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あなたの豊かな知識と経験を、地域社会のために活かしてみませんか。
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労政ちば労政ちば
　シルバー人材センターは、現役を引退した定年退職者等の高齢者が、「自主・自立、共働・共助」の理念のもとに、地域
社会でその経験を活かしつつ、働くことを通じて生きがいを得るとともに社会に貢献することを主たる目的とする公益性・
公共性を有する団体です。都道府県知事の認可を受けた公益法人等であり市町村ごとに設置されています。
❖ 会員になるには
　①原則 60歳以上の健康で働く意欲のある方
　②シルバー人材センターの趣旨に賛同していただける方
　③定められた会費を納めていただける方
　以上に該当する方であれば、どなたでも会員になれますが、入会説明を受け、入会申込書を提出していただく必要があ
ります（理事会の入会承認が必要です）。

　会員になると
就業や収入を保障するものではありませんが、各人の希望と能力に応じた働き方ができます（ただし、臨時的・短期的・
軽易なものに限られ、雇用ではありません）。

　　会員は、シルバー人材センターから、請負または委任の形式により仕事を引き受けます。
　　シルバー人材センターによっては、人材派遣による就業を提供しているところもあります。
　　会員は、公平な就業機会を得るため、通常、ローテーションにより就業します。
　　会員は、引き受けた仕事を完成または遂行し、その仕事の内容によって配分金を受け取ります。
　　働くこと以外にも、ボランティア活動を通じて地域社会への貢献もできます。
❖ 発注者の皆さまへ
　公共的、公益的な団体ですので収益を目的にしておりません。安心して仕事をお任せいただけます。
「新たに人を雇用するほどではない」「専門業者に頼むほどではない」が、臨時的・短期的または軽易な仕事があるときは、
シルバー人材センターをご利用ください。請負または委任の形式により仕事をお引き受けします。
　請負または委任になじまない仕事（雇用）は、無料職業紹介事業や、シルバー人材センターによっては労働者派遣事業
を利用することもできます。
　なお、高年齢者の就業ですので、危険・有害な作業を内容とする仕事は、お引き受けしておりません。

❖ シニアワークプログラム事業・シニア就業支援プログラム事業
　県下 45 のシルバー人材センターで構成する（社）千葉県シルバー人材センター連合会では、国の委託を受け、「シニ
アワークプログラム事業」、「シニア就業支援プログラム事業」を行っています。
　詳細は（社）千葉県シルバー人材センター連合会にお問合せください。

　◎シニアワークプログラム事業
　60 歳台前半層を中心とした高齢者の雇用就業を促進するため、地域の事業主全体や公共職業安定機関の協力のもと、
技能講習と合同面接会等を一体的に行っています。
　本年度は、技能講習として、マンション管理員養成講習、セキュリティスタッフ（警備員）技能講習、パソコン講習、
介護員養成講習、チャイルドヘルパー養成講習、ガイドヘルパー養成講座、福祉輸送ヘルパー養成講習等を実施しています。

　◎シニア就業支援プログラム事業
　地域の関係機関で構成する地域ネットワークを構築し、就業や社会参加を希望する高年齢者の多様な就業ニーズと、企
業・ＮＰＯ・ボランティアグループ等、高年齢者ならではの能力を持った人材を活用したい人材ニーズの情報を収集し、
双方のマッチングをはじめワークショップの実施など、地域における高年齢者等に対する雇用・就業や社会参加を支援し
ます。
　就業支援講習、ワークショップ（就業体験・職場体験）、個別相談、マッチング情報の提供を行っています。

【お問合せ先】
　（社）千葉県シルバー人材センター連合会
　TEL　043－ 227－ 5112　ホームページ　http://www.sjc.ne.jp/chibaren/
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千葉労働局職業対策課
急激な円高の影響を受けた事業主の雇用維持を支援するため、以下のとおり要件緩和を行います。

雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金）の要件緩和について

【生産量要件の緩和】	
　雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下同じ。）について、現行の生産量要件（※１）を満たす事業
所に加え、大企業は対象期間（※２）の初日が平成 22年 12月 14日から平成 23年 12月 13日、中小企業は対象期間の
初日が平成 22 年 12 月 2 日から平成 23 年 12 月 1 日の間にあるものに限り、以下のいずれにも該当する場合にも利用が
可能になります。	

　　　・円高の影響により生産量等の回復が遅れていること	
　　　・最近 3カ月の生産量等が 3年前の同時期に比べ 15％以上減少	
　　　・直近の決算等の経常損益が赤字

　※１　生産量等の最近３カ月間の月平均値がその直前３カ月又は前年同期に比べ５％以上減少していること
　　　　（ただし、中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字であれば５％未満の減少でも可）	
　※２　事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間（１年間）をいい、生産量要件は対象期

間ごと（１年ごと）に確認します

◎雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業
等を行った際に、その費用の一部を助成する制度です。

成長分野等の中小企業事業主の方へ！
　学校を卒業後も就職活動を継続中の 3年以内既卒者を有期雇用で育成し、正規雇用する事業主の方を支援します！

☆既卒者育成支援奨励金について（平成 23 年度までの時限措置）　

　今後、人材需要が見込まれる成長分野の中小企業と、厳しい雇用環境の中、卒業後も就職活動を継続中の 3 年以内既卒
者とのマッチングを図り、長期的な人材育成につなげるための奨励金です。
　まずは対象者を 6 カ月間有期雇用し、その間に、座学等（OFF－JT）の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた場合、
対象者一人当たり最大 125 万円の奨励金を支給します。

　奨励金の概要
成長分野等の中小企業事業主が、「育成計画書」及び「既卒者育成雇用求人」をハローワーク又は新卒応援ハローワーク
に提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークからの紹介により、3年以内既卒者を原則６カ月間、有期雇用として
雇い入れ、育成計画書に基づく座学等により育成した上で、その後に正規雇用で雇い入れた場合に、奨励金を支給します。

※「正規雇用」とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1 週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契
約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合（1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く）」を指します。

※ハローワーク又は新卒応援ハローワークからの職業紹介を受ける前に、対象者を雇用することを約している場合は、支給
対象になりません。

※「座学等」は、少なくとも 30日以上かつ 120時間以上実施する必要があります。

　対象となる３年以内既卒者の条件
以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現のためには既卒者育成雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認め
る者

