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正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます！

Topics
０８ ちば企業人スキルアップセミナー／
正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止
障害者就労促進チャレンジ事業 企業見学会のご
されます！
案内～障害者雇用を検討している企業のご担当者
千葉県最低賃金及び特定最低賃金の改正について
様へ～
「受動喫煙防止」のための取組を明示してください
０９ シルバー人材センターのご案内
「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する
～社会を支える担い手としての高年齢者～
面接指導等」が強化されました！
１０ 企業・シルバー人材センター交流会を開催
０６ 労働委員会が扱う事例
―千葉、印旛、東葛の３地区で―
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１１ 令和元年台風に伴う災害の影響を受けた事業主の
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正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます！
～パートタイム・有期雇用労働法が2020年４月１日施行～
（中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021 年４月１日）

同一企業内における正社員と非正規社員（パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者）
との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けら
れるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。

１ 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などのあらゆる
待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」
「均等待遇規定」を法律に整備します。

「均衡待遇規定」

①職務内容※、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情 を考慮して不合理な待遇差を禁止

「均等待遇規定」

①職務内容※、②職務内容・配置の変更範囲 が同じ場合は差別的取扱いを禁止
※職務内容とは、業務の内容＋責任の程度をいいます。

➊ 均衡待遇規定の明確化

それぞれの待遇（※）ごとに、当該待遇の性質･目的に照らして適切と認められる
事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。
※基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練など

➋ 均等待遇規定
➌

新たに有期雇用労働者も対象とする。

待遇ごとに判断することを明確化し、ガイドラインの策定 などによって規定の解
釈を明確に示します。

「同一労働同一賃金ガイドライン」
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）
○

ガイドラインは、正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規社員（パートタイム労働者・有期雇用労
働者・派遣労働者）との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかな
る待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したものです。

○

基本給、昇給、ボーナス（賞与）、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生等について
も記載。

○

ガイドラインに記載がない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合について
も、不合理な待遇差の解消等が求められる。このため、各社の労使により、個別具体の事情に応じて待遇
の体系について議論していくことが望まれます。
（詳しくはこちら）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

＊待遇差が不合理か否かは、最終的に司法において判断されることにご留意ください。
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２ 労働者に対する待遇に関する説明の義務化
非正規社員は、
「正社員と待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができ
るようになります。
事業主は、非正規社員から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

➊＜雇入れ時＞【フルタイムの有期雇用労働者については新設】

パートタイム労働者・有期雇用労働者を雇い入れたときは、本人に対する雇用管
理上の措 置 の 内 容（ 賃 金 、教 育 訓 練 、福 利 厚 生 施 設 の 利 用 、正 社 員 転 換 の 措
置 等 ） に つ い て 、 事業主は説明しなければなりません。

➋＜パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合＞【新設】

パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあったときは、正社員（無期雇
用フルタイム労働者）との待遇差の内容・理由、待遇決定に際しての考慮事項につい
て事業主は説明しなければなりません。

➌＜不利益取扱いの禁止＞【指針→法律に格上げ】

事業主は、説明を求めた労働者について、不利益取扱いをしてはいけません。

３ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決（行政ＡＤＲ）の整備
行政による助言・指導等や行政ＡＤＲの規定を整備します。
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。

➊

有期雇用労働者についても、行政による助言・指導等の根拠となる規定を整備しま
す。
➋ 「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ＡＤＲの対
象となります。

千葉働き方改革推進支援センターが
「働き方改革」を支援します。
・生産性をあげて残業時間を減らしたい・・・

労務管理・企業経営の専門家が
お悩みを解決します！
（相談無料・秘密厳守）

・「働き方改革」に対してどう対応すればいいのか・・・
・人材不足解消のために非正規社員の処遇を改善したい

県内各地で出張相談会を開催中（11 月～３月）

予約不要

※日程等は、千葉労働局ホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/roudoukyoku/hatarakikata.soudankai.html

千葉働き方改革推進支援センター
〒260-0013 千葉市中央区中央４－１３－１０千葉県教育会館本館４階
[電 話] 0120-17-4864（土日祝、年末年始を除く）

[メール] kaikaku@tsubokawa.jp
【お問い合わせ先】
千葉労働局雇用環境・均等室（指導部門）
電話：０４３－２２１－２３０７ FAX：０４３－２２１－２３０８
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千葉県最低賃金及び特定最低賃金の改正について
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特定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は以下のとおりとなります。発行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。

最

低

賃

金

件

最低賃金額
時間額(円)

