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○県北会場　日　　　時 ： 平成27年9月17日（木） 13:00～16:00
　　　　　　　場　　　所 : カシマウエディングリゾート（大田原市本町1-2714）
　　　　　　　お問合せ先 : ハローワーク矢板　℡0287-43-0121

○県央会場　日　　　時 ： 平成27年9月25日（金） 13:00～16:00
　　　　　　　場　　　所 : ホテル東日本宇都宮（宇都宮市上大曽町492-1）
　　　　　　　お問合せ先 : ハローワーク宇都宮　℡028-638-0369

○県南会場　日　　　時 ： 平成27年10月2日（金） 13:00～16:00
　　　　　　　場　　　所 : 栃木商工会議所（栃木市片柳町2-1-46）
　　　　　　　お問合せ先 : ハローワーク足利　℡0284-41-3178

2015「とちぎ障害者合同就職面接会」を開催します！2015「とちぎ障害者合同就職面接会」を開催します！
～9月は「障害者雇用支援月間」です～～9月は「障害者雇用支援月間」です～～～9月は「障害者雇用支援月間」です～～9月は「障害者雇用支援月間」です～

　求人事業主と就職を希望する障害者の方々の対面方式による企業合同就職面接会を地域ブロッ
ク別に開催いたします。

＊事前に「参加申込」が必要となりますので、詳細はお近くのハローワークへお問い合わせください。
＊問い合わせ先：各ハローワーク・栃木労働局（TEL028-610-3557）
＊主催：栃木労働局・各ハローワーク・栃木県
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　「労政とちぎ」を御愛読いただきありがとうございます。さて、8月となり暑い日が続いていま
すが、みなさんは「ゆう活」に取り組んでいますか？「ゆう活」とは、仕事を早めにはじめて、
早めに終える。そして、夕方からはオフを楽しむ、新しい働き方です。（裏表紙へ続く）

編集者K
の一言
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　今回は、第51回電話応対コンクール全国大会in沖
縄（平成24年開催）で優勝されたケーブルテレビ株
式会社の 三  澤 　 教  子 さんにお話を伺いました。

み さわ のり こ

◆電話応対コンクールについてお聞かせください。
　電話応対コンクールは、正しく美しい日本語の伝
承と顧客満足度の向上を目的に1962年に始まった
伝統ある大会です（日本電信電話ユーザ協会主催）。
開催は年に　度で、地区予選、都道府県予選を勝ち1
抜いた代表が全国大会に進みます。参加者の中には
名の通った会社の方も大勢いらっしゃいます。語調
や言葉遣い、聴く力のほか、説明の手際、業務知識
などのあらゆる電話応対サービスの技術を競い合う
内容で、問われる対応能力は段階的に上がります。

◆三澤さんが参加されたきっかけと全国大会出場ま
での状況についてお聞かせください。
　当初は弊社の研修の一環として軽い気持ちで参加
しました。初挑戦で出場した栃木県予選大会の結果
は自分でもびっくりの　位。おしくも県代表にはな2
れませんでしたが、主催者のご厚意で全国大会を見
学し、そのレベルの高さを肌で感じることができた
んです。そこで参加者の熱意を目の当たりにして、
自分の甘さに気づきまして…意識が大きく変わった
のを覚えています。ですから　度目は猛練習して大2
会に臨みました。その結果、栃木県代表として全国
大会の切符を手にすることができたんです!それか
らというもの、日本電信電話ユーザ協会栃木支部、
会社の同僚や家族など大勢の方の支援を受けて全国
大会に向けた練習をしました。夜は講師に電話で指
導を仰いだこともありました。熱が入るあまり、夜
中に練習の夢を見て飛び起きたことがあったほどで
す。そんな時に「いつも通りでいいんじゃない?」
と先輩からアドバイスがありまして…大会直前でし
たが、「会話の技術より人として心が伝わればいい
んだ」と思い直して気持ちがとても落ち着きました。

人・
春 夏 秋 冬

HITO・SYUNKASYUTO

ケーブルテレビ株式会社勤務　～栃木市～

【取材：小山労政事務所】

 三  澤 　 教  子 
み さわ のり こ

　さん

◆第51回全国大会での様子をお聞かせください。
　競技問題は、沖縄のガラス工房の社員として、
ホームページを見て電話してきたお客様に商品を勧
めるという設定でした。制限時間は　分間です。大3
会には57名が出場しました。出場順は抽選で決ま
りますが、私は何と最後!…緊張しましたが、職場の
仲間などからの励ましのメッセージを読み返して心
を落ち着かせました。本番では、テーマに沿った話
の内容を自分で考え、お客様に「人としてのぬくも
り」が伝わるような話し方や聴きとり方を心がけまし
た。練習した通りにできたと思います。おかげさまで、
全国優勝という名誉をいただくことができました。

◆優勝したことで周りや自分に何か変化がありまし
たらお聞かせください。

　職場の仲間をはじめ大勢の方が心から優勝を喜ん
でくださいました。関係者のお話では、栃木県代表
が優勝したのは、大会開始以来、私が初めてだそう
です。弊社の認知度が上がって少しは恩返しができ
たのかな?と思っております。さらに、私はかねて
から希望していたコールセンターに配属されました。
大会で経験したことや優勝したことが自信に結びつ
き、これまで以上にお客様に寄り添う応対ができる
ようになったと自負しています。会社全体を見ても、
真心を込めた接客の必要性を社員が再認識し、お客
様応対の質が向上したと思います。

◆今後の抱負についてお聞かせください。
　弊社では毎年地区予選会に数名が参加しています。
仲間が県代表として全国大会に出場できるよう、私
の経験と知識を惜しみなく伝えるとともに、お客様
に寄り添い「親近感を持っていただけるような応対」
を全社員ができるよう、社内研修に協力していきま
す。去年は、後輩の指導のためと、自分のスキル
アップのために、電話応対技能士　級の資格を取得1
しました。現在は育休中ですが、来年　月には復帰4
予定です。働く母親の手本になれるよう頑張ります！
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◆特　集◆ 栃木県（労働政策課）

◆お問い合わせ先
　栃木県産業労働観光部労働政策課　雇用対策担当　TEL：028-623-3224 

障害者の雇用について 
　　月は「障害者雇用支援月間」です。9
　障害者の就労意欲は年々高まっており、障害者が職業を通じ、誇り
をもって自立した生活を送ることができるよう、障害者の雇用対策を
積極的に進めていく必要があります。
　障害者の雇用に対する理解をより一層深めていただき、障害のある
方が働く場を得られるよう、事業主及び県民の皆さまのご理解、ご協
力をお願いします。
　なお、障害者雇用に関連する情報を次ページから掲載していますの
で、併せてご覧ください。

1．障害者雇用促進法について 

　従業員数が一定規模の事業主には、法定雇用率※1以上の割合で障害者を雇用する義務があ
ります。 
　法定雇用率は障害者雇用促進法施行令で規定されていますが、平成25年4月1日から次の
とおり変わりました。 

①　法定雇用率 
　民間企業　1.8→2.0％ 
　国・地方公共団体　2.1→2.3％ 
　都道府県等の教育委員会　2.0→2.2％ 

②　適用となる事業主の範囲 
　今回の法定雇用率の変更に伴い、障害
者を1人以上雇用しなければならない事
業主の範囲が、従業員数56人以上から50
人以上に変更となりました。 

　詳しくは、厚生労働省ホームページ
（http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf）をご覧ください。 

法定雇用率＝ 
身体障害者・知的障害者である常用労働者の数＋失業している身体障害者・知的障害者の数 

常用労働者数＋失業者数 

※1　下記算定式を基準として設定します。 

実雇用率＝ 
雇用する身体障害者・知的障害者の数＋雇用する精神障害者の数 

雇用する常用労働者の数 

2．栃木県の障害者雇用状況（平成26年6月1日現在） 

県内企業の実雇用率※2は、1.76％ 
（全国40位であり、全国平均の1.82％と比べても低い状況にあります） 
法定雇用率達成企業の割合は、51.1％ 

※2　下記式により算定します。 

（注）平成30年4月1日から算定基礎の対象に、新たに精神障害者が追加される予定です。
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◆お申込・お問い合わせ先 
　とちぎ障害者雇用推進協議会　TEL：0282-86-8917 
　栃木県産業労働観光部労働政策課　雇用対策担当　TEL：028-623-3224 