○　平成 20年３月以降の新規学卒者で、ハローワーク又は新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者。
			　（平成 22年度の新規学卒者については、卒業日の翌日以降に本制度を利用できます。）
　　※　中学校、高校、高専、大学（大学院、短大を含む）、専修学校等の新規学卒者が対象です。
○　卒業後安定した職業に就いた経験がない（１年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない）。
○　雇入れ開始日現在の満年齢が 40歳未満の者。
　奨励金支給額
○　有期雇用期間（原則 6カ月）	 ・　　・　　・　　対象者１人につき月額 10 万円（最大 60 万円）
○　有期雇用期間の座学等に要した経費（３カ月以内）
　　　　　　　　　　	 ・　　・　　・　　対象者１人につき月額上限 5 万円（最大 15 万円）
○　有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ	 ・　　・　　・　　対象者１人につき 50 万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	（正規雇用から３カ月経過後に支給）

　　　※　有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象とな
ります。

　座学等の助成対象となる経費
１．助成対象となる経費

　ハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出した育成計画書に基づく座学等を実施した場合に、以下の経費を助成し
ます（事業主が負担した経費に限ります）。

事
業
内
訓
練

①外部講師（社外の者に限る）の謝金・手当（所得税控除前の金額で、１時間あたり３万円が上限）。
　※　外部講師の旅費・車代・食費・宿泊費並びに「経営指導料・経営協力金」などのコンサルタント料に相当する

ものは助成対象外。
②施設・設備の借上費（教室・実習室・ホテルの研修室などの会場借用料、マイク・ＯＨＰ・ビデオ・スクリ－ンな
ど備品の借料で、助成対象の座学等のみで使用したことが確認できるもの）

③学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書・教材の購入又は作成費で、助成対象の座学等のみで使用するもの
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２．助成対象経費にかかる消費税の取り扱いについて
　　　助成対象外です。
３．経費助成額の算定方法
　①　座学等の経費については、育成雇用期間 6 カ月のうち、育成雇用を開始した日から起算して 1 カ月ごとを単位として、

1カ月あたりの訓練実施日数が多い 3カ月を選定します。
　②　各月の助成額は、以下の計算式により算定します。（上限額 5万円）
　　　（	座学等に要した助成対象総額	）　×　（	当該月の実施日数	）　／　（	総実施日数	）　

　※　座学等は、対象者を正規雇用するために必要な内容でなければなりません。
　　　　（趣味教養を身につけることを目的とするものなどは認められません）
　※　奨励金の支給申請のためには、座学等に要した経費の支払いが、支給申請日までに完了している必要があります。
　※　座学等が、育成計画書に基づいて実施されなかった場合、奨励金の支給を受けられないことがあります。

　　中小企業の要件
　　　本奨励金における中小企業事業主とは、以下の表に該当する事業主をいいます。

小売業（飲食業を含む） 資本金 5,000 万円以下又は常時雇用する従業員　50人以下
サービス業 資本金 5,000 万円以下又は常時雇用する従業員 100人以下
卸売業 資本金　　	1 億円以下又は常時雇用する従業員 100人以下
その他の業種 資本金　				3 億円以下又は常時雇用する従業員 300人以下

　　対象となる成長分野等
　　　以下の分野に該当する場合は支給対象となります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本標準産業分類より

大分類Ａ　→　中分類 02　－　林業　　
大分類Ｄ　－　建設業 このうち、環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの

大分類Ｅ　－　製造業
このうち、環境や健康分野に関する製品を製造しているもの
このうち、環境や健康分野に関する事業を行う事業所との取引関係があるもの

大分類Ｆ　－　電気・ガス・熱供給・水道業の中の　中分類 33－　電気業
大分類Ｇ　－　情報通信業
大分類Ｈ　－　運輸業・郵便業
大分類Ｌ　→　中分類 71－
学術・開発研究機関 このうち、環境や健康分野に関連する技術開発を行っているもの

大分類Ｎ　→　中分類 80　→　小分類 804　－　スポーツ施設提供業　例	）フィットネスクラブ
大分類Ｏ　→　中分類82　→　小分類824　－　細分類8246　－　スポーツ・健康教授業　例	）スイミングスクール
大分類Ｐ　－　医療、福祉
大分類Ｒ　→　中分類 88　－　廃棄物処理業　　例	）ごみ処分業　　　
その他（上記以外） このうち、環境や健康分野に関連する事業を行っているもの　例	）エコファンド

　支給対象事業主となる要件
　　１．ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により対象者を既卒者育成雇用として雇い入れ、育成計画書に基づく

座学等を実施した中小企業事業主
　　２．ハローワーク又は新卒応援ハローワークから既卒者育成雇用の対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用するこ

とを約していないこと
　　３．雇用保険の適用事業の事業主であること
　　４．既卒者育成雇用を開始した日の前日から起算して 6 カ月前の日から既卒者育成雇用を終了した日までの間に、事業

所で雇用する被保険者を事業主の都合により解雇等（勧奨退職を含む）をしていないこと
　　５．既卒者育成雇用を開始した日の前日から起算して 6 カ月前の日から育成雇用を終了した日までの間に、特定受給資

格者となる離職理由で離職した者が 3 人を超えず、かつ、雇用を開始した日における被保険者数の 6％に相当する
数を超えていないこと

　　６．既卒者育成雇用の対象者を、雇用開始の前日から起算して過去 3年間において、雇用したことがないこと
　　７．既卒者育成雇用の対象者が、雇用開始の前日から起算して過去 1 年間に関連会社等に雇用されており、新たに雇い

入れられたものとして奨励金を支給するのは適当でないと判断されることがないこと
　　８．奨励金支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度において、労働保険料の未納がないこと
　　９．既卒者育成雇用を開始した日の前日から起算して 3 年前の日から奨励金の支給決定日までの間に、不正行為により

他の奨励金および雇用保険法第 4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたことがないこと
　　10．既卒者育成雇用を実施する事業所において、労働関係帳簿（出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等）を整備・保管してい

ること
　　11．既卒者育成雇用期間中の対象労働者に支払うべき賃金について、支払期日までに支払っていること
　　12．労働関係法令を順守し、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること

　　※　ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介時点と異なる条件で対象者を雇い入れ、その対象者に対して労働条件
に関する不利益又は違法行為があり、かつ、その対象者から求人条件が異なることについて申し出があった事業主は
支給対象になりません

　　奨励金の支給には、他にも一定の要件があります。　詳しくは、千葉労働局職業対策課（０４３－２２１－４３９３）
　　又は最寄りのハローワークまでお尋ねください。

事
業
外
訓
練

①受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等（あらかじめ受講案内などで定められているものに限る）
　※　受講料のうち、下記については助成対象外。
　・（独）雇用・能力開発機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料
　・認定職業訓練のうち、都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定訓練の受講料
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　県では、中央労働金庫と提携し、中小企業で働いている方及び離職した方に生活資金の

