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旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主の方のための喫煙室設置や 

喫煙エリアの換気改善のための費用（上限 200 万円）を助成対象とする制度です。 

 

◆詳細は千葉労働局ホームページをご参照ください。 

http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eise

i/hourei_seido/kitsuenboushi.html 

 

 

◆お問い合わせ先 

【千葉労働局 健康安全課】 

電 話 043-221-4312 

 

 

千千葉葉のの労労働働関関係係情情報報誌誌  

№５４６ 
春号 

2012 年度 

～ ＩＮＤＥＸ ～ 

1 平成 25 年度からの雇用関係助成金についてのお知らせ 

2 

3 使用者による障害者虐待を防止しましょう 

4 リスクアセスメントをはじめよう！ 

5 千葉県労働相談センターへご相談ください 

6 減給の制裁および休業手当について 

7 「くるみん」は子育てサポート企業を応援しています 

8 始めてみよう！ワーク・ライフ・バランス⑨ 

9 高齢者に対する就職支援事業！ 

10 県内に広がるシルバーパワー！会員募集中 

11 中退共の退職金制度のご案内 

12 千葉県労働委員会 平成２４年の活動状況 

13 ポリテクセンター千葉が行う平成 25年度講習会のご案内 

14 ちば企業人スキルアップセミナー（千葉県在職者訓練）  

 

<裏表紙> 職業紹介等問合せ先一覧 

～千葉労働局から～ 
受動喫煙防止対策助成金制度のご紹介 



番号 １ 標題 平成 25年度からの雇用関係助成金についてのお知らせ 

    

 

 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

 

【千葉労働局 職業安定部 職業対策課】 

〒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 043-221-4393 

 

 

 



番号 ２ 標題 平成 25年度からの雇用関係助成金についてのお知らせ 

    

 

 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

 

【千葉労働局 職業安定部 職業対策課】 

〒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 043-221-4393 

 

 

 



番号 ３ 標題 使用者による障害者虐待を防止しましょう 

●「使用者による障害者虐待」とは 

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下「障害者虐待防止
法」）が平成２４年１０月１日に施行されました。その中で、「使用者による障害者虐待」の防
止についても定められています。 
「使用者」とは、障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者

に関する事項について事業主のために行為をする者（工場長、労務管理者、人事担当者など）
をいいます。「使用者による障害者虐待」とは、使用者が事業所で使用する障害者について行う、
次のような行為をいいます。なお、虐待が発生している場合、虐待をしている人、虐待を受け
ている人にその自覚があるかどうかは問いません。 
１ 身体的虐待 
障害者の身体に外傷が生じたり、生じる恐れ

のある暴行を加えること、または正当な理由な
く障害者の身体を拘束すること。（たたく、つ
ねる、なぐる、熱湯を飲ませる、異物を食べさ
せる、監禁する、危険・有害な場所での作業を
強いるなど。） 

に恥をかかせるなど。） 
４ 放置等による虐待 
障害者を衰弱させるような著しい減食また

は長時間の放置のほか、他の労働者による１～
３の虐待行為の放置など、これに準じる行為を
行うこと。（住み込みで食事を提供することに
なっているにもかかわらず食事を与えない、仕
事を与えない、意図的に無視する、放置するこ
とで健康・安全への配慮を怠るなど。） 

２ 性的虐待 
障害者に対してわいせつな行為をすること、

または障害者にわいせつな行為をさせること。
（裸の写真やビデオを撮る、理由もなく不必要
に身体に触る、わいせつな図画を配布する、性
的暴力をふるう、性的行為を強要するなど。） 

５ 経済的虐待 
障害者の財産を不当に処分すること。その

他、障害者から不当に財産上の利益を得るこ
と。（障害者であることを理由に賃金等を支払
わない、賃金額が最低賃金に満たない（※）、
強制的に通帳を管理する、本人の了解を得ずに
現金を引き出すなど。） 
※ 最低賃金の減額特例許可を受けている
場合については、減額後の最低賃金に満
たないとき。 

３ 心理的虐待 
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な

対応、不当な差別的言動その他、障害者に著し
い心理的外傷を与える言動を行うこと。（脅迫
する、怒鳴る、悪口を言う、拒絶的な反応を示
す、他の障害者と差別的な扱いをする、意図的 

