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障害者就職支援キャリアセンターがオープン！！
働く意欲のある障害者の方を支援する「千葉県

障害者就業支援キャリアセンター」が12月22日、
千葉市内にオープンしました。
このセンターは、就業を希望する障害者とその

家族、障害者を雇用している、あるいは雇用を予
定している企業からのさまざまな相談に応じてい
るほか、障害者の能力や特性にあった就業支援を
行なっています。

☆来所・電話相談
専門の相談員が、就業や雇用に関する相談に応
じます。
なお、来所相談は、事前に予約が必要です。
【相談日時】
月曜日から金曜日（祝日を除く）
9時～17時

☆センター内での実習
センター内での実習を通して「基本的な作業能
力」「職場での適応性」「労働意欲」などを総合
的に判断し、その人に最も適した仕事を提案し
ます。

☆職場指導員（ジョブコーチ）による支援
職場への適応支援が必要な人や、現在就業中で
職場に適応できない人のために、ジョブコーチ
が直接、職場に出向いて支援を行ないます。
そのほか、詳しい事は県障害者就業支援キャリ
アセンターにお問合せください。

☆相談・問合せ
千葉県障害者就業支援キャリアセンター
Tel. 043-204-2385
Fax. 043-246-7911
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いと考えています。
観光は、首都圏に位置するという地の利、温暖な

気候、豊かな自然など本県の持つ魅力を最大限に活
かせる、21世紀の産業の柱となります。心をリフレ
ッシュする中で、個人にあった運動、栄養などの健
康づくりプランを提供する「健康づくりふるさと構
想」と連携し、新たな本県観光の方向を打ち出して
いきます。
また、雇用対策については、高い失業率など依然

として厳しい環境が続くことが予想されますが、求
職される方々が一人でも多く、一日でも早く就業で
きるよう、具体的な対策を着実に推進していきます。
特に雇用環境の厳しい若年者の就業促進のため、

就業相談、職業訓練支援、職業紹介等に総合的に対
応できる若者向け就業支援センターを、新たに国と
連携して設置します。
障害者の雇用については、昨年末に千葉市内に開

設した「千葉県障害者就業支援キャリアセンター」
において、個々の障害者の能力・特性にあった職業
訓練の実施、職場内での支援のため障害者の雇用先
へ派遣する職場指導員の育成と適正配置、不適応者
への再訓練や事業主への助言等の業務を行っていき
ます。
厳しい財政状況にはありますが、経済の活性化に

必要な事業には、県民の皆さんの視点に立って大胆
に予算を集中するとともに、経済団体・労働団体な
どとも緊密な連携を図りながら、その着実な推進を
図ってまいります。
地方の固有の歴史と文化に根ざした知恵や工夫が、

新しい地域づくり、県づくりにつながります。
今年も、600万県民の皆さんと力を合わせ、地域の

個性や多様性を活かし、飛躍する千葉県の実現に向
けて全力投球していきたいと思っています。

千葉県知事　堂本暁子

新年あけましておめでとうございます。
県民の皆さんには、希望あふれるさわやかな新年

をお迎えのことと思います。
今年は、申年。申には「伸ばす」という意味もあ

ることから、経済が伸び、景気が一日も早く本格的
に回復することを願っています。
私は、知事就任時にお約束したとおり、これまで

徹底した県の情報公開と県民参加の県政運営をめざ
してまいりました。最近では、三番瀬をはじめ、環
境、里山づくり、健康福祉、NPOとの協働など、さ
まざまな分野で県民の皆さんに具体的な施策づくり
に参画していただいております。
県民の皆さんと行政が同じ立場で、課題の解決に

向け議論しあい、施策を打ち出していくことは、政
策提言型の新たな千葉モデル方式として全国的にも
高い評価をいただいているところです。
この間、環境面、健康・福祉面に加え、経済面に

おいては、県独自の構造改革特区を提案し、現在7つ
の特区が認定を受けているほか、本県の国際性を活
かし、シャネルなどの外資系企業や空港周辺の物流
関係企業の立地も進んでいます。また、食の安全と
農林水産業の振興のため、「千産千消」や「ちばエコ
農業」の推進にも取り組んでまいりました。
さらに、これらの成果を踏まえ、本県により一層

の活力をもたらすため、新年における県政展開に当
たっては、「千葉県経済活性化へのチャレンジ」を第
一の課題として、全力で取り組んでいきます。
「千葉県経済活性化へのチャレンジ」
経済的な基盤は県民生活の基本であり、地域経済

の活性化をどう図っていくかは、県政の最重要課題
です。
県内中小企業の経営安定を図り、雇用の確保に全

力をあげます。そのため、21世紀型産業の育成を図
り、知的生産性や技術革新の向上などの政策を進め、
国内はもとより、国際的にも競争力のある県にした
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男女雇用機会均等法では、募集・採用における女性
に対する差別が禁止されていますが、採用面接、選考
等の採用過程においては、依然として男女差別的な取
扱いが見られるところです。この背景には、各企業で
採用選考に携わる担当者全員に、男女均等な選考ルー
ルが徹底されていないことがその一因として考えられ
ます。
各企業におかれましては、人事担当者に限らず、リ

クルーターから経営トップまで、従業員の募集及び採
用活動に携わるすべての方が、男女均等な選考ルール
を理解し、男女差別のない公平な採用選考を行うよう
お願いいたします。

男女均等な募集及び採用に関する法律と指針
男女雇用機会均等法

第5条（募集及び採用）
事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に
対して男性と均等な機会を与えなければならない。

男女雇用機会均等法は、労働者の募集及び採用にお
ける女性に対する差別を禁止し、男女均等な取扱いを
求めています。その対象から女性を排除すること、男
女で異なる取扱いをすること、また、女性のみを対象
とすることや女性を優遇する取扱いについても、原則
として禁止されています。

