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○子育てお母さん再就職支援センター

○地域若者サポートセンター

○生涯現役サポートセンター

○千葉地域職業訓練センター

〒261－0026　千葉市美浜区幕張西4－1－10

　　　　　 ☎043(274)7771
　　　　　HP http://www.techpyra.jp/

　○ 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・70台収容可能(無料)

交 通 案 内  

　仕事に就けない若者、就職活動に踏み出せない若者に、
地域の若者支援機関のネットワークを活かしながら、様々
な支援プログラムにより自立を支援します。

☎043(351)5531

　中小企業経営者、従業員等の能力開発、再就職に役立
つ講座の開設など、職業スキルやキャリアアップを支援
します。

☎043(274)7771

　出産・子育て等で仕事を離れ、再就職を目指す女性一人

ひとりの状況や希望に応じ、様々な支援プログラムにより
再チャレンジを応援します。「マザーズハローワークちば
幕張ブランチ」も併設されています。(託児あり)

☎043(273)4510

　中高年の方の再就職のための相談を行い、生涯現役で
元気に働きたいという多様な働き方を支援します。
　企業にはシニア人材活用の相談・情報提供の支援をし
ます。

☎043(273)4510　

今年度より「労政ちば」が、年4回発行の季刊誌として新しくなりましたので、よろしくお願いします。
　　新生「労政ちば」春号のTOPICSは、☆女性、高齢者、若年者、障害者の方への情報特集
                              　　　　　　  　　   ☆千葉県の今年度の労働施策と主要事業、千葉労働局の重点対策

■次回夏号は、7月の発行予定です。

「私の働き方」「人の活かし方」発見の場
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ちば仕事プラザ―4つの支援機能 
　就労を目指す女性、シニア、若い方々のカウンセリング等の実施や経営者・従業員の方々の職業能力開発の

講座の開設などを行っています。

　また、平成19年度から、求職情報提供システムである「ちば仕事プラザネット」及び中小企業の技能の継

承を支援するための「熟練技能者人材バンク」を創設します。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こんなときはここで解決！　　　　　　　　　　　　 　　　  ８

 INFORMATION　　　　　　　　　　  　　　　 １　   ご協力お願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　  10

 ご応募ください　　　　　　　　　　　　　　     ３　　内閣府「再チャレンジ支援地域モデル事業」グループワーキング　　　11

 こんな事業を進めます　　　　　　　　　　　     ６　         相談はこちら！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  12



○コース名等
訓練コース 定員

28人

40人

10人

身体・精神・発達障害

身体・知的・精神・発達
障害

身体・知的・精神・発達
障害

2・3か月

1・2・3か月

1・2・3か月

訓練期間 対象障害種

PC技能習得コース

(集合訓練)

作業実務コース

(集合訓練)

企業実践コース

(個別訓練)

子の看護休暇の創設

　小学校就学前の子を養育する労働者は、１年に５日まで、病気・

けがをした子の看護のために、休暇を取得できるようになりました。

　以上のほかに、育児・介護休業法に基づいて、育児や介護のため

の短時間勤務等の措置、深夜業制限、時間外労働の制限が請求でき

ます。

　【育児・介護休業法に関するお問合せ】

　　千葉労働局雇用均等室

　　☎ 043−221−2307　ＦＡＸ：043−221−2308

　この訓練は、県が障害のある人で求職中の方を対象に、

企業や社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間教育訓練

機関等に委託をして、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。

○募集期間　ＰＣ技能習得コースは、8月1日(水)から

　　　　　　8月24日(金)まで、それ以外は随時。

　県では、障害のある人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、障害のある人の個々の状況に応じて行う　