● 事業主の責務 

障害者虐待防止法では、以下のとおり、事業主の責務が定められています。 
１ 障害者虐待の防止のための措置 
⑴ 労働者に対する研修の実施 
障害者の人権についての理解を深め、障害の特性に配慮した

接し方や仕事の教え方などを習得させるため、労働者への研修
を実施する、労務担当者を各種研修会へ参加させるなど。 
⑵ 障害者や家族からの苦情処理体制の整備 
障害者やその家族からの相談、苦情などに対応するための相

談窓口を開設し、周知する。 
２ 不利益取扱いの禁止 
通報や届出をしたことを理由に、その労働者に解雇等の不利益な取扱いをしてはなりません。 

● 使用者による障害者虐待を受けたら届出を、発見したら通報を！ 

使用者による障害者虐待を受けたり、虐待を受けた恐れのある障害者を発見したら、まず、
事業所所在地の市町村または都道府県の障害者虐待対応窓口にご連絡ください。通報などの秘
密は守られます。都道府県から報告を受けた労働局（労働基準監督署、ハローワークを含む）
では、都道府県と連携を図りつつ、所管する法律の規定による権限を適切に行使します。 
ご不明な点は、千葉労働局総務部企画室にお問合せください。 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

【千葉労働局 総務部 企画室】 
   〒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 043-221-2303 

 

 



番号 ４ 標題 リスクアセスメントをはじめよう！ 

 
 

 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

 

【千葉労働局 労働基準部 健康安全課】 

   〒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 043-221-4312 

 

 



番号 ５ 標題 千葉県労働相談センターへご相談ください 
 

 

 

 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

 

 

【千葉県労働相談センター】 

   電 話 043-223-2744 

 

 



番号 ６ 標題 減給の制裁および休業手当について 
 

 

 

Ａ． 

 減給の制裁とは、一般的に、労働者が服務規律違反や非行を犯した場合に、懲戒処分の 

ひとつとして、賃金を減額して支給することをいいます。 

 労働基準法第８９条で、制裁（懲戒処分）については、就業規則の相対的記載事項とし、 

制裁を制度として実施する場合には、その種類と程度を定めるように規定しています。 

 また、労働契約法第１５条で、「使用者が労働者を懲戒できる場合において、当該懲戒が、 

当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な 

理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、 

当該懲戒は、無効とする。」と懲戒権濫用法規を定めています。 

 減給は労働者の生活を脅かす恐れがありますので、減給額については限度があります。 

労働基準法第９１条で、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、 

その減給は、１回の額が平均賃金の１日分の半額を超え、総額が１賃金支払期における 

賃金の総額の１０分の１を超えてはならない。」と規定しています。 

つまり、１件の懲戒事案に対して、減給額は、当該労働者の平均賃金１日分の半額を超えて 

はならず、懲戒事案を数件起こした場合でも、１賃金支払期の減給の総額は、その支払期の 

賃金総額の１０分の１以内でなければなりません。 

従って、設問の場合は、会社の被った損害が多額であっても、懲戒事案が１件である限り、 

減給額は平均賃金の半額を超えてはなりません。 
 

 

 

 

Ａ. 

 休業手当に関しては、労働基準法第２６条で、「使用者の責に帰すべき事由による休業の 

  場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の１００分の６０ 

  以上の手当を支払わなければならない。」と規定しています。 

  従って、使用者の責に帰すべき事由により、労働者を休業させた場合には、就業規則に 

どのように定められていようと、１日の所定労働時間の一部のみの休業であろうと、労働者 

の休業期間中は、平均賃金の６割（一部休業の場合で、現実に就労した時間に対する賃金が 

平均賃金の６割に満たない時は、その差額）以上の休業手当を支払わなければなりません。 

設問の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たり、休業手当を支払う必要があります。 

 その他、休業手当が必要な例として、 

・ 経営障害（輸出不振、資金難、不況等）による休業 

・ 新規学卒採用者の自宅待機 

等があります。 

 なお、労働協約、就業規則または労働契約により、休日と定められている日については、 

休業手当を支給する義務は生じません。 

 

 

 

 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

 

 

【千葉県労働相談センター】 

   電 話 043-223-2744 

 

 

Ｑ．就業規則に違反し、会社に損害を与えた従業員に対する減給の制裁は、いくらまで可能か？ 

Ｑ．材料の仕入れが遅れ、仕事ができないので従業員を休ませたいが、休業手当は必要か？ 



番号 ７ 標題 ｢くるみん｣は子育てサポート企業を応援しています 

―くるみんマークで人材確保や職場環境の整備を進めましょう― 

 