募集及び採用並びに配置、昇進及び教育訓練につ
いて事業主が適切に対処するための指針
以下の取扱いは、女性に対する差別に当たります。
①　募集又は採用に当たって、女性であることを理
由として、その対象から女性を排除すること。
②　募集又は採用に当たって、男女をともに募集又
は採用の対象としているにもかかわらず、女性又
は男性についての募集又は採用する人数を設定す
ること。
③　募集又は採用に当たり、年齢、婚姻の有無、通
勤の状況その他の条件を付す場合において、女性
に対して男性と異なる条件を付すこと。
④　求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の
提供について、女性に対して男性と異なる取扱い
をすること。
⑤　採用試験等について、女性に対して男性と異な
る取扱いをすること。
⑥　募集又は採用に当たって、女性であることを理
由として、その対象を女性のみとすること。

均等法違反の事例
＜採用計画・募集＞
○　男性は幹部候補、女性は補助職という方針で採用
計画を立てる。

○　これまで女性がやっていた仕事なので、後任も女
性という方針で採用計画を立てる。
○　女性は結婚で退職する、得意先は男性の営業職を
望んでいるという理由で男女別に採用職種が特定さ
れている。
○　同一職種でも、男性は正社員、女性は契約社員と
して募集する。
○　学校に推薦を依頼するに当たり、男性を推薦する
よう申し入れる。
＜情報提供＞
○　会社案内等の資料請求があった場合、男性にのみ
送付し、女性には送付しない。
○　募集要綱や会社案内等の内容を、男性には詳細な
もの、女性には簡素なものとする。
＜会社説明会・セミナーの実施＞
○　会社説明会やセミナーの開催案内の送付や参加受
付を男性だけに限る。
○　会社説明会やセミナーに申し込んできた女性に、
女性の採用予定はないと説明する。
＜採用試験＞
○　男性の採用試験が終了した後に女性の採用試験を
行う。
○　面接の際、女性にのみ結婚後及び出産後も働き続
ける意思があるかどうかを尋ねる。
○　女性にのみ残業や休日出勤、転居を伴う転勤に応
じられるか否かを尋ねる。
○　総合職に応募した女性のみに、全国転勤を強調し、
一般職としてなら採用すると説明する。
○　セクシュアルハラスメントに当たるような質問や
発言をする。
○　「女性は結婚、出産したら家庭に入るべき」とい
った男女役割分担意識からの発言をする。
＜選考・内定者決定＞
○　初めから女性は採用しないという方針で、女性の
採用試験は形だけ実施する。
○　男性の選考終了後に女性の選考を行う。
○　男性と女性とで選考基準が異なる。
○　一般職には女性を優先的に採用する。
○　営業職には男性のみを採用する。

千葉労働局雇用均等室では、男女均等な選考ルール
をご理解頂くために、「採用に携わる方のための選考
ルールブック」を配布しております（無料）。御希望
の方はお問い合わせください。

お問い合わせは
千葉労働局雇用均等室　Tel. 043-221-2307 へ。
厚生労働省ホームページからのダウンロードもでき

ます。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0425-4.html

企業において募集・採用に携わるすべての方へ

男女均等な採用選考ルール
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働く女性が性別により差別されることなく、そ

の能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するこ

とは重要な課題であり、男女雇用機会均等法の施

行により制度面の男女均等取扱は着実に浸透しつ

つありますが、事実上の男女間格差はいまだ存在

するところです。特に賃金面については依然とし

て大きな男女間格差が存在しており、その改善策

の検討が求められてきました。

厚生労働省では、平成15年4月、「男女間の賃金

格差解消のための賃金管理及び雇用管理改善方策

に係るガイドライン」を作成しました。以下、ガ

イドラインの概要についてご紹介いたしますので、

労使の皆さんが各職場における男女間の賃金格差

縮小に取り組まれる際にお役立て下さい。

なかなか縮まらない我が国の男女間賃金格差

我が国の男性一般労働者の平均賃金水準を100.0

とした時に、女性一般労働者の平均賃金水準は

2002年において66.5と約3分の2になっています。

このように労働者全体をみたときに、男女間でか

なりの賃金格差が存在しています。

また、男女間賃金格差の推移を見ると、長期的

には縮小傾向にありますが、国際的にみて格差は

大きい状態です（図1）。

男女間の賃金格差が生じている原因は何ですか？

男女間賃金格差の発生原因は多種多様ですが、

最大の要因は男女間の職階（部長、課長、係長な

どの役職）の差であり、勤続年数の差も影響して

います（図2）。このほか、手当も影響しています。

また、経営団体トップや労働組合幹部に対する

アンケートや企業ヒアリングによれば、業務の難

易度、業務の与え方に男女間で相違があることが

指摘されています。

男女間の賃金格差が生じているのは、賃金制度や
雇用管理制度のどこに問題があるのでしょうか？

男女間の賃金格差は、その原因のところでみた

ように、賃金制度そのものの問題というよりは人

事評価を含めた賃金制度の運用の面や、職場にお

ける業務の与え方の積み重ねや配置の在り方等賃

金制度以外の雇用管理面における問題から生じて

いると考えられます。

男女間の賃金格差を解消するために企業の
労使は何に取り組めばよいのでしょうか？

1.男女間の賃金格差の実態を把握し、対応策を
議論しましょう
まずは、企業において男女間賃金格差について

の実態把握と要因分析を行い、それを踏まえて労

使の間で対応策について議論を行うことが大切で

す。この場合、女性労働者の参加等により女性の

意見が議論に反映できるようにすることが効果的

です。

また、格差の実態について、定期的にフォロー

アップすることにより、対応策を最新の状況に応

男女間の賃金格差解消のために
－男女間の賃金格差解消のための賃金管理及び雇用管理改善方策に係るガイドライン－
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じたものとすることが求められます。