①作業実務訓練コース(集合訓練)と事業所現場で行う実践的

な②企業実践コース(個別訓練)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。

ご協力をお願いします。

○お問合せ　

　上記１及び２の募集の詳細につきましては、県産業人材

課ホームページ　又は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　☎043-291-7744

　〒266-0014　千葉市緑区大金沢町470番地　　　

育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大

　雇用継続が見込まれる一定範囲の期間雇用者は、育児休業介護休

業がとれます。申出時点で、次のイ、ロ、ハのいずれにも該当する

労働者です。　　　　

【育児休業の場合】　
　イ　入社1年以上であること。

　ロ　子が１歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込

　　　まれること。

　ハ　子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間

　　　が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

【介護休業の場合】
　イ　入社1年以上であること。

　ロ　介護休業開始予定日から93日を経過する日を超えて、雇用関

　　　係が継続することが見込まれること。

　ハ　93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、

　　　更新されないことが明らかでないこと。

育児休業期間の延長

　子が１歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には１歳

６か月に達するまで育児休業ができます。次のイ、ロのいずれかの

事情がある場合です。

　　イ　保育所に入所を希望しているが入所できない場合　

　　ロ　従業員の配偶者で育児休業の対象となる子の親であり、1歳

　　　　以降育児に当たる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の

　　　　事情により子を養育することが困難になった場合

介護休業の取得回数制限の緩和

　対象家族１人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに１

回の介護休業ができます。期間は通算して（のべ）93日までとなり

ます。介護のための勤務時間短縮等の措置も、対象家族1人につき要

介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期

間、措置が受けられることになりました。　

一定の用件があれば期間雇用者も　　　　　
　　　　　　　　　育児・介護休業が取得できます…

育児・介護休業法について

　育児・介護休業法は平成17年4月1日に改正施行されています。

そのなかで、期間を定めて雇用される労働者も一定の要件を満

たすことで、休業が取得できることになりました。働きながら

子育てや介護がしやすい環境の整備が求められています。

　第30回全国障害者技能競技大会（アビリンピック）が、平

成20年度に千葉県で開催されます。アビリンピックは障害の

ある方々が就労している職業を競技として実施し、技能を競

い合う大会です。障害のある方々の職業能力の向上、また障

害のある方々に対する社会の理解と認識を深め、雇用促進と

地位向上を図ることを目的としています。　　　　　　　　

　また、障害者雇用に関わる展示・実演などからなる複合的

なイベントとして障害者ワークフェアを同時に開催して、障

害のある方々が真剣に仕事に取り組む姿をアピールし、障害

のある方々の雇用促進を図ります。

　

　この大会は、障害のある方々の職業能力の開発等を促進し、

雇用促進と地位向上を図ることを目的に、社団法人千葉県

雇用開発協会、千葉労働局、千葉県の共催で次のとおり実

施します。この大会での成績優秀者は、平成20年度の千葉

県で開催する全国大会へ推薦されることとなります。

（１）実施時期　平成19年8月22日(水)

（２）会　　場　国際能力開発支援センター（OVTA）

（３）競技種目　建築CAD・ワードプロセッサー・データベース・

　　　　　　　ホームページ・パソコン操作・パソコンデータ

　　　　　　　入力・喫茶サービス　　　　　　　

（４）参加資格　15才以上の方のうち、身体・精神・知的障害の

　　　　　　　ある方で千葉県内の事業所に勤務している方・

　　　　　　　県内に居住している方等

（５）参加申込み　(社)雇用開発協会へ申し込み（申込み方法等

　　　　　　　は6月に掲載するHPをご覧ください）

（６）参加費用　　無　料

（１）開催期間

　　平成 2 0年 1 0月 2 4日 (金 )〜 2 6日（日）

（２）開催場所　幕張メッセ（予定）

第5回千葉県障害者技能競技大会を実施します

2

１．障害のある人のための職業（委託）
　　訓練生の10月入校生を募集します

２．障害のある人のための職業訓練（委託）に
ご協力いただける企業・団体を募集しています

平成20年度に千葉県で全国障害者技能競技
大会が開催されます！

INFORMATIONINFORMATION



３

ご応募くださいご応募ください

平成19年離職者等再就職訓練　受講生募集

対象者・就職を希望し、ハローワークに求職申込みを行っている方で受講開始日から遡って１年以内に
　　　　 公共職業訓練を受講していない方

経　費：受講料無料。ただし、訓練内容によりテキスト代、介護実習に要する経費、作業服代等はご負
　　　　 担いただきます。

■詳しくは、募集案内書またはホームページ　http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/f_rousei/skja/index.html