　栃木県では、障害者の方に2週間程度の就労を体験する機会を提供し、働くことの体験から就労意欲の向上

へ繋げてもらっています。また受け入れ企業にも共に働く体験から、障害者雇用に対する理解を深めてもらっ

ています。 

障害者就業体験事業の受入協力事業所を募集しています

【事業概要】 

◯受講対象者 

　就業体験を希望する県内在住の障害者（学生を除く） 

◯研修期間 

　2週間（実働10日間）以内 

◯報償費（謝金） 

　受入1人につき1日あたり1,000円 

◯保険 

万一の事故に備え、障害者の方は傷害保険及び賠償責任保険に加入し

ます。 

保険料は「とちぎ障害者雇用推進協議会」（事業委託先）が負担します。 

◯その他 

　就業体験期間中の賃金は発生しません。 

「障害者就業・生活支援センター」の御紹介

担当市町電話番号所在地名　称

宇都宮市028（678）3256宇都宮市平出工業団
地43-100

宇都宮圏域障害者就業・生活支援
センター

鹿沼市、日光市0289（63）0100鹿沼市武子1566
（福）希望の家内

県西圏域障害者就業・生活支援セ
ンター「フィールド」

真岡市、益子町、茂木町、市貝町、
芳賀町0285（85）8451真岡市荒町111-1県東圏域障害者就業・生活支援セ

ンター「チャレンジセンター」

栃木市、小山市、下野市、上三川
町、壬生町、野木町0282（86）8917壬生町あけぼの町5-6県南圏域障害者就業・生活支援セ

ンター「めーぷる」

大田原市、矢板市、那須塩原市、
さくら市、那須烏山市、塩谷町、
高根沢町、那須町、那珂川町

028（681）6633さくら市櫻野1270県北圏域障害者就業・生活支援セ
ンター「ふれあい」

足利市、佐野市0284（44）2268足利市真砂町1-1安足
健康福祉センター内

両毛圏域障害者就業・生活支援セ
ンター

　障害者就業・生活支援センターは、就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害をお持ちの方に

対し、センター窓口での相談や職場・家庭訪問等を実施し、障害をお持ちの方の就職や職場定着を支援してい

ます。就職を希望している障害をお持ちの方やその家族、障害をお持ちの方を雇用している、あるいは雇用を

考えている企業の方など、下記センターにご相談ください。

栃木県（労働政策課）◆特　集◆

栃木県（障害福祉課）◆特　集◆



5労政とちぎ2015⑧

栃木県（労働政策課）

　受託法人：社会福祉法人せせらぎ会（0282-86-0059）【下都賀郡壬生町】
　　　　　　社会福祉法人足利むつみ会（セルプ絆）（0284-41-7277）【足利市】
　　　　　　シーデーピージャパン株式会社（028-651-6123）【宇都宮市】

新しい仕事を覚えてもらいたい
障害の特性を

従業員に説明したい

職場の人とうまく
コミュニケーションが

取れない

どんなふうに指導や配慮を
したら良いのかわからない

生活面などの課題を
家庭と連携して取り組みたい

障害者の
雇用における
様々な課題

もう少し安定して
出勤してもらいたい

◆特　集◆

「障害者雇用支援者育成事業」を実施しています

●普及啓発

企業開拓員 4名
（うち障害者 2名）

○企業人事担当者等を対象に、障害者雇用に
関する理解を深めてもらうためのセミナー
や勉強会を開催。
○障害者雇用のヒントとなる企業の好事例を
取材、事例集等の普及啓発資材を作成。

●企業開拓
○県内企業を訪問し、企業への障害者
雇用促進法の趣旨の周知と障害者雇
用に関する不安解消等を図る。

○障害者求人の新規獲得を図る。

【委託先】　ランスタッド株式会社　宇都宮オフィス　栃木県障がい者雇用促進室
　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都宮市東簗瀬1-28-23　TEL：028-611-5555

障害者雇用促進に向けた働きかけ

　障害者雇用のこんな「困った」をサポートします!

障害者雇用定着促進事業を実施しています

　栃木県では「障害者雇用支援者育成事業」を実施しています!
◆目的
　　①未就職卒業者あるいは失業者を期間雇用し、職場での実務経験を積むOJTや、職場外での講義等の研修

を受講するOFF-JTによって、企業、障害者へのアプローチ技術を習得させ、県内企業に障害者雇用促
進法の趣旨の理解と雇用行動につなげる実践力のある人材を育成し、当該雇用者の関連業界への就職に
結びつける。

　　②併せて、事業の実施により、県内企業の障害者雇用の促進を図る。
◆委託先　ランスタッド株式会社

◆お問い合わせ先
　栃木県産業労働観光部労働政策課　雇用対策担当　TEL：028-623-3224 

■事業内容
　□　障害のある従業員の職場定着に向けた企業向け個別カウンセリングと支援プログラムの提供
　□　障害のある従業員向けの個別カウンセリングと支援プログラムの提要
　□　障害者雇用管理などの研修会の開催
■対　　象
　□　概ね就労後3年未満の障害者を雇用する県内の事業所（栃木県内に本社を置く事業所が優先されます）
　　　ただし、雇用障害者が「障害者就業・生活支援センターに登録されていない」ことが要件となります。
■事業期間
　□　ご利用開始～平成28年3月まで
※支援対象事業所の募集は、7月をもって終了しました。
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栃木県（労働政策課）

障害者向け職業訓練の受託企業を募集しています！ 
　県では企業と障害者とのマッチングを図るため、障害者雇用を検討している企業に職業訓練を委託する「実
践能力習得訓練コース」を実施しています。 

◆お問い合せ先（詳細については最寄の産業技術専門校までお問い合せください） 
　県央産業技術専門校　　〒321-0905　宇都宮市平出工業団地48-4 TEL：028-689-6380/FAX：028-689-6381
　県北産業技術専門校　　〒325-0001　那須町高久甲5226-24 TEL：0287-64-4000/FAX：0287-64-5445
　県南産業技術専門校　　〒329-4214　足利市多田木町76　 TEL：0284-91-0803/FAX：0284-91-0848 

　企業での就労を希望する障害者を対象に、職場実習を中心とした訓練を実施していただきます。 
　訓練修了後、適性や能力の習得具合を確認したうえでの採用が可能です。 訓 練 概 要

　1名から可能です。 訓 練 定 員

　1～3ヶ月間（原則月60時間以上） 訓 練 期 間

　訓練生数と訓練期間によって、県から訓練に必要な経費を委託料としてお支払いします。（上限有り） 
※訓練期間中の訓練生への賃金支払いは不要です。 委 託 料

　訓練設定から訓練終了まで、県立産業技術専門校の障害者職業訓練コーディネーターが支援を行い
ます。 そ の 他

　「障害のある方がどのような仕事ができるのかよく分からない」、「雇用しようにも、面接だけでは適性が
見極められない」、「雇用したけれど、すぐに辞められてしまった」などなど…… 

◯このような悩みをお持ちの企業の方は、是非、活用を御検討ください◯ 

障害者の就職支援を行う研修を開催しています!
　県では「障害者能力開発指導員養成事業」を、NPO法人チャレンジド・コミュニティに委託して実施してい
ます。
　事業の一環として、障害者・難病の方を対象に、就職に必要な知識や技能などの習得を目指す研修を開催し
ています。