名

〔地域別最低賃金〕
千 葉 県 最 低 賃 金

調

味

料

製

造

業

（味そ製造業を除く。
）

鉄

鋼

業

定
最
低
賃

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

金

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

低

賃

金

の

適

用

に

つ

い

て

923
923

令和
元.10.1

*調味料製造業の特定最低賃金(889 円)は、令和元年度は改正され
ないため、この額を上回る「千葉県最低賃金( 923 円)」が適用されま
す。

993

令和
元.12.25

923

951

923

令和
元.10.1

次の掲げる者は「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
*はん用機械器具、生産用機械器具製造業の特定最低賃金( 922 円)
は、令和元年度は改正されないため、この額を上回る「千葉県最低賃
金( 923 円)」が適用されます。

令和
元.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
ニ 軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務

令和
元.10.1

*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、眼鏡製造業の特定最低賃金(８８
７円)は、令和元年度は改正されないため、この額を上回る「千葉県最
低賃金( 923 円)」が適用されます。

*各種商品小売業(８６８円)は、令和元年度は改正されないため、この
額を上回る「千葉県最低賃金( 923 円)」が適用されます。

各 種 商 品 小 売 業
注：衣・食・住にわたる各種の商

最

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
その使用者には、該当する特定最低賃金が適用されます。

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。
）

効
日

月

令和
元.10.1

特

はん用機械器具、
生産用機械器具製造業
※注

発
年

923

令和
元.10.1

923

令和
元.10.1

販売商品であるかが判別でき
ない事業所

自 動 車 （新車） 小 売 業

*自動車(新車)小売業( 922 円)は、令和元年度は改正されないため、
この額を上回る「千葉県最低賃金( 923 円)」が適用されます。

※注

はん用機械器具製造業…家庭用エレベータ製造業、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、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜手当、
賞与及び臨時の賃金は除外します。

【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
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「受動喫煙防止」のための取組を明示してください
2020（令和２）年１月６日から、ハローワークの求人票の様式が変わり、新たに就業場所における受
動喫煙防止のための取組を明示する必要があります。※１
求人の申込みに当たっては、改正健康増進法に規定する施設の類型に応じて、以下のとおり受動喫煙
対策について明示してください。※２

病院、学校、
児童福祉施設、
行政機関など

第一種
施設

（2019年7月～）

バス・タクシー、旅客機
など

（2020年４月～）※２

事業所、
飲食店、
ホテル・旅館、
鉄道・船舶、
その他の施設

第二種
施設

（2020年4月～）※２

（経過措置）

既存の
営業規模
の小さな
飲食店※３

喫煙が主目的の
バー・スナック、
たばこ販売店など
（2020年4月～）※２

屋外

（第一種施設を除く）

求人申込み時の明示方法
～「屋内の受動喫煙対策」の選択・記載方法～

改正健康増進法上の施設の類型と
受動喫煙を防止するための措置

就業場所

既存特定
飲食提供
施設

喫煙
目的
施設

「有無」欄

「対策」欄

敷地内禁煙の場合

あり

禁煙

「敷地内禁煙」などと記載

敷地内に特定屋外喫煙場
所設置の場合★

あり

禁煙

「敷地内禁煙（屋外に喫煙場
所設置）」などと記載

禁煙

あり

禁煙

裏面（1）注２を参照

屋内禁煙の場合

あり

禁煙

－

喫煙専用室または加熱式
たばこ専用喫煙室設置の
場合★

あり

喫煙室あり

「喫煙専用室設置」「加熱式
たばこ専用喫煙室設置」など
と記載

適用除外の場所あり
（例：宿泊室内など）
の場合★

あり

喫煙室あり

「喫煙可の宿泊室あり」など
と記載

店内の一部を喫煙可能室
としている場合★

あり

喫煙室あり

「喫煙可能室設置」などと
記載

※４

※４

※４

なし

店内の全部を喫煙可能室
としている場合

あり

喫煙室あり

なし

店内の全部を喫煙目的室
としている場合

（喫煙可）

その他

―

－

－

（喫煙可）

店内の一部を喫煙目的室
としている場合★

「特記事項」欄

※４

「喫煙目的室設置」などと
記載
－

－
－

「屋外喫煙可（屋外で就
業）」などと記載

（注）就業場所に禁煙区域と喫煙可能区域がある場合（★）は、喫煙可能区域での業務があるか否かについて、
可能な限り「屋内の受動喫煙対策に関する特記事項」欄に記載・入力してください。
記載例： 「喫煙可能区域での業務あり」 「喫煙可能区域での業務なし」
※１

受動喫煙対策の推進のため、職業安定法施行規則の一部が改正され、 2020 年４月１日から、労働者の募集や求人の申込みを行う際に

「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」の明示義務が課されます。ハローワークでは、求人票の様式を変更
し、2020 年１月６日以降の求人申込み（変更を含む）から明示していただきます。
※２