　募集案内書は、千葉県内のハローワーク、県立高等技術専門校等にあります。

【お問合せ】雇用労働課生涯現役支援室　☎043－223－2745

若年者(34歳以下)のための職業訓練生募集(８・9月生)

開講月

　７

　８

  10

　　　　　コ ー ス 名

ITサポートスキル習得科

パソコン・経理事務科

住宅管理スペシャリスト科

経理スペシャリスト科

医療事務・調剤薬局科

ビジネスパソコンマスター科

介護福祉サービス科

ITビジネス活用科

海外ビジネス科

パソコン・簿記科

パソコン医療事務・介護事務科

　　　　　コ ー ス 名

露地野菜・米・麦・豆類の栽培、販売科

花卉園芸(花苗生産)科

花卉生産科

養鶏を中心とした露地野菜・水稲循環型農業科

露地野菜・米・麦・豆類の栽培、販売科

野菜生産科

花卉・花苗生産科

　　　　　訓 練 施 設 名

(有)三穂グレインかたらい農場(香取市)

(有)チャイルドフラワー(千葉市)

(有)三宅花卉園(茂原市)

旭愛農生産組合大松農場(旭市)

(有) 三穂グレインかたらい農場(香取市)

(有)さかき(香取市)

(有)大倉園芸(九十九里町)

　 　 　  訓 練 施 設 名

富士通オフィス機器㈱幕張会場(千葉市)

千葉情報経理専門学校(千葉市)

㈱ゆうか人材教育訓練センター(千葉市)

スリーエフフォーラム㈱セミナールーム(千葉市)

ダイエックス船橋校(船橋市)

TPSキャリアカレッジ我孫子布佐校(我孫子市)

まごころネットワーク新松戸教室(松戸市)

TCSパソコンスクール会場(銚子市)

(財)海外職業訓練協会(千葉市)

大原Jスクール津田沼教室(習志野市)

三幸医療カレッジ船橋教室(船橋市)

開講月

　７

　９

20

25

20

3

4

3

1

3

4

3

2

2

3

6

定 員 訓練期間（月）

定 員 訓練期間（月）

―就農を目指す方―　就農人材育成コース 

3ヶ月の座学に1ヶ月の企業実習が加わった実践的職業訓練です。

ハローワークに求職申込みされている方が対象です。

■詳しくは、ホームページ　http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/f_syokunou/dual/bosyuu.htmlをご覧ください。

募 集 期 間

受 講 期 間

8　月　開　講

6月7日(木)～7月6日(金)

8月1日(水)～11月30日(金)

9　月　開　講

7月６日(金)～8月10日(金)

9月3日(月)～12月27日(木)

お問合せ：①②は、市原高等技術専門校、③は、我孫子高等技術専門校（９ページをご覧ください。）

①訪問介護員2級養成科

①NPO法人ウェルビーイング木更津校
（JR木更津駅徒歩20分）

内 　 　 容

場 　 　 所

②千葉情報経理専門学校（京成千葉中央駅徒歩1分）

③TPSキャリアカレッジ我孫子布佐校
（成田線布佐駅徒歩13分）

②情報ビジネス科

③プログラマー・ネットワーク技術者養成科



コース名

ホームページ作成入門

CAD利用技術者試験受験準備コース

２級自動車整備士受験準備（学科）

定員

10

12

20

実施日

7月28日（土）〜29日（日）

〃

3月18日(火)〜19日(水)

我孫子高等技術専門校　http://www2.ocn.ne.jp/~abkgisen/

コース名

コンピュータで図面を書こう

パソコンに触れてみよう（初心者向け）

２級自動車整備士受験準備（学科）

コース番号

M-0801

M-1101

W-0101

W-0401

I-V02A

I-C01A

E-1001

E-1101

E-2001

E-2101

E-2201

E-2301

I-J01A

I-J02A

I-V02B

I-C02A

受講料

23,200円

41,600円

19,200円

19,200円

15,000円

12,000円

12,000円

12,000円

12,800円

12,000円

12,800円

12,000円

12,000円

15,000円

15,000円

15,000円

開催日程

6/26・27・28・29

6/19・20・21・22

6/19・20・21

6/27・28・29

6/20・21・22

6/28・29

7/18・19・20

7/25・26

7/4・5

7/10・11・12

7/18・19

7/25・26

7/5・6

7/18・19・20

7/25・26・27

7/11・12・13

コース名

施盤の高精度加工技術

機械組立仕上げのテクニック

被覆アーク溶接技能クリニック(固定管編)