2.賃金決定基準の明確化など公正・透明な賃金
制度を整備しましょう
賃金決定が曖昧な賃金制度は男女賃金差別の温

床となるため、賃金決定基準の明確化や賃金表の

整備など、公正・明確・透明な賃金制度の整備を

進めることが求められます。

3.評価基準の明確化など公正・透明な人事評価
制度を整備し、運用しましょう

不透明で曖昧な人事評価制度は賃金、昇進・昇格

における男女差別の温床となるため、評価基準を明

確で客観的なものにするとともに、評価者訓練や評

価結果のフィードバック等も必要になります。

4.生活手当を見直しましょう
家族手当、住宅手当といった生活手当は、格差

解消の観点からは、それが男女間賃金格差を生成

するような支給要件で支払われている場合には廃

止することが望まれます。

廃止しない場合でも、男女間賃金格差に影響し

ないよう、時間をかけてでも制度変更することが

必要です。具体的には、家族手当のうちの子ども

に対する手当や住宅手当は維持するにしても、生

活手当の廃止・縮小に伴う影響を緩和しつつ配偶

者に対する手当は廃止するなど、できるだけ縮小

することが望まれます。

5.企業トップ自らポジティブ・アクションを
実践しましょう
女性が能力を最大限発揮できるよう、企業トッ

プが先頭にたってポジティブ・アクション（注1）を

推進することが望まれます。また、その実践にお

いては中間管理職の果たす役割が大きいことから、

中間管理職の意識改革を図るとともに、男女間の

賃金格差に大きく影響している男女の職階や勤続

年数の格差の縮小に取り組むことが大切です。

（注1）ポジティブ・アクションとは、固定的な性別による役
割分担意識や過去の経緯から、男女労働者の間に事実上生じ
ている差があるとき、それを解消しようと、企業が行う自主
的かつ積極的な取組みをいいます。

6.業務の与え方や配置を意欲や適性、能力に基
づき行いましょう
偏った業務配分や配置を改善するため、個々の

労働者の意欲や適性、職務遂行能力を基準とした

配置を進めましょう。また、自己申告制度や社内

公募制度、社内フリーエージェント制度の導入な

ども女性の配置改善に寄与すると考えられます。

7.コース別雇用管理制度を導入している場合は
制度と運用を改善しましょう
コース別雇用管理制度について、男女間賃金格

差の改善を図る観点から、コース区分決定方法な

ど制度そのものを点検することが大切です。特に、

検討が求められるのは、コース区分を採用後一定

期間の職務経験後に決定することや、コース転換

の円滑化のための措置の導入、転勤の有無による

コース設定が真に必要かどうかの再検討などです。

なお、コースの内容について従業員に十分な説

明がなされることが望まれます。併せて、総合職

の男女労働者を含め、企業は転勤を命ずる際に、

育児や介護の状況に配慮すべき責務があることに

も留意する必要があります。

8.ファミリー・フレンドリー（注2）な職場形成
を促進しましょう
育児・介護休業制度を利用しやすくするなどの

職場環境の改善に努めるとともに、育児・介護休

業期間中における復職に向けた企業情報の提供や、

スキルの陳腐化を防ぐための通信研修の提供など

の仕組みが求められます。

また、短時間勤務制度、フレックスタイム制な

ど柔軟な労働時間制度を採用するなど、家庭生活

と職業生活が両立するような業務運営に努めるこ

とが必要です。
（注2）ファミリー・フレンドリーな企業とは、仕事と育
児・介護とが両立できる様々な制度を持ち、多様でかつ
柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組みを行う
企業をいいます。

ガイドラインに関する資料請求やお問い合わ
せは千葉労働局雇用均等室までどうぞ。

〒260-8612
千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎

Te l . 043-221-2307
Fax. 043-221-2308
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厚生労働省では平成14年求職者総合実態調査の概要を平成
15年12月に発表しました。今回は平成15年1月調査分の概
要の中から調査の要旨より、就業・不就業の状況等をご紹
介します。

1 就業・不就業の状況
平成13年12月に公共職業安定所に新規求職申込みを行っ

た求職者について、第2回調査時（平成15年1月）現在の状
況をみると、就業している者の割合は61.8％で、うち第1回
調査時（平成14年6月）に就業していてその後も同じ勤務
先で就業している者の割合は35.9％、第1回調査時以降現在
の仕事に就いた者の割合は25.9％となっている。一方、就
業していない者の割合は38.2％で、うち第1回調査時から現
在まで1度も就業していない者の割合は27.8％、第1回調査
時以降就業したことはあるが現在離職している者の割合は
10.4％となっている。
また、就業者の割合を第1回調査時と比べると、49.4％か

ら61.8％に上昇しており、これを年齢階級別にみると、40
～54歳層で大きく上昇している。
さらに、求職申込み時（平成13年12月をいう。以下同じ。）

以降現在まで1度も就業していない者の割合を年齢階級別
にみると、50～54歳では26.5％、55～59歳では39.0％、60
～64歳では53.2％となっており、45歳以上ではおおむね年
齢が高くなるほど高くなっている。（図1-1、図1-2、図1-
3、図2-1）

（注）このグラフは、第1回・第2回両調査に回答した者を
集計したものである。

2 求職活動と希望する労働条件の変更
全求職者のうち、第2回調査時現在就業しておらず求職

活動を行っている者の割合は24.4％で第1回調査時（40.8％）
と比べると16.4ポイント低下している。一方、求職活動を
行っていない者の割合は12.8％で第1回調査時（9.7％）と
比べると3.1ポイント上昇している。
また、求職活動を行っている者について、第1回調査時

から第2回調査時までに希望する労働条件を変更した者の
割合をみると、労働条件のうち「賃金」（47.4％）、「仕事の
内容」（45.1％）、「企業規模」（39.1％）が多くなっている。
さらに、これを求職申込み時から第1回調査時までに希

望する労働条件を変更した者の割合と比べると、すべての
労働条件で上昇しており、中でも労働条件の「賃金」を変
更した者が上昇している。
（図2-1、図2-2、）

図2-2 労働条件を変更した求職者数割合
（就業していない者で求職活動を行っている求職者＝100）

（注）「第1回調査」は、求職申込み時から第1回調査時まで
に希望する労働条件を変更した者の割合である。
「第2回調査」は、第1回調査時から第2回調査時までに
希望する労働条件を変更した者の割合である。

