
～ ＩＮＤＥＸ ～ 
 

1   だれもが安心して働ける職場環境の形成について    【千葉県 雇用労働課】 
     9月 13日（土）開催「中小企業の採用力アップ！ ワーク・ライフ・バランスで人材確保 

                                    ～人口減少社会の人材獲得戦略～」 

2   パートタイム労働法、次世代法が変わります！！  【千葉労働局 雇用均等室】 
     「パートタイム労働法」「次世代育成支援対策推進法」の改正について（4月 23日公布） 

 

3   千葉労働局の平成 26年度の労働施策       【千葉労働局 総務部企画室】 

 4 

5 

6 

7 

 8   個別的労使紛争あっせん  事例紹介        【千葉県労働委員会事務局】 

9   ポリテクセンター千葉が行う能力開発セミナーのご案内【ポリテクセンター千葉】 

10 

11 

12   出産・育児期間中の支援について            【千葉県労働相談センター】 

13   千葉県労働相談センターへご相談ください       【千葉県労働相談センター】 

14   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について 

             【千葉県 産業人材課】 

15‐1 障害のある方のための職業（委託）訓練について     【千葉県 産業人材課】 

15‐2 千葉県障害者雇用優良事業所                【千葉県 産業人材課】 

16  社員いきいき！会社も元気に！ ～宣言企業募集中～ 【千葉県 雇用労働課】 

17  両立支援アドバイザーを派遣します             【千葉県 雇用労働課】 

18   ご存知ですか？中退共の退職金制度      【中小企業退職金共済事業本部】 

 

 

 

 

労政ちば 

 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千千葉葉のの労労働働関関係係情情報報誌誌  

№５５１ 

夏号 

2014年 
（6 月 25日発行） 

最低賃金引上げに向けた中小企業支援事業について  【千葉労働局 賃金室】 

 
 ご存知ですか？『労働移動支援助成金』        【千葉労働局 職業対策課】 
 

高年齢者の再就職支援事業         【千葉県シルバー人材センター連合会】 
 

 

「労政ちば」は千葉県庁の HPにて 

カラーでご覧いただけます。 

次号発行日は 9月 25日の予定です。 

http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/kin-fukushi/rouseichiba.html 

「労政ちば」ＨＰ 

  【千葉県商工労働部雇用労働課】 

http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/kin-fukushi/rouseichiba.html


番号 １ 標題 だれもが安心して働ける職場環境の形成について 

千葉県・船橋市共催  ワーク・ライフ・バランスセミナーＩＮ船橋市 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

●日  時 ： 平成２６年９月１３日（土）１４時００分～１６時００分 

●場  所 ： 船橋市勤労市民センター３階 レクリエーションルーム 

（千葉県船橋市本町 4-19-6  ℡ 047-425-2551 ） 

●対  象 ： 企業の経営者、人事労務担当者、一般県民  

●参 加 費： 無料 

 申し込み方法 

(1) E-mail又は TELでの申込：「会社名・部署名」「役職」「市町村名・電話番号」「参加者氏名」御連絡くださ

い。船橋市 経済部商工振興課 労政係【E-mail:shokoshinko@city.funabashi.lg.jp】【TEL:047-436-2477】 

(2) 下記申込書に必要事項を記載の上、FAXにてお申し込みください。 

船橋市 経済部商工振興課 労政班【FAX：０４７－４３６－２４６６】 

(3)受付は申込順とさせていただきます。定員を超え、ご参加をお断りする場合のみ、連絡します。 
主催 千葉県・船橋市   後援予定  千葉労働局 

ワーク・ライフ・バランスセミナーIN 船橋市（9／13）参加申込書 

御社名、部署名（個人でお申込みの場合は、記入不要）              役職 

 
事業所所在地の市町村名（個人でお申込みの場合、お住まいの市町村名）電話番号 

 
参 加 者 名（ふりがな） 参 加 者 名（ふりがな） 

  

◎申込先 船橋市 経済部商工振興課 労政係 

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 労働環境班  】 
TEL：043－223－2743 Fax：043－221－1180  E‐mail：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進は、優秀な人材を確保し、その能力

を十分に発揮させ、知恵と付加価値で勝負するための経営戦略です。 

県内企業の取組事例の紹介や、専門家による講演を行いますので、ワーク・ライフ・バラン

スに取り組むメリットについて、是非、考えてみませんか？ 

<講演>    

 講師 永田 幸江 さん 

特定社会保険労務士、ｷｬﾘｱ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

ﾉｰﾌﾞﾙ・ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ株式会社 代表取締役 
 

<事例発表>  

株式会社ティーエスケー  取締役副社長 竹内 一 さん 

９月１３日（土） 

無料 



番号 ２ 標題 パートタイム労働法、次世代法が変わります!! 
パートタイム労働法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、平成 26 年 4 月 23 日に公布

されました。 

改正の概要は次のとおりです。 

 

 

パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、パートタイム労働法
が変わります。 

 
～パートタイム労働法改正のポイント～ 
 
I 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大 

 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、(1) 職務内容が正社員と同一、
(2) 人材活用の仕組み（人事異動等の有無や範囲）が正社員と同一、(3) 無期労働契約を締結しているパートタ
イム労働者であることとされていましたが、改正後は、(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を締結している
パートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。 

II 「短時間労働者の待遇の原則」の新設 
  事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務
の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広
く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。 
 改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用
管理の改善を図っていただくこととなります。 

III パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設 
  事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しな
ければならないこととなります。 

IV パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設 
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならな

いこととなります。 
 

＊ この他、虚偽報告等に対する過料や、厚生労働大臣の勧告に従わない企業名の公表制度の創設等の改正が
行われます。 

 
＊ 施行日は、公布の日(平成 26年 4月 23日)から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日とされて
います。具体的な施行日は、今後、労働政策審議会に諮って決定する予定です。 

 

 
 

～次世代育成支援対策推進法の改正のポイント～ 
 
I 法律の有効期限の延長（平成 26年 4月 23日施行） 

 法律の有効期限が平成３７年３月３１日まで１０年間延長されました。 
  このため、引き続き次世代法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立のための一般事業主行動計画（以下、「行
動計画」という。）を策定し、都道府県労働局に届出を行っていただく必要があります。（従業員数 101人以上
の企業においては義務、100人以下の企業においては努力義務） 

 
II新たな認定（特例認定）制度の創設（平成 27年 4月 1日施行） 
  現行法では、行動計画を策定・届出し、一定の要件を満たすと、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受け
ることができます。     
今回の改正では、このくるみん認定を受けた企業のうち、特に次世代育成支援対策 

の実施状況が優良な企業に対する新たな認定（特例認定）制度が創設されます。 
  特例認定を受けた場合、行動計画の策定・届出に代わり、次世代育成支援対策の 
実施状況を公表していただくことになります。 

 
※ 次世代法による取組は、非正規雇用の労働者も対象です。 

 
 

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 1階 

   電 話 ０４３－２２１－２３０７ 

パートタイム労働法の改正について 

次世代育成支援対策推進法の改正について 

「子育てサポート企業」の証 

愛称： くるみん 



番号 ３ 標題 千葉労働局の平成２６年度の労働施策 
 千葉労働局は、労働基準、職業安定及び雇用均等の三行政がそれぞれの専門性を十分に発揮するとともに、

三行政の連携を密にし、分野横断的な施策を効果的に実施することによって、県民のニーズに合ったきめ細

かな行政運営を目指して、信頼される行政の推進に努めて参ります。 

 

１ 「全員参加の社会」の実現に向けた雇用改革・人材力の強化 
 雇用情勢が改善傾向にある中で、ハローワークのマッチング機能を強化するとともに、地方自治体や民間人材ビ

ジネスと連携し、千葉県全体で労働力の需給調整機能の充実に取り組みます。 

 また、少子高齢化や経済のグローバル化が進む中、持続的な経済成長を実現するためには、若者や女性・高齢者

等の力を最大限引き出すことが不可欠です。このため、若者の就業支援、女性の再就職支援、高齢者の生涯現役社

会の実現に向けた取組み等を強化します。 

 また、工場撤退等に伴う影響が大きい地域について、引き続き関係機関と連携した再就職支援を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
２ 安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり 
千葉県内では、労働基準法が適用される約 15万事業場で約 190万人が働いています。労働者が安心して働ける職

場環境を実現するためには、労働基準法等で定められた労働条件等が確保され、また、その向上を図ることが必要

です。千葉労働局と県内の労働基準監督署では、「安心して安全かつ健康に働くことができる職場づくり」を目標に

次の施策を重点に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

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 

    Ｆａｘ．０４３－２２４－７６７５ 
 

【 重点施策 】 

① 地方自治体との連携及び民間を   ⑧  失業なき労働移動の実現 

活用した就職支援            ⑨ 成長分野などでの雇用拡大、人材育成 

② 若者・非正規雇用対策の推進         の推進 

③  高年齢者の就労促進等を通じた  ⑩  重層的なセーフティネットの構築  

生涯現役社会の実現            ⑪ 労働者・企業の職業能力開発への支援                 

④  障害者雇用対策の推進      ⑫ ジョブ・カード制度の推進 

⑤  子育てする女性等に対する雇用  ⑬  民間等の労働力需給調整事業の適正 

     対策の推進                        な運営の促進  

⑥  外国人の雇用対策の推進          ⑭  雇用保険制度の安定的運営 

⑦  雇用管理改善対策の推進          ⑮  パートタイム労働者の均等・均衡待遇

の確保等対策の推進 

 

     

 

    

【 最重点施策 】 

① 職業紹介業務の充実

強化による効果的な

マッチングの推進 

 

②  女性の活躍促進のた

めの対策の推進 

【 最重点施策 】 

① 建設業における労働

災害防止対策 

 

