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求職者支援制度のご案内 
～再就職や転職を目指す皆さまへ～ 

Headline News 

Topics 

千葉県 商工労働部 雇用労働課 企画調整班 

〒260-8667 千葉市中央区市場町１番１号 
電話：043-223-2767 FAX：043-221-1180 

「労政ちば」に関するご意見・ご感想は下記まで 

千葉県ホームページにて、 

「労政ちば」のバックナンバーを 

公開しています。 

Ｐ１ … 令和３年度「業務改善助成金」のご案内 

Ｐ２ … 職場で新型コロナウイルスに感染した方へ 
業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります。 

P3～P4… 求職者支援制度のご案内 ～再就職や転職を目指す皆さまへ～ 

Ｐ５ … 千葉働き方改革推進支援センターをご利用ください 
（秘密厳守／相談・専門家派遣無料） 

Ｐ６ … ・労働保険料の申告・納付はお早めに 
・人材確保等助成金（テレワークコース）のご案内 

Ｐ７ … フリーランス、個人事業主などで契約・仕事上のトラブルにお悩みの方へ！ 
     フリーランス・トラブル１１０番のご案内 

Ｐ８ … 千葉県内中小企業の働き方改革を応援します！ 

Ｐ９ … 能力開発セミナーのご案内／生産性向上支援訓練のご案内 

Ｐ10 … ちば企業人スキルアップセミナー／精神障害者等職場内サポーター養成研修 

Ｐ11 … ・シルバー人材センターの会員になりませんか？ 

Ｐ12 … ・シルバー人材センター会員の働き方をご紹介 
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『業務改善助成金』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）」の 

引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 【お問い合わせ先】千葉働き方改革推進支援センター    【電話番号】0120-17-4864 
   〒260-0013 千葉市中央区中央 4-13-10 千葉県教育会館本館 7 階 
  労務管理・企業経営の専門家がお悩みを解決します。お気軽にお問い合わせください。（相談・コンサルタント派遣無料） 
 
◆ 【申請先】千葉労働局雇用環境・均等室 企画部門    【電話番号】043-306-1860 
   〒260-8612 千葉市中央区中央 4-11-1 千葉第二地方合同庁舎 2 階 

令和 3 年度「業務改善助成金」のご案内 

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資（機械設備、コンサルティング

導入や人材育成・教育訓練）などを行った場合に、その費用の一部を助成します。 
                                    

助成金の 
概要 
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■ 感染経路が業務によることが明らかな場合 

■ 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、 

それにより感染した蓋然性が高い場合 

※（例１）複数の感染者が確認された労働環境下での業務 

  ※（例２）顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務 

■ 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、 

業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象 

 

 

業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者の方やそのご遺族の方は、 

正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ先】     電話番号               管轄区域 
千葉労働基準監督署   043-308-0673（千葉市、市原市、四街道市） 
船橋労働基準監督署   047-431-0183（船橋市、市川市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、白井市） 

柏労働基準監督署     04-7163-0248（柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫子市） 
銚子労働基準監督署   0479-22-8100（銚子市、旭市、匝瑳市、香取郡のうち東庄町） 
木更津労働基準監督署   0438-22-2831（木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、館山市、鴨川市、南房総市、安房郡） 

茂原労働基準監督署  0475-22-4551（茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡、夷隅郡） 
成田労働基準監督署  0476-22-5666（成田市、印西市、富里市、香取市、印旛郡の栄町、香取郡のうち神崎町、多古町） 

東金労働基準監督署  0475-52-4358（東金市、佐倉市、八街市、山武市、大網白里町、山武郡、印旛郡のうち酒々井町 

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ 
業務によって感染した場合、 

労災保険給付の対象となります 
対象となるのは？ 

労災保険の種類 

詳しくは厚生労働省 HP の Q＆A 
（項目「５労災補償」）をご覧ください 
        ▼ 
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 求職者支援制度は、再就職や転職を目指す求職者の方が、 
月 10 万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講
する制度です 

 訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職
活動をサポートします 

 離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方
などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます 

 給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を 
受講できます（テキスト代などは自己負担） 

給付金を受けて訓練を受講する方 
離職者 雇用保険の適用がなかった離職者の方 

フリーランス・自営業を廃業した方 
雇用保険の受給が終了した方など 

在職者 一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員へ
の転職を目指す方など 

給付金を受けずに訓練を受講する方（無料の訓練のみ受講する方） 
離職者 親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方など 

（親と同居している学卒未就職の方など） 
在職者 働いていて一定の収入のある方など（フリーランスで働き

ながら、正社員への転職を目指す方など） 

求職者支援制度のご案内 
～ 再就職や転職を目指す皆さまへ ～ 

 

■ 求職者支援制度とは？ 

■ 主な対象者の方は？ 

無料の 
職業訓練 

月 10 万円 

給付金 

就職 

サポート 

職業訓練受講給付金の収入要件や出席要件の特例措置を導入（9 月末までの
時限措置）し、就職に役立つ求職者支援訓練・公共職業訓練の訓練期間や訓
練内容を多様化・柔軟化するなど、求職者支援制度の拡充を行いました。 
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（訓練受講の要件） 
 ハローワークに求職の申込みをしていること 
 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと 
 労働の意思と能力があること 
 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと 

（給付金の支給要件） 
 本人収入が月 8 万円以下［シフト制で働く方などは月 12 万円以下 (＊) ］ 
 世帯全体の収入が月 25 万円以下 
 世帯全体の金融資産が 300 万円以下 
 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない 
 全ての訓練実施日に出席する（やむを得ない理由がある場合も､8 割以上出席する） 
 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない 
 過去 3 年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない 

基礎 ビジネスパソコン科、オフィスワーク科など 
ＩＴ WEB アプリ開発科、Android/JAVA プログラマ育成科など 
営業・販売・事務 OA 経理事務科、営業販売科など 
医療事務 医療・介護事務科、調剤事務科など 
介護福祉 介護職員実務者研修科、保育スタッフ養成科など 
デザイン 広告・DTP クリエーター科、WEB デザイナー科など 
その他 ３次元 CAD 活用科、ネイリスト養成科など 

【お問い合わせ先】 
 

千葉労働局職業安定部訓練室  電話：043-221-4087  

■ 制度活用の主な要件 

（＊ 令和 3 年 9 月末までの特例） 

■ 主な訓練コース（求職者支援訓練） 

 訓練期間は 2 か月から 6 か月（＊） 

＊  シフト制で働く在職者などを対象とした訓練コースは 2 週間から（令和 3 年度末までの特例） 

 上記の訓練のほか、訓練期間がより長い公共職業訓練（最長 2 年）も受講できます 

［修了者の声］ 介護職が初めてで
不安もありました
が、経験豊富な講
師の授業により理
解が深まり、介護
職として働く意欲
が高まりました 

簿記の資格を取得
でき、就職先も決
まりました。面接
や履歴書の作成指
導のおかげで就職
活動に意欲的に取
り組めました 

給付金をも 
らえたので、
生活の心配 
をせずに訓 
練に集中で 
きました 
 

コース検索 

※制度の詳細 
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千葉労働局では、働き方改革の推進に向けて、中小企業・小規模事業者を対象に、時間外労働の削減