3 就業者の仕事に就いた時期
第2回調査時現在就業している者について、現在の仕事に就
いた時期別の割合をみると、「平成14年1月」が11.4％で最も多
く、次いで「平成14年4月」10.1％となっている。（図3）

平成14年 求職者総合実態調査

図1-1 就業・不就業の割合（全求職者＝100）

図1-2 年齢階級別就業者数割合（全求職者＝100）

図1-3 年齢階級別求職申込み時以降現在まで（約1年間）
1度も就業していない者の割合（全求職者＝100）

図2-1 就業・不就業、求職活動の有無別求職者数割合
（全求職者＝100）

図2-2 労働条件を変更した求職者数割合
（就業していない者で求職活動を行っている求職者＝100）
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（注）1）このグラフは、第1回・第2回両調査に回答した者
を集計したものである。

2）「平成15年1月」は、平成15年1月10日までの数字
である。

4 早期就職者と後期就職者の比較（第1回・第2回両調査
に回答した者）
第2回調査時現在就業している者のうち、早期就職者

と後期就職者を比較する。
早期就職者……平成14年6月時には就業しており、か

つ、平成15年1月時まで継続勤務して
いる者（求職申込み時在職者を除く。）

後期就職者……平成13年12月から平成14年6月時まで
不就業で、平成15年1月時には就業し
ている者

（1）早期就職者と後期就職者を比較する上での類型化
早期就職者と後期就職者について、次の4類型に分類

して比較を行う。
一般求職者……………平成13年12月の雇用保険受給資

格の決定を受けた者以外の者
若年受給資格者………平成13年12月に雇用保険受給資

格の決定を受けた29歳以下の者
壮年受給資格者………平成13年12月に雇用保険受給資

格の決定を受けた30～44歳の者
中高年受給資格者……平成13年12月に雇用保険受給資

格の決定を受けた45～64歳の者

（2）求職申込み時の希望職業に就いている者の割合
前記4類型について、早期・後期別に求職申込み時の

希望職業に就いている者の割合をみると、一般求職者で
は、早期就職者の場合、希望職業に就いている者の割合
は、生産工程・労務の職業、事務的職業で約7割と高く、
全体で65.9％が希望職業に就いている。一方、後期就職
者の場合は、希望職業に就いている者の割合は、全体で
40.4％と低くなっている。
若年受給資格者では、早期就職者の場合、希望職業に

就いている者の割合は、生産工程・労務の職業で8割以
上、事務的職業、専門的・技術的職業で7割以上と高く、
全体で73.5％が希望職業に就いている。一方、後期就職
者の場合は、希望職業に就いている者の割合は、全体で
48.7％と低くなっている。

壮年受給資格者では、早期就職者の場合、希望職業に
就いている者の割合は、販売の職業で8割以上、生産工
程・労務の職業、専門的・技術的職業、サービスの職業
で7割以上と高く、全体で73.9％が希望職業に就いている。
一方、後期就職者の場合は、希望職業に就いている者の
割合は、全体で53.8％と低くなっている。
中高年受給資格者では、早期就職者の場合、希望職業

に就いている者の割合は、生産工程・労務の職業、販売
の職業、事務的職業で7割以上と高く、全体で70.0％が希
望職業に就いている。一方、後期就職者の場合は、希望
職業に就いている者の割合は、全体で44.3％と低くなっ
ている。

（3）求職申込み時の希望就業形態に就いている者の割合
前記4類型の者について、早期・後期別に求職申込み

時の希望就業形態に就いている雇用者数割合をみると、
いずれの類型の者においても早期就職者の方が後期就職
者に比べて高くなっている。

（4）求職申込み時の希望賃金以上の収入で就業している者
の割合

前記4類型の者について、早期・後期別に求職申込み
時の希望賃金以上の収入で就業している者の割合をみる
と、いずれの類型の者においても早期就職者の方が後期
就職者に比べて高くなっている。（図4-3）

（注）希望賃金以上の収入で就業している者とは、
求職申込み時（平成13年12月）の希望賃金と平成14

年12月分の収入について、「5万円未満」、「5～9万円」、
「10～14万円」、「15～19万円」、「20～24万円」、「25～
29万円」、「30～34万円」、「35～39万円」、「40～44万
円」、「45～49万円」、「50万円以上」の階級で比較を行
い、希望賃金階級と平成14年12月の収入階級が同じ場合、
または、希望賃金階級より平成14年12月の収入が高い階
級で就業している者をいう。

（5）現在の仕事に対する満足度の割合
前記4類型の者について、早期・後期別に現在の仕事に

対する満足度をみると、いずれの類型の者においても早期
就職者の方が後期就職者に比べて「満足の者」（「非常に満
足」＋「満足」）の割合が高くなっている。（図4－4）

図3 現在の仕事に就いた時期別就業者数割合
（第2回調査時現在就業している者＝100）

図4-3 求職申込み時の希望賃金以上の収入で就業している者の割合
（第2回調査時現在就業者＝100）
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（6）類型別の個人属性の特徴
比較対象となる前記の4類型別、早期・後期別の就業

者の全求職者に占める割合は次の表のとおりである。

早期就職者と後期就職者について、一般求職者と雇用保
険受給資格の決定を受けた者に分けたうえで、それぞれの
年齢構成比をみると、一般求職者では早期就職者で24歳以
下の割合が高いほかは、早期就職者と後期就職者で極端な
違いはみられない。一方、雇用保険受給資格の決定を受け
た者では早期就職者で29歳以下の割合が高く、後期就職者
で45歳～64歳の割合が高くなっている。
早期就職者と後期就職者について、一般求職者と雇用保

険受給資格の決定を受けた者の占める割合をみると、早期
就職者では一般求職者が69.7％となっており、一方、後期
就職者では雇用保険受給資格の決定を受けた者が70.9％と
なっている。（図4-5）

