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千葉県庁のホームページにて
「労政ちば」のバックナンバーを
PDF で公開しています。
次号発行は 9 月 25 日頃の予定です。

「労政ちば」に対するご意見、ご感想はこちらまで

千葉県 商工労働部 雇用労働課
千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」

〒260-8667 千葉市中央区市場町 1 番 1 号
電話：043-223-2767

FAX：043-221-1180
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平成 28 年度 千葉県男女共同参画推進事業所表彰
募集について

千葉県では、仕事と家庭の両立支援や女性の登用・職域拡大等に取り組んで
いる県内の事業所を表彰し、ホームページなどで広く紹介しています。
※応募方法等の詳細については、下記アドレスを直接入力するか、
「千葉県事業者表彰」で検索して県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/dankyou/hyousyou/h28koubo.html

平
平
成
年
度
受
賞
記
念
写
真
平成
成222777年
年度
度受
受賞
賞記
記念
念写
写真
真

「わが社も頑張って
ます！」
「あの企業は女性も
男性も元気に働いて
いるね」
そんな事業所が
ありましたら、ぜひ
ご応募ください！
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株式会社 ウェザーニューズ
仕事と家庭生活をより両立させるため企業内保育所・学童ルームを開設。
株式会社 イシド
女性社員の登用と昇格に積極的に取り組んでいる。週 30 時間勤務で正社員と同じ保障や待遇の短時間
正社員制度をスタート。
株式会社 大東
若手社員を中心に「おもしろ委員会」を立ち上げるなど、働きやすい職場環境づくりに努めている。
【お問い合わせ先】
千葉県総合企画部男女共同参画課 企画調整班
電話：043-223-2372 FAX：043-222-0904 Mail：kyodo2@mz.pref.chiba.lg.jp
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「職場の女性活躍推進」や「仕事と子育ての両立支援」に
計画的に取り組む企業への認定制度をご存知ですか？
厚生労働省では、
「職場における女性活躍推進」や「男女を対象とした仕事と子育ての両立支援」に計
画的に取り組み一定の成果を上げている企業に対する認定制度を設けています。
女性活躍推進法に基づく企業認定
（えるぼし認定）の認定基準
女性の活躍推進に関する行動計画の策定・届出を行った上で
次の(1)～(5)のうち基準を満たした項目数に応じて第 1 段階～第 3 段階に認定します。
(1)採用：男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度であること
(2)継続就業：
「女性労働者の平均継続勤続年数／男性労働者の平均継続勤続年数」が雇用管理区分ごとに
それぞれ 0.7 以上であること（期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る）
(3)労働時間等の働き方：雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間
数の平均が、各月ごとに全て 45 時間未満であること
(4)管理職比率：管理職に占める女性労働者の割合が産業別平均以上であること
(5)多様なキャリアコース：女性の非正社員から正社員への転換、過去に在籍した女性の正社員としての
再雇用等の取組実績があること 等
次世代育成支援対策推進法に基づく企業認定
（くるみん認定・プラチナくるみん認定）の認定基準
企業の子育て支援のための行動計画を策定し、計画期間内に計画に定めた目標を達成するとともに、
認定要件を満たしていること。主な要件は
●計画期間内において、男性従業員のうち育児休業等を取得
した者が 1 人以上（プラチナくるみんは 13％以上）であること
●計画期間内において、女性従業員の育児休業等取得率が、75％以上であること
●3 歳から小学校就学前までの子どもを育てる従業員について、
「所定外労働の制限に関する制度」
「所定
労働時間の短縮措置」等を講じていること
●「所定外労働の削減のための措置」
「年次有給休暇の取得促進のための措置」等の措置について具体的
な目標を定めて実施していること
また、プラチナくるみんでは以上に加え
●子を出産した女性従業員の子の 1 歳の誕生日まで継続在籍割合が 90％以上であること
●育児休業等や育児を行う女性従業員が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア
形成の支援のための取組を計画的に実施していることなどの認定要件を満たしている必要があります。
★千葉県内では「えるぼし認定

