
 

  

 

労政ちば 
千葉の労働関係情報誌 

No.577 

冬号 

２０２０年 

１２月２５日発行 

改正高年齢者雇用安定法が令和３年４月から施行されます 
Headline News 

Topics 

千葉県 商工労働部 雇用労働課 企画調整班 

〒260-8667 千葉市中央区市場町１番１号 
電話：043-223-2767 FAX：043-221-1180 

「労政ちば」に関するご意見・ご感想は下記まで 

千葉県ホームページにて、 

「労政ちば」のバックナンバーを 

公開しています。 

Ｐ１ … 改正高年齢者雇用安定法が令和３年４月から施行されます 

Ｐ２ … 千葉県最低賃金及び特定最低賃金の改正について 

Ｐ３ … 令和３年３月１日から障害者の法定雇用率が引き上げになります 

Ｐ４ … 同一労働同一賃金！パートタイム・有期雇用労働法が施行されました 

Ｐ５ … 能力開発セミナーのご案内／生産性向上支援訓練等のご案内 

Ｐ６ … ～障害者雇用をお考えの事業主の皆様へ～ 企業支援員が訪問・サポートします！ 

Ｐ７ … 不当労働行為をご存じですか？ 

Ｐ８ … 千葉県内４８シルバー人材センターを広くＰＲ マスメディア広告キャンペーン 

Ｐ９ … 子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります！ 
（大企業・中小企業とも、施行は令和３年１月１日です） 

Ｐ10 … 企業の皆様へ 社員のモチベーションアップに 
キャリア形成サポートセンターをご活用ください 

Ｐ11 … 育児休業制度について 

Ｐ12～13…企業向け雇用シェア（在籍型出向制度）ＷＥＢ説明会のご案内 



 



千葉県商工労働部雇用労働課 労政ちば 2020 年冬号 No.577 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ先】 

千葉労働局職業安定部職業対策課高齢者対策担当  電話：043－221―4391 

【お問い合わせ先】 

改正高年齢者雇用安定法が令和 3 年 4 月から施行されます。 
事業主・労働者の皆さまへ 

 

改正高年齢者雇用安定法が令和３年４月から施行されます 

６５歳までの雇用確保 

（義務） 

７０歳までの就業確保 

（努力義務） 

70 歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、 

再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。 

高年齢者就業確保措置について 

＜対象となる事業主＞   

 ・定年を 65 歳以上 70 歳未満に定めている事業主 

 ・65 歳までの継続雇用制度（70 歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。）

を導入している事業主 

＜対象となる措置＞ 

 次の①～⑤のいずれかの措置（高年齢者就業確保措置）を講じるよう努める 

必要があります。  
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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。 

 
◎ 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 

または、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 

千葉県最低賃金及び特定最低賃金の改正について 
 

 

最 低 賃 金 件 名  
発   効 

年 月 日 
最 低 賃 金 の 適 用 に つ い て 

千 葉 県 最 低 賃 金 ９２５円 
令和 

2.10.1 

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。 

 

特 
 
 

定 
 
 
 

最   
   

低    
  

賃   
 

金 
 
 

鉄     鋼    業 ９９５円 
令和 

2.12.25 

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 

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。） 

９５４円 
令和 

2.12.25 

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 

調 味 料 製 造 業  

令和２年１０月１日から 

９２５円     
 
※ 左欄の５業種の最低賃金は、令和２年度は改正がありませんでした。 

はん用機械器具、産用機械

器具製造業 

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 

各 種 商 品 小 売 業 

自 動 車 （新車） 小 売 業 

最低賃金制度のマスコット 
チェックマん 

時 間 額 
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令和3 年3 月1 日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。 

【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―4391 

事業主のみなさまへ 

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現

の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります

（障害者雇用率制度）。この法定雇用率が、令和３年３月１日から以下のように変わります。 

令和３年３月１日から 

障害者の法定雇用率が引き上げになります 

      対象となる事業主の範囲が、従業員 43.5 人以上に広がります。 

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、 

従業員 45.5 人以上から 43.5 人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務がありま
す。 

 ◆ 毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。 

 ◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければ
なりません。 

留意点 

▶ 従業員 43.5 人以上 45.5 人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。 

Ｑ１． 障害者雇用納付金の取り扱いはどうなるのでしょうか？ 
Ａ１． ①令和２年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間：令和３年４月１日から同年５月 15 日までの間） 
    令和３年２月以前については現行の法定雇用率（2.2％）、 
    令和３年３月のみ新しい法定雇用率（2.3％）で算定していただくことになります。 
    ②令和３年度分の障害者雇用納付金について（※申告期間：令和４年４月１日から同年５月 15 日までの間） 
    新しい法定雇用率（2.3％）で算定していただくことになります。 

