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「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は 
シフト制の方や短時間休業なども対象となります！ 
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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 … 女性活躍推進法が改正されました！ 
一般事業主行動計画の策定や情報公開の義務の対象拡大 

Ｐ２ … 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」はシフト制の方や 
短時間休業なども対象となります！ 

Ｐ３ … 「産業雇用安定助成金」のご案内 

Ｐ４ … ２０２１年４月から３６協定届の様式が新しくなります 

Ｐ５ … 成田国際空港内に雇用相談窓口「ナリタJOBポート」を開設しました 

Ｐ６ … シルバー人材センターのご案内 
あなたの知識・経験を活かす様々なお仕事があります 

Ｐ７ … 令和３年度前期技能検定のご案内／障害者法定雇用率の引き上げについて 

Ｐ８ … 能力開発セミナーのご案内／生産性向上支援訓練のご案内 

Ｐ９ … 千葉県労働委員会 
～公正・中立な立場で、労使間のトラブルの早期解決をお手伝いします～ 

Ｐ10 … 労働者福祉資金融資制度のご案内 

Ｐ11 … 企業や事業者の皆さまへ テレワークの活用をお願いします 
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女性活躍推進法とは…女性がその個性と能力を十分に発揮して、職業生活において活躍できる社会の実現を目指すもので、
国や地方公共団体、企業に対し、行動計画の策定や情報公表等を義務付けています。 
 

★2022 年（令和４年）4 月から一般事業主行動計画の策定や情報公表等の義務が、常時雇用

する労働者数 301 人以上の事業主から 101 人以上の事業主まで拡大されます。 

常時雇用する労働者が 101～300 人の事業主の方は、お早目に以下の準備をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女性活躍推進法が改正されました！ 
一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務の対象拡大 

 

 
 
一般事業主行動計画の策定・届出、周知・公表 

  ステップ１: 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析 

  ステップ２: 行動計画の策定（数値目標 1 項目以上）、社内周知、公表 

自社の課題に基づいた数値目標を１項目以上定める必要があります。 

＜数値目標の例＞ 

・総合職で採用した労働者に占める女性労働者の割合を 30％以上にする 

・課長職より１つ下の職階の女性割合を 20％から 30％にする 

・毎月の平均残業時間を 20 時間以下にする 

・配偶者が出産した男性労働者の育児休業取得率を 30％以上にする 
  ステップ３: 行動計画を策定した旨の千葉労働局への届出 

  ステップ４: 取組の実施、効果の測定 

                                          

女性の活躍に関する情報公表 

自社の女性の活躍に関する情報を 1 項目以上公表してください。     

（厚生労働省が運営する「女性活躍推進データベース」、自社のホームページ等） 

                                             

【常時雇用する労働者数が 101～300 人の事業主の方】 
 

【お問い合わせ先】 
千葉労働局 雇用環境・均等室     電話：043-221-2307 
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新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者※のうち、休業手当の支払い

を受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給

します。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象となります。 

※令和 3年 2月 26 日より大企業の一部非正規労働者も対象となりました。詳細は厚生労働省 HP にてご確認ください。 

給付金額の算定 

給付金額は、以下の式で計算します。 

休業前の 1日当た

り平均賃金 
× 80% × 

各月の日数 

（30 日又は 31日） 
－ 

・就労した日数 

・労働者の事情で休んだ日数 

 

①1 日当たり支給額 

（11,000 円が上限） 

 

②休業実績 

・1 日 8 時間から 3時間の勤務になるなど、時短営業などで勤務時間が減少した場合でも、1 日 4時間

未満の就労であれば、1/2 日休業したものとして対象となります。 

・週 5回から週 3 回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となります。（就労した日などを休業

実績から除いた上で対象となります。） 

支給対象 
主に以下の条件に当てはまる方に休業前賃金の 8割（日額上限 11,000 円）を、休業実績に応じて支給

します。なお、事業主負担はありません。 

 

 

 

いわゆる日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対

象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれ

ば、支援金・給付金の対象となります。 

その他、休業支援金に関する Q&A や、申請書等は厚生労働省ホームページ特設サイトに掲載しています

（「休業支援金」で検索ください）。 

【お問い合わせ先】 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター  
【電話】 0120(221)276 
【時間】  月曜日から金曜日 午前 8 時 30 分から午後 8 時まで 

