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「とちぎ就職支援合同面接会」を開催します
2月16日
（月）
・17日（火）に 県 内 で 就 職 を 希 望
される方々を対象に、
栃木県庁東館4階講堂で
「と
ちぎ就職支援合同面接会」を開催します。
16日（月）は、平成27年3月卒業予定の大学・短
大・高専・専修学校等の学生の方及び卒業後3年以
内の同学歴の方、
17日（火）は一般求職者の方が
対象です。
事前の申込み、予約等は不要ですので、履歴書
を複数枚ご持参の上、直接会場へお越しください。
詳細は、とちぎの就職支援サイト
「WORKWORKと ち ぎ」http://tochigi-work2.net
をご覧ください。
なお、参加企業の受付は終了しています。
【お問い合わせは県労働政策課028−623−3224まで】
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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、大学 3年生の就職活動解禁まで
あと 1ヶ月！いよいよ始まる就職活動！本号では就職に関する特集記事を掲載しています。学生の
方も、企業の採用担当の方も、是非御一読ください。

人・
春夏秋冬
HITO・SYUNKASYUTO

瓦屋根診断技士・一級瓦葺技能士・瓦屋根工事技士

阿久津

慶一

さん

阿久津瓦店
全日本瓦工事業連盟

栃木県瓦工事組合連合会加盟店

今回は、昨年 3月に福島県で開催された「全瓦連
技能グランプリ2014」において、国土交通大臣賞を
初出場で受賞された阿久津瓦店の阿久津慶一さんに
お話を伺いました。
Q かわらぶき職人を目指したきっかけについてお
聞かせください。
代々、実家が瓦店を経営していたことが職人を目
指すきっかけとなりました。正直、始めた頃はそれ
ほどやりたい気持ちはありませんでしたが、栃木県
瓦工事組合連合会（栃瓦連）に加盟する諸先輩方と
の交流の中で、徐々に瓦葺きに魅力を感じはじめ、
職人になりたい気持ちが大きくなっていきました。
2年間三州瓦で有名な愛知県で修行を積み、家業を
継ぐこととなりました。
Q 職人として心がけていることはありますか。
屋根一面の仕上がりの美しさを自分なりに日々探
求し、お客様に喜んでもらえる仕事ができるよう心
がけています。
Q 職人をしてきて嬉しかったことや苦労したこと
についてお聞かせください。
屋根を仕上げた後、それをお客様が見て喜んでい
ただけたときはとても嬉しいです。
修行を始めた頃、数多くの技を必死で学んだこと
や、見知らぬ土地での生活には、とても苦労しまし
た。しかし、その苦労があったからこそ現在の自分
があるのだと感じています。
Q 技能大会に出場に至る経緯や、競技内容等につ
いてお聞かせください。
全国の瓦職人が技術を競い合う大会で、県代表と
して出場された先輩や同世代の方が、これまでに優
秀な成績を収めており、その姿に刺激を受け、自分
も職人としての力を試したいと強く思い出場しまし
た。
大会は、準備も含め 3日間の日程で行われました。
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電動工具などは使わず、鏨（たがね）と呼ばれる道
具を使い手作業で、決められた時間内に正確かつ美
しく仕上げることを競います。今年は、架台に大会
初となる円柱が設置されており、それに沿って綺麗
に瓦を削り取ることはもちろん、勾配を考えながら
美しい曲線になるよう、慎重かつ迅速に作業を終え
なければならずとても大変でした。
本県は過去 2大会において、連続して国土交通大
臣賞を受賞しており、 3連覇というプレッシャーは
ありましたが、本番では自分の実力を発揮すること
ができ、期待に添えたことがとても嬉しかったです。
Q 瓦の良さについてお聞かせください。
瓦の良さは、まず断熱性に優れていることです。
室内温度を一定に保ってくれるため、夏は涼しく、
冬は暖かく 1年中快適に過ごすことができます。ま
た、遮音性も高く、雨音などを抑えてくれるなど利
点は多いです。他の屋根材と比べると施工時のコス
トは高くなりますが、その後のメンテナンス費用は
ほとんどかかりません。瓦は日本建築の文化ですの
で、多くの皆様にその良さを知ってもらいたいです。
Q 後進の育成についてお聞かせください。
伝統ある瓦葺きの技術を継承していきたい思いは
強くあります。しかし、職人になりたいと思う若者
は少なく、当店でも職人を目指す若い世代の方がい
ない状況です。まずは職人のイメージを上げ、 1人
でも多くの若者が職人を志してもらえるよう栃瓦連
を通じて活動していきたいです。
Q 今後の抱負についてお聞かせください。
今回の受賞に驕らず、これからも日々の努力を惜
しまず技術の向上を図り、一棟一棟お客様に喜んで
もらえるような仕事をしたいです。また、今後は社
寺などの伝統的な建築物の瓦工事にも携わりたいと
考えています。
【取材：大田原労政事務所】
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集◆