全 
求 
職 
者 

早 
期 
就 
職 
者 

一 
般 
求 
職 
者 

若 
年 
受 
給 
資 
格 
者 

壮 
年 
受 
給 
資 
格 
者 

中 
高 
年 
受 
給 
資 
格 
者 

65 
歳 
以 
上 
受 
給 
資 
格 
者 

一 
般 
求 
職 
者 

若 
年 
受 
給 
資 
格 
者 

壮 
年 
受 
給 
資 
格 
者 

中 
高 
年 
受 
給 
資 
格 
者 

65 
歳 
以 
上 
受 
給 
資 
格 
者 

後 
期 
就 
職 
者 

100.0 33.2 23.1 3.9 3.2 2.7 0.3 13.9 4.0 2.4 3.2 4.2 0.1 

（ 単位 :％） 

図4-4 現在の仕事に対して「満足の者」の割合
（第2回調査時現在就業者＝100）

図4-5 年齢階級別就業者数割合
（第2回調査時現在就業者＝100）

千葉労働局では各機関（（社）千葉県労働基準協会連合会
（社）千葉県雇用開発協会）との共催により、各企業の賃
金・退職金制度改善のニーズに応えて下記によりセミナー
を開催します。
最新の内容・詳細な説明がなされます。皆様のご参加を

お待ちしております。
記

1 日　　時 平成16年2月12日（木）
午後2時～午後4時30分頃

2 講　　演「成果主義賃金と退職金のあり方」
3 講　　師 （有）マツダ・ビジネス・

コンサルティ－ション
代表取締役・経営学博士

松　田　憲　二
4 場　　所 ホテルポートプラザちば
5 申込方法 添付のちらし

「賃金・退職金セミナーのご案内」
をご覧ください

労働相談窓口

県では、賃金不払いや解雇、労働組合などの労働問題全

般について、無料で相談に応じています。

また、夜間もご利用いただけるように、夜間における電

話相談も行っておりますので、昼間のご利用が困難な方は

夜間相談をご利用ください。

○一般労働相談（面接または電話による相談）
相談時間:祝日を除く月曜日～金曜日の午前9時～午後5時

○夜間労働相談（電話による相談）
相談時間:祝日を除く月曜日～金曜日の午後5時～8時

○弁護士による特別労働相談（面接による相談）
相談時間:原則として第1・2・4金曜日の午後1時～4時

なお、1月は第3・4・5金曜日の午後1時から4時、

2月は第2・3・4金曜日の午後1時から4時です。

（要予約・詳細はお問合せください。）

また、地方労働委員会では、雇用・労働条件などをめぐ

る個々の労働者と使用者との紛争で、当事者間での自主的

解決が困難な問題について、公正な立場で紛争の迅速かつ

円満な解決を支援する「個別的労使紛争のあっせん」を行

っています。

相談先・問い合わせ
千葉県労働相談センター（県庁本庁舎2階）
千葉市中央区市場町1-1 Tel. 043-223-2744
個別的労使紛争のあっせんを希望する方の申込み
千葉県地方労働委員会事務局（県庁南庁舎3階）
Tel. 043-223-3734



平成15年年末一時金要求・妥結状況速報
平均妥結額533,128円（支給月数1.91カ月）

12月8日現在の中間集計　　雇用労働課

テクノピラミッド各種講座のご紹介 2月
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県雇用労働課が12月8日現在でまとめた千葉県の年末一時
金要求・妥結状況は下表のとおりです。
この調査は県内の労働組合のある民間企業400社を対象と

して毎年実施しているもので,このうち妥結額の回答のあっ

た124社について集計しています。これによると平均妥結
額は533,128円（1.91カ月）となっており,昨年調査の最終
集計結果に比べると,妥結額で3,419円下回っており,月数で
は0.04カ月上回っています。

300人未満 
300人～ 999人 
1,000人以上 

平均妥結額 （円） 月数 （ヵ月） 
合　　計 
300人未満 
300人～ 999人 
1,000人以上 

平成 15年年末一時金要求・妥結状況 （ 単純平均 ） 
1．業種別妥結状況 

2．企業規模別妥結状況 
（注）集計件数が少ない場合、件数をxとした。 

3．前年最終妥結状況 

要 求 状  況 妥 結 状  況 
企業数 平均賃金 平均要求額 月　数 企業数 平均年齢 平均賃金 平均妥結額 月　数 

社 円 円 ヵ月 社 歳 円 円 ヵ月 

合　計 
製造業 
農林水産業 
鉱業 
建設業 
電 気・ ガ ス・ 熱供 給・ 水道業 
情報通信業 
運輸業 
卸売・小売業 
金融・保険業、不動産業 
飲食店、宿泊業 
医療 ， 福祉 、 教育 ， 学習支援業 
複合サービス業 、 サービス業 

区　分 
産　業 

 113 278,923 640,591 2.30 124 40.1 279,540 533,128 1.91 
 85 285,506 653,508 2.29 93 39.4 285,324 551,393 1.93 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 X 299,271 920,000 3.07 X 33.7 299,271 905,000 3.02 
 X 264,894 607,500 2.29 X 39.8 264,894 487,500 1.84 
 ― ― ― ― X 28.0 251,190 631,800 2.52 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 11 224,926 530,678 2.36 12 44.6 227,560 391,548 1.72 
 8 281,290 627,611 2.23 9 40.7 291,136 472,647 1.62 
 X 327,215 916,202 2.80 X 52.5 327,215 752,595 2.30 
 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
 X 274,092 586,808 2.14 X 44.8 274,092 529,019 1.93 
 X 273,599 584,324 2.14 X 39.3 273,599 512,274 1.87

 63 267,748 611,916 2.29 70 41.1 270,025 493,843 1.83 
 27 284,789 655,576 2.30 28 38.3 284,780 550,477 1.93 
 23  302,646 701,546 2.32 26 39.3 299,515 620,212 2.07 
 