に向けた生産性向上の支援、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差の解消を目指す同

一労働同一賃金の実現、生産性向上による賃金引き上げ、人手不足の解消に向けた人材の確保・定着を

目的とした雇用管理改善などの課題に対応するため、「千葉働き方改革推進支援センター」を設置して

います。 
 千葉働き方改革推進支援センターでは、様々な関係機関と連携し、労務管理等の専門家による電話・

メール・来所相談、セミナー等を無料で実施します。また、個別事業所訪問による支援の受付等を行い

ます。 
出張相談会やセミナーの開催について、随時情報がアップされますので、千葉働き方改革推進支援セ

ンターのホームページでご確認ください。 
 
千葉働き方改革推進支援センター 

■所在地：千葉市中央区中央 4-13-10 千葉県教育会館 7階 

■開所期間：平日 月曜～金曜（土・日・祝日、年末年始を除く） 

■相談受付 

  《電話》 0120-174-864（9：00～18：00） 

  《ファックス》043-301-5835 

  《メール相談》hk12@mb.langate.co.jp 

  《ホームページ》http://千葉働き方改革推進支援センター.site/ 

■サービス内容 

・個別相談（個別事業所訪問、電話・メール・来所、WEB（ZOOM）による相談対応） 

・商工団体等と連携を図った事業主向けセミナーの開催 

・出張相談会の開催 

■相談内容 

・残業時間の上限規制      ・育児・介護制度の整備     ・賃金制度全般 

・各種助成金の申請・活用    ・年次有給休暇の取得義務付け  ・職務分析・職務評価 

・３６協定           ・人手不足           ・高度プロフェッショナル制度 

・同一労働・同一賃金      ・最低賃金制度         ・その他 

・就業規則・賃金規定等の見直し ・無期転換制度 

・テレワーク          ・生産性向上への対応 

 

 

 

【お問い合わせ先】 
千葉労働局雇用環境・均等室【企画】（〒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：043-306-1860 FAX：043-224-7675 

千葉働き方改革推進支援センターをご利用ください 
（秘密厳守／相談・専門家派遣無料） 

【お問い合わせ先】 
千葉労働局雇用環境・均等室【企画】（〒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：０４３－３０６－１８６０ FAX：０４３－２２４－７６７５ 
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期間は令和３年６月１日（火）から令和３年７月 12 日（月）まで 
 事業主のみなさまへ                              

年度更新の手続きは、令和２年度の概算保険料を精算する「確定申告」と令和３年度の見込み保険

料（概算保険料）を申告するものです。 

申告・納付は、労働局労働保険徴収課または最寄りの金融機関を通じてお早めに手続きを行ってく

ださい。 

なお、保険料の申告には電子申請を、納付には口座振替をご利用頂くと便利です。 

【千葉労働局 年度更新お知らせページ】 
ホーム＞ニュース＆トピックス＞トピックス＞2021 年度＞令和３年度労働保険年度更新について 

 

 

人材確保等支援助成金（テレワークコース）を創設しました（令和３年４月１日） 
■助成内容 
・概要 
 良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から

効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。 
・支給対象となる経費の範囲 
 以下の取組の実施に要した費用が支給対象となります。 

１．就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更 
２．外部専門家によるコンサルティング 
３．テレワーク用通信機器の導入・運用 

  ４．労務管理担当者に対する研修 
  ５．労働者に対する研修 
 
■詳細については厚生労働省ホームページ（アドレスは以下のとおり）をご参照ください。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html 

 
 

労働保険料の申告・納付はお早めに 

人材確保等支援助成金（テレワークコース）のご案内 

【お問い合わせ先】 
千葉労働局労働保険徴収課（〒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：０４３－２２１－４３１７ FAX：０４３－２２１－４４０６ 

【お問い合わせ先】 
千葉労働局雇用環境・均等室【企画】（〒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：０４３－３０６－１８６０ FAX：０４３－２２４－７６７５ 
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フリーランスの方のあいまいな契約・ハラスメント・報酬の未払いなど、契約上・仕事上

のトラブルについて、関係省庁※との連携のもと、弁護士に無料相談できる窓口が開設され

ました！相談から解決まで、弁護士がワンストップでサポートします。電話やメール、対面

や Web（ビデオ通話）にて、匿名でも相談できます。 

※内閣官房・公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁（運営事業者：第二東京弁護士会） 

 

