定員１５名 

 

 

 

 ○技能職のためのﾊﾟｿｺﾝ講習（船橋市開催） １１／４～１１／１２  定員２０名 

○介護現場余暇指導養成講習（千葉市開催） １１／４～１１／１４  定員２０名 

○マンション管理員養成講習（市川市開催） １１／６～１１／２０  定員３０名 

○ﾏﾝｼｮﾝ・ﾋﾞﾙ清掃技能講習（香取市開催）  １１／７～１１／１８  定員１２名 

○介護食調理技能講習（千葉市開催）    １１／１０～１１／１８ 定員２０名 

○技能職のためのﾊﾟｿｺﾝ講習（松戸市開催） １１／１４～１１／２５ 定員２０名 

○ガイドヘルパー養成講習（市川市開催）  １１／１８～１１／２１ 定員１５名 

○技能職のためのﾊﾟｿｺﾝ講習（千葉市開催） １１／２７～１２／５  定員２０名 

 

 

 

 ○ｾｷｭﾘﾃｨ（警備員）技能講習(船橋市開催)  １２／３～１２／１２  定員２０名 

○ﾏﾝｼｮﾝ・ﾋﾞﾙ清掃技能講習（茂原市開催）  １２／３～１２／１０  定員１２名 

 ○マンション管理員養成講習（千葉市開催） １２／５～１２／１８  定員４０名  

                               【千葉労働局委託事業】 

 

        

 

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 

 

各 種 技 能 講 習 

✿１０月開催予定の技能講習 

✿１１月開催予定の技能講習 

✿１２月開催予定の技能講習 



番号 17 標題 千葉県立高等技術専門校について／ちば企業人スキルアップセミナー 

 

千葉県立高等技術専門校では、各分野の将来を担う、人材の育成に取り組んでいます。 

主に高卒の学生を受け入れており、各分野で必要となる資格の取得や、専門的な技能を習得し、

企業への就職を目標に日々訓練しています。 

平成 27年 4月入校のコースについて 10月 7日から 11月 7日まで募集しています。 

詳しいコース内容は各高等技術専門校までお問い合わせください。 
 

市原高等技術専門校 
《TEL 0436-22-0403》 

○自動車整備科 ○電気工事科 ○プラント保全科 ○塗装科 

船橋高等技術専門校 
《TEL 047-433-2790》 

○メカニカルエンジニア科 ○システム設計科 ○冷凍空調設備科 ○金属加工科 

我孫子高等技術専門校 
《TEL 04-7184-6411》 

○NC機械加工科 ○造園科 ○事務実務科（対象：知的障害のある方） 

旭高等技術専門校 
《TEL 0479-62-2508》 

○自動車整備科 ○NC機械加工科 

東金高等技術専門校 
《TEL 0475-52-3148》 

○ディスプレイ科 ○建築科 ○左官技術科 

障害者高等技術専門校 
《TEL 043-291-7744》 

○DTP･Web デザインコース ○福祉住環境デザインコース ○PC ビジネスコース 

○基礎実務コース 

【各高等技術専門校のご案内ＨＰ】 

http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/senmonkou/27bosyuu.html 

  

千葉県立高等技術専門校では、企業で勤務されている方の能力向上や資格取得を、短期間で 

サポートするため、「ちば企業人スキルアップセミナー」を開催しています。 

9～12月にお申込みいただけるメニュー型のセミナーは下記のとおりです。 

ぜひ御自身のスキルアップに当セミナーを御活用ください。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 実施校 受講料 テキスト代 

機械製図 精度編 

（表面性状と公差） 
10/30(木)・31(金) 

8/29(金) 

  ～10/9(木) 
10名 船橋 3,000円 1,404円 

AutoCAD の基礎（操作編） 11/11(火)・13(木) 
9/11(木) 

 ～10/21(火) 
10名 船橋 3,000円 不 要 

第二種電気工事士（下期） 

技能試験対策 

11/16(日)・23(日)・

30(日) 

9/16(火) 

 ～10/27(月) 
12名 船橋 4,500円 1,296円 

チタン板の TIG溶接 12/3(水)・4(木) 
10/3(金) 

 ～11/12(水) 
5名 船橋 3,000円 2,808円 

機械技術者のためのシーケンス 

制御基礎 

12/3(水)・4(木) 

10(水)・11(木) 

10/3(金) 

 ～11/12(水) 
10名 船橋 6,000円 2,592円 

旋盤切削加工技術 12/4(木)・5(金) 
10/3(金) 

 ～11/13(木) 
5名 船橋 3,000円 不 要 

技能検定 冷凍空調機器施工 

受検対策(実技ペーパ) 
12/18(木)・19(金) 

10/17(金) 

 ～11/27(木) 
10名 船橋 3,000円 3,086円 

技能検定 冷凍空調機器施工 

受検対策(実技) 
1/8(木)・9(金) 

11/7(金) 

 ～12/18(木) 
10名 船橋 3,000円 不 要 

【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 
 

mailto:syokuno001@mz.pref.chiba.lg.jp