 536,547 1.87 
 485,390 1.75 
 572,702 1.97 
 620,613 2.02

千葉県テクノピラミッドは、千葉県の委託を受け、勤労者、求職者の方々をはじめ広く県民の皆様に多様な学習機会を提供しております。

テクノアカデミー講座（能力開発総合大学講座）【申込方法】電話・ＦＡＸ・Ｅメールでお申し込みください。

能力開発講座【申込方法】電話でお申し込みください。（随時受付・先着順）
実務能力養成講座

講　座　名 実施日・時間 受講料等

2,000円2/6（金）13:30～15:00
閉講式・記念講演「BtoS（サポーター向けサ
ービス）マーケティングについて」講師:㈱ウ
ェザーニューズ取締役社長　石橋博良さん

講　座　名 実施日・時間 定員・受講料等

30名　6,000円

各30名
各5,500円

2/7（土） 10:00～16:00

第1回:2/28（土）9:30～12:00
第2回:2/28（土）13:30～16:00
第3回:2/29（日）9:30～12:00
第4回:2/29（日）13:30～16:00

アイデア商品を生かす起業講座 ～アイデアを
生む発想法と起業までのプロセス～

生花から自分で作るプリザーブドフラワー

【会場・お問い合わせ・資料請求先】
千葉県テクノピラミッド
〒261-0026 千葉市美浜区幕張西４-１-10
Tel. 043-274-7771 Fax. 043-274-7775
URL ht tp : / /www.techpyra. jp /
Eメール　FJP40347@ni f ty .com
休館日：月曜・祝日

◎交通のご案内 ・JR総武線・京成電鉄「幕張本郷駅」からバス利用の場合
6番乗り場 京成バス学園循環（市町村アカデミー経由）で
約10分「市町村アカデミー」下車徒歩3分
・JR総武線「幕張駅」から徒歩25分
・JR京葉線「海浜幕張駅」から徒歩25分
・京成電鉄「幕張駅」から徒歩20分

◎駐車場　200台収容可能（無料）
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＊＊男女の均等処遇を確保するための法律＊＊
（男女雇用機会均等法）

働く女性が、性により差別されることなくその能力を
十分発揮できる雇用環境を整備するとともに、働きなが
ら安心して子供を産み、育てることができる環境をつく
ることは、働く女性のためであることはもちろんのこと、
急速に進展する少子高齢化社会の中で今後、引き続き我
が国の経済の活力を維持していくための重要な課題のひ
とつでもあります。
男女雇用機会均等法とは、女性労働者が性により差別

されることなく、かつ母性を尊重されつつ充実した職業
生活を営むことができるようにすることを実現する事を
目的とした法律です。
ここでは男女雇用機会均等法について簡単にまとめて

ご紹介します。

募集・採用について男女で異なる取扱いをすること
はできますか？
事業主は、労働者の募集及び採用について、女性で
あることを理由として男性と差別的取扱いをするこ
とは禁止されています。 （男女雇用機会均等法第5条）
差別的取扱いに該当する事例
●「営業職」「大学卒」等募集・採用に当たって、男
性のみを対象とすること。
●「大卒男性80名、大卒女性20名」等男女別採用予
定人数を明示して募集すること。
●「未婚」「自宅通勤」等女性に対して男性と異なる
条件を付すこと。
●会社の資料送付や説明会の対象を男性のみとした
り、女性に対する時期を男性より遅くすること。
●女性についてのみ試験を実施したり、男女共通採
用試験に加えて別の試験を実施すること。
●「事務職」「一般職」等募集採用にあたり女性のみ
を対象とすること。
●上記の事例において女性のみを対象としたり、女
性に有利な条件を付すこと。
男女で内容の異なる教育訓練を行なう事はできますか？
事業主は、教育訓練について女性であることを理由
として男性と差別的取扱いをする事を禁止されてい
ます。（男女雇用機会均等法6条）
差別的取扱いに該当する事例
●一定職務に従事する者を対象とする教育訓練を行
うに当たり、男性のみを対象とすることや女性の
みとすること。
●教育訓練を行うに当たり、結婚したことや一定年
齢に達したこと、子供がいることなどを理由とし
て女性を対象から排除することや女性のみを対象
とすること。
●教育訓練の実施に当たり男性よりも長い経験年数
を必要とするなど、女性に不利な条件を付すこと。
●女性の訓練期間を男性より長くしたり、カリキュ
ラムを異なるものにすること。
●女性のみに接遇訓練を実施すること。
●上記の事例等において女性のみを対象としたり、
女性に有利な条件を出すこと。

詳しくは労働相談センターへ！！
Tel. 043-223-3744

次号も引き続き男女の均等処遇を確保する
ための法律をご紹介します。

Q

A

Q
A

地労委だより
千葉県地方労働委員会

個々の労働者と使用者との間の職場のトラブルで
お困りの方はいらっしゃいませんか？
今月も前月に引き続き地方労働委員会によく寄せ

られる質問を紹介します。

職場のトラブル、まずどこに相談すればよいですか？
千葉県では、労労働問題全般についての総合相談窓
口である『千葉県労働相談センター』があり、専
門の相談員が、無料で相談に応じています。
また、相談内容に応じて、対応機関をご案内し

ます。
使用者との間の労働上のトラブルになり、労働相談
センターに相談したところ、地方労働委員会を紹介
されました。どんなことをしてくれるのですか？
千葉県地方労働委員会は、労働者と使用者との間
に紛争が起こった場合、公公平な第三者として、労
使間の仲立ちをし、調整・解決するお手伝いをし
ています。
特徴としては、費費用は無料で、秘密は厳守しま