融資を行っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　

※所定の融資審査があります。

《　お　問　合　せ　》
※詳細は、お近くの中央ろうきん各支店までお問合せください。ご利用の際には、中央ろうきん所定の審査が

あります。審査結果によってはご希望に添えない場合があります。

◆中央ろうきん　千葉県内・支店一覧

千葉支店　℡ 043－ 251－ 5161　木更津支店　℡ 0438－ 25－ 5511

野田支店　℡ 04－ 7125－ 2525　成田支店　　℡ 0476－ 24－ 2211

市川支店　℡ 047－ 376－ 3311　千葉南支店　℡ 043－ 247－ 6666

銚子支店　℡ 0479－ 22－ 8484　八千代支店　℡ 047－ 486－ 2525

館山支店　℡ 0470－ 22－ 1111　柏支店　　　℡ 04－ 7163－ 4567

茂原支店　℡ 0475－ 23－ 6611　成東支店　　℡ 0475－ 82－ 4111

船橋支店　℡ 047－ 434－ 2784　千葉県庁前出張所℡ 043－ 221－ 5311

松戸支店　℡ 047－ 365－ 8185　津田沼支店　℡ 047－ 403－ 6070

市原支店　℡ 0436－ 21－ 2181　

◆千葉県商工労働部雇用労働課　　　℡ 043 － 223 － 2743

 

資金使途 療養費・分娩費、冠婚
葬祭費、教育費、火災・
事故等で破損した住宅
補修費等

融資額 100 万円以内
金利（固定）年 2.2%

（別途0.8%の保証料要）
返済期間 5 年以内
返済方法 元利均等月賦

（月賦・半年賦併用返済
可）

担　　保 不　要

【　ご利用資格　】
1、中小企業にお勤めの方
2、1 年以上同一事業所に雇用され
ていて年間所得が 150 万円以上
の方

3、県内の同一住所に 1 年以上居住
し、世帯の生計を維持している方

資金使途 育児・介護休業による
賃金の減少により生活
上必要な資金

融資額
		休業期間 3ヶ月以下 50万円以内
		休業期間 3ヶ月超 100万円以内
金利（固定）年 1.9%

（別途0.8%の保証料要）
返済期間 5 年以内
返済方法 元利均等月賦

（月賦・半年賦併用返済
可）

担　　保 不　要

【　ご利用資格　】
1 と 2 は、中小企業労働者生活安
定資金に同じ

3、育児休業等育児または家族介護
を行う労働者の福祉に関する法律
に基づく育児休業・介護休業中の
方

4、県内の同一住所に 1 年以上居住
している方

資金使途 融資対象者及びその扶
養家族が必要とする生
活資金

一般資金：基本的な生活を維持
するために日常的に
必要とする資金

特別資金：中小企業労働者生活
安定資金に同じ

融資額 30万円以内（一般資金）
20万円以内（特別資金）

金利（固定）年 1.5％
（別途0.8%の保証料要）

返済期間 ３年以内
返済方法 元利均等月賦返済
担　　保 不　要

ただし連帯保証人 1 名
が必要

【　ご利用資格　】
1、会社の都合又は自己都合により
離職している方

2、離職時に雇用保険法第 10 条に
規定する失業給付を受け取ること
ができる方で、現にその申請を
行った方

3、労働の意志及び能力を有し、現
に求職活動を行っている方で離職
後 18ヶ月以内の方

4、県内に 1 年以上居住し、世帯の
生計を維持していた方

中小企業労働者生活安定資金 育児・介護休業者生活安定資金 離職者生活安定資金
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インフォメーション

障害者雇用を応援します

　県では、より多くの企業等に障害者雇用についての理解を深めてもらい、雇用を一層促進するため、新たに障害
者雇用の取組事例等を取りまとめた冊子を作成しました。
　また、障害のある人の雇用の場の拡大と継続雇用を促進するために、企業等に対して支援を行う「企業支援員」と、
障害者法定雇用率達成に向けて障害者雇用に関する各種手続きの支援などを行う「法定雇用率達成支援員」を配置
するとともに、地域の「障害者就業・生活支援センター」でも御相談に応じ、障害者雇用を応援しています。

　障害者多数雇用事例集

◆県内の 19 事業所の経営者・雇用管理者等の皆様へのインタービューに基づき作成しました。
障害者雇用に取り組む際に、まず「なに」をしたら良いのか、「どうしたら」雇用が可能かなど
の疑問や課題に対し、障害のある人を雇用している様々な企業等の取組を参考にしていただくた
めに、事例を紹介しています。

　障害者雇用支援制度紹介パンフレット

◆障害のある人を重要な戦力として雇用している企業は、支援機関や相談機関を上手に活用して
います。そこで、どのような支援機関や相談機関があるのかを紹介しています。
　また、様々な助成金制度がある中で、比較的活用が多く見られる助成金制度を紹介しています。
詳しくは、下記まで、もしくはホームページをご参照ください。
問い合わせ先　千葉県商工労働部産業人材課　電話　０４３（２２３）２７５６
HP　http://www.pref.chiba.lg.jp/shigoto-sangyou/shigoto/shuurou/shougai/index.html

表彰には、厚生労働大臣最優良賞、厚生労働大臣優良賞
　　　　　都道府県労働局長優良賞、都道府県労働局長奨励賞　があります。
○均等推進企業部門
・ポジティブ・アクションを企業の方針として示し、積極的に取り組んでいること。
・ポジティブ・アクションの取組として「採用拡大」、「職域拡大」、「管理職登用」または「職場環境・職場風土
の改善」に取り組んでいること。
※ポジティブ・アクションの取組のうち、「女性のみを対象」または「女性を優遇」するものは、女性労働者が
男性労働者と比較して相当程度少ない場合（雇用管理区分ごとにみて女性労働者の割合が４割を下回っている状
況）に限られている点にご留意ください。

○ファミリー・フレンドリー企業部門
　・法を上回る育児・介護休業制度や勤務時間短縮等の措置を規定し、利用されていること。
　・男性労働者の育児休業取得実績があること。
　・時間外労働がおおむね年 150時間未満であること。
　・年次有給休暇取得率がおおむね 50%以上であること。
　・次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けている、または認定を目指していること。

平成 23 年度　均等・両立推進企業表彰　　
ポジティブ・アクションを推進している、ファミリー・フレンドリーな企業を募集します！！

応募期間：平成 23 年 1 月 1 日～ 3月 31 日

応募方法
○応募様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードまたは、雇用均等室で配付します。
　（	http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html	）
○必要事項について、平成 23年 1月 1日の状況を記入し、自己採点の上、千葉労働局
　雇用均等室あてに郵送等により、ご応募ください。

