
番号 １ 標題 千葉県最低賃金が改正されます 

 

千葉県最低賃金改正のお知らせ 
 

 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）が次のように改正されます。 

 

平成２６年１０月１日から 

時間額  ７９８ 円 

(従来の７７７円から２１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。 

・ この最低賃金には、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・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。 

・ 「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）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。 

（☎０４３－２２２－０５００） 

 

 ※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 

（☎０４３－２２１－２３２８）又は最寄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    ０４３－２２１－４７００ 

 

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 

    Ｆａｘ０４３－２２１－４４０８ 

 

 



 

番号 ２ 標題 労働条件相談ほっとラインの開設について 

 

 

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監督課】 

    電 話０４３－２２１－２３０４ 

    Ｆａｘ０４３－２２１－４４０７ 

 



番号 ３ 標題 「無料労働相談会」を開催します 
 

 

 

 

 

 

 

 

労働問題に関する知識・経験が豊かな労働委員会の委員が、労使紛争の予防や問題の解決に

向けて、アドバイスをします。プライバシーは保護されますので、ご安心ください。 

   

平成 26年１１月２９日    

         午前１１時～午後５時まで 

  

船橋フェイスビル５階 
(ＪＲ船橋駅南口、京成船橋駅直結) 

  

      労働組合 

労働者、使用者 

 
 

 

下記問い合わせ先にご連絡ください。 
 

労働組合から…会社が団体交渉に応じてくれない。 

労働者から……会社から何度も退職を促されている。 

毎年、労働契約を更新していたが、突然、契約を更新しないと

言われた。 

使用者から……社員に配転命令をしたが、理由なく拒否している。 

 

千葉県労働委員会 

 
 

 

この記事に関する 

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 

 
 

 

日 時 土 

場 所 

対象者 

事前予約制

度 

相談例 

千葉県マスコットキャラクター 

チーバくん 

主 催 



番号 ４ 標題 育児休業給付金の取扱いが変わります。 

 
※リーフレットのリンク先 

【URL】 
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf 

 

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 職業安定課 】 

〒260-8621 千葉市中央区中央 4-11-1 千葉第 2地方合同庁舎 

    電 話  ０４３－２２１－４０８１ 

 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf


番号 ５ 標題 改正パートタイム労働法について 
 

 

 

 

平成２７年４月１日から、パート労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにす

るため、パートタイム労働法（短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律）や施行規則、パートタ

イム労働指針が変わります。 

主な改正のポイントは次のとおりです。 

（１） 正社員と差別的取扱いが禁止されるパート労働者の対象範囲の拡大＜法第９条＞ 
有期労働契約を締結しているパート労働者でも、職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同じ場合には、
正社員との差別的取扱いが禁止されます。 
 

 

 

 
 
 
 
 

（２） 「短時間労働者の待遇の原則」の新設＜法第８条＞ 
事業主が、雇用するパート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、広く全てのパート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
ト労働者の待遇に関するこうした考え方も念頭に、雇用管理の改善を図ってください。 
 

（３） 職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象に＜施行規則第
３条＞ 
「通勤手当」という名称であっても、距離や実際にかかっている経費に関係なく一律の金額を支払っ
ている場合のような、職務の内容に密接に関連して支払われているものは、正社員との均衡を考慮し
つつ、パート労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努める必要
があります。 
 

（４） パート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＜法第１４条第１項＞ 
パート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を説明しなければなりません。
パート労働者から説明を求められたときの説明義務（法第１４条第２項）と併せて、パート労働者が
理解できるような説明をしていく必要があります。 
 

 

 
（５） パート労働者が法第１４条第２項に基づく説明を求めたことを理由とする不利益取扱いを禁止

＜指針第３の３の（２）＞ 
 

（６） パート労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設＜法第１６条＞ 
事業主は、パート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り
ません。    ※相談担当者を決めて対応させる、事業主自身が相談担当者となり対応する など 
 

（７） 相談窓口の周知＜施行規則第２条＞ 
パート労働者を雇い入れたときに、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に「相
談窓口」が追加されます。   ※相談担当者の氏名、相談担当の役職、相談担当部署 など 

 
（８） 親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由に、解雇などが行われることは適当でないこ

とを指針に明記＜指針第３の３の（３）＞ 
 

（９） パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設＜法第１８条第２項、法第３０条＞ 
雇用管理の改善措置について、厚生労働大臣が勧告をしても事業主がこれに従わない場合、事業主名
を公表できることとなります。また、事業主がパートタイム労働法の規定に基づく報告をしなかった
り、虚偽の報告をした場合は、２０万円以下の過料に処せられます。 

  