② 働く人が活躍しやす

い職場環境の改善の

取組 

 

【 重点施策 】 

① 労働条件の確保・改善対策 

② 適正な労働条件の整備 

③ 労働災害を減少させるための重点業種等対策の推進 

④ 東日本大震災関連の労働災害防止対策の推進 

⑤ 職業性疾病等の予防対策の推進 

⑥ メンタルヘルス対策、産業保健対策の推進 

⑦ 労災補償対策の推進 

⑧ 最低賃金制度の適正な運営等 

⑨ 労働保険適用徴収業務の推進 

⑩ 個別労働関係紛争の促進 

 



番号 ４ 標題 最低賃金引上げに向けた中小企業支援事業について① 
千 葉 労 働 局 

千葉労働局では、「最低賃金引上げに向けた中小企業支援事業」として、中小企業最低賃金引

上げ対策費補助金制度として業務改善助成金の支給及び、最低賃金引上げに向けた中小企業専

門家派遣・相談等事業として経営労務改善相談センター（千葉県最低賃金総合相談支援センタ

ー）を設置して無料で相談等を承っておりますので御活用ください。業務改善助成金の申請方

法等の相談についても経営労務改善相談センターでお受けしております。 

千葉労働局ホームページ http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp 
 

最低賃金引上げに向けた 

中小企業支援事業 

トップページにある       ・業務改善助成金   このバナーから詳細が御覧いただけます。 
相 談 等 支 援 

 

○業務改善助成金のご案内 
この助成金は、中小企業の賃金と業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引き上げを図る

ための制度です。 

 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/2516/2014515143349.pdf 

≪支給の要件≫ 

① 賃金引上計画 

 事業所内で最も低い時間給（800円未満）を 40円以上引き上げる計画を作成し、実施

すること。 

② 業務改善計画 

 業務改善（賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・

器具の導入※・研修等）に係る計画を作成し、実施すること。 
 ※パソコンの増設や、機器の導入など 

 ≪支給額≫ 

  上記業務改善の経費の２分の１（小規模事業所は、４分の３※） 
         ※平成 26年度から、企業規模 30人以下の小規模事業所については、要した経費の 

４分の３を助成できることになりました。（上限 100万円） 

 

    
 

 

 

        

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 賃金室 】 

       電 話 ０４３－２２１－２３２８ 

       Ｆａｘ．０４３－２２１－４４０８ 

http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/2516/2014515143349.pdf


 

番号 ５ 標題 最低賃金引上げに向けた中小企業支援事業について② 
 

○<最低賃金>ワン・ストップ無料相談  

社会保険労務士や経営コンサルタントが中小企業事業主の次のような悩みについて無料で

ワン・ストップで、相談対応・専門家派遣いたします。 

   http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/2528/2014512113237.pdf 

≪相談例≫ 

① 経営課題（販路開拓、新規事業開拓、技術指導、資金調達、支援制度の案内等） 

② 労務管理（最低賃金の引上げに向けた制度の説明、賃金制度や労働時間短縮の見直し等） 

 ≪専門家の派遣≫ 

   課題解決のための専門家派遣の要望があった場合に、最低賃金総合支援センターまたは 

中小企業庁が委託事業として運営する支援ポータルサイト（ミラサポ）を通じ派遣された 

専門家が、事業場の実態を把握、分析した上で、具体的な課題解決手法を提案します。 

        
 

経営労務改善相談センター（千葉県最低賃金総合相談支援センター） 

  http://www.sr-chiba.org/ippan/osagashi/soudansien.html 

 
〒260-0015 

    千葉市中央区富士見２丁目 7番５号 

 富士見ハイネスビル７階 

    （千葉県社会保険労務士会 内） 

電話 ０４３－２２２－０５００ 

開設日   

 原則、土日・祝日を除く平日（月１８日） 

 

 開設予定日（□印） （７月）         （８月）          (９月) 
日 月 火 水 木 金 土 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 4 5 
 

          1 2 
 

  1 2 3 4 5 6 

6 7 8 9 10 11 12 
 

3 4 5 6 7 8 9 
 

7 8 9 10 11 12 13 

13 14 15 16 17 18 19 
 

10 11 12 13 14 15 16 
 

14 15 16 17 18 19 20 

20 21 22 23 24 25 26 
 

17 18 19 20 21 22 23 
 

21 22 23 24 25 26 27 

27 28 29 30 31     
 

24 25 26 27 28 29 30 
 

28 29 30         

              
 

31             
 

              
 

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 賃金室 】 

       電 話 ０４３－２２１－２３２８ 

       Ｆａｘ．０４３－２２１－４４０８ 

 

http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/2528/2014512113237.pdf
http://www.sr-chiba.org/ippan/osagashi/soudansien.html


 

番号 ６ 標題 ご存知ですか？ 『労働移動支援助成金』   1/2頁 

 

 
 

 