栃木県
（労働政策課）

2014新卒者等就職応援キャンペーン事業
キャンペーン期間

平成26年10月末～平成27年 2月

県は栃木労働局や宇都宮市と連携し、平成27年 3月卒業予定の大学・短大生等や卒業後 3年以内の
未就職卒業者が県内企業へ就職するための事業を実施しています。自己のキャリアプランを実現し、
地域に貢献する社会人になるよう積極的に参加しましょう！

みんなの就職活動を応援するまる !!
セミナー・講座

10-2月

・「大学生等のための就活応援セミナー」
・平成26年10月末-平成27年2月（とちぎジョブモール内）
セミナー・講座

11-2月

・「県内企業のミニ情報研究＆就活基本セミナー」
・平成26年11月-平成27年2月
（とちぎジョブモール内）
セミナー・講座

11-2月

・「就職に役立つ労働法・社会保険の基礎知識セミナー」
・平成26年11月-平成27年2月
（とちぎジョブモール内）
カウンセリング

11-2月

・「とちぎジョブモール出張カウンセリング」
・平成26年11月-平成27年2月
（各高校・大学等）
セミナー・講座

2月

・「就職応援 メンタルトレーニング in うつのみや」
・平成27年2月10日、13日
（うつのみや表参道スクエア）
面接会

2月

・「とちぎ就職支援合同面接会」
・平成27年2月16日、17日
（栃木県庁）

☆キャンペーン事業（面接会は除く）の参加は申込が必要です。就職支援サイト
Work Workとちぎや各事業案内チラシをご確認下さい。

○業界・企業研究のノウハウを伝
授するほか、コミュニケーション
能力の向上を目的としたセミ
ナーなどを開催します。
○県内企業が求める人材等の情報
を提供するほか、就職活動に必要
な自己分析や応募書類・面接の
基本講座を行います。
○就職に役立つ「労働に関する法
律」・
「社会保険（年金、所得税等）
の基礎知識」を分かりやすく説明
します。
○高校や大学等へ出向き、就職未内
定者へキャリアカウンセリング
を実施し、今後の就活へのアドバ
イスを行います。
○臨床心理士による面接対策のト
レーニングを実施します。
（主催 栃木県、宇都宮市、栃木労
働局）
○県内企業に就職を希望する求職
者の就職を支援するための面接
会を開催。
（主催 栃木県、栃木労働局、宇都
宮市、宇都宮商工会議所）

http://www.tochigi-work2.net/
とちぎジョブモール
宇都宮新卒応援ハローワーク

○
「とちぎジョブモール」では、就 ○就職活動に関するスキルアップ
労に関する相談から、職場定着ま
のためにセミナーや講座、就業体
でをワンストップで支援します。
験等を実施しています。

東横イン

TOCHIGI PREFECTURE

足銀
大通り

○月曜〜金曜 8:30〜19:00
土曜 10:00〜17:00

☆ キャンペーン事業に対する問い合わせ先 ☆
栃木県産業観光労働部労働政策課 雇用対策担当

セブン
イレブン

タクシー
乗り場

宇都宮駅

栃木県

○宇都宮市駅前通り 1
1−3−1
3 1
フミックスステムビル 1F

田川

「とちぎジョブモール」では新
卒者の就職を応援します！！

ララ
スクエア

パセオ

「とちぎジョブモール」 電話 028-623-3226

JR
西口

チサン
ホテル

TEL
：0286233224
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栃木県
（労働政策課）

「とちぎの企業！魅力体験バスツアー」を実施します！
県内企業への就職を希望する学生を対象とした、業界理解のための「とちぎの企業！魅力体験バスツアー」
を実施します。
【訪問日】
○平成27年 2月 4日（水）
㈱ナカニシ〔製造業、鹿沼市〕
㈱ＴＫＣ〔情報通信業、宇都宮市〕
中村土建㈱〔建設業、宇都宮市〕
○平成27年 2月20日（金）
ケーブルテレビ㈱〔放送通信業、栃木市〕
協栄産業㈱〔製造業、小山市〕
＊ＪＲ宇都宮駅東口集合解散（両日）
2月20日のみＪＲ栃木駅の乗降も可
【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
【参加費】無料
【定 員】20名（先着順）
＊申込方法等詳細は、とちぎの就職支援サイト
「ＷＯＲＫＷＯＲＫとちぎ」ht
t
p:
/
/
t
ochi
gi
wor
k2.
net
を
ご覧ください。

◆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
：0286233224

「面接スキルアップのためのメンタルトレーニング」
を開催します！
就職の面接が思うように進まない、アガリ症など面接が苦手な方を対象とした、臨床心理士による「面接ス
キルアップのためのメンタルトレーニング」を開催します。
【日

