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千葉県内の事業場で働くすべての労働者（パート、アルバイト等を含む。）及び、その使用者に適用される     

千葉県最低賃金（地域別最低賃金）が改正されます。 

平成 28 年 10 月 1 日から、時間額 842 円(従来の 817 円から 25 円引上げ) 

使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用すること

はできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、

法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものと

みなされます。 

最低賃金には、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、深夜勤務手当、  

賞与及び臨時の賃金は含まれません。 

月給制や日給制の場合は、時間額に換算して比較  

します。 

最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に

適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働 

能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を

受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められており

ます。 

「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている

「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、   

御注意ください。 

 

 

 

※ 千葉県最低賃金総合相談支援センター（千葉県労働基準協会連合会）におきまして、経営課題及び労務 

管理についての無料相談を受け付けておりますので、御利用ください。（電話 0120-026-210） 

※ 最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室（電話 043-221-2328）又は最寄り

の労働基準監督署にお問い合わせください。 

※ 24時間テレフォンサービス（電話 043-221-4700）録音音声による最低賃金の情報提供サービスです。 

 

【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 

 

 

千葉県最低賃金が改正されます。 

平成 28年 10月 1日から、時間額 842円に。 

千葉県内の事業場で働くすべての労働者に適用。 

 

 
 

http://www.saiteichingin.info/
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://www.saiteichingin.info/
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就業調整を防ぎ、社会保険の適⽤拡⼤を円滑に進める観点から、短時間労働者の賃⾦引上げや、本⼈

の希望を踏まえて働く時間を延ばすことを通じ、人材確保を図る意欲的な事業主を支援します。 

（参考）キャリアアップ助成金について 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html 

 

現行制度（平成 28年 4月から） 
 

① 賃金規定等改定（処遇改善コース）        （  ）は中小企業以外の額 

有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を 2％以上増額改定し、昇給した場合に対象労働者数

により規定の額を支給  １人当たり 3万円（2万円）～30万円（20万円） 

②短時間労働者の労働時間延長（処遇改善コース）   （  ）は中小企業以外の額 

○ 短時間労働者の週所定労働時間を 25時間未満から 30時間以上に延長し社会保険を適用した場合 

  １人当たり 20万円（15万円） 

平成 28年 10月から「② 短時間労働者の労働時間延⻑（処遇改善コース）」 

が拡充されます 
 
②短時間労働者の労働時間延長（処遇改善コース）   （  ）は中小企業以外の額 

○ 短時間労働者の週所定労働時間を 5時間以上延⻑し社会保険に適用した場合 ＜拡充＞ 

１人当たり 20万円（15万円） 
 
※ 本年 10 月から被用者保険の被保険者が 501 人以上の企業（適用拡大対象企業）を対象に被用者保

険の適用拡大が実施され、適用となる労働者の週所定労働時間の要件が「週 30時間以上」から「週

20時間以上」に変更されます。（社会保険の適用拡大について、詳細はこちら↓） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/（厚生労働省年金局 HP）  