2020 年４月１日から改正健康増進法における受動喫煙防止措置義務が課される施設については、３月末までは、受動喫煙対策に関す

る現在（求人申込み時点）の状況を明示してください。なお、４月以降に法令違反となる場合は、求人の公開、職業紹介はできなくなり
ますので、早めにご対応いただきますようお願いいたします。
※３

改正健康増進法に基づく経過措置の対象となる既存の営業規模が小規模な飲食店とは、①2020 年４月１日時点で現に存する飲食店な

どであって、②資本金の額または出資の総額が 5,000 万円以下で、③客席面積が 100 ㎡以下、のすべてを満たすものに限られます。
※４

屋内の受動喫煙対策として「喫煙室あり」を選択すると、求人票上では「喫煙室設置」と表示されます。

【お問い合わせ先】
千葉労働局職業安定部職業安定課
電話：043-221-4081 FAX：043-202-5140
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「産業医・産業保健機能」と
「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されました！
2019 年 4 月 1 日から、働き方改革関連法により、長時間労働やメンタル
ヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さない
ため、「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が
強化されました。
主

な

ポ

イ

ン

ト

■産業医・産業保健機能
（１）産業医の活動環境の整備
○事業者は、長時間労働者の状況や労働者の業務の状況など産業医が労働者の健康
管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければなりません。
○事業者は、産業医から受けた勧告の内容を事業場の労使や産業医で構成する衛生
委員会に報告しなければなりません。
（２）健康相談の体制整備、健康情報の適正な取扱い
○事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じるための体制整備に努めなければ
なりません。
○事業者は、労働者が安心して事業場における健康相談や健康診断を受けられるよう
にするため、労働者の健康情報を取り扱う目的、方法及び権限等について取扱規程
に定め、労働者に周知しなくてはなりません。

■長時間労働者に対する面接指導等
（１）労働時間の状況の客観的な把握
○健康管理の観点から、事業者は、全ての労働者（管理監督者含む）の労働時間の状況
を客観的な方法その他適切な方法で把握しなければなりません。
＜客観的な方法＞
・タイムカードによる記録
・パソコン等の使用時間（ログインからログアウトまでの時間）

等

（２）長時間労働者への医師による面接指導
○労働時間の状況を客観的に把握した上で、時間外・休日労働時間が 1 月当たり 80 時間
を超えた労働者がいた場合、その旨を労働者本人に通知するとともに、産業医に対して
情報提供しなければなりません。該当する労働者から申出があった場合、事業者は医師
による面接指導を行わなければなりません。
★詳細は下記ＵＲＬを御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000497962.pdf
【お問い合わせ先】
千葉県労働相談センター（県庁本庁舎２階）

電話：043-223-2744（平日 9:00～20:00）
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労働委員会が扱う事例
労働委員会がどんな問題を扱っているのかご存じない方が多くいらっしゃいますので、
2019 年冬号では、労働委員会がどんな事例を扱っているのか、紹介します。
労働委員会のあっせんでは

Ａさんの場合

会社は、あっせん員のアドバイス
を受け、Ａさんに対し、上司に配慮
に欠けた言動があったことを認めま
した。
また、会社が、パワハラに関する
相談窓口の設置や社員研修の実施
など、職場環境の改善に取り組むこ
とで解決しました。

上司から毎日大声で叱責された
ため、心身に不調をきたしました。
Ａさんは会社に対し、上司のパワハ
ラをやめさせるよう訴えましたが、
改善されず、労働委員会に個別的
労使紛争のあっせん※を申請しま
した。

Ｂさんの場合

労働委員会のあっせんでは
あっせん員が、Ｂさんと会社の
双方から主張を聞き、会社がＢさ
んを会社都合による退職として解
決金を支払うことで合意し、解決
しました。

同僚とのトラブルで上司から責
められ、退職届を出したものの、
納得がいかないので雇用の継続を
求め労働委員会に個別的労使紛
争のあっせん※を申請しました。

※個別的労使紛争のあっせん
については、労政ちば 2019 年
夏号 No.571 または、お電話で
お問合せください。

【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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能力開発セミナーのご案内
ポリテクセンター千葉では、在職者の方を対象に短期間の技術セミナー「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・設備等の「ものづくり」に特化した専門分野を中心に様々な
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。
コース

コース名

番号

日程

定

受講料

員

(税込)

E2001

画像処理・認識プログラム開発技術（ＯｐｅｎＣＶ編） 1/22(水),23(木)

12

¥12,000

S0402

原価管理から見た生産性向上

1/22(水),23(木)