時】平成27年 2月10日（火） 14：00～15：30
13日（金） 14：00～15：30
【場 所】うつのみや表参道スクエア 5階（宇都宮市馬場通り 4－ 1－ 1）
【対象者】平成27年 3月大学・短大・専修学校等の卒業予定者及び卒業後 3年以内の未就職者等
【内 容】○ 2月10日－「自分の強みを引き出す方法」
・隠れている自分の強みを見つける ・自分の強みを効果的に伝える
・前向きな気持ちで取り組む et
c
○ 2月13日－「本番で実力を発揮する方法」
・緊張を味方に付ける ・面接で自分らしさを失わない
・心に余裕を持たせる et
c
＊ 1日のみの参加も可能です。
【参加費】無料
【申込方法】電話 028－623－3226
（とちぎジョブモール）へお申込ください。

◆お問い合わせ先
栃木県産業労働観光部労働政策課
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雇用対策担当

TEL
：0286233224

◆特

集◆

栃木県
（労働政策課）

企業のミニ情報研究＆就活応援セミナーのご案内
とちぎジョブモールの企業連携推進員が自ら訪問し聴取した、県内企業が「求める人材」等の情報を
提供するとともに、ジョブモール応援隊が面接のポイント、コツを伝授します！！

面接で差をつけるためのポイント、コツ
・面接の心構え！！

・面接本番の流れ！！

・面接のスキルとマナー！！

・面接で失敗しないコツ！！…et
c

を学んで、
「内定」をGETしよう！！
◇対象 平成27年 3月大学等卒業予定者 概ね45歳未満の若年求職者 等
◇日時 平成27年 2月17日（火） 14時～16時
◇内容 第 1部 14時～14時30分
・内容：企業のミニ情報研究 ・講師：とちぎジョブモール 企業連携推進員
第 2部 14時30分～16時
・内容：面接なんて怖くない！面接で差をつけよう！ ・講師：ワイツーセミナー 代表 山崎 佳子 氏
◇場所 とちぎジョブモール内
◇定員 15名（先着順）

※本セミナーは雇用保険受給中の就職活動の実績となります！！
◆お申込・お問い合わせ先（とちぎジョブモール） TEL
：0286233226

就職に役立つ！労働法・社会保険の基礎知識セミナーのご案内
就活中の方はもちろん、これから社会に出る方に必要な「労働法の基礎的な内容」や将来の生活設計
に欠かせない「社会保険の基礎知識」を分かりやすく説明します。

労働上の問題で
悩んだら、どこに
相談すればいいまる〜？

就職にあたり、年金や
健康保険、雇用保険など
の基礎知識を身につけて、
将来の生活設計を検討す
ることは重要なことまる〜。

◇対象 平成27年 3月大学等卒業予定者 概ね45歳未満の若年求職者 等
◇日時 平成27年 2月26日（木） 14時～16時30分
◇内容 第 1部 14時～15時15分
・覚えておきたい労働法の基礎知識 ・講師 県労政事務所職員
第 2部 15時15分～16時30分
・知って得する社会保険の基礎知識 ・講師 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会栃木支部会員
◇場所 とちぎジョブモール内
◇定員 15名（先着順）

※本セミナーは雇用保険受給中の就職活動の実績となります！！
◆お申込・お問い合わせ先（とちぎジョブモール） TEL
：0286233226
労政とちぎ2015②

5

◆特

集◆

栃木県
（労働政策課）

「保護者のための就職ガイダンス」を開催します！
県内に在住している大学生等のお子様をお持ちの保護者の皆様に対し、就職活動の現状や企業の採用形態、
県や国の就職支援機関や支援事業等を紹介します。
【日

時】平成27年 3月 4日（水） 13：00～16：30
全体会
13：00～15：00
個別相談会 15：15～16：30（希望者のみ）
【場 所】栃木県庁東館 4階 講堂（宇都宮市塙田1－1－20）
【内 容】・大学生等の就職のスケジュール ・企業が望む人材
・就職に勝ち抜くポイント ・就職活動の成功事例
・県、国の就職支援事業 ・栃木県の雇用情勢
・個別相談（希望者、申込時に要予約）
【定 員】100名（先着順）
【申込方法】電話028－623－3224
（労働政策課へ直接お申込みください）
【主 催】栃木県 栃木労働局 宇都宮市
宇都宮新卒応援ハローワーク

◆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
：0286233224

第 2回企業と学校による人材情報交換会
を開催しました
平成27年 1月23日（金）に砂防会館（東京都千代田区）にて、県内企業の人事担当者と本県及び首都圏の大
学等の就職担当職員による「第 2回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70社 参
加学校57校）
この情報交換会は、平成28年 3月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。
第 1回は、平成26年 5月13日にホテル東日本宇都宮
（宇都宮市）にて開催し、企業112社、学校92校が参加
しました。（来年度も開催予定です。）

◆お問い合わせ先
栃木県産業労働観光部労働政策課
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：0286233224

お知らせ

栃木県
（労働政策課）

県勤労者生活資金のご案内
～働くみなさまの生活を応援します！～
みなさまの生活安定と福祉向上のため、栃木県では中央労働金庫と協力して、低利の融資制度を御用意しま
した。お問合せ・御利用の申込は、中央労働金庫栃木県本部、最寄りの支店、ローンセンター、県労働政策課
（0286233217）又は各労政事務所へどうぞ。