◆お問い合わせ先（研修への参加を希望される方は、NPO法人チャレンジド・コミュニティまでお問い合わせください）
　・労働政策課　職業能力開発担当　〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20　TEL:028-623-3235/FAX:028-623-3225
　・NPO法人チャレンジド・コミュニティ　ジョブトレーナー養成事業部
　〒320-0851　宇都宮市鶴田町3343井上ビル1階　TEL:050-7554-8040/Mail:job.trainer.2015@gmail.com

「自信を持って就職活動を行いたい」、「相談しながら、就職活動を行っていきたい」
などお考えの障害者・難病の方はぜひご相談ください。

全コース共通講座:就労準備講座（前半2週間+後半1週間）
選べる4つのコース　①広報企画・営業職養成コース　　②一般事務職養成コース
　　　　　　　　　  ③清掃・軽作業職養成コース　　　④住宅建築系事務職養成コース

研修内容

無料（テキスト代は実費となります）受 講 料

就労を希望している障害者・難病の方対 象 者

各コース3名まで定 員

第1期:6～8月　　第2期:9～11月　　第3期:12～2月
開催日時:月・火・木・金（10:00～12:00/13:00～15:00）開催期間

宇都宮市鶴田町（会場は変更になる場合があります）開催場所

◆特　集◆
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（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木県支部 高齢・障害業務課

事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業主主主主主主主主主主のののののののののの皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆様様様様様様様様様様事業主の皆様へへへへへへへへへへへ　　　　　　　　　　　　　　 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

「「「「「「「「「「障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇用用用用用用用用用用納納納納納納納納納納付付付付付付付付付付金金金金金金金金金金制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度」」」」」」」」」」のののののののののの対対対対対対対対対対象象象象象象象象象象事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業主主主主主主主主主主がががががががががが拡拡拡拡拡拡拡拡拡拡大大大大大大大大大大さささささささささされれれれれれれれれれまままままままままま「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されますすすすすすすすすすす
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成22222222227777777777年年年年年年年年年年4444444444平成27年4月月月月月月月月月月月かかかかかかかかかからららららららららら、、、、、、、、、、常常常常常常常常常常時時時時時時時時時時雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇用用用用用用用用用用ししししししししししてててててててててていいいいいいいいいいるるるるるるるるるる労労労労労労労労労労働働働働働働働働働働者者者者者者者者者者数数数数数数数数数数から、常時雇用している労働者数ががががががががががが111111111100000000000000000000人人人人人人人人人人100人をををををををををを超超超超超超超超超超ええええええええええるるるるるるるるるる事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業主主主主主主主主主主がががががががががが対対対対対対対対対対象象象象象象象象象象ににににににににににななななななななななりりりりりりりりりりまままままままままますすすすすすすすすすを超える事業主が対象になります〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

　※　障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（平成20年法律第96号）

メルマガ会員募集中　http://www.jeed.or.jp/merumaga/index.html

調整金（常時雇用している労働者数が300人以下の事業主の場合）の申請では…
・上記①②③のほか、雇用障害者の
　④源泉徴収票（写）
　⑤障害者手帳等（写）を添付していただく必要があります。

ご準備ください！

納付金の申告では…
・申告対象期間（＝申告の前年度）の各月における
　①常時雇用している労働者数
　②雇用障害者数
　③雇用障害者の労働時間数（所定労働時間及び実労働時間）
　をご報告いただく必要があります。

障害者雇用について早めの取組等をお願いいたします。

適用対象になると

平成28年　月から、前年度（平成28年度は、平成27年　月から平成28年　月まで）4 4 3
の雇用障害者数をもとに、
　　　　○　障害者雇用納付金の申告を行っていただきます。
　　　　○　障害者の法定雇用率を下回る場合は、障害者雇用納付金を納付する必要があります。
　　　　○　障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます。

制度適用から
申告・納付開
始までのスケ
ジュール

※年度（27年4月～28年3月）の途中に事業廃止した場合（吸収合併等含む）は、廃止した日から45日以内に申告・申請が必要です。

～平成27年3月 平成28年4月～平成27年4月～
平成28年3月

適用
対象
となる
事業主
の範囲

常時雇用する労働者数が
200人を超える事業主

常時雇用する労働者数が
100人を超える事業主

申告・納付
開始

◆お問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木支部
高齢・障害者業務課
TEL  028-650-6226

◆特　集◆
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平成27年度　障害者職業生活相談員資格認定講習のご案内
　障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主は障害者を5人以上雇用している事業所ごとに障害者職業
生活相談員を選任し、その者に障害者の職業生活全般についての相談・指導を行わせなければならないとして
います。また、当該相談員を選任したときは、管轄の公共職業安定所に選任届を提出することになっています。
　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木支部では、平成27年度障害者職業生活相談員資格認定講
習を下記のとおり開催することといたしましたので、ご案内いたします。

定員申込期間開催日時

50名　月17日（月）～　月31日（月）8 8平成27年　月24日（木）　　：00～17：009 9
平成27年　月25日（金）　　：00～17：009 9

受講対象者　障害者を雇用している事業所に勤務する方で、当該事業所の障害者職業生活相談員に選任予定の
方又は既に選任されている方

　　　　　　なお、選任予定のない方は定員に余裕がある場合に限り受講することができます。
会　　　場　ポリテクセンター栃木　宇都宮市若草1丁目4番23号　TEL 028-650-6226
受　講　料　無料
　　　　　　「受講申込書」ご記入の上、上記申込期間内に郵送にて下記申込先までお申込ください。定員にな

り次第締め切らせていただきます。受講者には開催日の2週間前までに受講通知書をお送りいた
します。会場の座席は2人掛けですが、座席等について特別な配慮を希望される方は受講申込の
際に受講申込書にその旨をご記入ください。

申 込 及 び
受 講 決 定

◆申込先及びお問合せ先　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　栃木支部　高齢・障害者業務課
　　　　　　　　　　　　〒320-0072　宇都宮市若草1-4-23　ポリテクセンター栃木内
　　　　　　　　　　　　TEL：028-650-6226　　FAX：028-623-0015

栃木県立県央産業技術専門校（愛称：栃木県産業技術大学校）
〒321-0905栃木県宇都宮市平出工業団地48-4
ホームページ　http://www.tochigi-it.ac.jp
TEL：028-689-6374　FAX：028-689-6377
栃木県立県央産業技術専門校は、「モノづくり」分野における技術・技能を習得し、将来産業界で活躍する人材を育成す
る県立の職業能力開発施設です。

栃木県立県央産業技術専門校　一日体験学習の御案内

発信中！
http://www2.tochigi-it.ac.jp/

お知らせ 栃木県（労働政策課）

電灯配線作業とテーブルタップ製作

３次元CADでネームプレート製作

ベルトコンベアの制御

◆特　集◆ （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木県支部 高齢・障害業務課
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「とちぎの企業!魅力体験バスツアー」を開催します

　「とちぎUIターン就職ガイダンス」を下記のとおり開催します。

○日　　時：　月28日（金）13:00～16:008
　　　　　　　月26日（土）13:00～16:009
○対　　象：平成28年　月大学等卒業予定者及び若年者等3
○場　　所：新宿エルタワー　サンスカイルーム
　　　　　　（東京都新宿区西新宿1-6-1　新宿エルタワー30階）
○参加企業：各約60社
○主　　催：栃木県、栃木労働局、ハローワーク、宇都宮商工会議所
○お問合先：栃木県労働政策課
　　　　　　（緯028-623-3224）

※参加企業については、決まり次第、
　とちぎの就職サイト
　「WORKWORKとちぎ」　
　（http://www.tochigi-work　.net/）2
　に掲載いたします。
※事前予約、履歴書は不要です。
　直接会場へお越しください。