【応募・問合せ先】　　　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
　　　　　　　　　　　℡　043-221-2307　　FAX　043-221-2308
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インフォメーション

千葉県最低賃金・特定最低賃金改正決定のお知らせ

千葉労働局労働基準部賃金室
　千葉県内のすべての事業場で働く労働者（パート、アルバイトを含む）に適用される千葉県最低賃金及び下記の
７業種の産業の事業場で働く労働者に適用される特定最低賃金が下記のとおり改正されました。
発効日からは改正後の最低賃金額以上の賃金としなければなりません。

千　葉　県　の　最　低　賃　金　一　覧　表

最　低　賃　金　件　名
最低賃金額
時間額（円）

発　　　効
年　月　日

最　低　賃　金　の　適　用　に　つ　い　て

〔地域別最低賃金〕
千　葉　県　最　低　賃　金

７４４ ２２. １０. ２４
千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用されま
す。ただし、特定最低賃金が設定されている産業の労働者及びその使用
者は、該当する特定最低賃金が適用されます。

特
　
　
定
　
　
最
　
　
低
　
　
賃
　
　
金

調　味　料　製　造　業
（味そ製造業を除く）

８０６ ２２. １２. ２５

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）18歳未満又は 65歳以上の者
（２）雇入れ後 6月未満の者であって、技能習得中のもの
（３）清掃又は片付けの業務に主として従事する者

鉄 　　　鋼　　　 業 ８４６ ２２. １２. ２５
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）から（３）は上記に同じ

はん用機械器具、生産用機械
器具製造業
　※注　

８２３ ２２. １２. ２５

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）から（３）は上記に同じ
（４）次に掲げる業務に主として従事する者
　　イ　手作業による又は手工具若しくは小型動力工具を用いて行うか

す取り、バリ取り、かしめ、選別、検数、さび止め又はマスキ
ングの業務

　　ロ　手作業による又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め又
はレッテルはりの業務

　　ハ　軽易な運搬、工具又は部品の整理、賄いその他これらに準ずる
軽易な業務

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械
器具製造業
（電球・電気照明器具製造業、
電気計測器製造業及びこれら
の産業において管理、補助的
経済活動を行う事業所を除く）

８２４ ２２. １２. ２５

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）から（３）は上記に同じ
（４）次に掲げる業務に主として従事する者
　　イ　主として手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作

が容易な小型機械を使用して行う部品の組立て又は加工業務の
うち、組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、
みがき、刻印打ち、かしめ、バリ取り、材料の送給、選別の業務

　　ロ　塗油、検品の業務
　　ハ　手作業による袋詰め、包装の業務
　　二　軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務

計量器・測定器・分析機器・
試験機・測量機械器具・理化
学機械器具製造業、医療用機
械器具・医療用品製造業、光
学機械器具・レンズ製造業、
時計・同部分品製造業、眼鏡
製造業

８０８ ２２. １２. ２５

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）から（３）は上記に同じ
（４）次に掲げる業務に主として従事する者
　　イ　主として部品の組立て又は加工業務のうち、手作業による又は

手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を用いて
行うかえり取り、バリ取り、かしめ、組線、巻線、取付けの業務

　　ロ　手作業による袋詰め、包装、箱入れの業務
各　種　商　品　小　売　業
注：衣・食・住にわたる
各種の商品を小売する事
業所で、その事業所の性
格上いずれが主たる販売
商品であるかが判別でき
ない事業所

７８２ ２２. １２. ２５
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）から（３）は上記に同じ

自  動  車（新車） 小  売  業 ８１５ ２２. １２. ２５
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（１）から（３）は上記に同じ

※注　はん用機械器具製造業…家庭用エレベーター製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製
造業（他に分類されないはん用機械・装置製造業を除く）及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業
所を除く。
　生産用機械器具製造業…建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、縫製機械製造業のうち毛
糸手編機械製造業、生活関連産業用機械製造業のうち包装・荷造機械製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業の
うち金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業及びこれらの産
業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。　

◎　支払い賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外手当、深夜
手当等は除外します。

◎　お問い合わせは、千葉労働局賃金室（０４３－２２１－２３２８）又は最寄の労働基準監督署にお尋ね下さい。

千葉労働局ホームページ　　　http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp
２４時間テレホンサービス　　℡０４３－２２１－４７００
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インフォメーション

改正労働基準法が平成 22 年 4 月 1 日から施行されています

千葉労働局監督課

　長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や仕事と生活の調和を図ることを目的とする

「労働基準法の一部を改正する法律」（平成 20 年法律第 89 号）が平成 22 年 4 月 1 日から施行さ

れています。

１ 時間外労働の割増賃金率が引き上げられました（中小企業については、当分の間、適用が猶予されます）

　1 か月 60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の 25％から 50％に引き上げられまし

た。（注1）ただし、中小企業については当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予されています。（注2）

　また、事業場で労使協定を締結すれば、1 か月に 60 時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法

による引上げ分（25％から 50％に引き上げた差の 25％分）の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与する

ことができます。ただし、労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の 25％の割増賃金の支払は必要で

す。（注3）

（注 1）割増賃金率の引上げは時間外労働が対象です。休日労働（35％）と深夜労働（25％）の割増賃金率は、変更ありません。

（注 2）中小企業の割増賃金率については、施行から 3年経過後に改めて検討することとされています。

（注 3）労働者が実際に有給の休暇を取得しなかった場合には、50％の割増賃金の支払が必要です。

２ 割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されました（企業規模にかかわらず、適用されます）

　「時間外労働の限度基準」（平成 10年労働省告示第 154号：限度基準告示）により、1か月に 45時間を超えて

時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありますが、更に、

　①	特別条項付きの時間外労働協定では、月 45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること

　②	①の率は法定割増賃金率（25％）を超える率とするように努めること

　③	月 45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めることが必要です。（注4）

（注 4）労使は、時間外労働協定の内容が限度基準告示に適合したものとなるようにしなければなりません。

３ 年次有給休暇を時間単位で取得できるようになりました（企業規模にかかわらず、適用されます）

　改正前では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていましたが、事業場で労使協定

を締結すれば、1年に 5日分を限度として時間単位で取得できるようになりました。（注5）（注 6）

　なお、年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選

択することができます。（注7）

（注 5）所定労働日数が少ないパートタイム労働者の方なども、事業場で労使協定を締結すれば、時間単位で取得できます。

（注 6）1日分の年次有給休暇が何時間分の年次有給休暇に当たるかは、労働者の所定労働時間をもとに決めることになります。

（注 7）例えば、労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に変更することはできません。

改正労働基準法の詳細に関しては、厚生労働省ホームページ

(http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html) をご覧ください。
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新規高卒者のための