5 社」、
「プラチナくるみん認定

3 社」、
「くるみん認定

51 社」
（平成 28 年 5 月末現在）

が認定を受けています。これらの認定を受けて企業のイメージアップを図りましょう！！

【お問い合わせ先】
千葉労働局雇用環境・均等室
電話：043-221-2307/FAX：043-221-2308
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「賃金構造基本統計調査」にご協力お願いします。
この 7 月に｢平成 28 年賃金構造基本統計調査｣が
全国一斉に実施されます。
Q1 「賃金構造基本統計調査」って、何を調べるの？
A1 平成 28 年 6 月分の労働者の賃金の実態を、産業、地域、企業規模、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤
続年数、経験年数等の別に明らかにするための調査です。こうした事項別に賃金の実態を調査している唯一の公的
統計であり、国の実施する最も重要な統計の一つとして、統計法に基づく「基幹統計」に指定されています。

Q2 どのような会社が調査の対象になるの？
A2 民営なら 5 人以上、公営なら 10 人以上の常用労働者が雇用されている事業所※の中から無作為抽出で選ば
れた事業所が調査の対象になります。（※一部の地域、産業を除きます）

Q3 調査結果はどのように役立っているの？
A3 民間企業では賃金決定のための資料や、労務管理などの資料として幅広く利用されています。この他、損害賠償
請求における逸失利益の算定や、最低賃金法による最低賃金の決定、労災保険法による年金給付基礎日額の
最低・最高限度額の算定等、また各種政策決定の際にも幅広く利用されるなど、極めて重要な役割を果たしていま
す。

<千葉労働局からのお願い>
調査の対象事業所に選定されました事業所には、6 月中旬から 7 月にかけて調査票等を送付させていただきますの
で、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。

【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
URL:http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp
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雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、
合理的配慮の提供が義務となりました
「障害者の雇用の促進等に関する法律」を改正

平成 28 年 4 月 1 日から施行

＜改正のポイント＞

雇用の分野での障害者差別を禁止
障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱いが禁止されました。
＜募集・採用時の差別の例＞
◆単に「障害者だから」という理由で、求人への応募を認めないこと
◆業務遂行上必要でない条件を付けて、障害者を排除すること
＜採用後の差別の例＞
◆労働能力などを適正に評価することなく、単に「障害者だから」という理由で、異なる取扱い
をすること

雇用の分野での合理的配慮の提供義務
障害者に対する合理的配慮の提供が義務となりました。
＜募集・採用時の合理的配慮の例＞
◆視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
◆聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと
＜採用後の合理的配慮の例＞
◆肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと
◆知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を
明確にしてひとつずつ行なったりするなど作業手順を分かりやすく示すこと
◆精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること

相談体制の整備、苦情処理

紛争解決の援助

障害者からの相談に対応する体制の整備が義務となりました。
障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務となりました。
詳細については、厚生労働省ホームページ「障害者雇用対策」に関係資料（障害者差別
禁止指針、合理的配慮指針、解釈通知、Ｑ＆Ａ、合理的配慮指針事例集など）を掲載し
ています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/
shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html

【お問い合わせ先】
千葉労働局職業安定部 職業対策課 障害者雇用担当
電話：043-221-4392 ＦＡＸ：043-202-5141
所属をここに入力してください
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能力開発セミナーのご案内
ポリテクセンター千葉では、在職者の皆様を対象に、短期間の教育訓練講座「能力開発セミナー」を
実施しております。
機械、電気、電子、建築などの「ものづくり」に特化した専門分野を中心に、今回ご案内するコース
以外にも様々なコースを実施しております。詳しくは当センターのホームページをご覧ください。
なお、パンフレットをご希望の方は下記までお問い合わせください。
また、あらかじめ設定されているコース以外にも、事業主の皆様のご要望に応じた｢オーダーメイド型
能力開発セミナー｣のご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
コース
番号

コース名

日程

受講料
(円)

H1001

給排水衛生設備設計実践技術

7/2(土)
3(日)

14,500

S0101

仕事と人を動かす現場監督者の育成

7/5(火)
6(水)

8,000

E2001

ＶＨＤＬによるディジタル回路設計開発
技術

7/26(火)
27(水)
28(木)

13,000

E0502

ＰＬＣによる自動化制御技術（三菱Ｑ編）

8/2(火)
3(水)

9,500

M0801

切削加工の理論と実際

8/23(火)
24(水)
25(木)

14,000

W0203

ＴＩＧ溶接技能クリニック

8/30(火)
31(水)

12,000

H0602

冷媒配管の加工・接合技術

9/3(土)
4(日)

17,500

S0401

営業活動と連動した戦略的生産管理

9/6(火)
7(水)