お知らせ 栃木県（労働政策課）

「とちぎUIターン就職ガイダンス」を開催します!
魅力ある企業の話を聞こう!【合同企業説明会】面接ができる企業もあります

　　　　　　◆お問い合わせ先
　　　　　　　栃木県産業労働観光部労働政策課　雇用対策担当　TEL：028-623-3224

　県内企業に就職を希望している大学生等を対象に、「とちぎの企業!魅力体験バスツアー」を開
催します。県では、学卒者等の就職のミスマッチ解消、ならびに様々な業界業種を理解し、県内
企業への就職を促進するために、県内企業をバスで訪問する事業を平成25年度より実施してい
ます。
　本年度は　月　日（第　回）にフードサー9 4 1
ビス業の「イートランド株式会社」、製造業
の「村田発條株式会社」へ、　 月11日（第9
　回）に、医療機器の販売製造業の「東芝2
メディカルシステムズ株式会社」、卸売業
の「藤井産業株式会社」を訪問する予定で
す。現在参加者を募集していますので、日
程等詳細につきましては労働政策課雇用対
策担当（028-623-3224）までお問い合わ
せください。
　なお、本年度第　回、第　回のバスツ3 4
アーは来年　月に実施する予定です。2

～業界の魅力をお教えします～～業界の魅力をお教えします～

とちぎの企業！
魅力体験バスツアー
とちぎの企業！とちぎの企業！

魅力体験バスツアー

〒320-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20　栃木県 産業労働観光部 労働政策課 雇用対策担当
TEL：028-623-3224 　FAX：028-623-3225　 E-mail：rousei@pref.tochigi.lg.jp

第1回第1回

■参加対象者
県内に就職を希望している
学生（大学・短大・高専・専修学校等）及び
卒業後3年以内の未就職卒業者等です。

今年も
実施する
まる！

今年も
実施する
まる！

9月4日金9月4日金
第2回第2回
9月11日金9月11日金

業界を代表する県内企業
の魅力を思う存分楽しく体験！
これからの就職活動の視野を
大きく広げてみませんか？

なりたい自分が、きっと見つかる
バスツアーです！

お気軽にご参加ください。

業界を代表する県内企業
の魅力を思う存分楽しく体験！
これからの就職活動の視野を
大きく広げてみませんか？

なりたい自分が、きっと見つかる
バスツアーです！

お気軽にご参加ください。

お問い
合わせ先

参加費無料参加費無料参加費無料

金金金金金金 月月月月 日日金金金金

参加者募
集！

参加者募
集！

参加者募
集！

医療機器の販売製造業医療機器の販売製造業
東芝メディカルシステムズ(株)

卸売業卸売業
藤井産業(株)

製造業製造業
村田発條(株)

フードサービス業フードサービス業
イートランド(株)

※集合場所までの往復交通費と
　昼食代は自己負担

宇都宮駅（東口）16：30解散 (予定)

村田発條(株)
（宇都宮市平出工業団地20-4）

イートランド(株)
（宇都宮市中今泉1-22-12）

宇都宮駅（東口） 9：00発

第1回
9月4日金

宇都宮駅（東口）17：00解散 (予定)

東芝メディカルシステムズ(株)
（大田原市下石上1385）

宇都宮駅（東口） 8：30発

第2回
9月11日金

村 発條(株)
製造業

東芝メデ カルシ テムズ(
医療機器の販売製造業

藤井産業(株)
（宇都宮市平出工業団地41-3）
藤井産業(株)

卸売業

栃木県

無料（ただし、集合・解散場所までの往復交通費及び昼食代は自己負担です）

各回20名程度

参加申込書を労働政策課あて ＦＡＸ（028-623-3225）
または郵送（〒320-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20）でお申し込みください。
（下記①～⑩を御記入の上、E-mail（rousei@pref.tochigi.lg.jp）にて送信いただいても申込み可能です）
※定員に達し次第、締め切ります。
※申込書を受け取りましたら、申込完了の御連絡を差し上げます。
(申込日から7日程度経過しても連絡がない場合は、恐れ入りますが、問い合わせ先まで確認をお願いします）

主　　催

参 加 費

参加方法

定　　員

とちぎの企業！魅力体験バスツアー【参加申込書】

⑧携帯電話番号：

⑩参加希望：

⑨緊急連絡先：

⑦メールアドレス：

⑥現住所：〒

⑤学校名：

男 ・ 女 歳 年
①氏名
（ふりがな）

④学年：③年齢：②性別：

※ 希望する□にチェックをお入れください。

※個人情報については、本ツアーの実施並びに主催者が今後実施する就職関係イベント等のご案内以外の他の目的には一切使用いたしません。

□ 両日（9月4日金・9月11日金）　
□ 第1回（9月4日金）　□ 第2回（9月11日金）

古紙パルプ配合率
100％再生紙を使用

1913年に創業し、自動車部品等あらゆる産業分野で使
用されるばねを設計・開発・製造・販売しています。現在
では、アメリカ、中国、メキシコと海外の生産拠点からお
客様を通して全世界に村田のばねが使われています。

社員食堂や学校・病院・各種施設の給食受託請負、レスト
ラン経営等の外食事業、お弁当やVIPサービスを手掛け
るフードデリバリーサービス事業など。地域食文化の発
展に、より貢献できる企業を目指しております。

創業１３０年を超える当社は２８拠点を構え、電設、電
機・情報機器、建設資材の販売及び施工を行う専門商社
の集合体です。省エネ・創エネ・蓄エネ・安心・安全をキー
ワードに営業展開しています。

東芝のヘルスケア事業は、東芝グループの３本柱の１つ
として、グローバルに事業を展開しております。
また、大型の画像診断機器のリーディングカンパニーと
して、世界中の医療に貢献しております。

ト ド(株)
フードサービス業



10 労政とちぎ2015⑧

お知らせ 栃木県（労働政策課）

「2016とちぎ求人企業合同説明会」を開催しました
　　月　日にマロニエプラザにて、平成28年　月大学等卒業予定6 5 3
者及び若年者等を対象とした「2016とちぎ求人企業合同説明会」
を開催しました。（参加企業198社[過去最高]、参加者808人）たく
さんのご参加、ありがとうございました。
　次回は、10月19日にホテル東日本宇都宮（宇都宮市上大曽町
492-1）にて開催予定です。詳細は、宇都宮商工会議所（TEL:028-
637-3131）までお問い合わせください。

　　月12日にホテル東日本宇都宮にて、県内企業の人事担当者と5
本県及び首都圏の大学等の就職担当職員による「企業と学校による
人材情報交換会」を開催しました。（参加企業は149社[過去最高]、
参加学校88校）
　この情報交換会は、新規学卒者の採用を担当する企業の人事担当
者と本県及び首都圏の大学・短大等の就職担当職員との情報交換及
び企業説明の場を設け、栃木県内の企業に就職を希望する学生の就
職を促進するとともに、将来の本県産業界を担う人材を確保することを目的として開催しています。
　次回は、来年　月22日東京「砂防会館」での開催を予定しています。1

「企業と学校による人材情報交換会」を開催しました

　　　　　　◆お問合せ先
　　　　　　　栃木県産業労働観光部労働政策課　雇用対策担当　TEL：028-623-3224

お知らせ

当センターでは、企業の人材育成ニーズに対応した能力開発セミナーを実施しています。

　当センターのホームページに、平成27年度能力開発セミナーパンフレットを掲載しています。
　御社の人材育成にお役立てください。
　冊子をご希望の場合は、遠慮なくお申し出ください。連絡をお待ちしています。

　職業訓練（機械系・電気電子系・居住系）を受講し修了した方の情報をホームページにて公
開しています。
　採用希望の人事ご担当者の方はご連絡ください。

お問い合わせ：訓練課　Tel 028-621-0689 ポリテク栃木 検索

ホームページで訓練風景の動画配信中！スマホでもOK！
YouTube でも動画配信中です。

ポリテクセンター栃木からのお知らせ
（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木支部 栃木職業能力開発促進センター）

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木支部　栃木職業能力開発促進センター

企業の人材育成のお手伝い、職業訓練修了生の紹介をします。

実践的な知識と技術を習得した職業訓練受講者を採用していただける企業を募集しています。
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◆本特集ページに係る掲載企業募集案内URL
http://www.tochigi-work2.net/kyujinjouhousaito-h27-bosyuu.pdf

新規学卒者向けの大手就職情報サイト（日経就職ナビ）上に
栃木県特集ページを開設しました!!