※ 今回の⽀給要件の変更により、引き続き適用拡⼤対象企業も利用することが可能となり、その他の

企業でも対象労働者の範囲が広がり（週 25時間以上週 30時間未満も利用可）、より利用しやすくな

ります。 

※ 具体的な対象労働者は、適用拡大対象企業の「週 20 時間未満の方」（週 20 時間以上の方で収入要

件等により社会保険に適用していない場合を含む）、その他の企業（500人以下）の「週 30時間未満

の方」となります。 

※ 適用拡大対象企業は、10月 1⽇付の契約（適⽤）まで変更前の制度（週 25時間未満から週 30時間

以上に延⻑し社会保険適⽤）を利⽤することができます。 
 

○ 上記① 賃⾦規定等改定と併せて新たに社会保険に適⽤した労働者の⼿取り収⼊が減少

しないように週所定労働時間を延⻑した場合は、1〜4時間以上でも助成 ＜新規＞ 

※ コース実施日までにキャリアアップ計画書の提出が必要です。すでに計画書を提出していても計画 

変更届の提出が必要になる場合があります。 

※ その他の支給要件等もありますので、まずは千葉労働局、ハローワークにお問い合わせください。 

（支給要件を満たさない場合は助成⾦を受給することができません） 

【お問い合わせ先】 

千葉労働局職業安定部職業対策課分室 

電話：043-441-5678 FAX：043-224-0780 

短時間労働者の就業促進のための⽀援を拡充します。 

〜キャリアアップ助成⾦の拡充〜 

 
 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/


千葉県商工労働部雇用労働課 労政ちば ２０１６年秋号 No.560 

3 / 11 
 

 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！ 

○対象：個人・法人を問わずどなたでも参加いただけます。     ○主催：千葉県 

○会場：千葉県教育会館新館 501会議室   ○募集人数：150名   ○受講料：無料 

○日時：平成 28年 10月 19日（水）から 11月 17日（木）までのうち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。 

      （10月 19日は 18時 10分から開講式、11月 17日は 20時 20分まで閉講式） 

 

月  日 科   目 講   師 

10/19（水） 労働法の基礎知識 （１） 
成蹊大学法学部教授 

原 昌登 氏 

10/25（火） 非正規雇用（有期契約・パート・派遣労働） 
（独）労働政策研究・研修機構 

研究員    細川 良 氏 

10/28（金） 労働法の基礎知識 （２）  
成蹊大学法学部教授 

原 昌登 氏 

11/2（水） 職場のハラスメント防止 
弁護士 

小川 英郎 氏 

11/4（金） 職場のメンタルヘルス・マネジメント 
㈱ハピネスワーキング代表 

心理カウンセラー 

船見 敏子 氏 

11/7（月） ワーク・ライフ・バランス 

東京海上日動火災保険㈱ 

執行役員千葉支店長 

吉田 正子 氏 

11/11（金） 知っておきたい！ 社会保障制度 
社会保険労務士 

山崎 裕樹 氏 

11/17（木） 労働組合法の基礎知識 
千葉大学法政経学部教授 

皆川 宏之 氏 

【お問い合わせ先】  

千葉県商工労働部雇用労働課  

電話：043-223-2743  FAX：043-221-1180  Mail：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

平成２８年度千葉県労働大学講座のご案内 

↓申込み等、詳しくは労働大学講座のページをご覧ください！↓ 

https://ｗｗｗ.pref.chiba.lg.jp/koyou/event/2016/roudai.html 

mailto:koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp
https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/event/2016/roudai.html
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過重労働の解消を図るためには、各企業において自主的に、「長時間労働の削減」「労働時間管理」「健康障害防

止対策」といった取組みを進めることが重要です。 本セミナーでは、労働基準法を中心とした過重労働防止対策に必

要な知識やノウハウについて、実際に取り組める事例の紹介などを盛り込み、詳しく解説します。 

 

お申し込みは、専用webサイト http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/から行えます。 

申込サイト（11月 2日（水）会場：千葉商工会議所）はこちら↓ 

https://service.lec-jp.com/overwork/Entries/?sid=29&_ga=1.2865846.727165707.1473312886 

講義内容 

1「過重労働」の現状と企業経営に与える影響：脳・心臓疾患、精神障害の労災補償状況から見る、過重労働の

現状を説明。過重労働防止対策に取り組まない場合に、どのような影響があるかを紹介・解説 

2 過重労働防止対策に必要な知識：「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働時間の適正な把握のために使用者

が講ずべき措置に関する基準」等、過重労働防止対策に取り組む上で、事業主及び人事労務担当者が知っておくべ

き法令等を紹介・解説 

3 陥りがちな違法行為：典型的な違法事例である 1.「違法な時間外労働」 2.「賃金不払残業」などの身近な問題

や、3.「過重労働 による健康障害防止措置の不実施」などを紹介・解説 

4事業主等に求められる措置：過重労働防止対策に取り組む上で、事業主と人事担当者に求められる措置を解説 

5過重労働に関する改善取組事例の紹介：過重労働防止に向けた取組事例の紹介・解説 

 

セミナー事務局 

LEC東京リーガルマイント過重労働解消セミナー運営事務局 担当 粂田・早川 

TEL.03-5913-6033（平日 9時～18時）FAX.03-5913-6409 Mail.kaju-seminar@lec-jp.com

【お問い合わせ先】 

千葉労働局労働基準部監督課 

電話:043-221-2304 FAX:043-221-4407  

URL:http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijun.html 

過重労働解消のためのセミナーに参加しませんか? 