Ｑ２． 障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はありますか？ 

Ａ２． 障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。サポ

ートを実施している機関は様々ありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。 

   ▶「障害者雇用のご案内」：https://www.mhlw.go.jp/content/000615860.pdf 

Ｑ  ＆  Ａ  



同一労働同一賃金！
パートタイム・有期雇用労働法が施行されました
正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差を禁止！

【問合せ先】 千葉労働局雇用環境・均等室 (043-221-2307）

同一企業内における正社員（無期雇用フルタイム労働者）とパートタイム労働者・有期
雇用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ることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法※１や施行規
則、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）、パートタイム・有期雇用労働指針が施行されま
した。

※２派遣労働者についても、改正後の労働者派遣法により、上記１～３が整備されました。
※３事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

なお、派遣労働者については、中小企業においても令和2年4月1日から適用されましたのでご注意ください。

中小企業においては、令和３年４月１日から適用になります
令和２年４月１日施行

※１パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。

されました。

ます。

した。
てい

した。

ます。

されました。

４

千葉県商工労働部雇用労働課 労政ちば ２０２０年冬号No.577
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 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。[ 会場：ポリテクセンター千葉 ] 
コース 
番号 

コース名 日程 
定

員 
受講料 

(税込) 

W0401 溶接・品質管理技術に活かす浸透探傷 
1/13(水),1/14(木), 
1/15(金) 

6 ¥19,000 

E1902 
組込み技術者のためのプログラミング 
(電気系技術者のための C 言語) 

2/2(火),3(水),4(木) 12 ¥13,000 

H0903 実践建築設計 2 次元 CAD 技術【使用機器：Jw_cad】 2/6(土),7(日) 10 ¥8,000 
H1003 実践建築設計2次元CAD技術【使用機器：AutoCAD】 2/13(土),14(日) 10 ¥8,000 
M0301 3 次元 CAD を活用したソリッドモデリング技術 2/13(土),14(日) 10 ¥11,000 
M0401 3 次元 CAD を活用したアセンブリ技術 2/27(土),28(日) 10 ¥11,000 
E2402 VLAN 間ルーティング技術 3/10(水),11(木) 10 ¥10,000 

 

 「生産性向上支援訓練」は、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。 2～3 月にポリテクセンター千葉を会場として下記のコースを開催します。 

 受講料は全てのコース 3,300 円（税込）／人。詳しくは、下記までお問い合わせください。 

No. コース名 日程 定員 備考 
318 テレワークを活用した業務効率化 2/4(木) 10 名 テレワーク導入から評価･改善ま

でを学ぶ 319 テレワークを活用した業務効率化 3/10(水) 10 名 
320 提案型営業手法(No.321･322 の基礎編) 3/4(木) 10 名 自発的な提案実施 
321 提案型営業実践(No.320 の応用編) 2/12(金) 10 名 顧客の立場に立った提案書作成･

提案実施 322 提案型営業実践(No.320 の応用編) 3/5(金) 10 名 
323 原価管理とコストダウン 2/17(水) 10 名 基礎から IE 手法まで習得 
324 チーム力の強化と中堅･ﾍﾞﾃﾗﾝ従業員の役割 2/10(水) 10 名 アサーティブな関係構築 
325 ＳＮＳを活用した相談･助言･指導 3/9(火) 10 名 メンタリング･SNS の基礎 
326 フォロワーシップによる組織力の向上 2/18(木) 10 名 組織に不可欠なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ方法 
327 効果的なＯＪＴを実施するための指導法 2/16(火) 10 名 実践的指導方法と注意点を学ぶ 
328 経験に基づく営業活動の見える化と継承 2/22(月) 10 名 コーチングを活用した指導法 
329 作業手順の作成によるノウハウの継承 3/11(木) 10 名 作業分解･作業手順の作成方法 

 ※訓練時間は、全コース 9：30～16：30 の 6 時間です。 

能力開発セミナーのご案内 

生産性向上支援訓練等のご案内 

【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） 
〒263-0004 千葉市稲毛区六方町 274 番地 
◆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 
◆生産性センター業務課（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:https://www3.jeed.or.jp/chiba/poly/ 
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 県では、障害のある人の雇用の場の拡大と、就職後の継続（長期）雇用を促進するために、県内 16 か所の各障