 平成１７年４月に施行された次世代育成支援対策推進法では、一定の要件を満たす場合、事

業主は都道府県労働局長に申請し、次世代認定マーク「くるみん」の取得ができます。「くるみ

ん」を取得した企業は、広告や商品、求人広告などにマークをつけることができ、これにより

仕事と子育ての両立に配慮する「次世代育成支援対策に積極的に取り組んでいる企業」である

ことをアピールすることができます。 

 「くるみん」取得をめざすにあたり、自社の現状を把握することから、仕事と子育ての両立

の障害となっている事項を課題として認識し、従業員のニーズを把握することになります。そ

のため、管理者・従業員ともに職場環境について考えるきっかけとなり、仕事に対する意識の

向上や企業内の風通しが良くなる効果が期待できます。また、女性にとって働きやすい職場は、

男性にも働きやすい職場であるため、男女ともに優秀な人材の採用・定着ということも期待で

きます。 

雇用均等室では、千葉県内の大学や短大向けに「くるみん」の周知活動を行ない、そのなか

で認定企業名の公表をしています。県内では 2７社（１月３１日現在）が「くるみん」取得を

していますが、取得する企業がさらに増加してほしいと考えておりますので、認定制度に興味

をお持ちでしたら、ぜひ雇用均等室までご相談ください。 

くるみん取得のための認定基準 

① 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。 

② 行動計画の計画期間が、２年以上５年以下であること。 

③ 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。 

④ 平成２１年４月１日以降に策定・変更した行動計画について、公表および従業員への

周知を適切に行なっていること。 

⑤ 計画期間において、男性従業員のうち育児休業等を取得した者が１人以上いること。 

⑥ 計画期間において、女性従業員の育児休業取得率が、７０％以上であること。 

⑦ ３歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児休業に関する制度、所

定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置

に準ずる制度」を講じていること。                    

⑧ 次のア～ウのいずれかを実施していること。           

ア 所定外労働の削減のための措置 

イ 年次有給休暇の取得の促進のための措置 

ウ その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の 

整備のための措置 

⑨ 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な 

事実がないこと。 

（※認定基準⑤、⑥について３００人以下企業には特例があります。） 

千葉労働局ホームページのご案内 

行動計画の策定方法や認定申請に関して、より詳しい内容を知りたい方は千葉労働局のホー

ムページをご覧ください。（ http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html ） 

ホームページ内の雇用均等室のページに制度のご案内を掲載しております。また、くるみん

取得企業の認定書交付式および懇談会の様子をトピックスのページに掲載しておりますので、

仕事と子育ての両立に配慮した環境整備に取り組む際の参考にしていただければと思います。 

 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

【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 1F 

   電 話 043-221-2307 

 

 



番号 ８ 標題 始めてみよう！ワーク・ライフ・バランス ⑨ 
ワーク・ライフ・バランスの取組には、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・若手社員等モチベーション 

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２５年１月末現在 ５０８社登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24 年 4 月～平成 25 年 1 月まで） 

番号 企業（団体）名 番号 企業（団体）名 
12-01 有限会社ツイキ 12-10 徳永社会保険労務士事務所 
12-02 株式会社木山製作所 12-11 ちばぎん証券株式会社 
12-03 企業組合あしたね 12-12 千葉オイレッシュ株式会社 
 
12-04 

 
株式会社ジィ・シィ企画 

 
12-13 

社会福祉法人敬心福祉会 

浦安市障がい者福祉センター きらりあ 
12-05 学校法人畠山学園 はまの幼稚園 12-14 白鳥製薬株式会社 
12-06 ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社 12-15 社会福祉法人三誠会 
12-07 社会福祉法人ミッドナイトミッションのぞみ会 12-16 株式会社パル・ミート 
12-08 千葉県貿易協同組合 12-17 山崎産業株式会社 
12-09 株式会社ＫＵＵＲＡＫＵ ＧＲＯＵＰ 12-18 株式会社さわや 
※ 各宣言企業の取組内容はホームページをご覧ください。 

 

 

 