 

このような皆さんが相談できます！ 

フリーランス、個人事業主、クラウドワーカーなど、雇用形態によらない多様な働き方

をする方。これらの方は、労働基準法上の労働者ではないとされています。ライターや

デザイナーなどが代表的ですが、職種は多岐にわたり、主に次のような方があてはまり

ます。 

スタイリスト／美容師／一人親方／フードコーディネーター／ハンドメイド作家／ネイリスト／料理研究

家／エステティシャン／ハウスキーパー／スポーツトレーナー／コーチ／習い事講師／データ入力／コン

サルタント・顧問／広報・マーケター／人事・財務スペシャリスト／クリエイティブディレクター／クリ

エイター・WEB デザイナー／エンジニア／ライター／イラストレーター／プログラマー 等 

 

※ご自身が労働者に該当するのかどうか判断がつかない場合も含め、 

まずはご相談ください。 
 

 

【お問い合わせ先】 
フリーランス・トラブル 110 番 
電話：0120-532-110（受付時間：午前 11 時 30 分から午後 7 時 30 分まで 土日祝を除く） 

フリーランス、個人事業主などで 
契約・仕事上のトラブルにお悩みの方へ！ 

フリーランス・トラブル 110 番のご案内 

こんなトラブル、ご相談ください！ 

 あいまいな契約 

報酬がはっきりしない状態で作業をさせられる。口頭でのやりとりばかりで契約

書を作ってくれない。 

 ハラスメント 

暴言・暴力などのパワハラ行為を受ける。断ると仕事を回さない、とセクハラ行

為を強要される。 

 報酬の未払い 

報酬を一方的に減額されたり、理由をつけて払おうとしない。納品後に発注者と

連絡が取れない。 
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■募 集 期 間：令和３年１２月末まで 

       ※募集期間中でも、予定社数に達し次第、受付を終了します。 

■支 援 対 象：県内に事業所を有する中小企業者等 

■支 援 内 容： 

 １．働き方改革アドバイザー 

   働き方改革関連法への対応や生産性向上との両立に関する課題解決へのアドバイス

等、企業の状況に合わせた支援を行います。 

  ※「働き方改革アドバイザー」は社会保険労務士、中小企業診断士、経営コンサルタント等、経営支援の専門家です。 

   ・派遣回数：１社あたり原則５回まで 

 ２．テレワーク導入支援 

   新規にテレワーク導入を希望する中小企業等を対象に専門家を派遣し、テレワークの

社内試行を支援します。 

  ※導入済みであっても、運用に課題があり、活用されていない場合も対象とします。 

   ・派遣回数：テレワークの専門家３回・労務管理の専門家２回、計５回まで 

   ・テレワークの社内試行に必要な機器等の貸出 

■支援企業数：各２０社程度 ※両支援の併用はできません。 

■利 用 料 金：無料 

■そ の 他：相談内容やインターネット環境などの状況に応じて、派遣に代えて、  

オンラインによる相談・支援を行うことも可能です。 

■申 込 方 法：下記URLにあるリーフレットを御参照の上、千葉県「働き方改革」 

推進事業事務局（委託事業者：株式会社パソナ）へお電話 

もしくは E-mail にてお申込みください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/worklifebalance/hatarakikata/r3hatarakikata.html 

 
 

【お問い合わせ先】 
千葉県「働き方改革」推進事業事務局（委託事業者：株式会社パソナ） 
電話：043-238-9865  Mail：chiba-hatarakikata@pasona.co.jp 

千葉県内中小企業の働き方改革を応援します！ 
「働き方改革」「テレワーク」のお悩みはございませんか？ 

千葉県では、働き方改革の推進やテレワーク導入に取り組む中小企業等を支援するため、専門家を 
派遣しています。 

各企業の状況に合わせたアドバイス等を行いますので、働き方改革・テレワークの導入にお悩みを持つ
県内中小企業等の皆様は、ぜひ御活用ください！ 

千葉県 令和 3年度働き方改革 検索 
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 ポリテクセンター千葉では、在職者の方を対象に短期間の技術セミナー「能力開発セミナー」を実施