土日祝は午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 
【特設サイト】 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は 
シフト制の方や短時間休業なども対象となります！ 

① 令和 2年 10 月 1 日から令和 3年 2月 28 日に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業

主が休業させた中小事業主に雇用される労働者 

② その休業に対する賃金（休業手当）を受けることができない方 
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助成金の対象となる「出向」 

対象事業主 

助成率・助成額 

【お問い合わせ先】 
千葉労働局職業対策課事業所給付係 
電話：043－221―4393  

「産業雇用安定助成金」のご案内 
 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成
する「産業雇用安定助成金」を創設しました。 

① 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の 
  雇用維持を目的として出向により労働者（雇用保険被保険者）を送り出す事業主（出向元事業主） 

② 当該労働者を受け入れる事業主（出向先事業主） 

○出向運営経費 

 出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、 
 出向中に要する経費の一部を助成します。 

○出向初期経費 

 就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先 
事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合 
に助成します。 

[その他要件] 
・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向で 

ないことなど、資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること 
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないことなどの要件があります。 

※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性 
 指標要件が一定程度悪化した企業である場合、 
 出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる 
 場合について、助成額の加算を行います。 

■対象：雇用調整を目的とする出向（新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小 
    を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向）が対象。 

■前提：雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提。 
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労働基準法に係る省令改正（令和 2 年 12 月 22 日公布）がなされ、労働基準法関係の届出等における押印
原則が見直されました。 
  本件改正により令和 3 年 4 月 1 日以降、36 協定届について以下の点について変更がありますのでお知らせいたし
ます。 

 

労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者の押印及び署名が不要となります。 
※記名はしていただく必要があります。 
※協定届が協定書を兼ねる場合は、押印又は署名が必要です。 

 

36 協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されます 
（チェックボックスの文面） 

 
 
 
 
 
 

 

届け出年月日により様式が異なります 
 
 
 
 
 

旧様式                           新様式 
 

新様式により届け出ることもできます！            押印・署名は不要です。 
   
 ※施行日以降は、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して
届け出ることもできます。 
 ３６協定届以外にも、労働基準法関連の届出等における様式の変更がございます。詳しくは千葉労働局のホームペ
ージをご覧ください。 
 

【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  

2021 年 4 月から 36 協定届の様式が新しくなります。 
 

上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を

代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。□（チェックボックスに要チェック） 

上記労働者の過半数を代表する者が労働基準法第 41 条第 2 号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をす

る者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

□（チェックボックスに要チェック） 

公布日：２０２０年１２月２２日 施行日：2021 年４月１
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 令和 3年 1 月に成田空港内に職業相談や出向・移籍支援業務等、雇用に関する総合的なサポートを    

行う雇用相談窓口「ナリタＪＯＢポート」をオープンしました。成田空港関連企業やそこで働く従業員

など、どなたでも無料で利用可能です。お気軽にご相談ください。 

 ●関係機関の担当者が日替わりで相談を実施しています。 

 ●事前予約も可能です。（予約なしでもご利用いただけます。） 

雇用相談窓口「ナリタＪＯＢポート」 
電  話 0476－34－6502 

        開所時間 月 ～ 金  10:00～16:00  

     場  所 第 2 駐車場ビル（南側）2階事務室 Ｐ2021 

                         【曜日別 担当機関及び相談内容】 

    月曜日＜個人向け＞ 担当：ＮＡＡ（(株)成田空港ビジネス） 

          ・外国人向けの英語による雇用生活相談全般 

    火曜日＜個人向け＞ 担当：ハローワーク成田 

          ・職業相談、求人情報等の提供 

          ・休業支援金、給付金に関する相談 

          ・雇用保険の失業給付等に関する相談 

          ・応募書類作成及び面接準備のための支援 

          ・ハロートレーニング（公的職業訓練）情報提供、・オンライン労働相談 

    水曜日＜企業向け＞ 担当：千葉働き方改革推進支援センター 

      ・雇用調整助成金をはじめとした各種助成金相談 

          ・副業、兼業、在籍出向に関する就業規則等作成（変更）のアドバイス 

          ・労働者管理に関すること全般 

    木曜日＜企業向け＞ 担当：産業雇用安定センター千葉事務所 

           ・出向、移籍支援 

          ・キャリア人材バンク事業 

    金曜日＜個人向け＞ 担当：千葉県ジョブサポートセンター 

           ・就職活動の方向性や適職に関する相談 

          ・個々にあった求人や能力開発に関する情報提供やアドバイス 

          ・応募書類の添削や面接指導 

          ・生活にお困りの方への各種情報提供 

【お問い合わせ先】 【雇用相談窓口に関すること】 
成田国際空港株式会社 関連事業部 電話 0476－34－5804 

【県ジョブサポートセンターに関すること】 
千葉県商工労働部雇用労働課 女性・高齢者雇用推進班 電話 043－223－2933             

 

