
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


   

番号 18 標題 能力開発セミナーのご案内 

 
 

 

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  TEL：043-422-4622  

 FAX：043-304-2132            

URL：http://www3.jeed.or.jp/chiba/poly/ 
 

 

 

 

 

http://www3.jeed.or.jp/chiba/poly/


 

番号 19 標題 千葉県労働大学講座のご案内（１/２頁） 

２２  

 
 

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 26年 10月 16日（木）から 11月 18日(火)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】 最近の労働諸問題、法律解説、社会保険、ハラスメント対策、メンタルヘルス等 

幅広い内容となっております。（科目・講師については、次頁をご覧ください） 

 

【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・メールまたは FAXにて、お申

込みください。 締切  10月 9日（木） 

         （受講通知はいたしません。受講できない場合のみ、御連絡します。） 

【Ｕ Ｒ Ｌ】http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/event/2014/roudoudaigaku.html 

 

千葉県労働大学講座 受講申込書 

                                     平成 26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。 

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 労働環境班】 

電 話 ０４３－２２３－２７４３ 

   Ｆａｘ ０４３－２２１－１１８０ 

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

 

http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/event/2014/roudoudaigaku.html
koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp


番号 20 標題 千葉県労働大学講座のご案内（２/２頁） 

学問の秋、学んで生かす！労働法           

                   

 

           

 

 

 安心して働くためにも、知っておくと役に立つ！ 
 最近の労働諸問題について、専門家の話を聴くチャンス！ 
 充実した人生を送るためにも、会社の生産性向上のためにも、 
学びましょう！ 

                           「チーバくん」 

    
 

月  日 時間 科   目 講   師 

10月 16日 

  (木) 

18:10

～

18:15 

開 講 式  

18:15

～

20:15 

労働法の基礎知識① ―採用から解雇まで 

（労働契約、退職、解雇 等） 

法政大学法学部教授 

金子 征史 氏 

  20日 

  (月) 

18:15

～

20:15 

労働法の基礎知識② ―労働条件を巡る諸問題 

（労働時間、休日・休暇、賃金 等） 

法政大学法学部教授 

金子 征史 氏 

  24日 

  (金) 
〃 

非正規雇用 

～パート就労／雇用の法的基礎知識、 

  改正パートタイム労働法等について～ 

明治大学法学部講師 

松岡 二郎 氏 

28日 

    (火) 
〃 知っておきたい！ハラスメントの現状と対策 

職場のハラスメント研究所 

所長  金子 雅臣 氏 

  31日 

  (金) 
〃 

労働判例 

 ～最新の判例を中心に、労働法を学ぶ～ 

早稲田大学法学部教授 

島田 陽一 氏 

11 月 7日 

    (金) 
〃 

社会保険の基礎知識 

～雇用保険を中心に～ 

関東学院大学法学部教授 

  大原 利夫 氏 

14日 

(金) 
〃 

ワーク・ライフ・バランス 

 ～「仕事と生活の両立」を支える 

育児・介護休業法等について～ 

日本大学法学部教授 

   神尾 真知子 氏 

   18日 

（火) 

18:15

~ 

20:15 

メンタルヘルス 

 ～「人生」をプラスに、“会社”もプラスに～ 

社会保険労務士 

／産業カウンセラー 

中辻 めぐみ 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 労働環境班】 

電 話 ０４３－２２３－２７４３ 

   Ｆａｘ ０４３－２２１－１１８０ 

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

 

 

 

 
 

平成 26年度 

第 36回千葉県労働大学講座 

koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp


番号 21 標題 経営労務改善セミナー開催のお知らせ 
 

千 葉 労 働 局 

千葉労働局では、「最低賃金引上げに向けた中小企業支援事業」として、専門家派遣・相談等

支援事業を実施しており、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）

を設置して無料で相談等を承っております。 

 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）が主催する「経営労務

改善セミナー」を下記のとおり１１月７日（金）に開催しますので、是非、ご参加ください。 

 

 

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 

    Ｆａｘ ０４３－２２１－４４０８ 

 



番号 22 標題  ハラスメント防止セミナー（11/20開催） 

千葉県主催  ハラスメント防止セミナー 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

●日  時 ： 平成２６年１１月２０日（木）１４時００分～１６時００分 

●場  所 ： 千葉市ビジネス支援センター Ｑiｂａｌｌ（きぼーる）１３階 会議室 

（千葉市中央区中央 4-5-1  TEL：04３-201-9501 ） 

●対  象 ： 企業の経営者、人事労務担当者、一般県民  

●参 加 費： 無料 

 申し込み方法 

(1) E-mail又は TELでの申込：「会社名・部署名」「役職」「市町村名・電話番号」「参加者氏名」御連絡くださ

い。千葉県 商工労働部 雇用労働課【E-mail: koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp】【TEL: ０４３－２２３－２７４３】 

(2) 下記申込書に必要事項を記載の上、FAXにてお申し込みください。 

千葉県 商工労働部 雇用労働課【FAX：０４３－２２１－１１８０ 】 

(3)受付は申込順とさせていただきます。定員を超え、ご参加をお断りする場合のみ、連絡します。 
主催 千葉県   後援  千葉労働局 

ハラスメント防止セミナー（１１／２０）参加申込書 

御社名、部署名（個人でお申込みの場合は、記入不要）              役職 

 
事業所所在地の市町村名（個人でお申込みの場合、お住まいの市町村名）電話番号 

 
参 加 者 名（ふりがな） 参 加 者 名（ふりがな） 

  