各種材料の熱処理及び表面硬化法とトラブル対策技術

WebDBアプリケーション開発実践(MS.Net編)

再利用性・保守性向上のためのオブジェクト指向開発実践(MS.Net編)

マイコン制御システム実践技術

組込みシステムにおけるCプログラム開発技術(8ビットCPU)

有接点トラブルの評価と改善

有接点シーケンス制御による電動機制御の実務

PLCによる実践的FA制御技術

PLC制御における実践的システム設計

再利用性・保守性向上のためのオブジェクト指向開発実践(Java編)

OOPによるWebDBアプリケーション開発実践(Java編)

WebDBアプリケーション開発実践(MS.Net編)

OOPによるWebDBアプリケーション開発実践(MS.Net編)

定員

10

10

20

実施日

７月28日（土）〜29日（日）

８月４日（土）〜５日（日）

３月19日（水）、21日（金）

旭高等技術専門校　http://www16.ocn.ne.jp/~asa-gi/

コース名

リフォーム入門（クロス壁）

パソコン入門（表計算ソフトExcelの基礎）

アーク溶接

定員

10

15

15

実施日

7月23日（月）〜24日（火）

〃

7月23日（月）〜25日（水）

東金高等技術専門校　http://www15.ocn.ne . jp/~tougane/

コース名

ガス溶接技能講習

２級自動車整備士受験準備（学科）

定員

20

23

実施日

12月25日（火）〜26日（水）

３月19日（水）、21日（金）

市原高等技術専門校　http://www.h7.dion.ne . jp/~ichigi/

コース名

初歩のシーケンス制御

ガス溶接技能講習

CAD操作からNC加工入門

Ｅxcel基礎

定員

10

10

10

10

実施日

7月21日（土）〜22日（日）

〃

〃

〃

船橋高等技術専門校　http://www10.ocn.ne . jp/~funa-gi/index.html

コース名

日曜大工基礎講座

Jw_cad入門（建築系）

初歩的な普通ブロックの積み方（実技）

２級建築配管技能士受験準備

定員

10

10

10

10

実施日

〃

長生高等技術専門校　
http://www.pref.chiba.lg.jp/gisen/chousei/index.html

７月28日（土）〜29日（日）

８月４日（土）〜５日（日）

12月15日（土）〜16日（日）

特　　典・受講料は無料です。ただしコースによっては教材

　　　　　費の一部を負担していただくことがあります。

　　　　・所定時間以上の講習を受講された方には、職業能

　　　　　力開発促進法に基づく修了証書が授与されます。

　　　　　（一部のコースを除く）

申込方法　往復はがきによる申込みとなりますが希望する校

　　　　　のホームページ等でご確認のうえお申込みください。

そ の 他・申込者が少ない場合は、日程を変更したり、中止

　　　　　することがあります。　

　　　　・応募状況や内容をもっと詳しく知りたい方は、希

　　　　　望する校へ直接お問合せください。お申込みの際

　　　　　ご記入いただく個人情報は、講習事務以外には使

　　　　　用しません。

日　　数：アーク溶接(東金技術専門校)3日、その他のコース

　　　　　はいずれも2日

延講習時間：アーク溶接(東金技術専門校)が21時間(7時間/日)、

　　　　　　その他のコースはいずれも14時間(7時間/日)　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　働くみなさんが、職業に必要な知識や技能を更に高めるこ

とができるよう、県立高等技術専門校では次のような方を対

象に各種の短期技能講習を行っています。

・技能検定など各種の資格取得を目指す方

・職場で必要とする新たな知識・技能を身につけたい方等

　当機構では、事業主団体、事業主、起業家や勤労者等に対して、産業構造の変化に対応するために、新しい技術や技能の習

得を支援する、スキルアップのための講習会を開催しております。なお、受講申込時点で定員に達している場合はキャンセル

待ちとなること、また受講希望者が一定数に満たない時は中止となる場合があることについて、あらかじめご了承ください。

【お問合せ・受講申込・会場・資料請求先】

独立行政法人雇用・能力開発機構千葉センター訓練第二課　〒263−0004　千葉市稲毛区六方町274番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 043−422−4622(直通)　FAX 043−304−2132