10

¥10,000

E1701

シミュレータを利用したアナログ回路設計技術

2/5(水),6(木)

10

¥10,000

W0205

ＴＩＧ溶接技能クリニック

2/19(水),20(木)

10

¥12,000

M0902

フライス加工の理論と実際

3/4(水),5(木)

10

¥10,000

5

¥15,000

H0405

冷媒配管の施工と空調機器据付け技術

3/12(木),13(金)

（ルームエアコン編）

生産性向上支援訓練等のご案内
【生産性向上支援訓練】
企業の生産性向上に係る課題解決のための知識やスキルを習得するための職業訓練です。
新任層から管理職層まで、幅広い階層に対するカリキュラムモデル（61 コース）の中から、最適なカ
リキュラムをご提案し生産性向上のための課題解決のお手伝いをいたします。
◆受講料は１人あたり３千～６千円（税別）。
（個人での受講不可。会社から受講指示された方のみ。）
◆訓練内容、訓練時間（6～30 時間）
、訓練会場、訓練実施日等、ご要望に合わせて設定ができます。
【ＩＴ活用力セミナー】
全てのビジネスパーソンが今後標準的に身に着けることを期待されるＩＴの活用や情報セキュリティ
等の基礎的ＩＴリテラシーを習得するための職業訓練です。 ＩＴ初心者を対象にした基礎操作レベル
から、中堅層を対象とした高度活用レベルまでの訓練コース（42 コース）を、地域のニーズを踏まえて
設定し、専門的な知見やノウハウを有する民間機関等に委託して実施します。
◆受講料は１人あたり２千～５千円（税別）。（個人での受講不可。会社から受講指示された方のみ。）
◆訓練内容、訓練時間（3～18 時間）
、訓練会場、訓練実施日等、ご要望に合わせて設定ができます。

【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（能力開発セミナーに関すること） 電話：043-422-4622 FAX:043-304-2132
◆生産性向上人材育成支援センター（生産性向上支援訓練に関すること）電話：043-422-4631 FAX:043-422-4768
URL:http://www3.jeed.or.jp/chiba/poly/
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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（ちばテク）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。
１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。また、企業の皆様からの御要望に応じて
設定するオーダーメイド型のセミナーも、受付をしております。
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。
コース名
延段、縁石工事の基礎

定員
(人）
5

実施日
2/6(木）・7(金）

申込期間

実施校

12/6(金)～1/16(木)

我孫子

受講料 テキスト
（円） 代（円）
3,000

不要

また、ちばテクでは、各分野の将来を担う、人材の育成にも取り組んでいます。
主に、高卒者や離職者の方を受け入れており、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。
募集状況やコース内容、求人に関するお問合せなどについては、千葉県産業人材課までお問合せください。
【ご案内 HP】https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/skillup/
【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：syokuno002@mz.pref.chiba.lg.jp

障害者就労促進チャレンジ事業 企業見学会のご案内
～障害者雇用を検討している企業のご担当者様へ～
「障害のある人を雇用したいが、どのように進めれば良いかわからない」「雇用したいが不安がある」などの心配を
お持ちのご担当者様に向けた企業見学会を開催します。
障害者雇用への具体的なイメージを掴んでいただくために、障害のある人を実際に雇用している企業の見学や、
意見交換等を行います。ご希望に応じて個別相談も実施します。
まずは「障害のある人とともに働く」ということを知り、障害者雇用に向けたはじめの一歩を踏み出すために、ぜひ
ご参加ください。
【日時】令和 2 年 1 月 16 日（木）午後 2 時～午後 3 時 30 分
【見学先企業】カンダコーポレーション株式会社（千葉県東金市丘山台２-６-７）
【参加費用】無料
※その他の地域につきましても、企業見学会や企業相談会を実施しています。
詳しくは千葉県ホームページをご覧ください。
【ご案内 HP】https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/shougai-shuurou/shougaityarenzi.html
【お問い合わせ先】
千葉県障害者就業・生活支援センター連絡協議会 事務局 ふる里学舎地域生活支援センター
電話：0436-36-7762 FAX：0436-26-7090
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シルバー人材センターのご案内
～社会を支える担い手としての高年齢者～
シルバー人材センターの会員数は全国で約 71.4 万人（千葉県は約 2.3 万人）と
なっており、多くの高年齢者の方々が元気に働いています。そして、令和 6 年度会員
100 万人（千葉県は約 3.2 万人）達成を目標に、さらなる会員拡大を目指しています。
さて、千葉県の 65 歳以上の人口が総人口に占める＊割合は、平成 31 年 4 月 1 日
現在 26.8％となっており、最も高い市町村では 50.3％に達しています。今後、
日本社会は更なる人口減・超高齢化が予測されており、経済活動を支える働き手の
減少は深刻な問題となっています。そこで、高年齢者の働く担い手としての活躍に、
大きな期待が寄せられています。(＊割合：「千葉県「高齢者人口等の統計データ」より)
シルバー人材センターでは、60 歳以上の健康で働く意欲の
ある方の会員登録を受け付け、仕事の紹介を行っています。
会員向けの講習会も実施し、会員の皆様が知識・経験・
技能を生かし、自信を持って就業できるよう努めています。
会員の皆様が働く喜びを得、健康で豊かな生活を送れるよう
応援します。
最寄りのシルバー人材センターでは、入会希望者を対象に入会説明会を随時開催
しています。是非、この機会にご参加ください。