〈一般勤労者向け〉
貸付対象者

資金使途

最高融資額
貸付利率
保証料率
返済方法

次の要件を全て満たす方【※ 1】
① 勤務年数が 1年以上及び県内
に 1年以上居住する勤労者
② 保証協会の保証が得られる
貸付対象者又は家族のための生活
資金
（災害・事故・病気・冠婚葬祭・教
育等により資金が必要になったと
き）
100万円（教育資金は200万円）
年1.
9％（無担保・固定金利）
【※ 2】
0.
7％（会員）又は
1.
2％（会員以外）
【※ 3】
5年以内の毎月均等払い・ボーナ
ス併用可能
（教育資金は、10年以内の毎月均
等払い、うち 5年以内の据置可）

〈失業者向け〉
貸付対象者

資金使途
融 資 額
貸付利率
保証料率
連帯保証人
返済方法
そ

の

他

次の要件を全て満たす方【※ 1】
① 満65歳未満で世帯の生計を
支えている
② 企業倒産等による失業【※ 4】
で現に求職活動中【※ 5】である
③ 離職後 1年 6ヶ月以内で県内
に 1年以上居住している
④ 保証協会の保証が得られる
貸付対象者又は家族のための生活資金
10万円から可能（ 5万円単位、最
高100万円まで）
年1.
2％（無担保・固定金利）
【※ 2】
1.
2％【※ 3】
1名（同居家族を除く）
5年以内の毎月均等払い（ 1年以
内の据置可）
平成26年度中に借り入れた方は
利子及び保証料を還付します。
【※6】

※1
※2
※3
※4

審査の結果、融資の希望に添えない場合があります。
金利は平成26年 4月 1日現在です（実際のご融資金利はお申込時点の金利ではなく、ご融資時点の金利が適用となります）。
保証料は別途必要になります。（会員）とは、中央労働金庫に出資のある労働組合等団体会員の構成員の方です。
離職理由が、事業所の倒産やリストラ（重責解雇を除く）、事業主の意思により派遣契約の更新をしない場合等をいいます（離職票等
により確認させていただきます）。
※ 5 求職受付票等により確認させていただきます。
※ 6 平成26年度新規融資の利子及び保証料の還付は平成31年度までとなります。平成31年度中に完済できなかった場合、平成32年度以
降は利子及び保証料の還付は行いません。

中小企業退職金共済制度のご案内
～中退共でつくろう！会社の退職金制度！～
中小企業退職金共済制度は、中小企業で働く従業員のための
国の退職金制度です。独自の退職金制度を持つことが難しい中
小企業でも、大企業と同じような退職金を支払うことができま
す。正社員だけではなく、短時間労働者（パートタイマー等）
も加入することが可能です。
新規加入や月額変更で国からの掛金助成のほか、税法上の優
遇を受けることができます。また、県内各自治体において、補
助制度を実施しています。
加入等詳細については、中退共のホームページを御覧くださ
い。
※栃木地域普及推進員が事業所にお伺いして、制度等の御説明
をすることもできます。詳しくは栃木県労働政策課（TEL：
0286233219）にお問い合わせください。
労政とちぎ2015②
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栃木県
（労働政策課）

栃木県の障害者就業体験事業を紹介します！
栃木県では、就職を希望する障害者の方に 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、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いただく
ことを目的とした「障害者就業体験事業」を実施しています。是非ご活用ください。
【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
○受け入れ企業に対する報償費（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

◆お申込・お問い合わせ先
とちぎ障害者雇用推進協議会 TEL
：0282868917
栃木県産業労働観光部労働政策課 雇用対策担当 TEL
：0286233224

障害者就業体験事業の事例紹介①
【受講生】Y・Sさん 22歳 精神障害 3級（高機能自閉症）
【事業所】ヤマト運輸株式会社栃木主管支店 宇都宮平出支店
（宇都宮市）
【実習内容・期間】荷物の仕分け作業 10日間
【実習後の状況】平成26年 5月16日からパート雇用
【支援】宇都宮圏域障害者就業・生活支援センター
【実習や雇用にあたって気を配ったこと(
ヤマト運輸株式会社栃木主管
支店)
】
就業体験を受けるにあたって、ご本人の障害について従業員全員でど
んな障害なのかの確認をしました。不安もありましたが、就業体験の中
で仕事や環境に対応出来る事が確認でき
た事で雇用を決定しました。現在では、周りの従業員とコミュニケー
ションを取りながら、自ら仕事を探せるようになり安心して仕事を任せ
られるようになってきています。
【受講生の声】
就業体験を受けるにあたり事前に仕分けの練習をしていきましたが、
不安や緊張はありました。就業体験によって実際の作業や作業環境が
分かり安心できました。また仕分け作業も練習通りに出来た事は自信
になり、就職したい気持ちが強まりました。
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栃木県
（労働政策課）