成田国際空港内に雇用相談窓口「ナリタＪＯＢポート」 
を開設しました。 
 

成田空港第 2 ターミナル 

 

2 階（南側）従業員エリア 
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会員にインタビュー    
入会のきっかけと、入会後のメリットは？  

     

1. 知識と経験を活かして、生きがいと社会参加を実感したい。 
2. 学ぶ機会が得られ、また元気と感謝がもらえた。 
3. 仕事をすることで、新しい仲間づくりができた。 
4. 仕事をとおして、暮らしにも少しゆとりができる。   Etc     
     
会員は、就業によって、人生の楽しみを増やしているようです。 

会員になるには！        
1. 60 歳以上の健康で、就業しようとする意欲がある人なら、どなたでも会員になれます。 
2. 今お住いの地域のセンター(※)で、入会手続きをしてください。 
3. 入会説明会を受け、入会申込書を提出し、理事会の承認を経て入会となります。 
4. その際、所定の会費をおさめていただきます。なお、会費は各市町村シルバー人材センターに

より異なります。   

  ※地元のセンター探しは、千葉県シルバー人材センター連合会のホームページにアクセスして 

ください。  
  URL : https://sjc-chibaren.jp/  または、千葉県シルバー 検索 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シルバー人材センターのご案内 
あなたの知識・経験を活かす様々なお仕事があります。 

シルバー人材センターとは？                     
 シルバー人材センターは、企業・公共団体・家庭から高齢者にふさわしい仕事を受注し、会員に
働く場を提供する公益法人です。 シルバーパワーによる、活力ある地域社会づくりのために、千葉
県内では４８市町村のセンターが活動しています。 地域のセンターは、自分らしく働きたいあなた
に仕事を提供するこころ強い味方です。  

生きがい発見で明日にチャレンジ！！ 
1. 創意工夫の独自事業として、学習教室を立ち上げています。 
2. 自主組織として、班を結成し、地域の行事で活躍しています。 
3. サークル活動、ボランティア活動、旅行会も盛んです。 
 

就業の仕方には 3 パターンがあります！  
1. 派遣 ：パソコン利用の一般事務、運転業務、保育補助など 
2. 委任 ：駐車場・施設等の管理、外交、家庭教師・補修教室など 
3. 請負 ：植木の剪定・塗装や大工、清掃・除草、家事手伝いなど 

【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３年度前期技能検定を実施します。 
○技能検定は、国が一定の基準によって技能検定を行う国家検定制度です。 
○誇りある「技能士」として、より充実した仕事をするため、あなたも技能検定試験にチャレンジしてみませんか。 
○ものづくり分野に従事する若者の確保・育成を目的として、35 歳未満の方が技能検定を受ける際の受検料

を、一部減額する制度があります。 

【対象】 
  各職種において所定の実務経験などを有する方 
   ○等級：１～３級、単一等級 

○職種：造園、機械加工、電気機器組立て、塗装など５１職種 
【受付期間】 
 令和３年４月５日（月）～１６日（金） 
【ＨＰ】http://www.chivada.or.jp/ 

 

 

民間企業、国、地方公共団体、特殊法人等全ての事業主は「障害者の雇用の促進等に関する法律」（障害者
雇用促進法）に基づき、一定の割合（法定雇用率）以上の障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)を雇
用しなければなりません。 

この法定雇用率が、令和 3 年 3 月 1 日から 0.1 ポイント引き上げられ、民間企業の法定雇用率が 2.3％となり、
障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員 43.5 人以上に広がります。 

～障害者の雇用を検討している事業主の皆様へ～ 

県では、障害のある方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、企業支援員を配置して
います。 

「障害のある方を雇用したことがない」「雇用したいが不安がある」と言った事業主のさまざまな不安の解消や、すでに
障害のある方を雇用している企業の雇用管理上のアドバイスなどを行います。 