県では、企業における女性の活躍促進のための環境整備や男女が共に働きやすい職場風土づくりなど、

女性の視点に立ったワーク・ライフ・バランスの必要性やメリットに理解を深めてもらうため、企業に

おける女性の活躍推進セミナーを開催します。 

参加費は無料です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

少子高齢化の進展による労働力人口の減少が進む中、女性を始めとする多様な人材を活用することが、

経済社会の活性化にとって必要不可欠です。また、男女がその能力を十分に発揮できる職場環境を 

整備することにより、企業を成長に導きます。女性の視点に立ったワーク・ライフ・バランス（仕事と

生活の調和）の推進や多様な人材活用は、少子化の流れに対応し、企業における経営戦略の一つです。 

今回のセミナーでは、首都大学東京副学長 江原 由美子さんによる「女性の活躍による企業の活性化」

の講演を行います。 

【日時】 平成 25 年 3月 11 日（月）15 時 00 分から 16時 45 分まで 

【場所】 千葉県経営者会館 2階 会議室（千葉市中央区千葉港 4-3） 

    （千葉都市モノレール 市役所前駅徒歩 2分、JR千葉みなと駅より徒歩 7分） 

【内容】 テーマ：「女性の活躍による企業の活性化」～女性が導く経済成長～ 

    講師：首都大学東京 副学長 江原 由美子さん          

【定員】 90 名（申込先着順）参加費無料 

【申込方法】 住所、氏名、事業所名、連絡先を明記し、電話、FAX、Eメールにて 

千葉県商工労働部雇用労働課労働政策室までお申込みください。（下記参照） 

【URL】 

http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/jisedai kigyoujosei-katsuyaku-suishinseminar.html 

 
 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

 

【千葉県商工労働部 雇用労働課 労働政策室 労働環境班】 

電 話 043-223-2743  Fax 043-221-1180 

MailAD  koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

【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 労働政策室労働環境班 

 TEL 043-223-2743  FAX 043-221-1180  E-mail koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

企業における女性の活躍推進セミナー開催のご案内 



番号 ９ 標題 高齢者に対する就職支援事業！ 
 

 

 講習会にて技能を身に付けた高齢者、雇用・就業に結び就く!! 

 

 
 千葉県内にお住まいの雇用・就業を目指す高齢者（55 才以上）に対して、一般事務その他 6

業種の技能講習会等を行いました。803 人の講習修了生に対し、合同面接会やマッチング等の就

職支援事業（シニアワークプログラム地域事業）を実施し、「介護施設における職員支援」「警

備員」「マンション管理員」「子育て支援員」「事務補助」等の各業種に 390 人の方が結び付き元

気に働いております。 

  

 

【 平 成 ２ ４ 年 度 雇 用 就 業 者 実 績 】 

（平成２５年１月末日実績） 

 

① 年齢内訳              ②性別内訳 

390人計

５５歳　～　５９歳
６０歳　～　６４歳

　　　６５歳以上

91人
205人
94人

  

男性
女性

計

206人
184人
390人  

 

③ 雇用形態等内訳 

常用（雇用） 78人
パート（雇用） 202人
臨時（雇用） 32人
自営 2人
シルバー人材センターで就業 57人
その他で就業 19人

計 390人        
 

④ 職種内訳 

 

介護 88人 倉庫管理 9人
介護送迎 9人 販売 3人
警備 34人 公務 8人
子育て 27人 事務 22人
施設管理 38人 調理 32人
駐車場管理 3人 その他 112人
商品管理 5人 計 390人  

                              （千葉労働局委託事業） 

  
 

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 

   MailAD chibaren@sjc.ne.jp 

 

 



番号 １０ 標題 県内に広がるシルバーパワー！会員募集中 
 

 

 

 