　県では、県内の求人企業の魅力を発信し、新規学卒者等の県内企業への就職を促進するため、新規
学卒者向けの大手就職情報サイト「日経就職ナビ2016」上に、栃木で働く魅力を効果的に紹介する
ための栃木県特集ページを開設しました。
　本特集ページでは、県内の求人企業情報のほか、知事のPRメッセージ動画や県内企業の若手社員
による座談会、栃木で住み・働く魅力の紹介などを掲載しております。
　なお、本特集ページに掲載する求人企業を募集しておりますので、掲載を希望する企業につきまし
ては、下記URLからお申し込みください。

お知らせ 栃木県（労働政策課）
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　県労働政策課では、毎年、県内の民間企業に雇用されている常用労働者の労働環境等の実態を明ら
かにするために、「労働環境等調査」を実施しております。平成26年は、“仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）”“育児のための両立支援制度”“介護のための両立支援制度”“男女雇用機会
均等”などの項目について調査を実施しました。調査結果の一部をご紹介します。

平成26年　栃木の労働環境事情

特に
実施して
いない

メンタル
ヘルスに
取り組ん
でいる

社内報・
パンフ
レット等
による
啓発

相談（カ
ウンセリ
ング）の
実施

定期健康
診断にお
ける問診

23.6%29.9%34.4%72.4%76.4%

　．調査基準日　　　　平成26年　月30日1 9
　．調査期間　　　　　平成26年10月　日～31日2 1
　．集計対象事業所　　903事業所3
　　　常用労働者10名以上の県内の2,000事業所に対して調査を実施し、有効回答があった903事業
　　所の状況をまとめました。

 調査概要 

 調査結果の概要 
　．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の認知状況・・・1

「言葉も内容も知っている」49.4%
　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の認知状況をみると、「言葉も内容も知っている」
が49.4%と最も高く、次いで「聞いたことはあるが、内容は知らない」が35.3%となっています。
　平成20年の調査結果と比較すると、認知度が大幅に上昇し、ワーク・ライフ・バランスが浸透しつ
つある様子が伺えます。

　「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」は、
「ノー残業デーをつくるぞ！」など、会社が労働
者のために仕事と家庭の両立が可能な雇用環境の
実現をしようと宣言するものです。
　登録した事業所は、県ホームページに掲載して
いますので、ぜひご覧ください。

「いい仕事いい家庭つぎつぎと
ちぎ宣言」で仕事と家庭の両立
等を推進しましょう！

H26

H24

H22

H20

0%　　20%　　40%　　60%　　80%　　100%

言葉も内容も知っている
聞いたことはあるが、内容は知らない
言葉も内容も知らない

49.4 35.3 15.3

45.8 38.6 15.6

39.6 41.7 18.7

26.3 43.1 30.7

　．心の健康対策（メンタルヘルス）の取組状況・・・「取り組んでいる」76.4%2
　心の健康対策に取り組んでいる事業所は76.4%、取組内容では「定期健康診断における問診」が
72.4%と最も高く、「相談（カウンセリング）の実施」が34.4%、「社内報・パンフレット等による
啓発」が29.9%と続いています。

平成26年労働環境等調査結果の詳細は、栃木県HPに掲載しています。  栃木の労働環境事情  で検索!

事業所で相談の実施が
　　　　　　　　　難しい場合・・・
各労政事務所で月　回「働く人のメンタ1
ルヘルス相談」を実施しています。
相談は、産業カウンセラーが対応、無料、
事前予約制です。
ご予約・お問い合わせは、各労政事務所
へ。

お知らせ 栃木県（労働政策課）



13労政とちぎ2015⑧

　労働教育講座は、どなたでも参加できます！受講料は無料ですので、興味のあるテーマがありましたら、お
気軽に各労政事務所へご連絡ください。

平成27年度　労働教育講座のお知らせ

「押さえておきたい最近の労務事情」

～労働法改正と働きやすい職場づくり～
日時：平成27年　月　日（火）　13：30～16：309 8
場所：県庁研修館　　階講堂4
第　部：講演（2015年の労働法改正と企業の実務対応）1
　　　　講師：弁護士　中井　智子　氏
第　部：働きやすい職場づくりパネルディスカッション2
　　　　パネラー：県内先進企業、中井智子弁護士
申込：宇都宮労政事務所（TEL：028-626-3052）

「快適な職場環境の形成に向けて」

～意識を変えて、組織を変える～
日時：平成27年10月30日（金）　13：30～16：30
場所：県小山庁舎　本館　階大会議室4
講師：池田功社労法務事務所代表
　　　特定社会保険労務士　池田　功　氏
申込：小山労政事務所（TEL：0285-22-4032）

　栃木県内でセクハラに関する労働者からの相談が増えています。男女雇用機会均等法第11条及び指針に
より、職場のセクハラを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が定められております。
　詳細は栃木労働局ホームページ（http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_
tetsuzuki/koyou_kintou/sexal_harassment.html）をご覧ください。

職場のセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!

「労働関係法規の改正等について」

日時：平成27年10月　日（火）　13：30～16：006
場所：那須野が原ハーモニーホール　交流ホール
講師：千葉総合法律事務所　所長
　　　弁護士　千葉　博　氏
申込：大田原労政事務所（TEL：0287-22-4158）

「経営戦略としてのワーク・ライフ・バランス」

～女性の活躍を推進する観点からのほか、
　　事例に基づき具体的実現方法を提案します～
日時：平成27年10月29日（木）　13：30～16：30
場所：県足利庁舎　階会議室4
講師：株式会社ゆいアソシエイツ
　　　代表取締役　油井　文江　氏
申込：足利労政事務所（TEL：0284-41-1241）

厚生労働省　栃木労働局雇用均等室　TEL:028－633－2795

　妊娠・出産・育児休業等の申出・取得等を理由とする、解雇・雇止め・降格等の不利益な取扱い（いわゆる
「マタニティハラスメント（マタハラ）」）を行うことは、違法です。
　原則として、妊娠・出産・育児休業等の事由の終了から1年以内に不利益な取扱いがなされた場合は契機と
している（事由と不利益取扱いとの間に因果関係がある）と解され、法違反となります。

例えば…「妊娠したから解雇」「育休取得者はとりあえず降格」
　　　　は違法です

不利益取扱いの例
・解雇
・雇止め
・契約更新回数の引き下げ
・退職や正社員を非正規社員とするような
　契約内容変更の強要
・降格
・減給
・賞与等における不利益な算定
・不利益な配置変更
・不利益な自宅待機命令
・昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行う
・仕事をさせない、もっぱら雑務をさせる
　など就業環境を害する行為をする

妊娠中・産後の女性労働者の…
・妊娠、出産
・妊婦健診などの母性健康管理措置
・産前・産後休業
・軽易な業務への転換
・つわり、切迫流産などで仕事ができない、
　労働能率が低下した
・育児時間
・時間外労働、休日労働、深夜業をしない
子どもを持つ労働者の…
・育児休業
・短時間勤務
・子の看護休暇
・時間外労働、深夜業をしない

不利益取扱いを行うことは違法です以下のような事由を理由として
煮 紗社社社社社社社社社

STOPSTOP!
マタハラマタハラ
STOP!
マタハラ

お知らせ 栃木県（労働政策課）

お知らせ 栃木労働局



14 労政とちぎ2015⑧

お知らせ とちぎ男女共同参画センター

とちぎ男女共同参画センター&宇都宮市&宇都宮大学　連携事業

★お申込み・お問合せはコチラ★
栃木県とちぎ男女共同参画センター　事業推進課（パルティ内）
〒320-0071宇都宮市野沢町4-1　受付時間：9時～17時　※月曜・国民の祝日は休館
TEL：028-665-8323　FAX：028-665-8325　ホームページ　URL：http://www.parti.jp/