す。また、裁判より簡易な方法なので、迅迅速な解
決が望めるのが利点です。
地方労働委員会は、公公益側の代表・労働者側の

代表・使用者側の代表のそれぞれの立場の各5名の
委員と事務局で構成されており、この三者構成も
特徴のひとつです。
私は、組合に入っていないのですが、対応しても
らえるでしょうか？
大丈夫です。地方労働委員会は、これまで労働組合
と使用者との紛争が起こった場合の争議の調整及び
解決を主な仕事としていましたが、平成14年1月か
ら個個々の労働者と使用者との紛争についても円満な
解決のお手伝いを実施することになりました。
これを『『個別的労使紛争のあっせん』といいます。

『個別的労使紛争のあっせん』では、どんなトラブ
ルを扱ってくれるのですか？
例えば解雇・賃金・配置転換等労労働問題に関する
トラブルであれば、基本的にはほとんど扱います。
しかし、相談者の方が問題にしていることが労

基法などの法律違反の疑いがあり是正を求めるよ
うな場合は、国の機関である労働基準監督署に相
談されたほうが良い場合もあります。また、千葉
労働局でも個別的労働紛争について助言指導やあ
っせんを行っています。
取り扱う機関によって紛争解決の仕組みに違いが
ありますので、各機関の特徴をよく検討していただ
いたうえでお選びいただくことが良いでしょう。
ままずは、お気軽にご相談ください。

詳しくは事務局までお問い合わせください。
千葉県地方労働委員会事務局　県庁南庁舎3F
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

Tel. 043-223-3734
http://www.pref.chiba.jp/chiroui/index.html

Q
A

Q

A

Q

A

Q

A
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千人 人 件 倍 人 人 倍 人 ％ 件
（年平均）（年平均）（年度平均）（年度平均） （年平均） （年平均） （年平均） （年平均） （年平均） （年平均） （年平均） （年間合計件数）

平成10年 5,889 14,199 18,876 0.75 38,160 93,717 0.41 45,320 5.0 105.8 117.4 102.4 638
11 5,919 14,794 19,813 0.81 38,343 99,454 0.39 47,106 5.2 102.8 108.2 101.9 453
12 5,926 18,253 19,000 0.96 49,165 96,506 0.51 44,887 4.9 100.0 100.0 100.0 560
13 5,964 19,241 19,988 0.96 51,687 98,792 0.52 45,602 4.9 96.8 96.7 99.1 574 

14年９月 5,998 19,682 20,591 0.94 51,733 105,151 0.49 49,774 5.3 92.4 90.5 98.0 50
10 6,001 20,824 24,530 0.84 50,767 105,498 0.48 49,200 5.3 92.3 89.9 97.8 67
11 6,004 17,834 17,549 0.84 52,315 102,362 0.49 45,537 4.9 91.5 89.7 97.7 54
12 6,005 16,470 13,502 0.90 48,462 93,535 0.49 44,002 4.8 92.3 89.4 97.7 46

15年１月 6,006 21,071 22,289 0.94 50,718 93,870 0.52 41,833 4.5 91.9 89.5 97.6 50 
２　 6,005 19,781 20,854 0.87 52,732 94,136 0.52 39,823 4.3 91.8 91.9 97.2 47
３ 6,003 19,320 21,888 0.98 54,139 97,983 0.53 38,812 4.4 91.5 92.0 97.5 58 
４ 5,999 21,300 31,478 1.00 54,836 107,369 0.54 37,321 4.1 92.7 92.8 97.7 43 
５ 6,015 19,166 21,957 0.87 52,345 107,387 0.54 40,414 4.4 92.4 92.5 98.0 40 
６ 6,019 18,586 20,616 0.87 51,717 105,111 0.54 40,177 4.3 92.8 92.7 97.6 39
７ 6,020 21,599 21,986 0.97 53,398 104,106 0.54 41,086 4.5 93.4 91.7 97.4 39
８ 6,022 19,745 18,220 0.96 53,252 98,734 0.55 39,828 4.3 92.9 91.0 97.5 42
９ 6,026 22,391 21,808 0.91 56,824 98,054 0.57 39,376 4.3 92.4 89.8 97.5 33

千葉県の労働経済主要指標 千葉県の労働経済主要指標 千葉県の労働経済主要指標 

年　　月 人　口

労　　　 働　　　 市　　　 場 雇用保険（一般） 常用雇用指数
（12年=100）

消 費 者
物価指数 倒産件数

新　規
求人数

新規求職
申込件数

新　規
求人倍率

月間有効
求人数

月間有効
求職者数

月間有効
求人倍率

受給者
実人員

基　本
受給率

調　査
産業計

製造業
13市平均
総　　合

負　債　額
1,000万円
以　　　上

調査機関 県総合企画
部 統 計 課

東京商工
リサーチ県総合企画部統計課千 葉 労 働 局 職 業 安 定 部

年　　月

調査産業計 製 造 業 調査産業計 製 造 業 調査産業計 製 造 業 調査産業計 製 造 業 生　　産 出　　荷 在　　庫 在 庫 率

現金給与総額 定　期　給　与

賃　　　　　　金

総　　　実 所　定　外

労　　働　　時　　間

季　節　調　整　済

鉱工業生産指数（７年=100）

円 円 円 円 時間 時間 時間 時間 － － － －
（年平均） （年平均） （年平均） （年平均） （年平均） （年平均） （年平均） （年平均） （年平均） （年平均） （年平均） （年平均）

平成10年 384,289 401,806 299,073 315,370 151.2 163.7 11.2 13.6 104.8 106.8 112.0 312.8
11 381,412 390,548 299,742 311,822 147.4 161.2 11.1 14.4 101.7 103.5 101.7 128.5
12 381,413 403,514 302,106 320,829 148.3 169.4 11.1 15.8 104.6 103.9 97.5 118.8
13 382,988 396,485 305,246 316,972 148.6 163.0 11.2 15.6 100.8 102.5 105.3 116.2 

14年９月 298,941 317,943 297,785 316,405 142.7 152.3 11.3 15.3 101.7 100.7 94.0 101.0
10 297,798 324,700 294,713 316,535 149.3 162.7 11.6 15.3 98.2 98.7 92.0 114.0
11 303,470 324,900 300,601 323,254 151.3 168.4 12.1 16.0 94.8 94.9 91.1 107.9
12 716,360 770,725 299,105 322,938 146.9 164.7 12.3 16.3 98.2 95.2 96.0 115.8