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、都道府県労働局にお尋ねください。  

「労働移動支援助成金（再就職支援奨励金）のご案内」パンフレット  

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042777.pdf 

「労働移動支援助成金（受入れ人材育成支援奨励金）のご案内」パンフレット  

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000038714.pdf 

「離職する従業員の再就職を援助するために ～「再就職援助計画」のご案内 ～ 」パンフレット  

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000038711.pdf 

 

 

千葉労働局職業対策課・ハローワーク 

 

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 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042777.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000038714.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000038711.pdf


番号 ７ 標題 ご存知ですか？ 『労働移動支援助成金』   2/2頁 

 

 

 

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】 

〒260-0013 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 ８ 標題 個別的労使紛争あっせん 事例紹介 
 

 
千葉県労働委員会では、労働者個人と使用者との間で、労働条件をめぐるトラブルが生じ、

当事者間で解決できない場合に、円満な解決をお手伝いする「個別的労使紛争のあっせん」を

行っています。近年取り扱った事例を紹介します。 

 

1 病気を理由に、休職期間満了後に退職することを予告された労働者の事例 

： 労働者は、主治医から「重労働でなければ就労可能」診断されたため職場復帰を求めた。

一方、使用者は、「病気前の仕事を行うことができないこと、復職したとしても使用者は安全

配慮義務を全うすることができないこと」から、休職期間満了後に退職となる旨回答した。    

そこで、労働者は職場復帰を求め、労働委員会にあっせんを申請した。 

 あっせん員から使用者に対し、他の業務への配置転換の可能性もふまえて検

討するよう求めたところ、使用者は復職後の業務について検討する余地がある意向を示した。 

調整を進めた結果、申請者の復職の可否や復職先業務について協議し、定めた期限内に結

論を出すことで、双方が合意し解決した。 

 

２ 使用者が、会社の損害を労働者の給与と相殺し、不当に解雇されたとする事例 

       労働者は、社用車で物損事故を起こし、解雇された際に社用車修理代金の一部と給与が

相殺された。また、解雇予告手当を請求したところ、使用者側から損害賠償請求通知書が郵

送されてきた。労働者は、損害賠償請求の撤回と不当解雇に対する補償を求め、労働委員会

にあっせんを申請した。 

あっせん員から使用者に対し、過去の判例を鑑みても労働者の負担が多過ぎる

旨を指摘した。 

  調整を進めた結果、使用者が損害賠償請求書を撤回することで双方が合意し解決した。 

 

○ 労働委員会では、労働者と使用者との間の争いを解決するため、次のような業務を行ってい

ます。 

「個別的労使紛争あっせん」について、詳しくは、 

http://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/roudoumondai/kanrenhouki/kobetsu-assen/index.html 

 
その他、労働委員会では、労働組合と使用者で紛争（労働争議）が生じ、話し合いによる解決が困難な

場合の「労働争議の調整（あっせん・調停・仲裁）」を実施しています。詳しくは、 

http://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/roudoumondai/kanrenhouki/roudousougi/index.html 

また、使用者が、労働組合法第 7 条で禁止している不当労働行為を行ったと思われる場合、労働者や

労働組合は、労働委員会に対し、不当労働行為救済申立てをすることができます。申立てを受けて、労働委員

会は、審査を行い、不当労働行為があったと判断した場合は、使用者に対し救済命令を発します。詳しくは、 

http://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/roudoumondai/kanrenhouki/futouroudou.html 

 

 

 

 

 

 

 

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 

    ファクシミリ ：０４３－２０１－０６０６ 

 

経緯 

あっせんの結果 

経緯 

あっせんの結果 

http://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/roudoumondai/kanrenhouki/kobetsu-assen/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/roudoumondai/kanrenhouki/roudousougi/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/chiroui/roudoumondai/kanrenhouki/futouroudou.html


9 標題

　　オーダーメイド型能力開発セミナーについては、こちら↓

http://www3.jeed.or.jp/chiba/poly/chiba/zaishoku/application/ordermade.html

【ポリテクセンター千葉　（千葉職業能力開発促進センター）】 ＵＲＬ：  http://www3.jeed.or.jp/chiba/poly/

自動生産システムの基盤となる有接点シーケンス制御に
ついて、制御システムを構成する機器の構造やシーケン
ス図の見方、書き方、配線方法を学び、タイムチャートか
らシーケンス図を作成し配線方法等を習得します。また、
誤配線、機器異常のチェック方法についても習得します。

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
                                   ＴＥＬ：　０４３－４２２－４６２２
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＦＡＸ：　０４３－３０４－２１３２

W0601 ＴＩＧ溶接技術
（ステンレス鋼板材編） 8/26～28 15,000

各種姿勢に対応したＴＩＧ溶接に対しての技能高度化 を
めざして、必要とされる技能レベルの診断を行い、 その
結果に基づいて各種姿勢での溶接施工に関する技 術・
技能とＴＩＧ溶接の施工に関して問題点の把握と 解決手
法を習得します。