企業支援員は、地域の企業を訪問しておりますので、お気軽にご相談ください。 
◆企業支援員について◆ 

http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/ouen/jigyounushi/kigyoushien.html 
 

【お問い合わせ先】 
千葉県職業能力開発協会  電話：043-296-1150 FAX：043-296-1186 

令和３年度前期技能検定のご案内 

障害者法定雇用率の引き上げについて 

【お問い合わせ先】 
千葉県商工労働部産業人材課  電話：043-223-2756 FAX：043-246-7911  

【お問い合わせ先】 
詳しくは、管轄のハローワークまでお問い合わせください。 

◆障害者の法定雇用率の引き上げについて◆ 
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/shougai-shuurou/koyourituhikiage.html 
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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) 

E0801 PLC 制御の回路技術（三菱 Q 編） 4/21(水),22(木) 10 ¥9,000 
W0201 TIG 溶接技能クリニック 4/22(木),23(金) 10 ¥12,000 
H0601 給排水衛生設備設計実践技術 4/24(土),25(日) 10 ¥14,000 
M0301 旋盤加工技術 4/26(月),27(火),28(水) 8 ¥16,000 
M0101 実践機械製図 5/11(火),12(水),13(木) 10 ¥13,000 
E1801 保護継電器の評価と保護協調 5/12(水),13(木), 10 ¥8,000 
E0901 PLC 制御の応用技術（三菱 Q 応用編・数値処理） 5/19(水),20(木) 10 ¥8,500 
H0901 建物積算（鉄骨造）実践技術 5/22(土),29(土) 15 ¥7,500 
 

 
｢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。４月から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する予定です。 

 実施日程や受講料は下記までお問い合わせください。詳細が決定し次第ＨＰでもご紹介します。 

 実施予定コース 
○：生産性訓練 ●：ﾐﾄﾞﾙｼﾆｱｺｰｽ（主に 45 歳以上の方対象） ◆：ＰＣを使用した訓練 

４月 
 

○事故をなくす安全衛生活動 
      

◆表計算ソフトを活用した業務改善 
◆業務に役立つ表計算ソフトの関数活用 

５月 
 

○ものづくりの仕事のしくみと生産性向上 
       
 

●経験を活かした職場の安全確保(未然防止編) 
◆効率よく分析するためのﾃﾞｰﾀ集計 
◆表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 

６月 ○生産現場の問題解決              ●効果的な OJT を実施するための指導法 

７月 ○品質管理基本 ／ ○品質管理実践 ●作業手順の作成によるノウハウの継承 
８月 ○業務効率向上のための時間管理   ●チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割 

９月 ○テレワークを活用した業務効率化 ●後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割 
（訓練時間は 1 コース 6 時間／1 日、5 月のマクロに係るコースのみ 12 時間／2 日） 

能力開発セミナーのご案内 

生産性向上支援訓練のご案内 

【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.go.jp/chiba/poly/ 
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当委員会における令和 2 年中の活動状況は次のとおりでした。 
不当労働行為の審査 

使用者が不当労働行為を行ったとして、労働組合等が、労働委員会に対し、救済の申立てを行う 
制度です。 

取扱件数 終結状況 翌年への 
繰越し 前年から

の繰越し 新規申立て 計 命令 却下 和解 取下げ 終結計 

2 2 4 0 0 1 0 1 3 
 新規申立ては 2 件で、前年からの繰越し 2 件を含めた 4 件のうち、1 件が年内に終結し、3 件は

翌年への繰越しとなりました。 
 当委員会では、審査の期間の目標を 1 年 3 月以内としています。終結事件 1 件の処理期間は 

418 日で、目標期間内に終結しました。 
労働争議のあっせん 
 

労働組合と使用者との間で生じた紛争の自主解決が困難になった場合に、労働委員会が公正・ 
中立な機関として双方に歩み寄りを促し、紛争解決を支援する制度です。 

取扱件数 終結状況 翌年への 
繰越し 前年から

の繰越し 新規申請 計 解決 打切り 取下げ 不開始 計 

0 7 7 2 3 1 0 6 1 
 新規申請は 7 件で、6 件が年内に終結し、1 件は翌年への繰越しとなりました。 
 終結の状況は解決が２件、打切りが３件、取下げが 1 件であり平均係属日数は 63.8 日でした。 
 主な調整事項は、賃金等や団体交渉促進などとなっています。 