※各講習会の詳細及び掲載以外のコース案内については、当機構ホームページhttp://www.ehdo.go.jp/chiba/cnt-

chiba/index.htmlをご覧ください。

◎交通のご案内(駐車スペースは、十分にございます。)

・ＪＲ稲毛駅（東口）からバスをご利用の場合　　2番乗り場京成バス山王町行(約25分)ヴィルフォーレ稲毛下車徒歩約10分

・ＪＲ西千葉駅（東口）からバスをご利用の場合　3番乗り場京成バス山王町(草野車庫)行(約25分)愛生町下車徒歩約5分

・ＪＲ四街道からバスをご利用の場合　　　　　4番乗り場千葉内陸バス草野車庫行(約15分)技能センター入り口下車徒歩約5分

《6月・7月開講》　※講習時間は、9：10〜15：50(１日６Hの場合)を標準とします。

4

平成19年度　短期技能講習

雇用・能力開発機構千葉センター講習会

ご応募くださいご応募ください





6

ポジティブ・アクション推進のためのセミナーが開かれます！―６月は男女雇用機会均等月間です－

対　象：企業の人事労務担当者、一般の方

日　時：７月４日(水)　１３：３０～

会　場：ホテルポートプラザちば(JR京葉線または千葉都市モノレール千葉みなと駅前)

内　容：講演「ポジティブ・アクションが職場を変える～男女参画で楽しい職場づくり～」

講　師：内海房子さん(NECラーニング株式会社　代表取締役執行役員社長)

定　員：100人(電話申込み先着順)

申込み・お問合せ：21世紀職業財団千葉事務所　　☎043－225－2295

うつみ　ふさこ

雇用労働課

　１　中高年齢者の雇用就業対策

　(1)生涯現役サポートセンター事業

　　少子高齢化社会における労働力不足に対応するため

　シニア世代に対してカウンセリング等により多様な「働

　き方」の発見を支援します。企業に対してはシニア世

　代の活用に関する相談や情報提供を行い、求人企業と

　求職者の出会いの場を開催します。

　(2)(仮称)ちば仕事プラザネット事業

　　少子高齢化や2007年問題に起因する人材不足に対

　応します。ちば仕事プラザの相談者を中心とした求職

　者登録システムを創設し、様々な分野に人材情報を提

　供します。

　(3)高齢者就業機会確保事業

　　シルバー人材センター事業を推進します。

　(4)委託訓練事業の実施

　　離職者等の再就職を支援するため、大学や専修学校、

　企業等に委託し、多様な職業訓練を実施します。

　２　企業における仕事と子育て両立支援の促進

　(1)「３つの目のつけどころ」の推進

　　「仕事と子育てが調和のとれる働き方の実現」と「企

　業の活力を高める」ことが同じ視点に立ちいい形にな

　るよう、経済界・労働界・県が一緒に考え行動してい

　くため一致させた「３つの目のつけどころ」に沿って、

　若い世代が充実した仕事をし、ゆとりをもった子育て

　ができるよう取り組んでいきます。

　(2)各種セミナー等の開催

　　ワーク・ライフ・バランスの有効性について認識を

　深め、企業の主体的取組みを促進するため、経営者や

　人事・労務担当者を対象にセミナー等を開催します。

　(3)「仕事と子育て両立支援」企業経営アドバイザー養成

　　企業経営をアドバイスする社会保険労務士等を対象

　に、育児休業などの制度活用、相談支援にあたるアド

　バイザーを養成します。

　(4)「社員いきいき！元気な会社宣言企業」の募集紹介

　　両立支援を積極的に推進している会社を募集し、県

　ホームページで紹介します。

　３　女性に対する雇用対策の推進

　(1)出産・子育てで退職した女性の再就職支援事業

　　昨年オープンした「子育てお母さん再就職支援セン

　ター」では、再就職を希望する子育て世代の女性を対

　象に、キャリアコンサルタントが相談やカウンセリン

　グに応じます。併設の「マザーズハローワークちば幕

　張ブランチ」とも連携して、求人情報の提供や、職業

　紹介も行います。就職に役立つセミナーも随時開催し、

　女性の再チャレンジを総合的に支援していきます。

　(2)母子家庭の母等に対する職業訓練事業

　４　労働相談、労働教育講座の実施など

　