職業訓練

インフォメーション

　県では、平成 23年 3月に高校を卒業される方を対
象に、民間の専修学校などに委託して、就職に必要な
知識や技能を身に付ける職業訓練を実施します。
　このコースでは、社会人としてのマナーや面接指導
などの就職支援も行い、修了後の就職に結び付けます。
　訓練受講料は無料です。（テキスト代などは自己負担）
　訓練は、原則として、月曜日から金曜日までの９時
から 16時までです。
　詳しくは、ホームページをご覧になるか、お問い合
わせください。

受講料
無料

申　込　先　お住まいの地区を管轄する公共職業安定所

問い合わせ　県産業人材課

　TEL　043(223)2762　　　FAX　043(221)3730

　HP　	http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/index.html

４月開講
【新規高卒者対象コース】
　　募集期間　1月 11日（火）～ 2月 15日（火）まで	
　　訓練期間　4月 7日（木）～ 6月 30日（木）

コース名 実施場所 定員

パソコン実務活用科
東芝OAスクール

千葉市中央区
20名

パソコン基礎科
資格の学校 TAC津田沼校

習志野市
20名

経理事務スタッフ養成科
資格の学校 TAC津田沼校

習志野市
20名

企業会計ビジネス科
千葉情報経理専門学校

千葉市中央区
20名

情報ビジネス科※（デュアル）
千葉情報経理専門学校

千葉市中央区
20名

※（デュアル）		情報ビジネス科は通常の座学訓練 3か月に追加して
1 か月間の職場体験を行う合計４か月間のコースで、訓練期間が 7
月 29日（金）までとなります。

千葉県立高等技術専門校

４月入校生募集中

　高等技術専門校では、中学校、高等学校を卒業して就

職をしようとする方をはじめ、再就職や転職をしようと

している方などに必要な職業能力開発を行い、企業での

活躍が期待される「ひとづくり」を目指しています。

　募集する科の詳しいことは各高等技術専門校へ直接お

問い合わせください。

募 集 期 間　1 月 21 日（金）まで
選 考 日　1 月 28 日（金）

募集する科 訓練期間 募集人数 校　　　　　名
ＮＣ機械加工科（※１） 1年 12名 旭高等技術専門校

TEL	0479-62-2508自動車整備科 2年 1名

（※１）デュアルシステム訓練：施設内訓練 10か月未満と有期パー
ト就労 2か月以上を組み合わせた 1年間の訓練です。

募 集 期 間　1 月 27 日（木）まで
選 考 日　2 月 8 日（火）

募集する科 訓練期間 募集人数 校　　　　　名
電気工事科 1年 20名

市原高等技術専門校
TEL	0436-22-0403

プラント保全科 1年 15名
塗装科 1年 16名

金属加工科（※２） 9か月 ８名
船橋高等技術専門校
TEL	047-433-2790

建築科 1年 16名
東金高等技術専門校
TEL	0475-52-3148

ディスプレイ科 1年 5名
左官技術科（※２） 9か月 5名

（※２）デュアルシステム訓練：施設内訓練６か月と有期パート就
労３か月を組み合わせた９か月間の訓練です。

募 集 期 間　1 月 31 日（月）まで
選 考 日　ＮＣ・造園：2月8日（火）　事務：２月10日（木）

募集する科 訓練期間 募集人数 校　　　　　名
ＮＣ機械加工科 1年 14名

我孫子高等技術専門校

TEL	04-7184-6411
造園科 1年 8名

事務実務科（※３） 1年 5名

（※３）事務実務科：知的障害のある方を対象とした訓練コースです。

電気工事科の実習風景

募 集 期 間　2 月 9 日（水）まで
選 考 日　2 月 24 日（木）

募集する科 訓練期間 募集人数 校　　　　　名
情報事務科
職域開拓コース

6か月 5名
障害者高等技術専門校
TEL	043-291-7744基礎実務科

短期実務コース
6か月 5名

（注）障害者高等技術専門校の入校生は障害のある方に限ります。
　職域開拓コース：精神障害のある方を対象とした訓練コースです。
　短期実務コース：知的障害のある方を対象とした訓練コースです。

問い合わせ　県産業人材課　　　TEL		043(223)2762

HP　	http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/index.html
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相談はこちら！

パートタイム労働者の賃金、労働時間について
Q.　当社は従業員 20 人ほどの製造業でパートタイ
マーが半数です。昨今の厳しい経済状況の為、受注量
に合わせ、その都度、労働時間を柔軟に対応させる必
要が起こって来ました。それに伴う、パート労働者の、
残業時間、割増賃金等についての注意事項はどのよう
なことでしょうか？
A.　先ず始めに考えていただく大事なことは、パート
タイム労働者は一般の労働者と異なり労働法等が適用
されないのでは、という誤解が労使双方の一部にあり
ます。「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇に
ついて、差別的に扱うことが禁止されています。また
賃金を決定する際は、正社員との均衡を考慮し、職務
の諸事項を勘案して決定することが努力義務化されて
おります。
　パートタイム労働者の雇用時、受注状況に応じて労
働時間を変える必要、可能性がある場合、その内容、
それに伴う賃金の変動等それらの労働条件等を明らか
にした文書（労働条件通知書）を交付しなければいけ
ません。
　また従業員が常時 10 人以上の事業所は就業規則の
作成が必要です。パート社員が正社員と同等の労働条
件であるなら、正社員と同じ就業規則ですが、異なる
場合は、パート社員用の就業規則の作成及び其の周知
が必要となります。
　就業規則や個別の労働契約で定めた労働時間（休憩
時間は除く ) を ｢ 所定労働時間 ｣ といい、労働基準法
で定められている法定労働時間 (1 週 40 時間、1 日
8時間 ) の範囲内でなければなりません。
　一般にパート労働者は一日の労働時間が正社員と比
して少ない場合が多いですが、就業規則などに定めら
れた所定労働時間を超えて労働した場合には、１日の
総労働時間が８時間以内の場合は、法定内時間外労働
として、割増なしの通常の時間給の支払いで構いません。
　法定労働時間 8 時間を超す労働の場合は法定時間
外労働として時間給の 25% 以上の割増賃金を支払う
必要があります。
　10 時以降の深夜に労働が及んだ場合はさらに割り
増しを払う必要があります。
　例として、1日の所定労働時間（朝 9時から午後 4
時まで勤務、休憩 1 時間、時間給 800 円の場合）が
6 時間として、午後 6 時までの 2 時間の残業は割増
なしの 1 時間 800 円、そこから午後 8 時までの残業
は割増賃金 25%以上増しの 1時間 1000円以上の賃
金支払いとなります。
　事業主は労働者（正社員・パート労働者共）に法定
労働時間を超えて労働させる時は、「36 協定（時間
外労働協定）」を労働者の過半数代表者等との間に取
り交わし、所轄の労働基準監督署への届け出が必要に
なります。