個別的労使紛争のあっせん 
 

労働者個人と使用者との間で生じた紛争の自主解決が困難になった場合に、労働委員会が公正・  
中立な機関として双方に歩み寄りを促し、紛争解決を支援する制度です。 

取扱件数 終結状況 翌年への 
繰越し 前年から

の繰越し 新規申請 計 解決 打切り 取下げ 不開始 計 

1 12 13 7 4 0 0 11 2 
 新規申請は 12 件で、前年からの繰越し 1 件を含めた 13 件のうち、11 件が年内に終結し、2 件

は翌年への繰越しとなりました。 
 終結した11件の係属日数は、最短15日、最長151日であり、平均係属日数は68.5日でした。 
 終結状況は、解決が 7 件、打切りが 4 件であり、主なあっせんを求める事項は、パワーハラスメント・

嫌がらせや退職などとなっています。 

千葉県労働委員会 
～公正・中立な立場で、労使間のトラブルの早期解決をお手伝いします～ 

【お問い合わせ先】  
労働委員会事務局 審査調整課 電話：043-223-3735  FAX：043-201-0606 
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 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 

お申込み 
できる方 

１．中小企業にお勤めの方。 

２．１年以上同一の事業者に雇用

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。 

１．中小企業にお勤めの方。 

２．1 年以上同一の事業者に雇用

されていて、年間の所得が 

150 万円以上の方。 

３．育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律（平成 3 年法

律第 76 号）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。 

１．会社の都合又は自己の都合により

離職している方。 

２．離職時に雇用保険法（昭和 49 年

法律第 116 号）第 10 条に規定

する失業給付を受けることがで

きる資格を有する方で、現にそ

の申請を行った方。 

３．労働の意思および能力を有し、

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。 

資金使途 

療養費または分娩費・冠婚葬祭費・

教育費・災害または事故による損失

に充てる費用・住宅の補修費・その

他知事が必要と認める生活に伴う

臨時の出費に要する費用。 

育児・介護休業期間中の生活資金。

（育児・介護休業による賃金の減

少により生活上必要とする資金） 

融資対象者およびその扶養家族が必要と

する生活安定資金。 
一般：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：中小企業労働者生活安定資金と同

じ 

融資額 最高１００万円 

最高５０万円 

（育児・介護休業の期間 3 か月以下の場合） 
最高１００万円 

（育児・介護休業の期間 3 か月超の場合） 

最高３０万円（一般資金） 
最高２０万円（特別資金） 

＊限度額は一般と特別併せて最高 

５０万円 

金利 

（固定金利） 

年 1.7％ 

（別途保証料０.7％要） 

年１.0％ 

（別途保証料０.7％要） 

年１.2％ 

（別途保証料０.7％要） 

返済期間 最長５年 

最長 5 年 

（育児・介護休業期間中は据え置き、

その据え置き期間を含む） 

最長３年 

（3 か月の据え置き期間を含む） 

返済方法 
元利均等月賦または月賦・半年賦

併用返済 

元利均等月賦または月賦・半年賦

併用返済 
元利均等月賦返済 

担 保 不要 不要 不要 

保 証 日本労信協の保証。（別途０.7％の保証料が必要・上記融資金利に上乗せとなります。）連帯保証人不要。 

【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  E-Mail：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

労働者福祉資金融資制度のご案内 
 

中小企業にお勤めの方、育児・介護休業者や離職者の生活の安定のため融資制度です。

[千葉県]と[ろうきん]による提携制度で安心してご利用いただけます。 

融資条件・申込方法など詳しくは、千葉県内の＜中央ろうきん＞各支店へ      
お問い合わせください。 



新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、接触機会の低減に向け 

を柔軟に活用するほか、出勤が必要となる 

職場でも、 を推進してください。 

企業や事業者の皆さまへ 

大切な従業員を守るため、 

テレワークの徹底をお願いします！ 

まずはお試し！できることから取り組んでみよう！ 

製造現場はテレワークに向いてない 

業務の見直しが必要 

対面業務が多くて難しい 

チーバくん 

内部業務や社内打合せを集中的に 

やる日を決めればできるかも！ 

支援メニューがあります！まずは相談

千葉県 

 テレワーク相談センター 
 https://www.tw-sodan.jp 

 千葉県テレワーク情報サイト 
https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/

koyoutaisaku/kinkyuu/telework-yobikake.html  