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 1階 

   電 話 ０４３－２２１－２３０７ 

 

 改正パートタイム労働法  ～平成２７年４月１日から施行～ 

【正社員と差別的取扱いが禁止されるパート労働者の範囲】  
 
 
 
 
 
 
 

＜現行＞                   
（１）職務の内容が正社員と同一    
（２）人材活用の仕組みが正社員と同一 
（３）無期労働契約を締結している 

＜改正後＞                   
（１）、（２）に該当すれば、賃金、教育訓練、福利厚生
施設の利用をはじめ全ての待遇について、正社員との差
別的取扱いが禁止される 

【雇入れ時の説明内容の例】 ・賃金制度はどうなっているか  ・どのような教育訓練があるか 
              ・どの福利厚生施設が利用できるか・どのような正社員転換推進措置があるか など 

 
 
 
 
 
 
 



番号 ６ 標題 パートタイム労働者について 

 

Ｑ．パートタイム労働者を採用しようと思いますが、どのような点に留意したらよいでしょうか。 

 

Ａ． 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第７６号、以下パート労働法）に

いうパートタイム労働者（以下パート労働者）とは「１週間の所定労働時間が同一の事務所に雇用さ

れる通常の労働者の１週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されています。通常、パ

ートと呼称されますが、アルバイト、嘱託、準社員、臨時社員と呼ばれる労働者も含まれます。 

 では、採用に当たり、留意すべき点を考えてみましょう。 

 

[１]   労働条件に関する書面の交付義務 

    労働基準法では、パート労働者も含めて、労働者を雇い入れるときは、労働条件を明示するこ

とが決められています。特に①契約期間、②仕事をする場所と仕事内容、③始業・終業時刻、所

定労働時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇、④賃金、⑤退職に関する事項（解雇の事由を

含む）については書面の交付が義務付けられています。 

     さらに、パート労働法では、「昇給」「退職手当」「賞与」の有無についても、文書の交付による

明示が義務付けられています。 

 

[２]   社会保険の加入 

    健康保険・厚生年金保険は、原則として１日または１週間の所定労働時間及び１ヶ月の所定労

働日数が、正社員のおおむね４分の３以上あれば加入が必要です。 

    雇用保険は、原則として１週間の所定労働時間が２０時間以上で、３１日以上雇用されると見込

まれる場合は加入が必要です。 

    労災保険は、正社員やパート労働者に関わらず、雇用されている全ての労働者が対象になりま

す。加入手続きをしていなくても、適用対象になります。 

 

[３]  通常の労働者と同視すべきパート労働者に対する差別的取扱いの禁止                

①職務の内容、②人材活用の仕組み、運用等が同じであり、③契約期間が無期契約（実質無

期を含む）、であるパート労働者については、パート労働者であることを理由として、待遇につい

て、差別的扱いをしてはならないとされています。 

 

［４]  有給休暇の付与 

   パート労働者にも、６ケ月間継続勤務し、予定された全労働日の８割以上出勤した場合には、

有給休暇を与えなければなりません。６ケ月未満の契約でも、契約更新によって６ケ月以上にな

った場合も同様です。 

 

[５]  女性保護関係の法律の適用の有無  

女性パート労働者にも労働基準法や男女雇用機会均等法で規定されている母性保護等に関

する法律は適用されます。労働基準法なら、産前産後休業、育児時間、生理日の休暇など男女

雇用機会均等法なら妊産婦の通院時間の確保、セクシャルハラスメントに関する雇用管理上の措

置（女性だけでなく男性も対象となっています）などがあげられます。 

 

[６]  平成２７年４月１日施行でパート労働法が変わります。 

   パート労働者の公正な待遇の確保、パート労働者の納得性を高めるための措置、パート

労働法の実効性を高めるための規定の新設の３点です。 

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 ７ 標題 １０月における年次有給休暇取得促進について 

 

 

 

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監督課】 

    電 話０４３－２２１－２３０４ 

    Ｆａｘ０４３－２２１－４４０７ 

 
（厚生労働省ホームページ） http://www.mhlw.go.jp 

  

 

http://www.mhlw.go.jp/


番号 ８ 標題 ご存知ですか。「就業促進定着手当」・・・（1/2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 職業安定課 】 

〒260-8621 千葉市中央区中央 4-11-1 千葉第 2地方合同庁舎 

    電 話  ０４３－２２１－４０８１ 

 



番号 ９ 標題 ご存知ですか。「就業促進定着手当」・・・（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 職業安定課 】 

〒260-8621 千葉市中央区中央 4-11-1 千葉第 2地方合同庁舎 

    電 話  ０４３－２２１－４０８１ 

 