8,000

E0202

有接点シーケンス制御による電動機制御
の実務

9/8(木)
9(金)

10,000

E2801

製造現場におけるＬＡＮ活用技術

9/13(火)
14(水)

11,000

H0501

実践的な冷媒配管の施工と空調機器据付
け技術

9/24(土)
25(日)

21,500

M0902

精密測定技術（長さ測定編）

9/27(火)
28(水)

12,500

コース概要
ビル・集合住宅・戸建住宅などの設備設計
や施工管理に役立つ給排水衛生設備や空気
調和設備などの知識を習得します。
製造現場での作業の段取りや指示、後進育
成のスキルを再確認し、より良い現場監督
者としてのスキル向上を目指します。
ディジタル回路について、ＶＨＤＬを使用
した組み合わせ回路、順序回路などの設計
手法を習得します。
ベルトコンベア実習装置を使用し、ＰＬＣ
の数値処理命令などを活用した制御プログ
ラミング技法を習得します。
生産現場における切削加工の問題点の解決
に役立つ知識・技能・技術について切削加
工実験を通して習得します。
ＴＩＧ溶接について、受講者の技量に合わ
せ個別の実習課題で訓練を行いますので、
確実なレベルアップが期待できます。
冷媒配管の加工（フレア加工・曲げ加工）
接合（フレア接合・ろう付け接合）技能を
習得します。
受注情報を活用し、利益体質を維持向上す
る生産管理システムを構築するための知識
と技術を習得します。
三相誘導電動機を運転する有接点シーケン
ス回路について、設計・配線作業・点検が
できる技術を習得します。
ブロードバンドルータを用いた製造現場や
小規模事業所向けのＬＡＮ構築に必要な知
識や技術を習得します。
冷媒サイクルや冷媒（フルオロカーボン）
の知識とルームエアコン（壁掛け）の据付
け作業を実学一体で習得します。
測定に関する知識とノギス・マイクロメー
タなどの長さ測定器の取扱いについて、実
習を通して習得します。

【お問い合わせ先】
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構千葉支部 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

電話：043-422-4622

FAX:043-304-2132

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

5 / 10

千葉県商工労働部雇用労働課

労政ちば

2016 年夏号 No.559

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、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。
7～10 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

Excel(マクロ/VBA)実践

8/19(金)・20(土)

6/1７(金)
～7/29(金)

10 名

船橋

3,000 円

2,808 円

型枠大工の初歩

8/27(土)・28(日)

6/27(月)
～８/8(月)

10 名

東金

3,000 円

1,030 円

第二種電気工事士(下期)筆記試験対策

9/7(水)・14(水)・
21(水)

7/7(木)
～８/17(水)

15 名

市原

4,500 円

1,944 円

プレス機械作業主任者技能講習

9/13(火)・14(水)・
15(木)

7/13(水)
～8/23(火)

10 名

船橋

4,000 円

1,512 円

機械製図の基礎知識

9/14(水)・15(木)・
16(金)

7/14(木)
～8/24(水)

10 名

船橋

4,500 円

1,404 円

技能検定２級 建築大工受検対策

9/25(日)・10/16(日)・
11/20(日)

7/25(月)
～9/1(木)

6名

東金

5,250 円

不 要

第三種冷凍機械保安管理技術試験対策

10/1(土)・8(土)

8/1(月)
～9/8(木)

10 名

船橋

3,000 円

2,160 円

AutoCAD の基礎

10/4(火)・5(水)

8/4(木)
～9/9(金)

6名

旭

3,000 円

不 要

型枠大工の初歩

10/8(土)・9(日)

8/8(月)
～9/15(木)

10 名

東金

3,000 円

1,030 円

第二種電気工事士(下期)技能試験対策

11/13(日)・20(日)・
27(日)

9/13(火)
～10/21(金)

12 名

船橋

4,500 円

1,296 円

技能検定２級 機械保全(機械系)受検
対策(学科)

12/1(木)・2(金)

9/30(金)
～11/9(水)

10 名

船橋

3,000 円

2,808 円

技能検定 冷凍空調機器施工受検対策
(実技)

12/7(水)・8(木)

10/7(金)
～11/15(火)

10 名

船橋

3,000 円

不 要

旋盤切削加工技術

12/8(木)・9(金)

10/7(金)
～11/16(水)