害者就業・生活支援センターに、企業支援員を配置しています。 
 「障害のある人を雇用したことがない」「雇用したいが不安」といった事業主のさまざまな不安・悩みの解消のためのア

ドバイスを行います。 
また、既に障害のある人を雇用している事業主に対して、雇用管理上のアドバイスなどを行います。 
企業支援員の派遣をご希望の場合は、各障害者就業・生活支援センターへお気軽にご相談ください。 

【千葉県内の障害者就業・生活支援センター一覧】 

障害保健福祉圏域及び域内市町村名 名 称 連絡先 

千葉圏域 千葉市 千葉障害者キャリアセンター 043-204-2385 
船橋圏域 船橋市 大久保学園 047-457-7380 
市川圏域 市川市、浦安市 いちされん 047-300-8630 

習志野圏域 習志野市、八千代市、鎌ケ谷市 あかね園 047-452-2718 
松戸圏域 松戸市、流山市、我孫子市 ビック・ハート松戸 047-343-8855 
柏圏域 柏市 ビック・ハート柏 04-7168-3003 

野田圏域 野田市 はーとふる 04-7124-0124 

印旛圏域 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、
富里市、印西市、白井市、印旛郡 就職するなら明朗塾 043-488-5499 

香取圏域 香取市、香取郡 香取就業センター 0478-79-6923 
海匝圏域 銚子市、旭市、匝瑳市 東総就業センター 0479-60-0211 
山武圏域 東金市、山武市、大網白里市、山武郡 山武ブリオ 0475-77-6511 
長生圏域 茂原市、長生郡 長生ブリオ 0475-44-4646 
夷隅圏域 勝浦市、いすみ市、夷隅郡 ピア宮敷 0470-87-5201 
安房圏域 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡 中里 0470-20-7188 
君津圏域 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 エール 0438-42-1201 

市原圏域 市原市 ふる里学舎地域生活支援
センター 0436-36-7762 

 
【企業支援員のご案内 HP】 
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/ouen/jigyounushi/kigyoushien.html 
 
その他、千葉県で行っている障害者支援制度につきましては、県ホームページにて掲載されておりますので、併せてご活用ください。 
【障害者雇用の支援制度のご案内 HP】 
https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/shougai-shuurou/24shuugyoutaiken.html 
 

【お問い合わせ先】 
千葉県 商工労働部 産業人材課 障害者就労支援班 
電話：043-223-2756 FAX：043-221-3730 

～障害者雇用をお考えの事業主の皆様へ～ 
企業支援員が訪問・サポートします！ 
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労働者が団結して労働組合をつくり、団体交渉、 

争議行為その他の組合活動を行うことは、 

労働者の権利として憲法で保障されています。 

不当労働行為とは、これら憲法で保障された 

労働組合の自主性と労働組合活動の自由を侵害 

する使用者の行為をいい、労働組合法第 7 条では 

これを禁止しています。 

 

〔不当労働行為として禁止される使用者の行為〕 

 労働組合法第7条では、使用者が労働者や労働組合に対して、下記のような行為を行う 

ことを不当労働行為として禁止しています。 

 

 

上記のトラブルでお困りの方、 

その他、労働者と使用者との間でトラブルが 

生じましたら、お気軽に 

労働委員会にご相談ください。 

種 別 
 

禁止されている使用者の行為 
 

不利益取扱い 

組合員であること、組合に加入したり組合を結成しようとしたこと、正当な組合

活動をしたことなどを理由に、解雇、不当な配置転換、賃金差別その他の 

不利益な取扱いをすること。【労働組合法第 7 条第 1 号】 

団体交渉拒否 
不誠実団交 

正当な理由なく団体交渉を拒否すること（団体交渉拒否）、あるいは形式的

に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと（不誠実団

交）。【労働組合法第 7 条第 2 号】 

支配介入 労働組合の結成や運営を妨害すること。【労働組合法第 7 条第 3 号】 

不当労働行為をご存じですか? 