障害者就業体験事業の事例紹介②
【受講生】
O・Aさん 24歳
身体障害 2級（もやもや病による脳梗塞）
【事業所】
株式会社たいらや 芳賀店
【実習内容・期間】
品出し、前出し 10日間
【実習後の状況】
平成26年 8月16日からパート雇用
【支援】
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」
【実習や雇用にあたって気を配ったこと（株式会社たいらや 芳賀店）】
実習前の面談で本人の障害についてお話を聞きました。本人の作業の適性と体調を考え、数種類の
作業についていただいて現在の作業に固定いたしました。今では単独での業務内容をこなしておりま
す。今後は時間の延長等も視野に入れて仕事に取り組んでいただいております。
【受講生の声】
初めての就業体験で不安がありましたが、実習を通して職場の雰囲気や作業等、肌で感じることが
出来て、働く意欲がより一層高まりました。今後は少しずつでも就業時間を伸ばし、更に仕事に励み、
職場の方やお客様にも信頼されるように仕事をしていきたいです。

障害者就業体験事業の事例紹介③
【受講生】
R・I
さん 21歳 知的障害B1
【事業所】
社会福祉法人 京福会
特別養護老人ホーム ほのぼの園（大田原市）
【実習内容・期間】
施設の清掃 10日間
【実習後の状況】
平成26年6月1日からパート雇用
【支援】
県北圏域障害者就業・生活支援センター「ふれあい」
【実習や雇用にあたって気を配ったこと（ほのぼの園）】
高齢者施設ということで初めての就業場所で本人が緊張しないよう、職員側からこまめに声かけを
行い、リラックスできる雰囲気作りを行いました。業務の手順や内容を職員付添のもと丁寧に伝える
とともに、無理なく取り組めるよう本人の体調を確認しながら業務量の調整を行いました。働くこと
に楽しみをもってもらえるよう入居者の方と触れ合う時間を設けました。声かけの仕方のアドバイス
も行い、打ち解けている様子が見られています。
【受講生の声】
仕事を行う上で、自分の体力が持つかどうかが一番の不安でした。実習を行うことで仕事の感覚を
つかむことができました。また、仕事の仕方などを丁寧に教えて頂くことができたので、安心して仕
事をすることができています。
労政とちぎ2015②
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栃木県
（労働政策課）

お知らせ

ものづくりを支える

とちぎマイスター

県では、技能の維持・継承や人材育成に関する指導などの活動ができる優れた技能者を『とちぎマイスター』
として認定しています。現在、44職種、200名の方が認定されており、本県の技能水準のレベルアップやもの
づくりを担う技能者の育成、ものづくりに対する関心を高めることなど、ものづくりの振興を図るための活動
をしています。

とちぎマイスター制度
◆対象職種

技能検定試験を実施している128の職
種のうち本県で実施している職種等。
◆認定基準（次の基準をいずれも満たす方）
（1） 技能検定1級以上に合格している方または同
等以上の技能者で、
特に優れた技能を有してい
ると認められる方
（2） 県内に居住、または県内企業に勤務されてい
る方
（3） 認定の対象職種に概ね15年程度従事されて
いる方
（4） 技能継承 ・人材育成に熱意を持ち現実に活動
できる方で、認定後概ね5年以上継続して活動
できる方
（5） 優れた人格を有している方
◆活動内容
（1） 企業が必要とする技能の習得や向上のための
活動
（2） 職業能力開発施設、高等学校等で行う技能の
維持・継承のための活動
（3） イベントや講演会等における技能尊重気運醸
成のための活動
（4） 小学校・中学校等で行うものづくり体験教室
等での活動
（5） その他、ものづくりに関する活動
◆他の認定者等、詳しくは県のホームページをご覧
ください。
ht
t
p:
/
/
www.
pr
ef
.
t
ochi
gi
.
l
g.
j
p/
f
06/
wor
k/
koyou/
shokunou/
t
ochi
gi
mei
st
er
.
ht
ml
※

随時とちぎマイスター認定者の方々を紹介していきます。

◆プラスチック成形職種（射出成形作業）
【平成23年度認定】
たか お
しん じ

高尾 信二 さん
エスジーエムテック株式会社 （宇都宮市）

☆射出成形の条件出しから製品評価まで
（現在の仕事）
現在は、射出成形金型の試作、特に条件設定を
あらゆる方向から検証している。また、職業訓練
指導員免許の資格を活かし、技能の継承も意欲的
に行っている。
（得意な分野）
シングル段取りの実現等、作業工程の改善を行
い、製造工程における多品種小ロット生産の要望
に応じることができる。また、各種金型に応じた、
きめ細やかな条件設定も得意としており、製品の
問題点を素早く見極め、解決することができる。
後進の育成にも力を入れており、国家試験対策の
指導には定評がある。
☆チャレンジ精神を心がけ、技能士を目指そう
プラスチック成形という職種は一見地味なイ
メージがあるが、非常に奥が深く、やりがいがあ
る。成形条件の設定など、自分の感性が製品に反
映される工程もあり、製品が完成したときの達成
感・充実感は高い。
成形技術は日々進化しており、常に技能の研さ
んに励む意欲が必要である。そして、優れた技能
士になるには、日々の仕事の中で、失敗を恐れず
多様な経験を実際に体験することが重要である。
若手の技能者は常にチャレンジ精神を抱き、自己
啓発を心がけ、国家試験に果敢に挑戦し、スキル
の向上に励んで欲しい。