60 歳以上の皆様

企 業 の 皆 様

働きたい方募集中！

お仕事依頼・随時受付！

◇入会説明会を受けてみませんか？

◇高齢者を活用してみませんか？

◇仲間と一緒に働いてみませんか？

◇「知識」「経験」「技能」で応えます！

※※お住まいになっている市町村のシルバー人材センターへ！※※
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
電話：043-227-5112 FAX：043-227-5197 Mail：chibaren@sjc.ne.jp
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企業・シルバー人材センター交流会を開催
― 千葉、印旛、東葛の３地区で ―
千葉県シルバー人材センター連合会では、千葉労働局の委託事業「令和元年度高齢者
活躍人材確保育成事業」の一環として、千葉、印旛、東葛の３地区で「企業・シルバー人材
センター交流会」を開催しました。
この交流会は、人手不足に悩む企業にシルバー人材センターのことをもっと知ってもらい、
センターを通じた高齢者の活用がさらに増えることを狙って開催したものです。
交流会では、最初に千葉労働局職業対策課の鈴木ひろ子氏から本事業の趣旨について
お話しいただいた後、当連合会の藤﨑からシルバー人材センターのしくみを、各地区の
シルバー人材センターの事務局からそれぞれの活動状況を報告しました。そして後半の
約１時間、各センターのブースで企業とシルバー人材センターが個別に交流しました。
当連合会では、「新たにシルバー人材センターを活用する企業を増加させる」という
本事業の目的に沿って交流会の結果を追跡調査し、事業の実績として把握していく予定です。

交流する企業とシルバー人材センター
左：千葉地区（10/11 千葉市文化センター）
下左：印旛地区（11/7 佐倉市シルバー人材センター）
下右：東葛地区（11/15 松戸市民会館）

【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 Mail：chibaren@sjc.ne.jp
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令和元年台風に伴う災害の影響を受けた事業主の皆様へ
～「雇用調整助成金」のお知らせ～
・「雇用調整助成金」とは
【概要】
景気の変動、産業構造の変化その他の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、一時的な雇用調整（休業※、教育訓練又は出向）を行い、従業員の雇用を維持した場合に助成され
ます。
※「休業」とは、事業主が労働者に仕事を休ませることをいい、店舗を閉店していても、労働者に後
片付けや内部の事務作業を行わせているような場合は、
「休業」に該当しません。
全員でなく、一部の労働者を休業させる場合も雇用調整助成金の対象となります。ただし、終日では
なく、短時間休業を行う場合には、1 時間以上、かつ、労働者全員が一斉に休業する必要があります。
詳細は下記「雇用調整助成金」
（厚生労働省）をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

・台風 15 号・19 号・20 号・21 号の被害に対し、雇用調整助成金の「特例措置」が実施さ
れています！
支給対象の拡大、助成率の引き上げ等の特例について、千葉県内の事業所も対象になっています。
詳細は下記「事業主の方のための雇用関係助成金」
（千葉労働局）の「■台風 15 号・19・20・21 号の
災害に伴う雇用調整助成金の特例を実施しています」をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/home/20130531.html

・雇用調整助成金の特例措置の一部が終了します。まだ初回の手続きをされてない事業主
の方はお早めに～令和元年台風 15 号・19 号・20 号・21 号関連～
【終了する特例措置の内容】
通常は、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、台風による災害
発生日以降に、台風に伴う経済上の理由により、休業等を開始する計画届について、事後的な提出も可
能となっています。
計画届の事後提出が可能なのは令和 2 年 1 月 20 日までです。
詳細は下記「雇用調整助成金の特例措置の一部が終了します」
（厚生労働省）をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000576886.pdf

【お問い合わせ先】
千葉労働局職業安定部職業対策課事業所給付係
電話：043-221-4393 FAX：043-202-5141
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