H2301 木造住宅における壁量計算技術 9/6,７ 11,000
木造住宅の計画・設計において構造的な検討 を行う上
で重要な壁量計算について設計の手順と構造計画に関
する構造技術を習得します。

E0103 有接点シーケンス制御配線設計技術 9/17,18 10,000

S0801 製造業におけるコスト原単位の捉え方と活用 8/4～6 12,000
製造業における生産効率の向上、低コスト効率化を目指
して、コスト原単位について理解し、生産 現場における問
題点の具体的解決手順や実践的解決法を習得します。

M1901 ＮＣ旋盤実践技術 8/5～7 17,000

NCプログラム製作と加工条件、加工工程の進め方を学
び、NC旋盤加工に必要なプログラムの知識とプログラミ
ングの効率化や適正なノーズR補正の使い方など、NCプ
ログラムの作成とツーリング及び補正法について習得し
ます。

E2101
センサによる検出量の変換とセンサ応用回
路の設計技術

7/10,11 10,000
温度センサ、光センサなど各種センサの動作原理を理解
しスイッチング信号を出力する応用回路の設計に必要な
知識と技能を習得します。

E2701
組込みマイコンによる入出力制御技術（H8
編）

7/15,16 10,000

C 言語を用いて、H8 マイコンの PIO（パラレル入出力）、
LCD（液晶表示器）、ステッピングモー タの制御等、組込
みシステムを構築するために必要なプログラミング技術
を習得します。

W0901 超音波探傷技術の応用 7/1～4 23,500

超音波探傷試験に必要な理論を正しく理解し、試験検査
に要求される手順、条件を明確に把握し、欠陥を検出で
きる高度な内容の作業が遂行できる知識・技能を習得し
ます。

S0601 製造現場における工程管理技法と改善 7/7,8 9,000
生産現場における生産工程の最適化・効率化及び改善
をめざして、自社の生産現場の現状を踏まえ た工程を管
理する手法について習得します。

番号 ポリテクセンター千葉が行う能力開発セミナーのご案内
　
　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、在職者の方々の人材育成・スキルアップを目的として、“ものづくり”に関連する能力開発セミ
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２６年７月から９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。また、パンフレットや下記のホームページにおいても様々なセミナーのご紹介を行ってお
ります。ご希望の方は下記までお問い合わせください。
　なお、当センターでは、あらかじめ設定したセミナー以外にも、事業主または事業主団体の方々からの
ご要望に応じて、日程やカリキュラムをご提案する、オーダーメイド型能力開発セミナーを承っておりま
す。社員研修の一環として是非ご利用ください。

≪７月～９月　開講コース≫

コース番号 コ　ー　ス　名 日程
受講料
（円）

コ　ー　ス　概　要

ポリテクセンター千葉 検索 

http://www3.jeed.or.jp/chiba/poly/chiba/zaishoku/application/ordermade.html
http://www3.jeed.or.jp/chiba/poly/


 

番号 １０ 標題 高年齢者の再就職支援事業［求人企業の皆様へ］1/2頁 
 

 

 

 

 

 

公益社団法人千葉県シルバー人材センター連合会が、千葉労働局の委託を受けて、働く意欲

のある高年齢者を対象に、地域の事業主団体・千葉労働局・公共職業安定所の協力のもと下記

の１６項目の技能講習会を実施し、雇用や就業を前提に「技能講習」と「合同面接会」を一体

的に行い、雇用・就業に繋げております。 

 

★★★★★★★★★★★★【平成２６年度合同面接会実施予定】★★★★★★★★★★★★ 

合同面接会内容 開催日 会場 
求職者参加 

予定者数 

警備職・マンション管理職 

マンション・ビル清掃職 
8/11(月) 千葉市民会館 75人 

保育補助職・ハウスクリーニング職 9/3(水) 千葉市民会館 50人 

警備職合同面接会 9/12(金) 木更津市総合福祉会館 15人 

マンション・ビル清掃職 9/17(水) 若潮ホール（館山市） 12人 

保育補助職合同面接会 9/19(金) 柏の葉公園センター 30人 

ハウスクリーニング職 9/26(金) 
銚子市中央地区コミュニテ

ィーセンター 
12人 

介護系職合同面接会 10/15(水) ハローワーク船橋 44人 

介護系職・ハウスクリーニング職 10/22(水) 千葉市民会館 79人 

介護系職・保育補助職 10/27(月) 柏の葉公園センター 108人 

警備職・マンション管理職 

マンション・ビル清掃職 
11/5(水) ハローワーク船橋 65人 

調理補助職 

マンション・ビル清掃職 

ハウスクリーニング職 

11/21(金) 
公津の杜コミュニティーセ

ンター 
42人 

介護系職合同面接会 11/26(水) 千葉市民会館 88人 

マンション管理職 

マンション・ビル清掃職 
12/3(水) ハローワーク船橋 73人 

介護系職・保育補助職 12/10(水) ハローワーク船橋 47人 

警備職 12/17(水) ハローワーク船橋 20人 

マンション管理職 

マンション・ビル清掃職 
12/19(金) 