産業人材課

　１　若年者への職業能力開発・就労支援

　(1)ジョブカフェちば（ちば若者キャリアセンター）事業

　　就職を希望する若者を対象に個別相談、適職診断な

　どの総合的な就業支援サービスを行います。

　(2)県内産業・工業高校連携による人材育成事業

　　産業界と工業高校の相互協力によって、企業技術者

　の講師派遣及び現場の実習等を豊富に取り込んだ実践

　的教育カリキュラムの開発及び導入を進めます。

　(3)デュアルシステム訓練事業の充実

　　再チャレンジを目指す若者に対し、企業実習を連結

　させた訓練を実施し、即戦力となる人材を育成します。

　(4)ちば地域若者サポートステーション事業

　　若者無業者の職業的自立を目指して、それぞれの状

　況に応じた専門的な相談を行います。

　２　障害のある方々の職業能力開発・就労支援

　　障害のある方々の雇用・就業を促進するために、個々

　の障害特性に合わせた就業支援および企業における障

　害者雇用の拡大を図ります。

　(1)障害者雇用アドバイザー（企業支援員）事業

　　障害のある方々を戦力として活用するために雇用管

　理手法などのアドバイスを行い、障害のある方々の職

　域開拓・就業環境づくりに取り組みます。

　(2)全国障害者技能競技大会（平成20年度開催）

　　障害のある方々が就労している職業を競技として技

　能を競い合う全国障害者技能競技大会を千葉県で開催

　し、障害のある方々の雇用促進を図ります。

　３　中核人材の育成

　　千葉大学・千葉工業大学及び京葉臨海部の企業が連

　携し、グローバル競争力や（安全対策・危機管理体制

　の確立）といった課題に対応できる人材の育成を図る

　ための教材・カリキュラムを開発します。

　４　技能の振興・伝承

　　現場を支えてきた熟練した技能をもつ方々を登録し、

　中小企業に指導者として紹介する「千葉県熟練技能者

こんな事業を進めます！こんな事業を進めます！

平成19年度千葉県・千葉労働局　こんな事業を進めます！平成19年度千葉県・千葉労働局　こんな事業を進めます！

平成19年度　千葉県の労働施策と主要事業
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　バンク」を設立します。