TOCHIGIで輝く☆「働くウーマン」プロジェクト事業
公開講座2015

受講
無料

いま、変わる男の働き方
～女性活躍推進の カ ギ は男性にあり!～

　「女も男も暮らしやすい社会」を実現するためには、男性にこそ新しい意
識を持ってもらうことが必要です。男性の家事・育児への参画はもちろん、
男性の育児スタイルや働き方にも変化の時が来ています。女性が本人の意
思に反して就業を継続していくことができないことのないように、「自活
できる輝く女性」の実現を目指すために、男性がどのように関わっていけ
ばよいのか。また、女性の活躍を推進するために取り組むべき労使の課題
や、企業における環境整備等についてもお話いただきます。

平成27年
8月25日（火）
13:30～15:30

講師：内閣府少子化危機突破タスクフォース政策推進チームリーダー
　　　厚生労働省政策評価に関する有識者会議委員
　　　（民間シンクタンク研究部長）

【講師プロフィール】
　1992年東京大学卒業。複数のシンクタンクを経て、2009年（株）東レ経営研究所に入社。これ
までに海外10数ヶ国を含むワークライフバランス・ダイバーシティ先進企業900社を訪問ヒアリ
ングし、4,000社の財務データを分析。また、コンサルタント、アドバイザーとして、実際に企
業のワークライフバランスやダイバーシティの取組推進をサポート。プライベートでは、　 歳と8
　歳の　児を共働きの妻と共に育てており、　 回の育児休業を取得。さらに　年前からは父の介5 2 2 5
護に奮闘しており、介護は介互と実感。市民の三面性=職業人、家庭人、地域人が座右の銘。

渥美　由喜　氏

●会　　場：宇都宮大学　　B21教室（峰町　号館B棟　F）5 5 2
●定　　員：150名（先着順）　　　●対　　象：どなたでも　　　●申込締切：　/21（金）8
●申込方法：下記申込先まで電話、または下記に必要事項を御記入の上、FAX・郵送・メール・直接来館
　　　　　　にてお申し込みください。

昭和・平成　　　年生まれ
生  
年

ふりがな

お名前

□会社員　　□経営者　　□公務員　　□学生

□その他（所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
所属団体

〒　　　　−

ご連絡先

電話　　　　　−　　　　−

※個人情報は、講座に関する目的以外には使用いたしません。 携帯電話からのお申込みはこちらから↓

主催／栃木県とちぎ男女共同参画センター
共催／宇都宮市、国立大学法人宇都宮大学、公益財団法人とちぎ男女共同参画財団
後援／公益社団法人栃木県経済同友会



15労政とちぎ2015⑧

毎月第3日曜日は
「家庭の日」

毎月第3日曜日は　ふれあい育む「家庭の日」です

栃木県　家庭の日 検索

8 月は
「家庭の日」
推進強調月間
です！

「家庭の日」とは

「家庭の日」の推進に関する取組について

　家庭は、子どもの豊かな心を育む大切な場所です。
　家族が共に過ごす時間を作り、家族の絆を深め、家庭の大切さ
を見つめ直すきっかけづくりとして、県では毎月第3日曜日を
「家庭の日」と定めています。
　また、県や市町・企業等がそれぞれの立場から「家庭の日」の普及定着に向けたさまざま
な取組を実施しています。

　「家庭の日」には、家族一緒に食事をし、普段ゆっくり話せないような学校での出来事について話し合
うなど、それぞれの家庭ならではの過ごし方をしましょう。
　県有施設（12施設）では、毎月第3日曜日に小人料金等が無料になる優待サービスを実施しております
ので、ぜひご家族でお出かけ下さい。
　※夏休みやお盆休みを利用し、家族で一緒に本を読んだり料理をしたりして、コミュニケーションを図っ
　　てみませんか。

　問い合わせ先
　　栃木県県民生活部人権・青少年男女参画課（青少年育成担当）
　　TEL　028-623-3076　　FAX　028-623-3150
　　e-mail　seishonen-danjo@pref.tochigi.lg.jp

お知らせ 栃木県（人権・青少年男女参画課）

◆お問い合わせ先　栃木県教育委員会事務局　特別支援教育室　高等特別支援学校整備担当　TEL028-623-3428

お知らせ 栃木県教育委員会特別支援教育室

　栃木県では、軽度の知的障害がある生徒の職業的な自立支援を強化
するため、来年　月、本県初となる職業学科を設置した高等特別支援4
学校（校名：栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園（仮称））の
開校を予定しています。
　生徒の職業的な自立に向けては、校内での作業実習のほか、企業等
での就業体験や産業現場等における実習を通して、職業意識の醸成や
実践的な知識、技術の習得等を図ることとしています。
　企業等の皆様には、ぜひ、就業体験や産業現場等における実習の受
け入れに御協力くださいますようお願いいたします。

【学校概要】
　　○校　　名　　栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園（仮称）
　　○開　　校　　平成28年　月予定4
　　○対 象 者　　軽度の知的障害のある生徒で、公共の交通機関等により自力通学が可能な者
　　○学校規模　　生徒数240人　（　学年80人×　学年）　 1 3
　　○設置学科　　職業科　　流通・環境コース（流通、小売、環境美化等に関すること）
　　　　　　　　　　　　　　食品・福祉コース（食品製造、高齢者介護等に関すること）
　　○設置場所　　 宇都宮市京町（宇都宮工業高校旧敷地）

栃木県立特別支援学校宇都宮青葉学園高等学校が開校します

○産業現場等における実習等の受け入れに関しては、「高等特別支援学校開校準備室」にお問い合わせください。
《高等特別支援学校開校準備室》　〒320-0072　宇都宮市若草2-3-48　栃木県立聾学校内
　　　　　　　　　電話：028-623-6400 又は 6420（開校準備室直通）　FAX：028-624-6887（聾学校共通）
　　　　　　　　　ＨＰ：http://www.tochigi-edu.ed.jp/koutoku/nc2/

※実習等に必要な経費（昼食代・交通費等）は、生徒が負担します。報酬は必要ありません。
　また、事故によるけが等には、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用されます。

栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園（仮称）完成予想図
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◎12月1日から「ストレスチェック制度」が施行されます!（栃木労働局健康安全課）

お問い合わせ先：最寄りの労働基準監督署又は栃木労働局監督課（028ー634ー9115）

お知らせ 栃木労働局

　改正労働安全衛生法に基づき、平成27年12月　日から、ストレスチェックの実施が事業者に義務付けら1
れます（労働者50人以上の事業場）。
＊事業者は　年以内ごとに　回、調査票を用いて医師等による労働者のストレスチェックを行います。1 1
＊結果は本人のみに通知され、本人の同意なく事業者へ提供されることは禁止されています。
＊必要と認められた労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を行います。
＊ストレスチェックと面接指導の実施状況を　年以内ごとに　回、労働基準監督署に報告する必要があります。1 1
◆詳しくはこちら「こころの耳」　http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html

◎安全衛生優良企業公表制度がスタートしました!（栃木労働局健康安全課）
　労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組んでいる企業を優良企業として認定・公表す
る制度が、平成27年　月よりスタートしました。認定企業はシンボルマークを使用することができ、企業イ6
メージの向上にもつながります。
　詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。　http://anzeninfo.mhlw.go.jp/shindan/shindan_index.html

日

土日、夏季休暇、年休を組み合わせて連続休暇にすることができます。
さらに、7日や17日に年休を組み合わせて大型連休も可能です。

2015年8月

月 火 水 木 金 土

3 4
　
5 6

　
7

1
8

22
29

21
28

20
27

19
26

18
25

1716

2

9
夏季休暇年休

12
年休

11
年休

10 13
夏季休暇

14
夏季休暇

15

23 / 30 24/31

　年次有給休暇の付与日数のうち、　 日を除いた残りの分につ5
いては、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振るこ
とができる制度です。年次有給休暇の計画的付与制度を導入し
ている企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の平均
取得率が　.　ポイント（平成25年）高くなっています。この8 1
制度を導入することによって年次有給休暇が取りやすくなると
考えられます。また、前もって計画的に休暇取得日を割り振る
ため、業務の遂行が計画的に行いやすくなるばかりでなく、労
働者がためらいを感じることなく年次有給休暇を取得できます。

働き方・休み方を変える第1歩として、「プラスワン休暇」を実施してみませんか?