労働相談は「千葉県労働相談センター」へ

　千葉県労働委員会では、労働組合及び使用者を対象

に、良好な労使関係の構築に必要な知識を普及し、労

使紛争の予防や解決に役立つよう、労働問題に関する

知識・経験が豊富な労使の委員による「労使関係相談

会」を開催します。

○対象　労働組合、労働者、使用者

○日時　平成 23年 1月 29日（土）13時～ 17時

○会場　船橋フェイスビル　５階

（ＪＲ船橋駅前・京成船橋駅直結）

※相談は無料。予約制です。申込み、問い合わせは、

下記の千葉県労働委員会事務局で承ります。

○今までに寄せられた相談とアドバイス

《組合員の解雇》（労働組合からの相談）

・会社の従業員が解雇されたため、解雇撤回の団体交

渉を求めているが、使用者が全く応じない。

　ついては、使用者への対応について相談したい。

→労働委員会の労使委員から

　労働組合としては、まずは団体交渉のテーブルにつ

かせることが目的ということなので、本人と相談して、

労働委員会のあっせんや不当労働行為救済申立ての制

度を検討してはどうか。

《労働組合への対応》（使用者からの相談）

・正規従業員のうち、10人前後が、合同労組に加入し、

組合と会社は昨年 10 月以降、3 回の団体交渉を実施

した。組合側が大勢で出席することもあったので、今

後は団体交渉のルールを作る必要があると考えている

が、アドバイスをいただきたい。

→労働委員会の労使委員から

　団交の出席者数は、基本的には労使ほぼ同数という

ことを言ってみてはどうか。また、いきなり団体交渉

ではなく、事前協議を提案するのも一案である。録音

やビデオ撮影に関する条項もあるとよい。団交ルール

作りの協議が暗礁に乗り上げた場合は、会社側から労

働委員会にあっせん申請することもできる。

詳しくはお問い合わせください。
千葉県労働相談センター（県庁本庁舎 2階）

TEL	043-223-2744

労使関係相談会について

詳しくはお問い合わせください。

千葉県労働委員会事務局（県庁都町庁舎2階）

千葉市中央区都町1-1-20　TEL	043-231-2131

千葉県労働委員会　　検索



10

就労を目指す！スキルを磨く！

　ちば仕事プラザは、千葉県の委託を受け、勤労者、求職者の方々をはじめ広く県民の皆様に多様な学習機会を提
供しております。
●テクノアカデミー講座【申込方法】電話・ＦＡＸ・Ｅメールでお申し込み下さい。
・受講料　３，０００円

講　　　座　　　名　　　　 開講日・時間
千葉のポテンシャルを生かす裾野の広いビジネス展開 ２／４（金）13：30 ～ 16：30

ちば仕事プラザ各種講座のご紹介　2・3月

●能力開発講座【申込方法】電話でお申し込みください。（随時受付・先着順）
　○仕事に活きる実務能力養成講座

講　　　座　　　名 開講日・時間 定員・受講料等
企業におけるメンタルヘルスマネジメント

（メンタルヘルス対策の導入から職場復帰まで）
３／５、６（土・日）１０：００～１６：００ ２４名　１３, ０００円（教材費込）

成果を出す訪問営業の勘どころ
～できる営業マンは基本が違う～

３／１２（土）９：３０～１６：３０ ３０名　　８, ０００円（教材費込）

新入社員研修
～心構えからビジネスマナーまで～

３／２３、２４（水・木）１０：００～１６：００ ３０名　１１, ０００円（教材費込）

新入社員研修講座
～信頼される社員になるために～

３／２５（金）１０：００～１６：００ ３０名　　８, ０００円（教材費込）

　○パソコン講座
講　　　座　　　名 開講日・時間 定員・受講料等

アクセス基礎講座
２／１、２、３（火・水・木）
１０：００～１６：００

１５名　１７，５００円
　　　　　２，１００円（教材費）

パワーポイント活用講座
２／１２、１３（土・日）
１０：００～１６：００

１５名　１０, ０００円
　　　　　２, １００円（教材費）

アクセス応用講座
２／１５、１６、１７（火・水・木）
１０：００～１６：００

１５名　１７，５００円
　　　　　２，１００円（教材費）

ワード応用講座
２／１９、２０、２６（土・日・土）
１０：００～１６：００

１５名　１３，５００円
　　　　　２，１００円（教材費）

CAD入門講座
２／２２、２３、２４
３／１、２　（火・水・木）
１０：００～１６：００

１５名　２２, ０００円
　　　　　３, ３００円（教材費）

エクセル応用講座
２／２７
３／５、６（日・土・日）
１０：００～１６：００

１５名　１３，５００円
　　　　　２，１００円（教材費）

MCAS　Word2010 受験対策講座
３／１２、１３、１９（土・日・土）
１０：００～１６：００

１５名　１３，５００円
　　　　　２，１００円（教材費）

エクセルマスター講座
３／１５、１６、１７、２２、２３、２４
（火・水・木）
１０：００～１６：００

１５名　２３，０００円
　　　　　４，２００円（教材費）

デジタル写真活用講座
（フォトショップエレメンツ基礎講座）

３／２６、２７（土・日）
１０：００～１６：００

１５名　１２，０００円
　　　　　１，８００円（教材費）

●企業等受託講座【申込方法】電話でお申し込みください。
企業やあなたのニーズに応える講座をコーディネートします。
従業員の職業能力の開発・向上をお考えの事業主・団体の方々が必要としている各種教育訓練を、ご相談のうえ企画し実施します。個々の業種・