　５　ちば仕事プラザの運営

　　中小企業や勤労者等を対象に、従業員の教育訓練や

　セミナー等を行います。

労働委員会

　１　労働争議の調整・個別的労使紛争のあっせん

　　労働組合、あるいは労働者個人と使用者の間で労働

　条件をめぐる紛争が生じ、自主解決が困難なときは、

　簡易迅速な「あっせん」の制度をご利用いただけます。

　　あっせん員が労使の間に入り、円満解決のお手伝い

　をします。

　２　不当労働行為救済申立ての審査

　　労働者が組合員であることや組合活動をしたことを

　理由に解雇や賃金差別等を受けたり、組合が正当な理

　由もなく団交を拒否された場合には、救済の申立てが

　できます。

　　労働委員会は、申立てを認めるかどうかについての

　審査を行ったうえ、使用者に対して必要な措置を命令

　します。

　３　労働組合の資格審査

　　労働組合を結成するにあたって、官公庁の許認可等

　は不要ですが、不当労働行為の救済申立てや法人登記

　を行う場合には、労働委員会の資格審査を受ける必要

　があります。

　４　争議行為の予告通知

　　公益事業でストライキ等争議行為を行う場合、実施

　予定日の10日前までに労働委員会と県雇用労働課に

　予告通知をしなければなりません。

　１　労働基準行政の重点施策

　　千葉労働局と県内の労働基準監督署では、「安心し

　て働くことができる職場環境づくり」を目標に、次の

　施策を重点に推進していきます。

　①　労働条件の確保・改善

　②　労働者の安全と健康確保

　③　最低賃金制度の適正な運営と賃金制度の改善

　④　労働者の多様な働き方が可能となる環境の整備

　⑤　被災労働者等に対する迅速・適正な労災補償

　２　職業安定行政の重点施策

　　千葉労働局と県内のハローワークは、雇用の維持・

　安定、雇用機会の創出、職業相談等の充実をはじめと

　する各種支援策の展開を効果的に講じるため、次の施

　策を重点に推進していきます。

　①　早期再就職の促進

　②　若年者雇用対策の推進

　③　雇用保険制度の適正な運営

　④　高年齢者雇用対策の推進

　⑤　障害者雇用対策の推進

　⑥　民間等の労働力需給調整事業の適正な運営の確保

　３　雇用均等行政の重点施策

　　雇用均等室では、誰もが安心・納得した上で多様な

　働き方を実現できるように次の施策を重点に推進して

　いきます。

　①　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の

　　確保対策の推進

　②　職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進

　③　パートタイム労働対策の推進

　４　労働保険適用徴収業務の重点施策

　　労働保険（労災保険と雇用保険とを総称した言葉）

　は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも

　雇っていれば、その事業主は成立手続きを行い、労働

　保険料を納付しなければならないことになっています

　が、なお未手続き事業場が多く存在しています。

　　このため、次の施策を重点に推進していきます。

　①　労働保険の適用促進については、あらゆる機会を

　　とらえ、労働保険制度の周知・広報に努めます。

　②　労働保険料の適正徴収について、労働保険料の適

　　正な申告・納付の周知徹底に努めます。

　　　また、滞納整理の実施に当たっては、実施計画を

　　策定し、訪問徴収等効果的実施に努めます。

　③　労働保険事務組合の育成・指導に当たっては、計

　　画を策定し、積極的な監督・指導に努めます。

　④　平成19年度から労働保険徴収システムを活用し

　　て行う石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴

　　収に当たっては、その円滑かつ適切な実施に努めま

　　す。

　５　個別労働紛争解決制度の積極的な運用

　　労働関係に関する事項について労働者と事業主との

　間の紛争が高水準で推移しています。これらの個別労

　働紛争を未然に防止、または、紛争を早期に解決する

　ため、千葉労働局、千葉駅前及び県内の労働基準監督

　署に「総合労働相談コーナー」を設置し、総合労働相

　談員を配置し、解雇、労働条件の引下げ、退職勧奨、

　配置転換、いじめ・嫌がらせ、セクシュアルハラスメ

　ント等、労働問題に関するあらゆる分野の労働者、事

　業主からの相談を受け、紛争の解決をお手伝いします。

　　そのための主要対策は次のとおりです。

　①　千葉労働局ホームページ・各種広報誌等による積

　　極的な広報の実施

　②　総合労働相談コーナーでの幅広い分野の相談対応・

　　情報提供やアドバイスの実施

　③　労働局長の助言・指導、紛争調整委員会によるあっ

　　せんにより迅速・適正な解決の促進

　④　千葉県労働委員会等との緊密な連携

　 千葉労働局の重点対策に関するお問合せはこちらまで 
　　〒260-8612　千葉市中央区中央4-11-1　

　　　　　　　　　　　　　　千葉第二地方合同庁舎

　　地図は次頁（1）を参照ください

　　○労働基準行政の重点対策に関して