土日、祝日に年次有給休暇を組み
合わせて、連休を実現する

「プラスワン休暇」。

日
2015年7月

月 火 水 木 金 土
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プラスワン休暇海の日

＋20

＋1
　労使協調のもと、年次有給休暇を組み合わせて、
3日（2日）+1日以上の休暇を実施しましょう。

年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用してみませんか?

お知らせ 栃木県労働委員会事務局

～雇用のトラブル　まず相談～
「解雇」、「嫌がらせ」、「配置転換」など労使間トラブルでお悩みの方は・・・

労働委員会が「あっせん」によりトラブル解決のお手伝いをします！

労働委員会の「あっせん」

労 働 委 員 会 の あ っ せ ん の 特 徴

◆問い合わせ先　栃木県労働委員会事務局
　〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20（県庁南館5階）TEL 028-623-3334/3337

あっせん員は公益側（弁護士や大学教授など）、労働者側
（労働組合の役員など）、使用者側（企業経営者や会社役員
など）の三者と事務局職員で構成されます。

費用はかかりません。
お気軽にお問い合わせ
ください。

あっせんは三者構成で行います あっせんは無料です
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◆お問い合わせ先　独立行政法人労働者健康福祉機構　栃木産業保健総合支援センター　TEL 028-643-0685

＊定　　　　員：30名（先着順）
＊費　　　　用：無　料
＊セミナー内容：当センターホームページをご覧ください　http://www.tochigisanpo.jp/
＊会　　　　場：開催場所に記載　各会場の住所は次のとおり
　　　　　　　　・MSCビル（宇都宮市大通り1-4-24,栃木産業保健総合支援センター入居ビル）
　　　　　　　　・栃木県総合文化センター（宇都宮市本町1-8）
＊後　　　　援：栃木労働局　・　各労働基準監督署
＊お申し込みは　FAX　028-643-0695　　Eメール　info@tochigisanpo.jp
＊お問い合わせは　栃木産業保健総合支援センター　TEL　028-643-0685
＊日程・開催場所等変更の場合には、ホームページ、メールマガジン等でお知らせいたします

開催場所 講　　　師セミナー等の内容日　程
Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

メンタルヘルス担当
遠乗秀樹　相談員メンタルヘルス事例検討会9月4日（金）

15：00～17：001

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

労働衛生工学担当
秋葉一好　相談員

個人ばく露測定と作業環境測定
～リスクアセスメント実施に向けて～

9月10日（木）
15：00～17：002

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

保健指導担当
高橋由紀子　相談員エンジョイ産業看護!9月15日（火）

14：00～16：003

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
湯川　悟　相談員

人間工学的要因による健康障害の防止対
策

9月16日（水）
15：00～17：004

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

カウンセリング担当
岡本由利子　相談員

リーダーのための『メンタルヘルス』
～部下・自分、双方の対処について見つめよう～

9月29日（火）
14：00～16：005

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

メンタルヘルス担当
遠乗秀樹　相談員メンタルヘルス事例検討会10月2日（金）

15：00～17：006

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
杉澤誠祐　相談員ストレスチェックを利用した職場改善10月8日（木）

15：00～17：007

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

カウンセリング担当
坂寄和弘　相談員

パワハラにならない伝え方
～アサーションの基礎～

10月9日（金）
15：00～17：008

栃木県総合文化セ
ンター　第3会議室

関係法令担当
小倉一夫　相談員

労働衛生に係る安全衛生配慮義務と企業
責任

10月15日（木）
14：00～16：009

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

労働衛生工学担当
秋葉一好　相談員

第三次産業職場の職場巡視
～作業環境管理・作業管理を中心に～

10月22日（木）
15：00～17：0010

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
倉富靖子　相談員職場における化学物質への対策10月29日（木）

15：00～17：0011

栃木県総合文化セ
ンター　第2会議室

カウンセリング担当
坂寄和弘　相談員

労働安全衛生法に基づくストレスチェッ
クと面接指導について

10月30日（金）
14：00～16：0012

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

メンタルヘルス担当
遠乗秀樹　相談員メンタルヘルス事例検討会11月6日（金）

15：00～17：0013

栃木県総合文化セ
ンター　第3会議室

保健指導担当
高橋由紀子　相談員

労働安全衛生法に基づくストレスチェッ
クと面接指導について

11月10日（火）
14：00～16：0014

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
湯川　悟　相談員

有機溶剤による健康障害の具体的防止対
策について

11月11日（水）
15：00～17：0015

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

カウンセリング担当
岡本由利子　相談員

『メンタルヘルス』と『マネジメント』
～メンタルヘルス問題は人事戦略の一部である～

11月17日（火）
14：00～16：0016

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

労働衛生工学担当
岡本佳久　相談員

SDSを活用した化学物質の管理とリスク
アセスメント

11月19日（木）
15：00～17：0017

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
小林　淳　相談員

産業保健活動に役立つ機器実習
～触って測ってはじめて身近に感じる産業保健の道具たち～

11月25日（水）
15：00～17：0018

産業保健関係者や労務担当者の方々を対象に無料セミナーを開催しています。

平成27年度　産業保健セミナー予定表（平成27年9月～11月）
産業保健だより

研修日程、研修内容など早期情報入手は便利なメールマガジン登録を！

お知らせ （独）労働者健康福祉機構　栃木産業保健総合支援センター
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A　ハローワークの求人票や新聞等の求人広告
に記載された労働条件は、労働契約の申込みの
誘引であり、これに対する求職者の応募行為が、
契約の申込みであると考えられています。その
ため、ハローワークの求人票等に書かれた賃金
や労働時間等の労働条件が直ちに実際の労働契
約の内容となるわけではありません。
　しかし、採用前の面接や入社時の話し合いで、
求人時の労働条件を労働者と使用者が合意して
変更したと認められるような特段の事情がなけ
れば、求人時の労働条件が確定したものになる
と考えられています。
　今回の場合、「労働条件は求人票記載のとお
り」と使用者から言われていますので、求人票
に記載された労働条件で労働契約が成立してい
ると考えられます。
　対応としては、使用者に対し求人票に明示さ
れたとおりの労働条件の履行を求めてください。
明示された労働条件と実際が異なるなかで異議
申立てせずに労働している場合には、明示的な
同意の意志表示が無くても、黙示の合意により
実際の労働条件が労働契約の内容になったもの
となる場合がありますので注意が必要です。
　それでも使用者が守らない場合は、最寄りの
ハローワークの窓口かハローワーク求人ホット
ラインに申し出てください。ハローワークでは
事実を確認の上、会社に対して是正指導を行う
ことになっています。

求人票と実際の労働条件の相違、労働条件の明示について
連載　労働相談 大田原労政事務所

1　均等・均衡待遇の確保の推進

　労働者の募集をする事業者は、応募者に対し、
次の労働条件を書面交付やメールにより明示し
なければならない（職業安定法第　条の　、同法5 3
施行規則第　条の　）とされています。4 2
①　労働者が従事すべき業務の内容
②　労働契約の期間
③　就業の場所
④　始業及び終業の時刻、所定労働時間を超え
　る労働の有無、休憩時間及び休日

⑤　賃金の額
⑥　健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険、
　雇用保険の適用

1　労働者募集時に明示すべき労働条件

Q　ハローワークに出ていた求人に応募し、先月正社員として入社しました。入社の際には「労働条件
は求人票に記載されたとおり」と言われました。実際に働き始めてみると、賃金や労働時間等が求
人票に記載された内容と違っています。具体的には、賃金の額は少なく、　 時30分始業となってい8
ましたが、　時15分までの出社を命じられ、土日は休日のはずが土曜日の出勤があります。8
　　求人票に記載された労働条件としてもらうことは可能でしょうか?