 地域の高齢者が、長年培った知識・経験・技能を活かし、地域を単位に連帯して、ともに働

き、ともに助け合っていくことを目指しています。そして「自主・自立、共働・共助」の理念

のもと、高齢者の就業をとおした社会参加を促進し、高齢者自身の活動的な生活力を生み出す

とともに、地域社会の活性化につなげていきます。 

 働く意欲と能力を持った高齢者（６０歳以上）であれば誰でも参加でき、豊かで積極的な高

齢期の生活と社会参加による生きがいの充実を図ろうとするものです。 

 会員登録して、地域貢献の為に就業してみませんか。 

 【県内シルバー人材センター】 
団体名 電話番号 団体名 電話番号

公益社団法人 千葉市シルバー人材センター 043-265-0070 公益社団法人 浦安市シルバー人材センター 047-355-4001

公益社団法人 銚子市シルバ－人材センター 0479-20-7701 公益社団法人 四街道市シルバー人材センター 043-497-5080

公益社団法人 市川市シルバー人材センター 047-326-7000 公益社団法人 袖ケ浦市シルバー人材センター 0438-63-6053

公益社団法人 木更津市シルバー人材センター 0438-25-2433 公益社団法人 八街市シルバー人材センター 043-442-3531

公益社団法人 松戸市シルバー人材センター 047-330-5005 公益社団法人 印西市シルバー人材センター 0476-45-0468

公益社団法人 野田市シルバー人材センター 04-7125-2300 公益社団法人 白井市シルバー人材センター 047-498-1717

公益社団法人 香取市シルバー人材センター 0478-54-7710 公益社団法人 富里市シルバー人材センター 0476-90-1375

公益社団法人 茂原市シルバー人材センター 0475-25-4140 公益社団法人 山武市シルバ－人材センタ－ 0479-86-6616

公益社団法人 成田市シルバー人材センター 0476-36-6161 公益社団法人 横芝光町シルバ－人材センター 0479-80-3311

公益社団法人 佐倉市シルバー人材センター 043-486-5482 社団法人 大網白里市シルバー人材センター 0475-73-6771

公益社団法人 東金市シルバー人材センター 0475-58-1888 公益社団法人 多古町シルバー人材センター 0479-76-6606

公益社団法人 匝瑳市シルバー人材センター 0479-70-2030 一般社団法人 館山市シルバー人材センター 0470-27-2799

公益社団法人 旭市シルバー人材センター 0479-60-1150 一般社団法人 南房総市シルバー人材センター 0470-47-5410

公益社団法人 習志野市シルバー人材センター 047-493-8011 公益社団法人 酒々井町シルバー人材センター 043-496-4077

公益社団法人 柏市シルバー人材センター 04-7166-6681 公益財団法人　船橋市生きがい福祉事業団 047-435-1255

社団法人 勝浦市シルバー人材センター 0470-70-1313 白子町シルバ－人材センタ－ 0475-30-3778

公益社団法人 市原市シルバー人材センター 0436-60-3551 一宮町シルバ－人材センタ－ 0475-40-1729

公益社団法人 流山市シルバー人材センター 04-7155-3669 睦沢町シルバー人材センター 0475-44-1777

公益社団法人 八千代市シルバー人材センター 047-484-4680 東庄町シルバー人材センター 0478-86-4080

公益社団法人 我孫子市シルバー人材センター 04-7188-2200 長柄町シルバー人材センター 0475-30-7200

公益社団法人 鴨川市シルバー人材センター 0470-93-0124 長南町シルバー人材センター 0475-46-3391

公益社団法人 鎌ヶ谷市シルバー人材センター 047-443-4145 長生村シルバー人材センター 0475-32-6400

公益社団法人 君津市シルバー人材センター 0439-32-2711 一般社団法人 栄町シルバー人材センター 0476-95-6021 

 

 

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 

   MailAD chibaren@sjc.ne.jp 

 

 

シルバー人材センターは、県内４６ヵ所に設置しています 



番号 １１ 標題 中退共の退職金制度のご案内 
 
 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

【中小企業退職金共済事業本部】 

   〒170-8055 

東京都豊島区東池袋 1-24-1 

電 話 03-6907-1234 

 

 



番号 １２ 標題 千葉県労働委員会 平成 24 年の活動状況 

 

 

 
＜不当労働行為の審査＞ 

使用者が労働組合や労働者に対し不当労働行為を行った場合、労働委員会に対し救済の申立

てを行う制度です。 

 
係 属 件 数 

終結件数 翌年繰越 
前年繰越 新規申立て 合  計 

4 1 5 5 0 

 

・ ５件（うち１件が新規申立て）の事案を扱い、すべて２４年中に終結しました。 

・ 処理日数は最短で６３日、最長で６８０日でした。 

・ ５件中４件は、当委員会が目標とする１年６月以内に終結しました。 

 

 

＜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、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 
翌年繰越 

前年繰越 新規申請 計 解決 打切り 取下げ 計 

１ ６ ７ ３ ２ ０ ５ ２ 

 

・ ７件（うち６件が新規申請）の事案を扱い、うち５件が終結しました。 

・ 処理日数は最短で２３日、最長で５８日、平均４２．８日でした。 

 