【お問い合わせ先】    労働委員会事務局 審査調整課 
電話：043-223-3736    FAX：043-201-0606 

不当労働行為 例 
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千葉県シルバー人材センター連合会と県内 48 のシルバー人材センターは、 
千葉県内の有力なメディアを組み合わせた 12 月集中キャンペーンを展開します。 

シルバー人材センターの魅力を広くＰＲすることで、 
シルバー人材センター入会へとシニアの背中を積極的に押します。 

 
 ■もうひと頑張りしたいシニアに、シルバー人材センターの機能を複数チャネルでアピール 
  元気で生涯現役をつらぬきたい、地域活動で社会参加をしたい、地元の友だちを作りたい、生活をすこし豊かにする 
 オコヅカイが欲しい。そのようなシニアの願いをかなえるひとつの答えが、シルバー人材センターの会員になって働くこと。 
  令和 2 年 12 月、千葉県シルバー人材センター連合会と県内シルバー人材センターはマスメディアを通じて、シニアの 
  シルバー人材センター入会を全力で促進する 1 か月のキャンペーンを展開します。 

     【テレビ】 千葉テレビでビジネス情報番組、年末特別番組、スポットＣＭを放送 
    ビジネス情報番組「ビジネススタイル」：12/17(木)21:55~22:00、12/24(木)21:55~22:00 
     年末特別番組「はたらく×やりがい 元気な毎日 シルバー人材センター」：12/26(土)15:30~16:00 
    スポット CM：12/1(火)~12/26(土)に 15 秒 CM を 35 回 
  【新聞】 読売新聞(千葉県版)に紙面広告を 3 回掲載 
    12/20(日)、12/23(水)、12/25(金)  
  【フリーペーパー】 「ちいき新聞」に会員活動の記事と紙面広告を 2 回掲載 
    12/11(金)女性会員の活動レポート、12/25(金)パソコン班の活動レポート 

 

 

 

 

【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 

「入会説明会」参加申込みフォーム ×

お住まい市町村シルバー人材センターの入会説明会に参加を希望される方は
個人情報保護方針をご理解・同意のうえで、この入会説明会参加申込フォーム
に必要事項を入会し、送信ボタンをクリックしてください。
当連合会から入会説明会案内をメールでお知らせいたします。

必須 マークのついている項目は、必ずご入力くださいますようお願いいたします。
ご入力いただいた個人情報は、適切に利用させていただきます。
個人情報保護方針

あなたの情報

お名前 必須

　お名前

ふりがな 必須

　ふりがな

生年月日 必須

　1960/1/1

性別 必須

　〇 男　　〇 女

郵便番号 必須

　111-2222

住所 必須

　住所

建物名 必須

　建物名

電話番号 必須

　電話番号

FAX番号

　FAX番号

メールアドレス 必須

　メールアドレス

この内容で送信する

千葉県内 48 シルバー人材センターを広くＰＲ 
マスメディア広告キャンペーン 

 

■キャンペーンでシニアにアピールすること 
 現会員へのインタビュー。シルバー人材センターに入会し、シニア
にふさわしい仕事にやりがいを実感しつつ、趣味を深める報酬も、
自分と同じような仲間との出会いも楽しいというリアルな体験談か
ら、多くのシニアにシルバー人材センターを知って・興味をもって・入
会説明会に足を運んでいただくことです。 
 
■シルバー人材センターに興味をもったシニアへのフォロー 
 地元シルバー人材センターの「入会説明会」申込みがその場で
できるオンライン申込みフォームを用意(令和 3 年 2 月末まで)。 
 

テレビの見逃し配信は 
コチラ 

令和 2 年度 高齢者活躍人材確保育成事業 

入会説明会オンライン申込み 



子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります！
（大企業・中小企業とも、施行は令和３年１月１日です）

育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、

育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになります。

改正前 改正後

☞ 「時間」とは、１時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間
数で取得できるようにしてください。

☞ 法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。
・法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮をお願いします。
・既に「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、
労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。ご注意ください。

（注） いわゆる「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。

＜改正のポイント＞

事業主の皆さまへ

・時間単位での取得が可能

・全ての労働者が取得できる

・半日単位での取得が可能

・１日の所定労働時間が４時間以下

の労働者は取得できない

第○条
１ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（日雇従業員を除く）は、負傷し、又は疾病に
かかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則
第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合
は１年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、
４月１日から翌年３月31日までの期間とする。