ハローワーク求人ホットライン
（求職者・就業者用）

電話 03-6858-8609
受付時間　平日 8：30～17：15
　　　　　（土日・祝日・年末年始を除く）

　参考までに、労働条件明示について職業安定
法と労働基準法の規定を掲載します。

2　労働契約締結時の労働条件の明示

　労働契約は口頭でも成立しますが、トラブル
を未然に防ぐため、使用者が労働者を採用する
ときは、労働条件を明示しなければならない（労
働基準法第15条第　項、同法施行規則第　条）1 5
とされています。
　特に以下の項目については、書面の交付によ
る明示が義務付けられています。
①　労働契約の期間
②　有期労働契約を更新する場合の基準
③　就業の場所・従事する業務の内容
④　始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働
の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務を
させる場合は就業時転換に関する事項

⑤　賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切
り・支払の時期に関する事項

⑥　退職に関する事項（解雇の事由を含む）
　また、明示された労働条件が事実と相違して
いる場合、労働者は即時に労働契約を解除する
ことができる（労働基準法第15条第　項）とさ2
れています。



19労政とちぎ2015⑧

タマムラデリカ株式会社佐野田沼工場タマムラデリカ株式会社佐野田沼工場企業Report

所 在 地

設 立
事業内容

従業員数
代　 表

佐野市戸奈良町佐野田沼インター
産業団地内　街区8
平成　年　月3 6
大手コンビニエンスストアに提供する
調理麺や軽食、惣菜等の開発・製造
130名（平成27年　月現在）6
代表取締役　伊勢　俊太郎

　今回は、平成26年　月に分譲開始された佐野田沼4
インター産業団地で平成26年11月に操業第　号と1
なったタマムラデリカ株式会社様にお話を伺いました。

◆主な業務内容についてお聞かせください。
　大手コンビニエンスストアへ提供する商品の開
発・製造をしています。商品の受注から原材料発注・
加工調理・麺製造・盛り付け・包装・出荷まで、ひ
とつひとつの商品をお店様へお届けすることが日々
の業務となっております。
　コンビニエンスストアが24時間営業しているの
と同様に、弊社も24時間365日稼動し、良品製造・
安定供給を心掛けお客様に常に新鮮で安心な商品を
お届けしています。

◆佐野田沼インター産業団地に進出された理由をお
聞かせください。
　商品提供エリアが北関東全域となり、商品提供数
が増加している中、北関東を結ぶ高速道路を利用し
た配送ルートを確立し、低コストでの商品供給体制
を構築するため、北関東自動車道のインターチェン
ジに近く、地下水も利用できる佐野田沼インター産
業団地に進出することにしました。新たな土地に工
場を建設することで、雇用面での地域貢献を目指し
ています。

◆食の安全・安心への取組についてお聞かせください。
　佐野田沼工場では、HACCP認定の取得へ向けて
日々の業務に取り組んでいます。基本的な手洗いか
ら始まり、手洗いで終了することを意識し、その他、
細かいルールや　Sの徹底を実施しております。5
　また、フードディフェンスとして、工場のセキュ
リティー強化のため31台のカメラを室内外に設置
しており、事務所からでも現場作業が見渡せるよう
になっております。
　使用原材料の取組みとして、当社グループ工場で
ある、農業生産法人タマムラグリーンファームにて、
小ネギやほうれん草などの野菜を生産し、自社商品
で使用するという一貫生産による安全の確保を図っ
ております。

◆働きやすい職場環境づくりに向けた取組について
　お聞かせください。
　佐野田沼工場は女性やご年配の方にも安心して働
いていただけるよう、足腰への負担が軽減される平
屋づくりで工場と事務所を設計しています。また、
設計時のコンセプトとして、従業員の皆様がリラッ
クスして休憩できる空間づくりのため、開放感のあ
る透明ガラス張り窓を使用し、休憩時には中庭を見
渡せるようになっております。
　このほか、ソフト面でも、短時間の勤務制を取り
入れるなどして、育児や介護等に携わる従業員の仕
事と家庭の両立を支援しています。

◆地元への貢献（地元産の食材使用や地元名物にち
　なんだ商品提供等）についてお聞かせください。
　今年の　月より、佐野市の名物である大根そばを5
栃木県内の各店舗様で販売しており、販売も好調で
多くのお客様からご支持をいただいております。
　また、佐野ラーメンや、ポテト入り焼そばなどの
栃木県で愛される商品も提供しています。
　これからも、地元の各自治体と協力し、栃木県産
のそば粉やニラを使用したメニューの開発に取り組
む予定です。

◆最後に今後の抱負等お聞かせください。
　お客様へ安全・安心な商品をお届けすることを
モットーに、お客様から愛される商品づくりを続け
ていきます。
　新しい商品開発へのチャレンジを続け、北関東エ
リアだけでなく、全国に展開できる商品づくりがで
きるよう取り組んで参ります。
　昨年11月から稼動している工場ですので、まだ
まだ成長過程の工場です。来春卒業される学生さん
方の採用も地元中心に20名を予定しています。食
品づくりに携わりたい方、地元で働きたい方、一緒
に喜ばれる商品をつくりましょう。

（お話：工場長　藤倉　聖俊　氏）
[取材：足利労政事務所]

企業概要



　去る　月10日、平成29年（2017年）11月に本県で開催される「技能五輪全国大会・全国アビリン7
ピック」に向け、「とちぎ技能五輪・アビリンピック2017推進協議会」を設立しました。設立総会では、
経済・労働関係機関、業界団体、教育・訓練機関等の関係者が一体となって、オール栃木体制で推進し
ていくことを確認するとともに、栃木大会の概要を公表しました。大会を通して、技能の向上・継承、
障害者の雇用・社会参加の促進を目指していきます。

○大会日程　【技能五輪全国大会】　平成29年11月24日（金）～11月27日（月）　日間開催。4
　　　　　　【全国アビリンピック】　平成29年11月17日（金）～11月19日（日）　日間開催。3

○競技内容　【技能五輪全国大会】41職種

機械組立て、抜き型、精密機器組立て、メカトロニクス、機械製図、旋盤、フライス
盤、構造物鉄工、電気溶接、木型、タイル張り、自動車板金、曲げ板金、配管、電子
機器組立て、電工、工場電気設備、石工、左官、家具、建具、建築大工、貴金属装身
具、フラワー装飾、美容、理容、洋裁、洋菓子製造、自動車工、西洋料理、造園、和
裁、日本料理、レストランサービス、車体塗装、冷凍空調技術、ITネットワークシス
テム管理、情報ネットワーク施工、ウェブデザイン、とび、時計修理

　　　　　　【全国アビリンピック】24種目

洋裁、家具、DTP、機械CAD、建築CAD、電子機器組立、電子回路接続、義肢、歯
科技工、ワード・プロセッサ、データベース、ホームページ、パソコン組立、フラワー
アレンジメント、コンピュータプログラミング、ビルクリーニング、製品パッキング、
喫茶サービス、オフィスアシスタント、表計算、パソコン操作、パソコンデータ入力、
縫製、木工
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◆お問い合わせ先
　〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田1-1-20
　栃木県産業労働観光部労働政策課　技能五輪・アビリンピック推進室
　TEL　028-623-3542　FAX　028-623-3225

　「ゆう活」では、職場全体で働き方に対する意識を抜本的に変えること、また、業務効率化が
不可欠です。「残業することが当たり前」という意識を変え、仕事と仕事以外の生活の両立を目
指しましょう！子どもと遊んだり、習い事にチャレンジしたり、新しい夕方の過ごし方を始めて
みてください。

編集者K
の一言

とちぎ技能五輪・アビリンピック2017推進協議会
を設立しました