 

＜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、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 
翌年繰越 

前年繰越 新規申請 計 解決 打切り 取下げ 不開始 計 

１ ９ １０ ５ ４ ０ １ １０ ０ 

 

・ １０件（うち９件が新規申請）の事案を扱い、すべて２４年中に終結しました。 

・ 処理日数は最短で６日、最長で１４２日、平均３３．６日でした。 

 

 

この記事に関する 

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 

   Ｆａｘ 043-201-0606 

   MailAD chiroi2@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

 

平成 24 年中の活動状況 



番号 １３ 標題 ポリテクセンター千葉が行う平成２５年度講習会のご案内 
 
 ポリテクセンター千葉（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 千葉職業能力開

発促進センター）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。 

 「労政ちば」をご覧の事業主の方に、平成２５年度７月までに開講予定のセミナーの一部

をご紹介いたします。ここで紹介した以外にも様々なセミナーを実施しております。パンフ

レットもございますので、ご希望の方は下記までお問い合わせください。また、下記のホー

ムページでもセミナーの紹介を行っております。社員研修の一環としてのご利用をご検討く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、当センターでは、上記のようにあらかじめ設定したセミナー以外に、事業主または

事業主団体の方々からの教育訓練のご要望に応じた日程やカリキュラムをご提案するオーダ

ーメイド型の能力開発セミナー並びにその他の研修を承っております。 

 他にも、業務に必要な技能・技術についてのご相談も併せて対応いたしますので、社員の

方の教育訓練やスキルアップに関してお悩みの事業主の方は下記までお気軽にご相談くださ

い。 
 

■ホームページはこちらになります ＵＲＬ http://www3.jeed.or.jp/chiba/poly 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

【ポリテクセンター千葉（千葉職業能力開発促進センター）】 

   訓練第二課  電 話 043-422-4622 

          Ｆａｘ 043-304-2132 

 

 

コース
番号

訓練
分野

コース名及び概要 日程 定員 受講料

太陽光発電パネルの仕組みと設置技術

建築物の高付加価値化をめざして、太陽光発電システムの構成、関連法規等々知識習得と施工
方法および省エネ計画技法に関して習得します

ＰＬＣによるシーケンス制御プログラミング（三菱Q編）

三菱ＱシリーズのＰＬＣのシステム構成やラダー図の作成方法を理解し、効率よくシーケンス
制御をするための方法を習得します。

被覆アーク溶接（実践編）

被覆アーク溶接の基本をしっかり習得し、より高い技能を身につけ、実際に起こり得る品質上
の問題点の把握と解決ができる技能・技術を習得します

機械技術者のための公差設計技術

機械設計業務の際に、製品の仕様に基づいた性能向上やコスト削減を実現するために、最適な
公差の設定方法・検証方法を実習を通して習得します

汎用フライス盤によるエンドミル実践加工（曲面、こう配加工）

立てフライス盤によるエンドミル加工について、基礎である段付・直溝から曲面加工、こう配
加工などの加工課題製作を通じて知識・技能を習得します

ＰＬＣによる自動化制御技術（三菱Ｑ編）

三菱ＱシリーズのＰLＣに関する知識・回路の作成法と実践的な生産設備設計に係るプログラ
ミング法を総合実習を通して習得します

設備管理技術者のための自動火災報知設備の保安管理技術

消防設備士４類（甲種・乙種）の範囲を対象とした消防設備に関する知識を種々の感知器、発
信機、受信機等の実機を操作しながら習得します

Ecl ipse環境によるJavaプログラム開発技術

EclipseによるJavaプログラミングに必要なJava言語の知識を基本から学び、実習をとおし
てJavaプログラム開発技術を習得します

3次元CADモデリング技術（ソリッド：Sol id  Works編）

3次元CAD（SolidWorks）による部品図作成方法について習得します

3次元CADモデリング技術（アセンブリ：Solid  W orks編）

3次元CAD（SolidWorks）による組立図の作成方法について習得します

被覆アーク溶接（各種姿勢編）

被覆アーク溶接の立向き溶接、横向き溶接、水平固定管の溶接、鉛直固定管の溶接など各種技
能を習得します

11,000円

10,500円

13,000円

9,000円

14,500円

14,000円

7,500円

10,500円

9,500円

15,000円

9,000円

10

10

10

10

10

15

10

10

10

8

10

6/16 ,
23

6/26 ,
27

7/1～ 3

7/4,5

7/25～
27

5/11 ,
18,25

5/16 ,
17

5/29 ,
30

6/4,5

6/4～ 6

6/8,15

設備

ICT

機械

機械

金属

設備

制御

金属

機械

機械

制御

H0501

E 2701

M0501

M0601

W 0201

H0101

E 0401

W 0101

M0301

M1701

E 0501



番号 １４ 標題 ちば企業人スキルアップセミナー（千葉県在職者訓練） 

 