平成 28年 11月 2日（水）14：00～16：30 

千葉商工会議所にて 定員 100名（予約制・無料） 

 

 
 

http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/
https://service.lec-jp.com/overwork/Entries/?sid=29&_ga=1.2865846.727165707.1473312886
mailto:kaju-seminar@lec-jp.com
http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijun.html
http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/
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労働者、使用者、労働組合の皆さん、労使の問題で悩みはありませんか? 

          ・会社から何度も退職を促されている 
       ・上司からのパワーハラスメントに 

耐えられない 
       ・突然の解雇に納得できない 

 
 

                  ・労働組合や合同労組からの突然の団体交渉 
       の申し入れがあったが・・・ 
      ・業績悪化により賃下げを組合に交渉したい 
       どのようにしたらいいのか・・・ 
 

 

そんなときは、無料労働相談会へお越しください。 

労働問題の専門家で経験も豊富な労働委員会委員が、労使問題の解決に向けて  

アドバイスします。 

 

第１回 

 日  時：10 月 13 日（木曜日） 16時から 18時半まで 

開催場所：県労働委員会（県庁南庁舎 7階） 

 

第 2回 
日  時：10 月 29 日（土曜日） 13時から 17時まで 

開催場所：船橋フェイスビル 5階 

 

第 3回 

日  時：11 月 14 日（月曜日） 16時から 18時半まで 

開催場所：県労働委員会（県庁南庁舎 7階） 

※各回とも、予約が必要です。電話または、来庁にてご予約ください。 

 相談時間は、おひとり当たり約 45分を予定しています。 

千葉県労働委員会が無料労働相談会を開催 

―10月 13日(木)、29日(土)、11月 14日(月)― 

 
 

【お問い合わせ先】 

千葉県 労働委員会事務局 審査調整課   電話：043－223―3735  

URL: http://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/ 

http://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/
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千葉県立高等技術専門校では、産業界における各分野の将来を担う、人材の育成に取り組んでいます。 

主に高卒者を受け入れており、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 29年 4月入校のコースについて 9月 27日(火)から 10月 27日(木)まで募集（A日程）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 ○溶接非破壊検査科 ○塗装科 ○ビルメンテナンス科 

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・CAD コース ●PC ビジネスコース ●職域開拓コース 

●基礎実務コース ●短期実務コース 
 

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。 

9～11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 

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 

アーク溶接特別教育 
12/13(火)・14(水)・

15(木) 

10/13(木) 

 ～11/21(月) 
10名 市原 5,250円 1,080円 

技能検定 冷凍空調機器施工受検

対策(実技ペーパ) 
12/14(水)・15(木) 

10/14(金) 

 ～11/22(火) 
10名 船橋 3,000円 3,090円 

機械技術者のためのシーケンス制御

基礎（リレー編） 
1/19(木)・20(金) 

11/18(金) 

 ～12/21(水) 
10名 船橋 3,000円 不 要 

機械技術者のためのシーケンス制御

基礎（PLC編） 
1/26(木)・27(金) 

11/25(金) 

 ～1/4(水) 
10名 船橋 3,000円 不 要 

 

【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 

 

千葉県立高等技術専門校 入校生募集 
 

ちば企業人スキルアップセミナー 

mailto:syokuno001@mz.pref.chiba.lg.jp
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 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) 

コース概要 

W0104 
半自動アーク溶接実践技術（各種姿勢

編） 

10/13(木) 

14(金) 
12,000 

半自動アーク溶接について、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。 

S0801 
高生産性を維持するための設備管理と

故障診断 

10/25(火) 

26(水) 
8,000 

設備管理の進め方について理解することを

めざして、設備診断の位置付け及び運用方

法を習得します。 

E2502 画像処理・認識技術 
10/27(木) 

28(金) 
13,000 

画像処理・認識技術に関する基本的な知

識・技術等を習得します。 

H0702 太陽光発電システムの設計と施工 

10/29(土) 