業務形態に応じ「必要な時」「必要なテーマ」での研修訓練がすすめられ、従業員の自己啓発や職場の活性化にもつながります。

【会場・お問い合わせ・資料請求】

　ちば仕事プラザ　　〒２６１－００２６　千葉市美浜区幕張西４－１－１０

　ＴＥＬ　０４３（２７４）７７７１　　　ＦＡＸ　０４３（２７４）７７７５

　ＨＰ　http://www.techpyra.jp/　　　Ｅメール　FJP40347@nifty.com

　休館日		月曜・祝日・年末年始

　◎交通のご案内　バス・ＪＲ総武線・京成電鉄「幕張本郷駅」から

　　　　　　　　　　　　①６番乗り場	京成バス幕張学園循環（市町村アカデミー経由）で約 10分

　　　　　　　　　　　　　「市町村アカデミー」下車徒歩３分

　　　　　　　　　　　　②６番乗り場	京成バスコロンブスシティ経由海浜幕張駅行きで約８分

　　　　　　　　　　　　　「浜田緑地」下車徒歩３分

　　　　　　　　　　　・ＪＲ京葉線「海浜幕張駅」から

　　　　　　　　　　　　③ 3番乗り場	京成バスコロンブスシティ経由幕張本郷駅行きで約６分

　　　　　　　　　　　　　「市町村アカデミー」下車徒歩３分

　　　　　　　　　徒歩・ＪＲ「幕張駅」「海浜幕張駅」から 25分

　　　　　　　　　　　・京成電鉄「幕張駅」から 20分　

　◎駐　 車　 場　　　・70台収容可能（無料）
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就労を目指す！スキルを磨く！

　当機構では、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。
　今般、平成23年2月から3月に開講されるコースをご紹介いたしますので、ご活用いただければ幸いに存じます。
ご利用をお待ちしております。

《２・３月開講》＊講習時間は 9：10～ 16：00（1日 6Ｈの場合）を標準とします。

コース
番号 分類 コ				ー				ス				名 受講料 開催日程

E-5301 生産自動化設計 ＰＣ－ＰＬＣアナログデータ計測技術
　～ＰＬＣアナログ入出力ユニットで取得したデータをパソコンに表示 ･記録する方法を学びます～ 12,300 円 2/1,2

M-1302 ＮＣ機械加工 マシニングセンタ実践技術（プログラミング編）
　～各種工具を用いた荒加工から仕上げ加工までのプログラミング技術習得コース～ 17,500 円 2/1,2,3,4

E-4502 シーケンス（ＰＬＣ）
制御設計 ＰＬＣ制御における実践的インバータ制御技術　～実習で学ぶ汎用インバータ活用コース～ 13,200 円 2/2,3

M-0203 機械製図 実践機械設計技術（2次元設計）
　～ＪＩＳ製図規格を理解し、機械図面を 2次元ＣＡＤソフトにより作成できる技能を習得するコース～ 15,800 円 2/2,3,4

E-3105 シーケンス（ＰＬＣ）
制御設計

有接点シーケンス制御の実践技術
　～制御回路におけるトラブル予防、改善を行う技術者のための実践コース～ 14,900 円 2/7,8,9

W-0401 成形加工／溶接加工／
製缶加工 高炭素・合金鋼の接合技術　～難溶接材料による材料特性の把握と溶接実習コース～ 19,300 円 2/7,8,9

E-5105 生産自動化設計 製造現場における認証統合システムの構築
　～Active　Directory によるネットワークリソースの一元管理技術の習得を目指すコース～ 14,900 円 2/8,9

H-0502 電気設備設計 電気設備エンジニアリング（電動機編）　 14,000 円 2/8,9

M-1901 機械製図 製造業における 3次元モデルデータ構築技術（CATIA ソリッド編）
　～設計ツールとして効果的な 3次元モデルの構築技術を習得するコース～ 16,700 円 2/8,9,10

E-4901 生産自動化設計 ＳＴ言語によるＰＬＣ制御技術
　～ラダー図からＳＴ言語までを使用したプログラミングを行うための実践コース～ 14,000 円 2/15,16

M-0501 加工 ･生産情報支援 ＣＡＭ実践技術
　～ものづくり現場に直結した 3次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステム活用技術コース～ 14,000 円 2/15,16,17

E-1702 基板設計 実践プリント基板設計製作技術
　～プリント基板ＣＡＤから加工 ･組立までの基板設計製作技術コース～ 14,000 円 2/15,16,17

M-0902 汎用機械加工 フライス盤精密加工技術　～正面フライス加工、エンドミル加工習得コース～ 20,200 円 2/15,16,17,18

H-0603 省エネルギー設備設計 太陽光発電システムの設計と施工
　～これから太陽光発電設備の施工工事を考えている方のための実践コース～ 18,400 円 2/16,17,18

E-2901 アナログ回路設計 アナログ回路の設計・評価技術（オペアンプ応用回路編）
　～オペアンプ応用回路によるアナログ回路設計 ･製作コース～ 30,000 円 2/21,22,23,

24,25

E-3205 シーケンス（ＰＬＣ）
制御設計

有接点シーケンス制御による電動機制御の実務
　～三相誘導電動機の運用技術、制御盤の設計・組立てを行う技術者のための実践コース～ 14,900 円 2/22,23,24

M-1202 ＮＣ機械加工 ＮＣ旋盤実践技術　～ＮＣ旋盤における実践的プログラムから加工に至る総合加工コース～ 19,300 円 2/22,23,24,25

E-5106 生産自動化設計 製造現場における認証統合システムの構築
　～Active　Directory によるネットワークリソースの一元管理技術の習得を目指すコース～ 14,900 円 2/23,24

E-2302 マイコン制御設計 マイコンによるシリアルインターフェース技法（Ｈ 8編）
　～Ｃ言語によるシリアル通信制御プログラミング技術コース〈Ｈ 8編〉～ 14,900 円 2/23,24,25

E-1902 電力設備設計 低消費電力回路の設計と評価実務（インバータ編）
　～事例紹介から動作原理・設計 ･解析までのパワーエレクトロニクス設計技術コース～ 13,200 円 2/24,25

H-0801 住宅補修 ･改修 既存木造住宅の性能評価によるリフォーム設計実践技術　 16,700 円 3/1,2,3

M-0803 汎用機械加工 旋盤精密加工技術　 17,500 円 3/1,2,3,4

W-0102 成形加工／溶接加工／
製缶加工

被覆アーク溶接技能クリニック（固定管溶接編）
　～溶接部の信頼性向上のための技術習得コース～　　　　 21,000 円 3/2,3,4

E-6202 電気 ･電子測定 超音波応用技術
　～超音波の特性と応用例を理解し、製作実習を通じて超音波の計測技術を習得するコース～ 15,800 円 3/2,3,4

E-1402 アナログ回路設計 回路シミュレータで広がる電子回路設計技術
　～回路シミュレータの利用方法とその解析事例等の電子回路技術コース～ 13,200 円 3/8,9,10