  
  

 
千葉県では、企業で勤務されている方の能力向上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」を県内の各高等技術専門校で開催しています。 
ガス溶接、アーク溶接など資格取得コースや、Photoshop・Illustrator、Web デザイン、 
AutoCAD 現場で即役立つコースや、技能検定２級旋盤・技能検定３級造園の受検対策、 
電気工事士・非破壊検査ＰＴの受験対策にお役立てていただけるコースを開催します。 
平成２５年３月から４月に受講者を募集するコースは以下のとおりです。 

   詳しいコース内容や年間スケジュールについては、千葉県商工労働部産業人材課のホームぺージ 
「ちば企業人スキルアップセミナーのご案内」にて情報を掲載しておりますのでご確認ください。 
 

※受講料のほか、テキスト代は自己負担   
 
また、企業の皆様が現場で必要とする内容に対応するため、オーダーメイド型の訓練も行って 

おりますので、お気軽にお問い合わせください。 
  
【ちば企業人スキルアップセミナーのご案内ＨＰ】 

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

セミナー名 開催日 申込期間 定員 実施校 受講料 
第二種電気工事士(上期) 

筆記試験対策コース 

5 月 11 日(土)・ 

12 日(日)・19(日) 

3 月 11 日(月)～ 

4 月 22 日(月) 
20 名 船橋校 4,500 円 

切削加工の基礎知識 

(測定・加工)コース 

5 月 14 日(火)・ 

16(木)・21(火) 

3 月 14 日(木)～ 

4 月 25 日(木) 
5 名 船橋校 4,500 円 

Photoshop 応用コース 
5 月 23 日(木)・ 

24 日(金) 

3 月 23 日(土)～ 

5 月 1 日(水) 
8 名 東金校 3,000 円 

非破壊検査技術者資格試験対策 

ＰＴ実技コース 

5 月 29 日(水)・ 

30 日(木) 

3 月 29 日(金)～ 

5 月 8 日(水) 
5 名 市原校 3,000 円 

Illustrator 応用コース 
5 月 30 日(木)・ 

31 日(金) 

3 月 30 日(土)～ 

5 月 9 日(木) 
8 名 東金校 3,000 円 

ガス溶接技能講習コース 
6 月 5 日(水)・ 

6 日(木) 

4 月 5 日(金)～ 

5 月 15 日(水) 
10 名 船橋校 3,500 円 

アーク溶接特別教育コース 
6 月 18 日(火)・ 

19 日(水)・20(木) 

4 月 18 日(木)～ 

5 月 28 日(火) 
10 名 市原校 5,250 円 

技能検定２級 

機械加工「旋盤」受検対策 

(加工)コース 

6 月 18 日(火)・ 

20 日(木) 

4 月 18 日(木)～ 

5 月 28 日(火) 
4 名 旭校 

3,000 円 
6 月 29 日(土)・ 

30 日(日) 

4 月 29 日(月)～ 

6 月 10 日(月) 
4 名 我孫子校 

Web デザイン基礎コース 
6 月 20 日(木)・ 

21 日(金) 

4 月 20 日(土)～ 

5 月 30 日(木) 
8 名 東金校 3,000 円 

Web デザイン応用コース 
6 月 26 日(水)・ 

27 日(木)・28(金) 

4 月 26 日(金)～ 

6 月 5 日(水) 
8 名 東金校 4,500 円 

AutoCAD の基礎コース 
6 月 26 日(水)・ 

27 日(木) 

4 月 26 日(金)～ 

6 月 5 日(水) 
10 名 船橋校 3,000 円 

技能検定３級 

造園受検対策コース 

6 月 29 日(土)・ 

30 日(日) 

4 月 26 日(金)～ 

6 月 10 日(月) 
10 名 我孫子校 3,000 円 

 

 