千葉市ビジネス支援センタ

ー 
52人 

 

◎ 求人企業様のご協力により、技能講習会修了者に対し 8月中旬より合同面接会及び求人情 

報の提供を実施いたします。55歳以上の高年齢者採用にご協力いただける企業様、ご連絡 

お待ちしております。 

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 

 

技能を習得した高齢者を採用してみませんか？ 

mailto:chibaren@sjc.ne.jp


 

番号 １１ 標題 高年齢者の再就職支援事業［求人企業の皆様へ］2/2頁 
 

★★★★★★★★★★★★【平成２５年度高齢者就職支援実績】★★★★★★★★★★★★ 

 技能講習会受講者数 1,050 人、うち修了者数 1,024 人の方が、合同面接会やマッチング等に

より就職活動を行いました。雇用・就業者数は、715人（69，8％）！！ 

 

 ◎雇用・就業実績状況◎ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★【特定求職者雇用開発助成金】★★★★★★★★★★★★★★ 

 満６０歳以上の離職者をハローワークの紹介で雇入れる事業主に対して、助成金が支給され

ます。助成金制度については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。 

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 １２ 標題 出産・育児期間中の支援について 

 

 
Ａ．労働者が出産や育児をしながら就労継続するために、休業制度や生活支援、不利益な扱いをされ

ないよう、様々な法律が作られています。 

 

① 産前・産後休業、育児休業などの就労継続支援制度 

・妊娠中の女性労働者が保健指導・健康検査を受けるために必要な時間を取ることができます。 

（妊娠２３週まで４週に１回、３５週まで２週に１回、以降出産まで１週に１回）《均等法１２条》 

    ・産前休業は出産予定日６週間前（多胎妊娠の場合は１４週前）から取得することができます。 

また、産後休業は、出産の翌日から８週間で、このうち６週間は強制的な休業となります。 

《労基法６５条》 

・１歳未満の子を養育する男女労働者（期間の定めのないﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者や一定の有期労働者 

を含む）は、育児休業を取得することができます。（父母とも取得する場合は１歳２カ月の間に１ 

年間、子が１歳を超えても保育所に入所できないなど休業が必要と認められる一定の場合に 

は１歳６カ月まで取得できます。）《育児・介護休業法５条６条》 

    ・３歳未満の子を養育する男女労働者が希望した場合の、短時間勤務制度の導入《同２３条》、

所定外勤務を免除する所定外労働の制限(*)《同１６条》が事業主に義務付けられています。 

    ・小学校就業前の子を養育する男女労働者が申出た場合の、病気やけがをした子の看護の 

ための看護休暇（子が一人なら年５日、子が二人以上の場合は１０日）《同１６条》や、法定時間 

外労働の制限(*)(１カ月２４時間、１年１５０時間を超える時間外労働)《同１７条》深夜業の制限 

(*)《同１９条》などの支援制度を事業主は設けることになっています。 

  (*)については「事業の正常な運営を妨げる場合」には認めなくてもよいとされています。 

 

② 産前産後・育児休業中の生活支援 

・健康保険の被保険者であれば、産前４２日産後５６日の休業期間中は、健康保険から出産手

当金（標準報酬日額の３分の２）が支給されます。さらに出産育児一時金も一児ごとに４２万円

支給されます。《健康保険法１０１条１０２条》 

・育児休業開始前２年間に賃金支払い基礎日数が１１日以上ある月が１２カ月以上ある雇用保

険の被保険者は、育児休業給付金が支給されます。支給額は休業開始後１８０日目までは休

業開始前の賃金の６７％（平成２６年４月１日以降開始の場合）となり、１８１日目からは従来ど

おり休業開始前の賃金の５０％となります。《雇用保険法６１条》 

・育児休業中や平成２６年４月３０日以降終了予定の産前産後休業中労働者が申請した場合、 

社会保険料（厚生年金保険・健康保険）は免除されます。(産前産後休業は４月分以降の保険

料が免除となります。)《厚生年金保険法８１条、健康保険法１５９条》 

 

③ 不利益取り扱いの禁止 

・婚姻、妊娠、出産等を理由として女性に不利益な取り扱いは禁止されています。《均等法９条》 

・産前産後休業中とその後３０日間は労働者を解雇することができません。《労基法１９条》 

・育児休業など育児中の労働者を支援する制度の申し出や取得を理由として、解雇など不利益 

な取り扱いをしてはなりません。《育児介護休業法１０条、１６条、１８条、２０条、２３条》 

 

 

 

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．働く人の出産・育児を支援する法律には、どういうものがありますか？ 

 



 

番号 １３ 標題 千葉県労働相談センターへご相談ください 
 

 
 

千葉県労働相談センターについては、こちら↓ 

http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/soudan/roudoukankei/roudousoudan.html 

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 

 