◎申込先 千葉県 商工労働部 雇用労働課 

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  】 
TEL：043－223－2743 Fax：043－221－1180  E‐mail：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

職場のハラスメントは、働く人の尊厳や人格を傷つける許されない行為であり、職場環境を悪化させ、

業績や生産性を低下させるなど、企業にとっても損失が大きく、対策が求められています。 

そこで具体的な事例を交えながら、職場のハラスメント対策について、効果的な予防法、適切な解決

法について講演会を開催します。是非、御参加ください。 

 
<講演>   講師 金子 雅臣 さん 

一般社団法人職場のハラスメント研究所 所長 
<略歴>労働ジャーナリスト。東京都にて長年、労働相談に従事。 

ルポライターとしても活躍。退職後、労働ジャーナリストとしての執筆などの 

かたわら、講演、指導などを多数手がける。主な著書に「パワハラ・いじめ職場 

内解決の実践的手法」（日本法令）、「パワー・ハラスメントなんでも相談」（日 

本評論社）、「部下を壊す上司たち」（PHP出版）など。 

11 月 20 日（木） 

無料 



番号 23 標題  女性の活躍促進セミナー（12/25開催） 

千葉県主催  女性の活躍促進セミナー 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

●日  時 ： 平成２６年１２月２５日（木）１４時００分～１６時００分 

●場  所 ： 千葉商工会議所 第１ホール  

（千葉市中央区中央 2-5-1 千葉中央ツインビル 2号館 14階 ） 

●対  象 ： 企業の経営者、人事労務担当者、一般県民  

●参 加 費： 無料 

 申し込み方法 

(1) E-mail又は TELでの申込：「会社名・部署名」「役職」「市町村名・電話番号」「参加者氏名」御連絡くださ

い。千葉県 商工労働部 雇用労働課【E-mail: koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp】【TEL: ０４３－２２３－２７４３】 

(2) 下記申込書に必要事項を記載の上、FAXにてお申し込みください。 

千葉県 商工労働部 雇用労働課【FAX：０４３－２２１－１１８０ 】 

(3)受付は申込順とさせていただきます。定員を超え、ご参加をお断りする場合のみ、連絡します。 
主催 千葉県   後援  千葉労働局 

女性の活躍促進セミナー（１２／２５）参加申込書 

御社名、部署名（個人でお申込みの場合は、記入不要）              役職 

 
事業所所在地の市町村名（個人でお申込みの場合、お住まいの市町村名）電話番号 

 
参 加 者 名（ふりがな） 参 加 者 名（ふりがな） 

  

◎申込先 千葉県 商工労働部 雇用労働課 

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  】 
TEL：043－223－2743 Fax：043－221－1180  E‐mail：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

「女性の活躍促進」は、優秀な人材の確保、生産性の向上など企業を成長に導く重要な経営戦

略です。 

女性の活躍による経営効果、生産性の向上、そのための職場環境づくりなどについて、具体

的な事例を交えながら解説します。是非、ご参加ください。 

 <講演>   講師 山極 清子 さん 
株式会社ｗｉｗｉｗ（ウィウィ）社長執行役員、昭和女子大学客員教授 

<略歴>1997年から 2009年まで一貫して資生堂において、女性活躍支援、男女 

共同参画、仕事と育児・介護との両立支援および働き方改革などにかかわるワーク・ 

ライフ・バランス等に取り組む。行政や民間の委員会をはじめ社外活動に参画し、 

約 1,000社の人事部門の管理職・担当者のヒアリングを実施する。男女ともにキャリ 

アと育児・介護の両立ができるようなキャリア形成、制度設計のあり方、時間あたり 

の生産性を向上させる働き方等に取り組んでいる。 

 

1２月 2５日（木） 

無料 



番号 24 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 

 

中退共 HP http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/ 

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/


＜登録ロゴマーク＞ 

番号 25 標題 登録ロゴマーク（チーバくん）ぜひご活用ください！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  】 
TEL：043－223－2743 Fax：043－221－1180  E‐mail：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

現在、出産を機に退職した女性の約４分の１が、仕事と育児の両立が難しいという理由で

仕事を辞めています。また、働きながら介護する人は２９０万人、介護により離職する人は

年間１０万人に上ると言われています。就職する学生に対するアンケートでも「個人の生活

と仕事を両立させたい」との項目が上位にあがっています。 

千葉県は、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”宣言企業の各種支援制度で応援しています。 

社員いきいき 検索 

千葉県庁ホームページ 

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

いきいき宣言の特典 
○応募のあった会社については、「社員いきいき！元気な会社宣言企業」として、会社名・取組内

容等を千葉県ホームページ等に掲載します。また、貴社のホームページにリンクします。 

○公表する会社には、千葉県知事名で公表書を交付し、「登録番号」をお知らせします。 

○「社員いきいき！元気な会社宣言企業」として登録された企業は、「登録番号」、「登録ロゴマー

ク」を社員の名刺や、刊行物に刷り込むなど活用して、ワーク・ライフ・バランスに積極的に取組

む企業としてＰＲすることができます。（※登録ロゴマークは、商品自体には掲載できません。） 

○社会保険労務士等の両立支援アドバイザーを無料で派遣し、御相談に応じます。(従業員 300人

以下の事業所が対象 ) 

○ワーク・ライフ・バランスの実践による経営改善セミナーの案内などの各種情報提供を行います。 

○協賛する金融機関で、従業員が利用する一部のローンについて、金利割引が受けられます。 
 

 

http://shp.znp.pref.chiba.lg.jp/kakusyozoku/houdou/meishi/graphics/02chibalogo/cb62r.jpg