餌叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡営
○とちぎマイスター徽章○
嬰
嬰
嬰 徽章のデザインは、栃木の産業を
嬰
嬰支えるマイスターを「栃の葉」と「人」
嬰
嬰を用いて、技能の「技（わざ）」と兼
嬰
嬰
嬰
嬰ね合わせて表し、「ＭＥＩＳＴＥＲ
嬰
嬰（マイスター）」の文字を「金色」にして、これから嬰
嬰も一層輝いていただけるよう願って作成しました。 嬰
影叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡映
◆お問い合わせ先 栃木県産業労働観光部 労働政策課 職業能力開発・全国技能大会担当
TEL:
0286233234 FAX:
0286233225
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栃木県
（労働政策課）

第52回技能五輪全国大会が開催されました
23歳以下の青年技能者が、ものづくりを中心とした41の競技職種で技能の日本一を競う第52回技能五輪全
国大会について、11月28日（金）から12月1日（月）までの4日間、愛知県内の会場において行われ、全国から約
1,
200名の青年技能者が参加し、技能を競い合いました。

本県からは、8職種23名が参加し、タイル張りなど4職種において6名が入賞しました。
○金賞
タイル張り

渡邉

雄也

ハシモ㈱

野原

孝士・塩澤

○銅賞
メカトロニクス

俊昭

ホンダエンジニアリング㈱
○敢闘賞
抜き型

青木

渉

日立アプライアンス㈱栃木事業所
ホンダエンジニアリング㈱

池田

ホンダエンジニアリング㈱

電子機器組立て

佐々木佳祐
修一

（競技風景）

（敬称略）

第35回全国アビリンピックが開催されました
アビリンピックは、障害のある方々が日頃職場などで培った技能を競う大会です。障害のある方々の職業能
力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々に障害のある方々に対する理解と認識を深めてもらい、その
雇用の促進を図ることを目的としています。

○

主

催

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、
愛知県

○

日

時

平成26年11月21日（金）
～23日（日）

○

場

所

愛知県名古屋市

○

競技種目

名古屋市国際展示場

ワードプロセッサ、喫茶サービス、
ビルクリーニング、表計算、DTPなど24種目

○

参加選手

339名
本県からは 6名が参加し、 1名が入賞しました。
（表彰の様子）

○銀賞
表計算

山本

勇

◆お問い合わせ先

㈱栃木銀行

（敬称略）

〒3208501 栃木県宇都宮市塙田1120
栃木県産業労働観光部 労働政策課 職業能力開発・全国技能大会担当
TEL:
0286233235 FAX:
0286233225
労政とちぎ2015②
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栃木県
（労働政策課）

「平成26年度とちぎものづくり技能競技大会」が開催されました。
ものづくりに携わる若年技能者等の技能習得意欲の高揚及び技能水準の向上を図り、有能な技能者の養成と
技能尊重気運の醸成を目的として「平成26年度とちぎものづくり技能競技大会」を開催しました。
◇
◇
◇
◇
◇

日
時
場
所
競技種目

平成26年11月 8日（土）9：00開会
栃木県立県央産業技術専門校（宇都宮市平出工業団地484）
①電気工事の部 ②建築大工の部 ③建築製図の部
④機械加工の部 ⑤溶接の部
参 加 校 県立産業技術専門校、共同高等産業技術学校、高等学校
関東職業能力開発大学校
参加者数 74名
種 目 別 電気工事（15名）、建築大工
（13名）、建築製図（9名）
機械加工（20名）、溶接（17名）

競技風景（建築大工の部）

【表彰者一覧】

（敬称略）

電気工事
建築大工
建築製図
機械加工
溶
接
鈴木 拓真
益子 拓也
石川 あすか
松浦 徹
仲川 拓摩
最優秀賞
（那須清峰高等学校）（鹿沼共同高等産業技術学校）（宇都宮工業高等学校）（県央産業技術専門校）（栃木工業高等学校）
増淵 純一
森 真人
藤田 匠
菅谷 貴典
斎藤 亮太
中根 顯太郎
優 秀 賞
（県央産業技術専門校）（関東職業能力開発大学校）（鹿沼共同高等産業技術学校）
（県央産業技術専門校）
（関東職業能力開発大学校）
川島 優人
倭文 久
小林 唯
石田 達也
磯 美睦
敢 闘 賞
（栃木工業高等学校）（県央産業技術専門校）（宇都宮工業高等学校）（宇都宮工業高等学校）（那須清峰高等学校）