（面接又は電話による） 

原則として 

毎月第４水曜日の 

午後５時 30分～午後７時 30分 

http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/soudan/roudoukankei/roudousoudan.html


番号 １４ 標題 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について 

  

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。 

7～10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 

HTML と CSS によるWeb サイト作成 8/23(土)・24(日) 8/4(月)まで 10名 船橋 3,000円 2,138円 

Excel（マクロ/VBA）実践 8/30(土)・31(日) 
6/30(月) 

～8/11(月) 
10名 船橋 3,000円 2,808円 

プレス機械作業主任者技能講習 
9/2(火）・3(水)・ 

4(木) 

7/2(水) 

～8/12(火) 
10名 船橋 4,000円 1,512円 

第二種電気工事士(下期) 

筆記試験対策 

9/14(日)・21(日)・

28(日) 

7/14(月) 

～8/25(月) 
20名 船橋 4,500円 2,052円 

機械製図 基礎編 

（機械図面の読みかた・描きかた） 
9/17(水)・18(木) 

7/17(木) 

～8/27(水) 
10名 船橋 3,000円 1,404円 

技能検定２級 建築大工受検対策 
9/28(日)・10/19(日) 

・11/23(日) 

7/28(月) 

  ～9/8(月) 
6名 東金 5,250円 2,916円 

AutoCAD の基礎（操作編） 10/1(水)・2(木) 
8/1(金) 

  ～9/10(水) 
6名 旭 3,000円 不 要 

第三種冷凍機械保安管理技術 

試験対策 
10/19(日)・26(日) 

8/19(火) 

  ～9/29(月) 
10名 船橋 3,000円 2,571円 

機械製図 精度編 

（表面性状と公差） 
10/30(木)・31(金) 

8/29(金) 

  ～10/9(木) 
10名 船橋 3,000円 1,404円 

AutoCAD の基礎（操作編） 11/11(火)・13(木) 
9/11(木) 

 ～10/21(火) 
10名 船橋 3,000円 不 要 

第二種電気工事士（下期） 

技能試験対策 

11/16(日)・23(日)・

30(日) 

9/16(火) 

 ～10/27(月) 
12名 船橋 4,500円 1,296円 

【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 

 

千葉県立高等技術専門校では、各分野の将来を担う、人材の育成に取り組んでいます。 

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。下記の３コースは 10月入校コースです。 

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。 
 

校  名 科 名 定員 期間 募集期間 選考日 

船橋高等技術専門校 
《TEL 047-433-2790》 

○金属加工科 12名 ９か月 
26.7.22(火) 

～26.8.15(金) 
26.8.27(水) 

市原高等技術専門校 
《TEL 0436-22-0403》 

○ビルメンテナンス科 16名 

６か月 
26.7.28(月) 

～26.8.19(木) 
26.8.28(木) 

我孫子高等技術専門校 
《TEL 04-7184-6411》 

○造園科 11名 

【各高等技術専門校のご案内ＨＰ】 

http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/senmonkou/26bosyuu.html 

 

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 

http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/skillup/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/senmonkou/26bosyuu.html


番号 15-1 標題 障害のある方のための職業（委託）訓練について 

 
 

 この訓練は、県が求職中の障害のある方を対象に、企業や社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間

教育訓練機関等に委託して、就労に役立てていただくために実施する短期の公共職業訓練です。 

（１）訓練期間 １～３か月（④のみ２～４か月） 
（２）募集コース 
  ①ＰＣ技能習得コース 
   主に初級の方を対象にパソコンの活用能力やＩＴに関する知識・技能を習得します。 

  ②作業実務コース 

   実技を中心とした作業訓練を通して働く姿勢や知識・技能・態度を習得します。 
  ③企業実践コース 
   企業などの事業所現場で作業実習を行い、実践的な職業能力を習得します。 

  ④デュアルシステムコース 

   座学などの施設内訓練で働く姿勢や知識・技能・態度を習得し、その後、企業などの事

業所で実際に即した作業実習を行います。就労に必要な職業能力を一貫して習得します。 
 

 

 県では、障害のある方を対象に多様な委託先での職業訓練事業を実施しています。この事
業は、障害のある方の個々の状況に応じて行う作業実務コースと事業所現場で行う実践的
な企業実践コースを設定していますが、この事業の実施にご協力いただける企業・団体を
募集しています。 
＜お問い合わせ先等＞ 
上記の募集の詳細につきましては、県のホームページをご覧になるか下記までご連絡ください。 

 ○千葉県立障害者高等技術専門校 
  〒266-0014 千葉市緑区大金沢町４７０番地 

Tel：043-291-7744  Fax：043-291-7745 
   ホームページアドレス 

http://www4.ocn.ne.jp/~shogisen/index.html（障害者高等技術専門校） 
   http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/（県産業人材課） 

 

番号 15-2 標題 
千葉県障害者雇用優良事業所（笑顔いっぱい！ 

フレンドリーオフィス）の募集について 

 

                        
  