しております。機械、電気・電子、建築・設備等の「ものづくり」に特化した専門分野を中心に様々な

コースを実施しております。詳しくは当センターのホームページをご覧ください。なお、パンフレット

をご希望の方は、下記までお問い合わせください。[ 会場：ポリテクセンター千葉 ] 
コース 
番号 

コース名 日程 
定

員 
受講料 

(税込) 

H0801 実践建築設計 2 次元 CAD 技術【AutoCAD2021】 7/10(土),11(日) 10 ¥8,000 
S0301 営業活動と連動した戦略的生産管理 7/15(木),16(金) 10 ¥7,500 
M0401 旋盤加工応用技術 7/27(火),28(水),29(木) 8 ¥16,000 
E2401 ルータによるインターネット接続技術 8/18(水),19(木) 10 ¥10,000 
S0401 原価管理から見た生産性向上 8/19(木),20(金) 10 ¥7,500 
E1301 PLC プログラミング技術〈2 日間コース〉 8/25(水),26(木), 10 ¥12,000 
M1102 精密測定技術 8/25(水),26(木) 8 ¥10,500 
H0702 実践建築設計 2 次元 CAD 技術【Jw_cad】 8/28(土),29(日) 10 ¥8,000 
 

 
 「生産性向上支援訓練」は、企業の生産性向上に係る課題解決のための知識やスキルを習得するため

の職業訓練です。3 つのおすすめポイントをご紹介します。 

生産性向上に効果的な知識や

技法を習得できます 
生産管理・組織マネジメント・マーケティング・データ活用など、あら

ゆる分野に対応したカリキュラム（全 116 コース）を用意しています 

企業ニーズに合わせたオーダ

ー型のコースが設定可能です 
自社会議室を訓練会場とし、実施日時や訓練時間も調整可能です   

1 人からでも利用できるオープンコースも用意しています 

受講しやすい料金設定です 
受講料は、1 人あたり 2,200 円～6,600 円（税込み）です       

条件を満たす場合は、助成金の利用も可能です。 

＜今後の実施コース＞ 1 日 6 時間訓練 受講料は 3,300 円です 詳細はホームページをご覧ください 
  7 月実施    
 
  8 月実施 
 
  9 月実施 

能力開発セミナーのご案内 

生産性向上支援訓練のご案内 

【お問い合わせ先】 
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構千葉支部 千葉職業能力開発促進センター（ポリテクセンター千葉） 
〒263-0004 千葉市稲毛区六方町 274 番地 
◆訓練第二課（能力開発セミナーに関すること） 電話：043-422-4622 FAX:043-304-2132 
◆生産性センター業務課（生産性向上支援訓練に関すること）電話：043-422-4631 FAX:043-422-4768 
URL: https://www3.jeed.go.jp/chiba/poly/ 
 

品質管理実践 
作業手順の作成によるノウハウの継承 
業務効率向上のための時間管理 
チーム力の強化と中堅・ベテラン従業員の役割 
後輩指導力の向上と中堅・ベテラン従業員の役割 
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千葉県立高等技術専門校（愛称：ちばテク）では、企業で勤務されている方を対象に、能力向上などを短期間
で目指す「ちば企業人スキルアップセミナー」を開催しています。 
7・８月にお申込みただける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。  

※申込み方法や費用等については、下記 URL をご参照ください。 

 
障害についての理解を深め、職場内のコミュニケーションをスムーズに！ 

 
近年、精神障害者保健福祉手帳をもつ人の就職件数は、全国的に高い伸び率で増加しています。 
精神障害や発達障害は、「目に見えない障害」と形容されることもあり、一緒に働く上でどのような点に配慮すれば
よいのか、周囲の人には分かりにくい傾向があります。 
千葉県では、精神障害や発達障害のある人が能力を十分に発揮し、安定して働くことができるよう、共に働く人を
対象に、障害についての理解を深めるための研修を開催しています。  