11/5(土) 

12(土) 

14,000 

小型太陽光発電システムの効率化・最適化

をめざして、システム構成、設計、施工及

び関連法規について習得します。 

S0901 安全確保のための現場改善手法 
11/15(火) 

16(水) 
8,000 

製造工程の安全性向上（作業環境対策）を

めざして、現場の見える化及び環境変化に

伴う改善作業を習得します。 

E2901 ＬＡＮ施工・評価とルーティング技術 

11/15(火) 

16(水) 

17(木) 

13,000 
Cisco社製スイッチ及びルータを使用した

企業向け LANの構築技術を習得します。 

H1801 
実践建築設計のプレゼンテーション 

〈ArchiCAD編〉 

11/26(土) 

27(日) 
8,000 

3DCADの進化形として今話題の BIMの代表

的ソフトウェアである ArchiCADを使用し、

実践的な建築設計技術を習得します。 

M0903 精密測定技術（長さ測定編） 
11/28(月) 

29(火) 
12,500 

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。 

S0602 
現場の問題解決実践（５Ｓの実践と定

着） 

12/6(火) 

7(水) 
8,000 

現場の問題把握・改善技法及び後輩育成の

ための指導技法を習得します。 

H1701 
木造小屋組施工における規矩術を用い

た墨付技術 

12/10(土) 

17(土) 
11,500 

寄せ棟・入母屋等の隅木・振垂木の墨付に

関する技術を習得します。 

E1102 電気系保全実践技術 
12/13(火) 

14(水) 
10,500 

シーケンス制御機器の保全技術、復旧作業

について、配線作業・点検作業等の実習を

通して習得します。 

H0603 冷媒配管の加工・接合技術 
12/15(木) 

16(金) 
15,000 

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。 

 

 

 

 

【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/ 

 

 

能力開発セミナーのご案内 
 

http://www3.jeed.or.jp/chiba/poly/
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育児や介護と仕事が両立しやすい就業環境の整備等をさらに進めていくために、育児・介護休業法、

男女雇用機会均等法が改正され平成 29年 1月 1日より施行されます。 

事業主の皆様におかれましては、改正法に対応した就業規則等の規定整備や、妊娠・出産、育児休業

等を理由とする嫌がらせ等（いわゆるマタハラ・パタハラなど）を防止するための措置を講じる必要が

あります。改正法の概要は、下記のとおりです。 

改正法の施行に向け、千葉労働局では、改正法に関する説明会（１０月 千葉・船橋にて開催）及び

個別相談会（１１月、１２月）を開催するほか、随時、電話、来局等によるご相談をお受けしています。 

 

【改正概要】 

○対象家族 1人につき、３回を上限として、通算９３日まで、介護休業を分割取得できます。 

○介護のための所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開始から３年の間で２回以上利用

できます。 

○介護が終了するまでの期間利用できる「所定外労働の免除」の制度が新設されました。 

○子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになりました。 

○有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件が緩和されました。 

○妊娠・出産、育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による就業環境を害する行為（いわゆ

るマタハラ・パタハラ）を防止するための雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務付けられ

ます。 

改正育児・介護休業法、改正男女雇用機会均等法説明会 

日時及び会場 

平成２８年１０月１３日（木） 千葉市文化センター３Fアートホール（千葉市中央区中央２－５－１） 

 平成２８年１０月２０日（木） 船橋市勤労市民センター ホール（船橋市本町４－１９－６） 

★いずれの会場も、１３時開場、１３時３０分開会（１６時閉会）です。 

改正法個別相談会 

日時：平成２８年１１月１０日（木）、１１月２４日（木）、１２月１９日（月） 

  ★いずれの日も、９時３０分から１６時３０分までの間です。 

会場：千葉第２地方合同庁舎１F会議室（千葉市中央区中央４－１１－１） 

 

説明会、個別相談会ともに事前申し込みが必要です。千葉労働局雇用環境・均等室へお問い合わせくだ

さい。 

【お問い合わせ先】 

千葉労働局雇用環境・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 

電話：０４３－２２１－２３０７ FAX：０４３－２２１－２３０８ 

平成 29年 1月 1日より 

育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が改正されます 
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❤ストレスチェック制度の意義とは？ 
 労働者にとっての意義 