E-3106 シーケンス（ＰＬＣ）
制御設計

有接点シーケンス制御の実践技術
　～制御回路におけるトラブル予防、改善を行う技術者のための実践コース～ 14,900 円 3/8,9,10

M-1002 汎用機械加工 フライス盤実践技術（複雑形状加工編）　～曲面、あり溝、ボーリング加工習得コース～ 21,000 円 3/8,9,10,11

M-2001 機械製図 サーフェスを活用した製品設計（CATIA サーフィス編）
　～ワイヤおよび曲面形状の作成や編集 ･解析機能を習得するコース～ 15,800 円 3/9,10,11

M-1102 汎用機械加工 切削加工の理論と実際　～切削加工の理論と切削工具技術コース～ 17,500 円 3/15,16,17

M-2101 機械製図 製品設計のための 3次元検証技術（CATIA アセンブリ編）
　～ 3次元CADによるアセンブリモデリング手法を習得するコース～ 14,900 円 3/22,23

E-7401 組込みシステム
開発・設計

状態遷移表によるソフトウェア開発技術
　～状態遷移表を使用した上位設計による組込みソフトウェア開発技術コース～ 13,200 円 3/23,24

E-3206 シーケンス（ＰＬＣ）
制御設計

有接点シーケンス制御による電動機制御の実務
　～三相誘導電動機の運用技術、制御盤の設計・組立てを行う技術者のための実践コース～ 14,900 円 3/23,24,25

雇用・能力開発機構千葉センターの行う講習会のご案内

　　【お問合せ・受講申込・会場・資料請求先】
　　　独立行政法人雇用・能力開発機構千葉センター　訓練第二課
　　　〒２６３－０００４　千葉市稲毛区六方町 274番地
　　　　ＴＥＬ０４３－４２２－４６２２（直通）　　ＦＡＸ０４３－３０４－２１３２
　　　　＊各講習会の詳細及び掲載以外のコース案内については、当機構ホームページでご覧ください。
　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｈｄｏ．ｇｏ．ｊｐ／ｃｈｉｂａ／ｃｎｔ－ｃｈｉｂａ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ
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　ワーク・ライフ・バランスの取り組みには、経営者の意識が大切です。

　『“社員いきいき！元気な会社”』宣言をして、会社の“やる気”を社内外へ公表しませんか。

女性社員・若手社員のモチベーションアップなどの効果が期待できます。手続きは簡単です。

　※平成 22年 12月現在 427社登録

今日からはじめるワークライフバランス⑪

ワーク・ライフ・バランス

「
労
　
政
　
ち
　
ば
」　
　
　 

第
五
三
五
号

平
成
二
十
三
年
一
月
十
五
日
印
刷

平
成
二
十
三
年
一
月
十
五
日
発
行

編
集
者

発
行
者

千
葉
県
商
工
労
働
部
雇
用
労
働
課

発
行
所 

千
葉
県
商
工
労
働
部
雇
用
労
働
課

印
刷
所 

株
式
会
社
　
こ
　
く
　
ぼ

【募集対象】　次のような取組みを 1つでも行っている県内の企業や事業所

①　社内では：子育て中の社員へのさまざまな配慮や女性が活躍しやすい配慮など

②　地域社会では：子ども連れのお客様への配慮や学校のキャリア教育への協力など

【届出方法】届出書に必要事項を記入・押印のうえ、雇用労働課まで送付ください。

　⇒URL　http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/portalsite/boshuu.html

【問い合わせ先】　千葉県商工労働部雇用労働課　☎ 043-223-2741

社員いきいき！元気な会社宣言企業を紹介します！　（登録日　平成 22年 4月～平成 22年 12月まで）

企業（団体）名 企業（団体）名

10-01 医療法人社団岬風会 10-37 株式会社タムラ

10-02 有限会社ＮＩＳ千葉 10-38 医療法人社団青嶺会松戸整形外科病院

10-03 財団法人千葉県下水道公社 10-39 株式会社スカイワールドトラベル

10-04 ロイヤルスポーツ工業株式会社 10-40 医療法人社団　康喜会	東葛辻仲病院

10-05 まくら株式会社 10-41 医療法人社団　康喜会	辻仲病院　柏の葉

10-06 株式会社トータルケア・システム 10-42 医療法人社団　康喜会	辻仲	柏クリニック

10-07 東洋石油販売株式会社 10-43 株式会社センエー

10-08 セントケア千葉株式会社 10-44 伸光エンジニアリング株式会社

10-09 株式会社西原屋 10-45 株式会社ワークルート

10-10 有限会社中電工業 10-46 株式会社越智運送店

10-11 株式会社丸協 10-47 医療法人社団みずほ台歯科医院

10-12 株式会社草刈自動車 10-48 有限会社早坂園芸

10-13 有限会社ウィズ	ワタナベ 10-49 株式会社荏原エリオット

10-14 株式会社協栄工業 10-50 コンドル産業株式会社

10-15 ITS 工房株式会社 10-51 株式会社千葉京成ホテル

10-16 医療法人社団千歯会 10-52 ＹＡＭＡテック株式会社

10-17 株式会社ケーズネットワーク 10-53 ドゥ・ベストホーム株式会社

10-18 有限会社丸原自動車 10-54 株式会社エムズファクトリー

10-19 社会福祉法人うぐいす会　特別養護老人ホーム誉田園 10-55 株式会社コミュニケーションサービス

10-20 特定非営利活動法人　生前・死後サポート協議会 10-56 松樹印刷有限会社

10-21 株式会社ヤマナカ重機 10-57 山岡産輸株式会社

10-22 須田屋株式会社 10-58 株式会社大塚総合リフォーム

10-23 株式会社閑ジュウリー 10-59 株式会社マーキュリー（イエローハット浦安店）

10-24 ノザキ建工株式会社 10-60 株式会社サウンドビュー

10-25 サンアイパック株式会社 10-61 有限会社ロンパーズ

10-26 株式会社ニチオン 10-62 株式会社ＴＲＩＢＥ

10-27 株式会社寺村不動産 10-63 株式会社石井表記

10-28 株式会社フューチャーリンクネットワーク 10-64 株式会社スズキ技研

10-29 開発化学工業株式会社 10-65 シダックスコミュニティー株式会社　市川ニッケクラブ

10-30 株式会社ホンダベルノ市川 10-66 医療法人社団セイコー会

10-31 学校法人和洋学園　和洋女子大学 10-67 有限会社三共興業

10-32 株式会社石芳園 10-68 日本毛織株式会社

10-33 社会福祉法人市川朝日会 10-69 弁護士法人よつば総合法律事務所

10-34 株式会社共進 10-70 医療法人社団スマイル会

10-35 株式会社国分運輸 10-71 株式会社デマゴーグ

10-36 日本航運株式会社 10-72 株式会社日本ライフサポート

　※　各宣言企業の取組内容はホームページをご覧ください。