◆お問い合わせ先

〒3208501 栃木県宇都宮市塙田1120
栃木県産業労働観光部 労働政策課 職業能力開発・全国技能大会担当
TEL:
0286233234 FAX:
0286233225

勤労青少年ホーム・青少年活動センターのご案内
勤労青少年ホーム・青少年活動センターは、若者がつどい教養や交流を深めたり悩みの相談に応じるなど、
若者の充実した生活を支援するための施設です。新しい仲間づくりや悩み解決に、お気軽に御利用ください。
※各種講座やクラブ活動など施設の利用については、各施設に直接お問い合せください。
名
称
所 在 地
栃木市栃木勤労青少年ホーム
栃木市日ノ出町1436
〔ウイングとちぎ〕
栃木市大平勤労青少年ホーム 栃木市大平町蔵井20021
日光市勤労青少年ホーム
日光市平ヶ崎160
〔サクシードにっこう〕
小山市勤労青少年ホーム
小山市犬塚312
〔ブレイクスルー〕
大田原市勤労青少年ホーム
大田原市美原114
〔ジョイフル館〕
矢板市勤労青少年ホーム

矢板市末広町32

那須塩原市勤労青少年ホーム 那須塩原市上厚崎664
宇都宮市青少年活動センター
宇都宮市今泉町3007
〔トライ東〕
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電

話

休

館

日

0282223113 日曜、祝日、年末年始
0282435191 日曜、祝日、年末年始
0288226211 月曜、年末年始
0285233402 土・日曜、祝日、年末年始
0287226878 土・日曜、祝日、年末年始
0287438210 年末年始
0287735300 年末年始
0286633155 年末年始

お知らせ

とちぎ男女共同参画センター

H26とちぎ男女共同参画センター
男のライフバランスを考える講座～介護編～
介護に対する知識や理解を深めながら、『これからの介護』について、一緒に考えてみませんか。
介護する側とされる側が、お互い快適に暮らしていくために…。
●開催日程
第 1回
仕事と介護の両立、どうする？高齢者疑似体験もあり！
『オトコの介護を考える～大介護時代に負けないワーク・ライフ・バランス～』
日時： 2月 7日（土）13：00～15：30
講師：特定社会保険労務士 池田 功 さん 日本赤十字社栃木県支部職員
第 2回
基礎知識を学びながら、相手に寄り添った介助方法を考えます。
『すぐに役立つ！介護のコツ～高齢期を笑顔で暮らすために～』
日時： 2月14日（土）13：30～15：30
講師：日本赤十字社栃木県支部職員
●会場：パルティとちぎ男女共同参画センター 研修室301
●対象：どなたでも
●定員：40名
●受講料：無料 ※要申込

【お問合せ・お申込み】 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）
TEL
：028
（665）
8323 URL
：ht
t
p:
/
/
www.
par
t
i
.
j
p/
【お 問 合 せ 時 間】 午前 9時から午後 5時まで
（月曜日・祝日休館）
栃木県
（健康増進課）

お知らせ

働くがん患者の就労支援について
◯がん医療の進歩とともに、がん患者やがん経験者の中には社会で活躍している方が増えてきています。その
一方で、がん患者やがん経験者とその家族の中には就労を含めた社会的な問題に直面している方も多いとさ
れています。
◯このため、栃木県では「栃木県がん対策推進計画（2期計画）」において、「がん患者の就労を含めた社会的
な問題」を取り組むべき施策として掲げ、様々な情報を提供するとともに、がん患者や家族等からの就労に
関する相談に対応できる相談支援体制の構築に努めています。
◯栃木県HPから下記の厚生労働省のテキストが無料でダウンロード出来ますので御活用ください。
ht
ml
ht
t
p:
/
/
www.
pr
ef
.
t
ochi
gi
.
l
g.
j
p/
e04/
cancer
/
syuur
ou.
［がん患者や家族向けの情報］
・がんと仕事のQ＆A
・実例に学ぶ：がん患者の就労支援に役立つ5つのポイント
［事業所向けの情報］
・企業のための＜がん就労者＞支援マニュアル
・産業看護職向けガイドブック
・嘱託産業医向けガイドブック

◇お問い合わせ先

栃木県 保健福祉部 健康増進課 TEL:
0286233096
emai
l
:
kenkozoshi
n@pr
ef
.
t
ochi
gi
.
l
g.
j
p
労政とちぎ2015②
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栃木県
（こども政策課）

お知らせ

「子育てにやさしい事業所」顕彰について
栃木県及び（公財）とちぎ未来づくり財団では、全ての労働者が職業生活と家庭生活のバランスのとれた働き
方を選択でき、安心して子育てができる環境づくりに努めているところです。
その取組の一環として、平成13年度から、仕事と子育ての両立を支援に取り組む優れた事業所を「子育てに
やさしい事業所」として顕彰しています。
平成26年度は、下記の 7事業所が受賞し、平成26年11月16日にオリオンスクエアにて顕彰式が行われまし
た。