5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/

千葉県立高等技術専門校について
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。
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。
下記の３コースは１０月入校コースです。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。
校

名

船橋高等技術専門校
《TEL 047-433-2790》

市原高等技術専門校
《TEL 0436-22-0403》

我孫子高等技術専門校
《TEL 04-7184-6411》

科 名

定員

期間

○金属加工科

10 名

９か月

○ビルメンテナンス科

15 名

○造園科

11 名

６か月

募集期間

28.7.25(月)
～28.8.16(火)

選考日

28.8.25(木)

【各高等技術専門校のご案内ＨＰ】 http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/senmonkou/28bosyuu.html
【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 Mail：syokuno001@mz.pref.chiba.lg.jp
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労使間のトラブルは
―個別的労使紛争のあっせん―
あっせんで解決
労使間のトラブルは
―個別的労使紛争のあっせん―
あっせんで解決しませんか？
あっせん事例
Ｘは、Ｙが経営する事業所において、非常勤の事務職員として勤務していたが、仕事上の
やりとりに関して、上司と口論となった。
翌日、人事部長Ａから別の部署への配置転換を打診されたが、勤務条件が合わず、納得で
きないことを伝えたところ、「もう、来なくていい」と解雇通告を受けた。
Ｘは、一旦は退職届を提出したが、解雇に納得できなかったため、Ｙが経営する別の事業
所での再雇用及び不当解雇による精神的苦痛に対する解決金の支払いを求めて、労働委員会
にあっせんを申請した。

あっせん結果
ＡがＸに対し「来なくていい」と言ったのは事実であったが、感情的になって発したもの
で、Ｙとしては、Ｘを別の事業所の事務職員として再雇用することは可能と考えているとの
ことであった。Ｘにこのことを伝えたが、勤務条件等が合わないため、金銭での解決を図り
たいとの意向を示した。
Ｘの意向をＹに伝えたところ、解決金を支払うことで合意に至った。

「あっせん」とは
労働問題に知識と経験を有する３名のあっせん員（公益、労働者、使用者）が、当事者双
方の主張を聞いて、公正・中立の立場から問題点を整理し、双方の歩み寄りを促すことによ
って、紛争を解決する制度です。労働委員会のあっせんは簡易・迅速・無料の紛争解決手続
きです。 ※労働者、使用者どちらからでも申請できます。
＜あっせん事例＞
・退職強要による経済的、精神的苦痛
に対する慰謝料の支払い
・上司によるパワハラ・セクハラについての謝罪
・退職願の撤回
・非常勤職員の勤務形態変更に対する、
元の雇用形態への復帰及び理由の説明
・給与引下げの撤回
あっせんの詳細や申請書等のダウンロードについては、労働委員会のホームページを
ご覧ください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/roudoumondai/kanrenhouki/kobetsu-assen/index.html
【お問い合わせ先】
所属：千葉県 労働委員会事務局 審査調整課 （千葉県庁南庁舎７階）
電話：043－223―3735 FAX：043－201―0606
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試用期間と本採用拒否
Ｑ

ある求人雑誌の正社員募集に応募し、面接の結果、2 月 1 日付けで採用されました。最初の 3
ヶ月間は試用期間と言われ、しっかりと働いてくれれば問題ないからと説明されただけでした。
その後、2 ヶ月過ぎた時点で社長から呼び出され「あなたは仕事の能力が足りず、この仕事に
は向いていないから本採用をしませんので、試用期間の４月末日でもって辞めて貰います。
」と
言われました。
社長は試用期間中なので問題なく解雇できると言いましたが、面接時には試用期間の意味
などの十分な説明を受けておらず、仕事の能力が足りないとか仕事に向いていないと言われて
も、自分なりにしっかりやっていたので納得ができません。このまま解雇されても仕方がない
補足事項
のでしょうか。

Ａ

試用期間中や経過後の本採用拒否は労働契約上の解雇となり、試用期間を設けている
趣旨・目的に照らして客観的に合理的な理由があるかどうかが問題となります。
解雇通告を受けた場合で納得が行かない場合
○ 就業規則の解雇理由の規定を確認
○ 会社へ解雇理由書を請求
Ａ１解雇理由が客観的に合理的でなく、社会通念上相当と認められない場合は解雇の無効を