 １．ストレスチェックを受けることで、自らの状態を知ることができます。 

 ２．高ストレスの場合、面接指導を受けることで、就業上の配慮（措置）につながります。 

 事業者にとっての意義 

 １．労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止する機会になります。 

 ２．職場の問題点の把握が可能となり、職場改善の具体的な検討がしやすくなります。 

 

❤ストレスチェックの対象者（常時使用する労働者）とは？ 
 以下の①及び②の要件を両方満たす労働者の方です。 

 ①期間の定めのない労働契約により使用される者（契約期間が１年以上の者並びに契約更新に 

  より１年以上使用される予定の者及び１年以上引続き使用されている者） 

 ②週労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の１週間の所定労働 

  時間数の４分の３以上の者 

ただし、①及び②の要件を両方満たす労働者であっても、ストレスチェックの受検は任意です。 

 

❤より詳しく制度を調べたいときは… 
 厚生労働省のホームページをご覧ください。 

 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」  http://kokoro.mhlw.go.jp/ 

A 事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレス   

チェック）と面接指導の実施等を事業者へ義務づける制度です。 

労働安全衛生法の改正により、創設されました。（平成 27 年 12 月 1 日施行）  

  

【ポイント】 

・常時使用する労働者が 50 名以上の事業所（※）は、年１回以上、ストレスチェックを実

施する義務があります。（※50 名未満の事業所は、当分の間、努力義務です。） 

・ストレスチェックの結果は、従業員の同意がなければ事業者に提供することは禁止さ 

 れています。 

・ストレスの高い従業員から申し出が有った場合、医師による面接指導を行います。 

・面接指導の結果、医師の意見を聞き、必要があると認める場合には、事業者は、就業上  

 の措置を実施します。 

・１年以内ごとに１回、事業者は、ストレスチェックの結果を所轄労働基準監督署に報告 

 する必要があります。（※常時使用する労働者数が 50 名以上の事業所に限る。） 

Q ストレスチェック制度とは、どういうものでしょうか？ 

 

ストレスチェック制度とは？ 

【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） 

http://kokoro.mhlw.go.jp/
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シルバー人材センターとは 

✿シルバー人材センター（以下センター）とは、高年齢者が働くことを通じて生きがいを 

得ると共に、地域社会に貢献する組織です。 

 

✿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。 

 

✿センターは、地域の家庭や企業、公共団体などから請負又は委任契約により仕事

（受託事業）を受注し、会員として登録した高年齢者の中から適任者を選んで   

その仕事を遂行します。仕事の完成は、契約主体であるセンターが負います。 

 

入会希望の方は 
お住まいの市町村のシルバー人材センターへご入会いただくことができます。  
シルバー人材センターへ入会していただくには、以下の条件が必要です。 

 
✿６０歳以上の健康で働く意欲のある方 
 
✿シルバー人材センターの趣旨に賛同していただいた方 
 
✿入会説明を受け、入会申込書を提出した方（理事会の入会承認が必要です） 
 
✿定められた会費を納入していただける方 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ お電話お待ちしております！！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

これはテキストボックスです。記事のタイトルをここに入力してく

ださい。（フォント「Meiryo UI」、20pt） 

※縦の幅は必要に応じて調整してください。 

 
 

 

あなたの知識・経験を活かしてみませんか！！ 

【この記事に関するお問い合わせ先】 

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 

mailto:chibaren@sjc.ne.jp
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★知識・経験が豊富で元気な高齢者（60 歳以上）を派遣いたします。 

★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いたします。 

★「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、安心してご発注いただけます。 

 
 

求人企業の皆様へ！！［高齢者を活用してみませんか］ 

【この記事に関するお問い合わせ先】 

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 

シルバー人材センターでは様々な

お仕事をお引き受けしています。 

＊下記はシルバーパワーのほんの一例です。 

※シルバー人材センター事業は、女性の活躍推進を支えるべく、育児支援分野、介護

補助分野における取組を充実させるとともに、人手不足企業（小売、流通業）への

支援等を実施いたします。 

mailto:chibaren@sjc.ne.jp