【研修内容】講義、見学、当事者からの発信、グループワークなど（全 2 日間） 
【日程及び会場】令和 3 年８月 6 日（金曜日）～7 日（土曜日）【千葉市内】 

※上記日程以降も、千葉市内又は船橋市内で４回開催予定 
【参加費用】無料 
【その他】詳しくは県 HP をご覧ください。 
URL：https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/shougai/ouen/jigyounushi/supporter.html 

コース名 実施日程 募集期間 定員 実施校 

造園のための Jw̲cad 基礎 9/16(木)・17(金) 7 月 16 日～8 月 16 日 6 我孫子 

第二種電気工事士(下期) 
筆記試験対策 9/26(日)・10/3(日)・10(日)・17(日) 7 月 26 日～8 月 26 日 12 船橋 

機械製図の基礎知識 9/29(水)・30(木)・10/1(金) 7 月 29 日～8 月 27 日 5 船橋 

マシニングセンタプログラミング 
(基礎) 10/4(月)・5(火) 8 月 4 日～9 月 3 日 5 旭 

技能検定 2 級建築大工 
受検対策(実技) 10/16(土)・11/13(土)・12/11(土) 8 月 16 日～9 月 16 日 4 東金 

SolidWorks の基礎 
(操作編) 10/19(火)・20(水) 8 月 19 日～9 月 17 日 5 我孫子 

Excel ビジネス活用 
(業務向上発展編) 10/30(土)・31(日) 8 月 30 日～9 月 30 日 10 船橋 

精神障害者等職場内サポーター養成研修 

【お問い合わせ先】 
千葉障害者就業支援キャリアセンター 
電話：043-204-2385 FAX：043-246-7911  ※研修以外にも、随時企業相談を受け付けています 

ちば企業人スキルアップセミナー 

【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 E-mail：syokuno002@mz.pref.chiba.lg.jp 
URL：https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/skillup/ 
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シルバー人材センターは、 
地元で自分らしく働きたいあなたに、 
仕事を提供する「こころ強い味方」。 
●会員に安全な仕事を提供する、法律にもとづ

いた公益法人です。 
●会員が運営に参加する組織です。ボランティア

活動やサークル活動も会員たちで企画・運営
しています。 

●シニアパワーで地域社会を支える使命を担い、
千葉県内 48 市町村でシルバー人材センター
が活動中です。 

 
もしも あなたが、 
✔ 仕事かボランティアか 
    決められないなら・・ 
✔ イキイキと生涯現役を 
    つらぬきたいなら・・ 
✔ 地域活動で社会参加したいなら・・ 
✔ 地元の友だちを作りたいなら・・ 
✔ 趣味を深めるお小遣いが欲しいなら・・ 

【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 Mail：chibaren@sjc.ne.jp 

 

わたしの入会物語 

会員になるには、 
まず地元のシルバー人材センターへのアクセスから始まります。 
60 歳以上の健康で、シルバー人材センターで働く意欲のある人なら、どなたでも会員になれます。 
お住まいの市町村のシルバー人材センターをたずね、入会申し込み手続きをしてください。 
理事会の承認を経て会員登録が完了します。その際、所定の会費を納めていただきます。 
 

※この 4 コマ漫画はシルバー人材センター入会のイメージです。 

最初の

シルバー人材センターの会員になりませんか？ 

 

漫画の主人公は、スマホで 
このＱＲコードを読みとって、 
地元のシルバー人材センター 
をさがしました。 
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【Q】働く曜日や時間を選べるの？ 
【A】シルバー人材センターではひとつの仕事を
複数の会員で分かち合う就業方式をとっていま
すので自分の都合にあった働き方をさがせます。 