この記事に関する 

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 

   MailAD syokuno001@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

ちば企業人スキルアップセミナー 



＜公共職業安定所＞

郵便番号 所在地 電話

千葉 261-0001 千葉市美浜区幸町1-1-3 043-242-1181

市川 272-8543 市川市南八幡5-11-21 047-370-8609

銚子 288-0043 銚子市東芝町5-9 0479-22-7406

館山 294-0047 館山市八幡815-2 0470-22-2236

木更津 292-0831
木更津市富士見1-2-1

アクア木更津ビル5階
0438-25-8609

佐原 287-0002 香取市北1-3-2 0478-55-1132

297-0078
茂原市高師台1-5-1
茂原地方合同庁舎1階

0475-25-8609

いすみ（出） 298-0004 いすみ市大原8000-1 0470-62-3551

271-0092
松戸市松戸1307-1

松戸ビル3階
047-367-8609

野田(出） 278-0027 野田市みずき2-6-1 04-7124-4181

第一庁舎 273-0011 船橋市湊町2-10-17 047-431-8287

第二庁舎 273-0005
船橋市本町2-1-1

船橋スクエア21ビル4・7階
047-420-8609

成田 286-0036 成田市加良部3-4-2 0476-27-8609

260-0842
千葉市中央区南町2-16-3

海気館蘇我駅前ビル3・4階
043-300-8609

＜その他の職業紹介機関＞
郵便番号 所在地　 電話

043-238-8300

043-238-8100

261-0001
千葉市美浜区幸町1-1-3

ハローワーク千葉3階
043-242-1181

272-0033 市川市市川南1-1-1 047-323-8609

292-0831
木更津市富士見1-2-1

アクア木更津ビル5階
0438-25-0881

271-0092 松戸市松戸1307-1　松戸ビル3階 047-367-8609

273-0005 船橋市本町1-3-1　フェイスビル5階 047-423-3097

290-0050
市原市更級5-1-18

市原市勤労会館（Yｏｕホール)1階
0436-26-8186

04-7166-8609

04-7166-8611

271-0092 松戸市松戸1307-1　松戸ビル3階 047-367-8609

290-0050
市原市更級5-1-18

市原市勤労会館（Yｏｕホール)1階
0436-23-6941

263-8733
千葉市稲毛区穴川4-12-1
稲毛区役所2階

043-284-0800

283-0068 東金市東岩崎1-3　東金市役所別棟1階 0475-52-1104

270-0111 流山市江戸川台東1-4　新川JAビル2階 04-7156-7888

289-2504 旭市ニの5127　旭市青年の家1階 0479-62-5359

285-0005
佐倉市宮前3-4-1

ミレニアムセンター佐倉3階
043-483-3180

279-0012
浦安市入船1-4-1

ショッパーズプラザ新浦安店4階

浦安市民プラザ内
047-381-8609

276-8501
八千代市大和田新田312-5
八千代市役所1階

047-483-1151

270-1151
我孫子市本町2-4-2

サンビーンズビル6階
04-7165-2786

296-8601 鴨川市横渚1450　鴨川市役所1階 04-7093-7853

佐倉市地域職業相談室

流山市地域職業相談室

八千代市地域職業相談室

ハローワーク松戸

　　　マザーズコーナー

ハローワーク船橋

　　　マザーズコーナー

船橋市本町1-3-1

フェイスビル9階

ハローワーク船橋ヤングコーナー

ふなばし新卒応援ハローワーク

ハローワークプラザ柏

まつど新卒応援ハローワーク

松戸

ハローワーク千葉南

　　　マザーズコーナー

マザーズハローワークちば

ハローワークプラザちば

ハローワーク木更津

　　　マザーズコーナー

旭市地域職業相談室

名称

船橋

千葉南

047-426-8474

277-0005
柏市柏4－8－1
柏東口金子ビル３階

千葉新卒応援ハローワーク

273-0005

鴨川市ふるさとハローワーク

千葉市ふるさとハローワーク

ハローワーク市川

　　　マザーズコーナー

かしわ非正規労働者総合支援センター

(かしわキャリアアップハローワーク）

我孫子市地域職業相談室

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

職業紹介等問合せ先

千葉市中央区新町3-13
千葉TNビル1階

260-0028

ハローワークプラザ市原

浦安市地域職業相談室

名称

茂原

東金市地域職業相談室

 