２ 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

＜就業規則の規定例＞（子の看護休暇の場合）※介護休暇も同様の改定が必要です。

千葉労働局雇用環境・均等室(043-221-2307）詳細はこちらをご覧下さい ➡【問合せ先】

厚生労働省委託事業 千葉働き方改革推進支援センターからのお知らせです

1月～３月のオンラインセミナーセミナー内容

A 外国人活用による人手不足対応の基礎知識

B 雇用調整助成金等雇用維持施策のご紹介

C 残業時間上限規制と年次有給休暇５日義務

D 同一労働同一賃金の基礎知識

E パワーハラスメント防止対応のご紹介

F 70歳までの雇用努力義務について

G 派遣業の同一労働同一賃金（R3年対応）

H 同一労働同一賃金（上級編）最高裁判決

を受けた待遇差のセルフチェック

I テレワークに向けての取り組み

【問合せ先】厚生労働省委託事業

千葉働き方改革推進支援センター
[電 話] 0120-17-4864（土日祝・年末年始を除く9時～17時）
[メール] kaikaku@tsubokawa.jp

千葉働き方改革推進支援センターでは、働き方改革の推進のためオンラインによるセミナーを実施し
ています。セミナー内容は以下のとおりです。

セミナーのご参加は予約が必要となります。 申込方法、開催時間等は千葉働き方改革推進支援セン
ターのホームページをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください！

参加無料

千葉県商工労働部雇用労働課 労政ちば ２０２０年冬号No.577
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若者が辞めない職場に

女性が働きすい職場に

シニア人材のキャリア活用に

〇 ジョブ・カードやキャリアコンサルティングに関するご相談、講座・研修等 
〇 雇用型訓練の申請支援 
〇 キャリアコンサルティング(面談) 
〇 セルフ・キャリアドックの導入支援 
〇 ジョブ・カードを活用した採用活動・従業員の人材育成・評価の支援 

オンラインによるご相談、講座、面談にも対応しています。 
支援にかかるご相談、キャリアコンサルティングは無償での提供となります。 

詳しい説明をご希望の方は、下記へご連絡ください。 

【住所】 〒261-7130  千葉市美浜区中瀬 2-6-1 
      ワールドビジネスガーデンマリブウエスト 30F（パソナ幕張内） 
【電話】  043-211-0113 
【メール】 carisapo_chiba@pasona.co.jp 
【URL】 https://carisapo.mhlw.go.jp/ 

千葉キャリア形成サポートセンター (厚生労働省委託事業) 

ジョブ・カードとは、学生・求職者・従業員等のキャリアア
ップや、円滑な就職等を促進することを目的とした「生
涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」
のツールです。 

セルフ・キャリアドックとは、定期的なキャリアコンサルティングと
キャリア研修などを組 み合わせて行う、従業員のキャリア形
成を促進・支援することを目的とした総合的な仕組みのこと
です。 

キャリア形成サポートセンターは、ジョブ・カード(※1)やセルフ・キャリアドック(※2) を活用し、キャリアコンサルティング
を行いながら、労働者等のキャリア形成と職業能力開発を総合的に支援します。これにより、企業様は従業員
の仕事や能力開発への意欲を高め、定着を促進する効果を狙うことができます。 

(※1) ジョブ・カードとは (※2)  セルフ・キャリアドックとは 

＜ ご支援内容 ＞ 

企業の皆様へ 社員のモチベーションアップにキャリア形成サポートセンタ

ーをご活用ください。 
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 育児・介護休業法により、原則として 1歳に満たない子を養育する男女労働

者は、申出により育児休業を取得することができます。 

○ 男女に関係なく取得できます。 

○ 配偶者が専業主婦（夫）であっても取得できます。 

○ 配偶者が育児休業中であっても夫婦で取得できます。 

○ 有期雇用労働者（例えば、1 年契約を更新している人など）も 

  一定の条件を満たせば取得できます。 

※ 法律を上回る制度を定めていることもありますので、まずは勤め先の制度をご確認ください。 

■育児休業の期間 

 育児休業を取得することができるのは、原則として子が出生した日から子が 1 歳に

達する日（誕生日の前日）までの間で労働者が申し出た期間です。 

 保育所等に入れないなどの一定の要件を満たす場合は、最長で 2 歳に達する日まで

延長することができます。 

■育児休業給付金 

 育児休業を取得すると基本的に会社から給与は支払われませんが、その場合は、雇

用保険に 12 か月以上加入しているなどの要件を満たせば、雇用保険から育児休業給付

金が支給され、また、育児休業中の社会保険料は、申出により免除になります。 

■育児休業に関するハラスメントの防止 

 育児・介護休業法の要件を満たした従業員から育児休業の申出があった場合、事業

主がこれを拒むことはできません。 

 育児休業の申出をしたことや、取得したことを理由として、解雇などの不利益な取

扱い（ハラスメント）をすることも禁止されています。 

■男性の育児休業 

 ・パパ休暇 

 子の出生後 8 週間以内に育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても再度

の取得が可能です。※ 出生後 8 週間以内に育児休業が終了していることが必要です。 

 ・パパ・ママ育休プラス 

 両親ともに育児休業し、一定の要件を満たす場合には、休業可能期間が、子が 1 歳 2

か月に達する日までに延長されます。 

《例》 

 