【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 Mail：chibaren@sjc.ne.jp 

シルバー人材センター会員の働き方をご紹介 

シルバー人材センターが会員に提供する 
仕事は、「臨・短・軽」＋安全 
月に 10 日程度の臨時的・短期的な仕事、 
週に 20 時間を超えない軽易な仕事です。 
危険・有害な仕事はありません。 
シルバー人材センターは、会員が無理なく働けるように、 
仕事を複数の会員で分かち合う工夫をしています。 
 

最初の

会員の働き方は二通り 
シルバー人材センターは、お客様 
(企業・家庭・公共団体)から 
「請負・委任」または「派遣」という 
二通りの働き方で仕事を引き受け 
会員に提供 
します。 

新しい出会い、新しい自分発見の場として 
シルバー人材センターを活用している会員 
が大勢います。新しい仕事にチャレンジして 
みませんか？ シルバー人材センターは 
あなたを応援します。 

【Q】入会したら、 
       やりたい仕事が必ずできるの？ 
【A】入会時に希望する職種・条件などを登録します
が、希望の仕事をすぐに提供できるとはかぎりません。
シルバー人材センターの入会を新しいことへチャレンジ
する機会にしていただくため、多くのセンターでは会員が
早く仕事に就けるように、新たな技能を習得する講習
会を開催しています。また、一定の技術が必要な仕事
でも先輩会員の手ほどきで技術を身につけられます。 
 

【Q】月にどのくらい 
       収入を得られるの？ 
【A】一定した収入（配分金）の保障はあ
りませんが、シニアに向いた週に 20 時間以内
の無理のない働き方で、会員の月平均収入
は 3 万円から 5 万円程度です。 

Q＆A で、もっと知りたい！ 

【Q】働いて収入を得たら、 
       年金はどうなるの？ 
【A】請負・委任で得た収入（配分
金）は雑所得とみなされ、賃金では
ないので年金が減らせられることはあり
ませんが、一定額を超えた場合は課
税対象収入となり確定申告が必要と
なります。 

女性会員募集特設ページは 
コチラのＱＲコードから 

チエブクロ―： 
シルバー人材センターの 
キャラクター 
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職場において、働く方(労働者)と事業主(使用者)との間で、賃金、解雇、配置転換など、

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、労働委員会では解決を

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。 
 

 相談例 

  

            ・突然、会社から解雇を言い渡され、困っている。 

           ・長年パートタイマーとして働いてきたのに、突然もう来なくて 

よいと言われた。 

・会社から執拗な退職勧奨を受け、精神的苦痛を感じる。 

         このようなトラブルを、あっせん員が労使双方の事情や主張を 

聴きながら、折り合えるところを見出し、解決に繋げていきます。 

 
あっせんの特徴 

 

① 簡易…裁判などに比べて申請の際に 

必要な書類が少なく、開催回数は原則

１回です。 

② 迅速…裁判などに比べて短期間で解決

できます。 

③ 無料…手続にかかる費用はいただき 

ません。 

④ 労働者、使用者どちらからでも申請 

できます。 

⑤ あっせん員３名が一組となって、公正・ 

中立な立場で対応します。 

Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ トラブルになっていることを周囲に 

知られたくありません。秘密は守られ 

ますか？ 

Ａ 制度は非公開です。また、あっせん員や

職員には守秘義務がありますので、秘密

が漏れることはありません。安心して 

御利用ください。 

Ｑ 解決までにどれくらい時間がかかり 

ますか？  

Ａ  申請から終了まで、１か月程度を目安

としています。

 

【お問い合わせ先】 
所属：千葉県 労働委員会事務局 審査調整課 （千葉県庁南庁舎７階） 
電話：043－223－3735 FAX：043－201－0606 

労働者の皆様へ 
職場での労働条件をめぐるトラブル、ぜひご相談ください 