　　　千葉労働局労働基準部監督課

　　　☎ 043（221）2304　 FAX 043（221）4407

　　○職業安定行政の重点対策に関して

　　　千葉労働局職業安定部職業安定課

　　　☎ 043（202）5121　 FAX 043（202）5140

　　○雇用均等行政の重点対策

　　　千葉労働局雇用均等室

　　　☎ 043（221）2307　 FAX 043（221）2308

　　○労働保険適用徴収業務の重点対策に関して

　　　千葉労働局総務部労働保険徴収課

　　　☎ 043（221）4317　 FAX 043（221）4406

　　○個別労働紛争解決制度の積極的な運用に関して

　　　千葉労働局総務部企画室

　　　☎ 043（221）2303　 FAX 043（224）7675

こんな事業を進めます！こんな事業を進めます！

千葉労働局の重点対策
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※６月１日現在で実施

　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、当事者間では解決で

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。費用は無料で秘密は

守られます。

(1)  対象となるトラブル例

　個々の労働者と使用者との間で生じた、労働時間、休日、

休暇、賃金、配置転換・出向、解雇、労働条件の不利益

変更などをめぐる紛争です。明らかに関係法令に違反し

ているものは除きます。

(2)  申　請

　千葉県内に所在する事業所の労働者、使用者のいずれ

からでも可能です。予めお電話で予約をしてからお越し

ください。

(3)  あっせん員

　労働問題に豊かな知識と経験を有する１５名の労働委

員会委員の中から３名の委員（公益、労働者、使用者の

代表１名ずつ）があっせん員に指名され、公平・中立な

立場で調整を行います。

(4)  あっせんの進め方

　日時を決めて、労働委員会において労使双方が出席し

て行われます。あっせん員が労使双方の主張をお聞きし、

歩み寄りを図り、紛争が解決されるよう努めます。１７

時以降のあっせん開催もご希望に添うように努力してお

りますので、ご相談ください。

　なお、あっせんは簡易迅速な制度ですので、あっせん

開催回数は原則１回、申請から終了までの期間は１か月

程度を目安としています。

個別的労使紛争のあっせんは、「労働委員会」へ

  「千葉県労働相談センター」では、賃金不払いや解雇、セ

クハラ、労働時間・休日・休暇、配置転換・出向、労働条件の

不利益変更、労働者の心の健康（メンタルヘルス）や健康

管理など、労働問題全般について、問題解決に向けた具体

的なアドバイスを無料で行っています。秘密は厳守され

ますので、労働問題でお悩みの労働者、使用者をはじめ、

県民の皆様、是非ご活用ください。

○千葉県労働相談センターでは

(1) 専門の相談員が、平日は午前９時から午後５時まで電

話又は面接により、午後５時から午後８時までは電話に

より、相談に応じています。

(2) 民事関係の相談には、労働問題に精通した弁護士が面

接により相談に応じています。

　原則、毎月第１・２・４金曜日の午後１時から午後４時

です。(要予約)

(3) 心の健康問題に関する相談には、臨床心理士等の専門

家が面接により相談に応じています。

  原則、毎月第２・４水曜日の午後1時から午後4時です。

（働く人のメンタルヘルス特別労働相談　※要予約）　　

(4) 相談の内容に応じて、労働審判制度や労働局総合労働

相談コーナー、千葉県労働委員会のあっせん制度、簡易又

は地方裁判所の調停・訴訟制度などの情報を幅広く提供

します。

(5) 非正規労働者(派遣、契約、パート・アルバイト等)の処

遇や高年齢者の雇用安定、仕事と家庭の両立、うつ・過労死、

メンタルヘルス、労災補償などの労働関係法の諸問題に

も幅広くアドバイスを行っています。

千葉県労働相談センターでは、本年４月から
「働く人のメンタルヘルス特別労働相談」を
始めました。

商業統計調査にご協力を！

この調査は，全国の卸売・小売業を営む事業所を対象とし，商業の実態（商業事業所の分布状況や販売

活動など）を明らかにすることを目的としています。調査員が、皆様の事業所に調査票をお届けしてい

ます。後日、調査員が調査票を受け取りに伺いますので、ご協力をお願いします。提出された調査票は，

統計法により厳重に秘密が守られ，統計作成の目的以外には一切使用いたしません。

【お問合せ】県庁統計課商業労働担当グループ　　☎０４３－２２３－２２２５

　　　　　　又は市区町村の統計担当窓口まで

相談はこちら！

千葉県労働委員会事務局
千葉市中央区都町1-1-20（県庁都町庁舎2階）

☎：043－231－2131

http ://www.pref .ch iba . lg . jp/ch irou i/ index.html

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      ☎：043－223－2744

経済産業省・千葉県・市町村