 

 

 ★厚生労働省では、男性の子育て参加や育児休業取得の促進等を目的とした「イクメン 

プロジェクト」を実施しています。【ホームページ】https://ikumen-project.mhlw.go.jp 
 

【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） 

育児休業制度について 

母親 

父親 

出生       8 週間               1 年     1 年 2 か月 

産後休業 育児休業 

育児休業 



ちばの魅力ある職場づくり公労使会議、千葉労働局、千葉県主 催

令和３年１月 １３日（水）
１５：００～１６：００

（公財）産業雇用安定センター
千葉事務所 所長

小川広行氏

新型コロナウイルス感染拡大の影響により厳しい雇用情勢が続く中、

従業員の雇用を維持する方法として、「雇用シェア」という方法があります。

【開催方法】WEB会議システム「Zoomウェビナー」によるライブ配信

※１月２１日～１月２７日までオンデマンド配信を実施します。

【 対 象 者 】企業の経営者、人事労務担当者 等 ※先着500名（原則１社２名まで）

【申込期間】ライブ配信：１２月８日（火）～１月７日（木）

オンデマンド配信：１２月８日（火）～１月２２日（金）

講師

「雇用シェア」
って何？

最近、「出向」の
ニュースをよく聞く
けど、うちでも活用
できるのかな？

「在籍型出向」
ってハードルが
高そう…

雇用シェア（在籍型出向制度）について

・雇用シェアの仕組みについてご説明します。

・産業雇用安定センターのコンサルタントが、雇用シェアの
県内事例をご紹介します。

・雇用シェアを活用する場合、一定の条件を満たせば
雇用調整助成金が使えます。要件等についてご説明します。

（千葉労働局）

参加費無料

出向のマッチング

（公財）産業雇用安定センター
人材不足が
生じている企業

一時的に事業活動が
縮小している企業

※オンデマンド配信期間 １月２１日（木）～１月２７日（水）

お申込みはこちら



申込から視聴まで

① 下記のＱＲコードまたは県ホームページ「企業向け雇用シェア（在籍型出向制度）
ＷＥＢ説明会」内のリンクから、申込フォームにアクセスし、必要事項を入力の上、
お申込みください。

② 申込確認後、説明会の視聴ＵＲＬをメールでお知らせします。
（オンデマンド配信のＵＲＬは説明会開催後にお知らせします。）

③ 説明会のライブ配信前までに、説明会で投影する資料をメールでお送りします。

④ ライブ配信：開催時間に視聴ＵＲＬへアクセスして視聴してください。
（基本的にZoomミーティングをインストールする必要があります。）
オンデマンド配信：配信期間中に視聴ＵＲＬへアクセスして視聴してください。

注意事項

 雇用シェアに関して事前に質問がある場合は、申込フォーム内の記入欄にご記入ください。
可能な範囲で当日回答致します。

 通信環境とご利用になる端末（PC、スマートフォン等）があれば、どこからでも参加
（視聴）できますが、通信環境が悪い場合、接続が不安定になったり、視聴できない場合
があります。

 説明会動画を視聴するための通信料は参加者のご負担となります。

 視聴URL等を他者に転送することは禁⽌いたします。

 説明会の録画や録⾳、配布資料の複製・頒布は禁⽌させていただきます。

スマホからはこちらのＱＲコードより、お申込みいただけます☞

（公財）産業雇用安定センターとは

企業間の出向や移籍を支援することにより
「失業なき労働移動」を実現するため、
１９８７年に国と事業主団体などが協力し
て設立された公益財団法人です。設立以来、
２１万件以上の出向・移籍の成立実績があ
ります。

人材のマッチングは産業雇用安定センター
の専門コンサルタントがお手伝いします。

私たちがマッチングをご支援いたします！

県ホームページ「企業向け雇用シェア（在籍型出向制度）WEB説明会」
https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/kouroushikaigi/koyoushare-setumeikai.html

千葉県 雇用シェア説明会