千葉県では、障害のある人を積極的に雇用し、障害のある人もない人 

も共に働いている企業・事業所を「笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス 

」として認定し、公表しています。 

認定されると、認定書が交付され、事業所名・取組内容等を県ホーム 

ページで紹介しますので、企業イメージの向上や社員の誇りとなること 

などの効果が期待できます。また、認定された事業所は、ロゴマークを 

会社案内や名刺等に使用することができます。みなさまからの御応募を 

お待ちしております。  

応募方法については、下記ホームページをご覧ください。 

http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/friendly/index.html 

 

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障害者就労支援班】                   

    電 話 ０４３－２２３－２７５６ 

    Ｆａｘ．０４３－２２１－３７３０ 

    MailAD  jinzai2@mz.pref.chiba.lg.jp 

障害のある方のための職業（委託）訓練生の募集 

障害のある方のための職業（委託）訓練にご協力いただける企業・団体を募集 

千葉県障害者雇用優良事業所 募集中！！ 

（笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス） 

 

http://www4.ocn.ne.jp/~shogisen/index.html
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/friendly/index.html


番号 １６ 標題 社員いきいき！会社も元気に！～宣言企業募集中～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 労働環境班  】 
TEL：043－223－2743 Fax：043－221－1180  E‐mail：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

現在、出産を機に退職した女性の約４分の１が、仕事と育児の両立が難しいと 
いう理由で仕事を辞めています。また、働きながら介護する人は２９０万人、 
介護により離職する人は年間１０万人に上ると言われています。就職する学生に 
対するアンケートでも「個人の生活と仕事を両立させたい」との項目が上位に 
あがっています。 
千葉県は、仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組んでいる企業を“社員いきい

き！元気な会社”宣言企業として募集・登録し、県のホームページ等で紹介してい
ます。 

“社内いきいき！元気な会社”宣言企業

であることが広く社内外へ知られることに

より 

● 社員を大切にする企業イメージ向

上 

● 優秀な若手人材の獲得 

● 女性社員の活躍 

● 社員の会社への誇り 

などの経営効果が期待されます。 

また、無料で千葉県両立支援アドバイザ

ー派遣や各種情報提供などを行っていま

す。 

社員いきいき 検索 

千葉県庁ホームページ 

http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/portalsite/ikiiki.html 

http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/portalsite/ikiiki.html


 

番号 １７ 標題 両立支援アドバイザーを派遣します 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○その悩み、解決すべきではありませんか？ 

☆従業員がやめる  ☆従業員が病む 

☆人材が育たない  ☆生産性が上がらない  ☆新しい知恵や工夫が生まれない 

 

⇒両立支援アドバイザーとともに、職場環境の改善を考えてみませんか？ 

 

仕事と家庭を両立できる職場は、従業員の意欲の向上、人材定着、生産性ＵＰ、多様な人材の獲

得による人事の活性化により、新しい発想・知恵による経営改革をもたらすと言われています。 

 

○育児や介護と両立できる職場にするには？  

 

⇒こんなご相談ができます（例） 

・両立支援のための各種助成金の紹介 

子育て期短時間勤務支援助成金 

育児介護休業に関して～代替要員確保／継続就業支援／ 

育休中・復職後等能力アップ 等の助成金 

  ・短時間勤務や育児介護休業制度        

・出産・育児後等の女性の再就職制度整備    に関する相談・就業規則の整備 

  ・在宅勤務・短時間勤務制度等多様な勤務制度 

  ・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定 

 

 

両立支援アドバイザー（社会保険労務士等）へ相談してみませんか。 

社員の方向けの出張講演も可能です。【無料】 
（従業員数 300人以下の事業所が対象） 

 

※事前に「社員いきいき！元気な会社」宣言に登録していただきます。（登録は無料） 
◆詳細はホームページを参照又はお問合わせください。 
 

 

 

http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/portalsite/ikiiki.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 労働環境班  】 
TEL：043－223－2743 Fax：043－221－1180  E‐mail：koyou3@mz.pref.chiba.lg.jp 

～社員がいきいきと働ける職場環境のために～ 

貴事業所へ両立支援アドバイザーを派遣します 
 

 

宣言企業を募集します 

 

 

千葉県では、仕事と家庭の両立を目指し、誰もがいき

いきと働ける職場づくりに取り組もうとする事業所を

「社員いきいき！元気な会社」宣言企業として募集して

います。宣言企業には、希望により、社会保険労務士等

のアドバイザーを派遣して、御相談に応じるとともに、

社員向けの講演を行っています。 

社員いきいき 検索 

http://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/portalsite/ikiiki.html


番号 １８ 標題 ご存知ですか？中退共の退職金制度 

 

この記事に関する 

お問い合わせ先 

【独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部】 

               [略称：中退共（ちゅうたいきょう）] 

電 話 ０３－６９０７－１２３４ 

Ｆａｘ．０３－５９５５‐８２１１ 

ホームページ http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/ 

  

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