15年１月 331,387 364,075 299,287 319,069 140.4 145.3 11.7 14.5 101.6 98.4 94.2 106.1
２ 291,776 318,169 290,534 317,544 145.3 163.5 11.4 16.2 99.3 98.4 91.3 109.4
３ 315,994 321,093 294,052 318,555 145.4 160.7 11.6 16.1 97.0 93.3 94.9 115.3
４ 299,375 329,888 291,929 320,400 151.5 166.6 11.5 16.2 95.1 91.5 94.7 110.4
５ 300,243 344,563 291,349 317,340 147.6 157.9 11.2 15.1 99.4 96.0 96.1 94.0
６ 536,400 602,595 292,101 318,707 152.3 167.7 10.7 15.1 97.2 95.2 96.7 80.4
７ 416,496 458,601 291,157 316,785 151.3 168.2 10.7 15.0 97.4 96.0 95.2 74.1
８ 298,971 324,648 291,448 314,334 140.8 155.1 11.4 16.3 92.6 93.0 99.5 106.6
９ 298,220 321,348 296,330 319,118 147.9 161.5 11.2 16.5 88.7 90.0 97.6 103.4

調査機関 県　　　総　　　合　　　企　　　画　　　部　　　統　　　計　　　課　

労政ちば発送希望するときは･･･
「労政ちば」の発送（無料）を希望する方は下記あてご連絡いただければ翌月より定期的に送付します。また、社名
の変更･会社の移転等でお届け先の変更を希望される場合は下記へご連絡下さい。なおその際、封筒の宛名ラベル下
段の記号（R○○－○○○○）を併せてお知らせください。

連絡先 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県商工労働部雇用労働課　労働福祉室
Tel. 043-223-2738 FAX 043-221-1180

メルマガも配信しています。詳しくはこちらまで……
http://www.ccjc-net.or.jp/mg/keisei.html
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千葉県最低賃金・産業別最低賃金改正決定のお知らせ
千葉労働局労働基準部賃金室

最低賃金件名
最低賃金額 発　効

最低賃金の適用について時間額〔円〕 年月日

千葉県内のすべての事業場で働く労働者（パート・アルバイトを含む）に適用される千葉県最低賃金及び特定
の産業で働く労働者に適用される産業別最低賃金（7業種）が下記のとおり改正されます。発効日からは改正後の
最低賃金額以上の賃金としなければなりません。

①　支払い賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外手当、深夜手当等は除外します。
②　千葉県最低賃金及び特定の産業に働く労働者に適用される産業別最低賃金（7業種）のうち各種商品小売業最低賃金は据置きで金
額の改正はありません。
③　千葉県最低賃金（地域別・産業別）は平成14年度から「時間額のみ」となり、日額は廃止されています。
※　お問い合わせは、千葉労働局賃金室（043-221-2328）又は最寄の下記労働基準監督署にお尋ね下さい。

最 低 賃 金 一 覧 表

千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用されます。ただ
し、産業別最低賃金が設定されている産業のすべての労働者及びその使用者は、
該当する産業別最低賃金が適用されます。

〔地域別最低賃金〕

千葉県最低賃金 677 14.10.4

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（1）18歳未満又は65歳以上の者
（2）雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
（3）清掃又は片付けの業務に主として従事する者

調味料製造業
（味噌製造業を除く。）

産
業
別
最
低
賃
金

766 15.12.25

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（1）から（3）は上記に同じ鉄鋼業 793 15.12.25

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（1）から（3）は上記に同じ
（4）次に掲げる業務に主として従事する者
イ　手作業による又は手工具若しくは小型動力工具を用いて行うかす取り、
バリ取り、かしめ、選別、検数、さび止め又はマスキングの業務
ロ　手作業による又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め又はレッテ
ルはりの業務
ハ　軽易な運搬、工具又は部品の修理、賄いその他これらに準ずる軽易な業務

一般機械器具製造業
（事務用・サービス用・民生
用機械器具製造業、その他
の機械・同部分品製造業、
建設機械・鉱山機械製造業
のうち建設用ショベルトラ
ック製造業及び縫製機械製
造業のうち毛糸手編機械製
造業を除く。）

783 15.12.25

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（1）から（3）は上記に同じ
（4）次に掲げる業務に主として従事する者
イ　主として手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な
小型機械を使用して行う部品の組立て又は加工業務のうち、組線、巻線、
端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、みがき、刻印打ち、かしめ、バ
リ取り、材料の送給、選別の業務
ロ　塗油、検品の業務
ハ　手作業による袋詰め、包装の業務
二　軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務

電気機械器具製造業
（電球・電気照明器具製造業
及び電気計測器製造業を除
く。）

、情報通信機械器具
製造業、電子部品・
デバイス製造業

780 15.12.25

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（1）から（3）は上記に同じ
（4）次に掲げる業務に主として従事する者
イ　主として部品の組立て又は加工業務のうち、手作業による又は手工具若
しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を用いて行うかえり取り、バ
リ取り、かしめ、組線、巻線、取付けの業務
ロ　手作業による袋詰め、包装、箱入れの業務

精密機械器具製造業 765 15.12.25

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（1）から（3）は上記に同じ各種商品小売業 747 14.12.25

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
（1）から（3）は上記に同じ自動車（新車）小売業 775 15.12.25

千葉労働基準監督署 043-241-8383 船橋労働基準監督署 047-431-0181 柏 労働基準監督署 04-7163-0245
銚子労働基準監督署 0479-22-8100 館山労働基準監督署 0470-22-0194 木更津労働基準監督署 0438-22-6165
茂原労働基準監督署 0475-22-4551 成田労働基準監督署 0476-22-5666 東金労働基準監督署 0475-52-4358

24時間テレホンサービス Tel. 043-221-4700