裁判等で争うことになります。

試用期間中の解雇

試用期間とは
◎ 基礎的な教育指導の期間
◎ 能力や勤務態度を観察する期間
不適格の場合は労働契約を解約で
きる→解約権留保付の雇用契約と言
われています
一定期間を設け、勤務態度、能力、
技能、性格等を観察し本採用として

◎ 労働者に対する教育訓練は十分に行われ
たか
◎ 労働者の能力が発揮できる代替職場が
あったのではないか
試用期間中の労働者に若干責められるべき事実
があったとしても、会社は教育的見地から合理的
範囲内でその教育・指導に尽くすべき義務があ
ったとした判例や能力不足等を理由に解雇が有効
となった判例もあります。

雇用するかを判断します。

【お問い合わせ先】
千葉県労働相談センター（場所：千葉県千葉市中央区市場町１－１ 千葉県庁本庁舎２階）
電話：０４３－２２３－２７４４（平日午前９時から午後８時まで）※面談は、午後５時まで
所属をここに入力してください
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“社員いきいき！元気な会社”宣言企業を募集します！
！
千葉県では、育児・介護休
業への配慮など仕事と生活の
両立支援に取組む会社、多様
な働き方ができる会社、地域
社会の子育て支援に協力して
いる会社など、誰もが働きやす
い職場環境づくりに取組む会
社を“社員いきいき！元気な
会社”宣言企業として募集して
います。

登録事業所数の推移
595事業所

447

491

514

535

570

356
255
H20年度末 H21年度末 H22年度末 H23年度末 H24年度末 H25年度末 H26年度末 H27年度末

“社員いきいき！元気な会社”宣言で、

“社員いきいき！元気な会社”宣言企業に登録すると…

○優秀な人材の獲得・定着

○千葉県ホームページで紹介します

○多様な人材の活躍推進

○千葉県両立支援アドバイザーを無料で派遣します

○社員を大切にする企業イメージの向上

○登録ロゴマークデータを無償で提供します。

○社員の満足度・意欲の向上 など

○“社員いきいき！元気な会社”宣言企業を対象とした

への取組みを推進しませんか？

融資へのお申込みが可能です。

事務所へ両立支援アドバイザーを派遣します！
“社員いきいき！元気な会社”宣言企業には、希望により、社会保険労務士等のアドバイザーを派遣
！

して、御相談に応じるとともに、社員向けの講演を行っています。（従業員 300 人以下の事業所が対象です）

両立支援アドバイザーとともに、職場環境の改善を考えてみませんか？
こんなご相談ができます


短時間勤務や育児介護休業制度



出産・育児後等の女性の再就職制度整備



在宅勤務・短時間勤務制度等多様な勤務制度



両立支援のための各種助成金の紹介



次世代育成支援対策推進法に基づく
一般事業主行動計画の策定
登録ロゴマーク

“社員いきいき！元気な会社”宣言、両立支援アドバイザーに関する詳細はホームページをご覧ください
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
電話：043-223-2743

FAX：043-221-1180

Mail：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp
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あなたの知識・経験を活かしてみませんか！！
シルバー人材センターとは
✿センターは、定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた 「臨時的か
つ短期的又はその他の軽易な就業」 を提供するとともに、ボランティア活動をはじめとす
るさまざまな社会参加を通じて、 高年齢者の健康で生きがいのある生活の実現と、地
域社会の福祉の向上と、活性化に貢献しています。
✿センターは、原則として市町村単位に置かれており、国や地方公共団体の高齢社会対
策を支える重要な組織として、 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」 に基づ
いて事業を行う、千葉県知事の認定を受けた公益法人です。
✿センターは、「自主・自立、共働・共助」の理念に基づき、会員の総意と主体的な参画
により運営する組織です。

✿生きがいのため！

✿仲間づくりのため！

✿健康のため！

✿知識や経験を
活かしてみませんか！

「チエブクロー」

求人企業の皆様へ！！［高齢者を活用してみませんか］
★知識・経験が豊富で元気な高齢者（60 歳以上）を派遣致します。
★有資格者で高度なスキルをもった会員を事業主のニーズに合わせ派遣致します。
★「臨時的・短期的な就業（月10 日程度以内）またはその他軽易な業務（週20
時間未満）」の就業になり、短期的、短時間、低コストの労働力を提供致します。
★公益的・公共団体ですので、安心してご発注していただけます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ お電話お待ちしております！！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【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
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 Mail：chibaren@sjc.ne.jp
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