栃木県知事賞
○社会福祉法人

敬愛会（矢板市）（従業員数：125名

事業内容：社会福祉事業）

公益財団法人とちぎ未来づくり財団理事長賞
◯社会福祉法人飛翔会 ちゅーりっぷ保育園（矢板市）
（従業員数：22名 事業内容：保育所）
◯株式会社野澤實業（宇都宮市）
（従業員数：31名 事業内容：建設業）
◯社会福祉法人晴桜会（那須塩原市）
（従業員数：38名 事業内容：介護事業）
〇株式会社TAKK（那須塩原市）
（従業員数：21名 事業内容：介護事業）
〇株式会社日本政策金融公庫宇都宮支店（宇都宮市）
（従業員数：61名 事業内容：金融業）
〇株式会社日本政策金融公庫佐野支店（佐野市）
（従業員数：12名 事業内容：金融業）
栃木労働局

お知らせ

平成27年度

均等・両立推進企業表彰

ポジティブ・アクション を推進している企業
ファミリー・フレンドリー な企業を 募集 します！

募 集 期 間
平成27年 1月 1日～ 3月31日
厚生労働省及び栃木労働局では、「職場における女性の能力発揮を促進するための積極的な取組（ポジティ
ブ・アクション）」及び「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」を推進している企業を公募し、表彰し
ています。「わが社こそは」と思われる企業の皆さま、ご応募ください！
【均等・両立推進企業表彰】※「均等推進企業部門」及び「ファミリー・フレンドリー企業部門」の両部門に優れた企業
○厚生労働大臣最優良賞
【均等推進企業部門】【ファミリー・フレンドリー企業部門】
○厚生労働大臣優良賞 ○栃木労働局長優良賞 ○栃木労働局長奨励賞
◇応募方法◇
応募用紙に必要事項をご記入いただき、栃木労働局雇用均等室あてに郵送（3/
31消印有効）またはFAXによ
りご応募ください。実施要領、表彰基準及び応募用紙は厚生労働省ホームページからダウンロードいただくか
栃木労働局雇用均等室でお配りしています。
⇒ 厚生労働省HP：ht
t
p:
/
/
www.
mhl
w.
go.
j
p/
st
f
/
houdou/
0000068817.
ht
ml

厚生労働省
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栃木労働局雇用均等室

TEL:
028－633－2795 FAX:
028－637－5998

お知らせ

栃木労働局

くるみん及びプラチナくるみん
認定の基準・マークが決定しました！
次世代育成支援対策推進法は、企業のみなさま・国・地方公共団体に次代の社会を担う子どもの健全な育成
を支援するための計画を策定することを求めている法律です。
これまで、平成27年 3月31日までの法律とされていましたが、平成26年 4月に改正法が成立し、有効期限
が平成37年 3月31日まで延長されるとともに、新たな認定制度（以下「プラチナくるみん認定」といいます。）
が創設されます。
この法律は一般事業主行動計画の策定・届出を行い、一定の基準を満たした企業を厚生労働大臣が認定する
ことができ、これまでの認定制度はくるみん認定のみでした。平成27年 4月 1日からは、くるみん認定を受け
た企業のうち、特に次世代育成支援対策の実施状況が優良な企業に対するプラチナくるみん認定が始まります。
認定基準などはこちら（ht
t
p:
/
/
www.
mhl
w.
go.
j
p/
bunya/
koyouki
nt
ou/
pamphl
et
/
pdf
/
kur
umi
n_20141202.
pdf
）

平成 27 年
4 月 1 日から
よろしくね！
愛称：プラチナくるみん

平成 27 年
4 月 1 日から
生まれ変わります！
愛称：くるみん

※マントの色は、ピンク色、だいだい色、
黄色、緑色、青色、紫色又はこれら
の淡色の 12 種類から選べます。

※複数認定で☆の数を増やしましょう。

厚生労働省

栃木労働局雇用均等室

ＴＥＬ：0286332795

2015「とちぎ障害者合同就職面接会」開催のお知らせ
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。
○

県央会場

日時：平成27年 2月13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 TEL0286380369

○

県南会場

日時：平成27年 2月20日（金）13：00～16：00
場所：小山グランドホテル（小山市神鳥谷202）
お問合せ先：ハローワーク佐野 TEL0283226260

○

県北会場

日時：平成27年 2月26日（木）13：00～16：00
2714）
場所：カシマウエディングリゾート（大田原市本町 1お問合せ先：ハローワーク大田原 TEL0287222268

＊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（TEL:
0286103557）
主催：栃木労働局・各ハローワーク・栃木県

労政とちぎ2015②
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お知らせ

栃木労働局

必ずチェック 最低賃金 使用者も、労働者も。
【地域別最低賃金】特定（産業別）最低賃金が適用されないすべての労働者に適用されます。
最低賃金の件名
栃木県最低賃金

時間額

効力発生日

733円

平成26年10月1日

【特定（産業別）最低賃金】18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。
最低賃金の件名

時間額

塗料製造業最低賃金
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
自動車・同附属品製造業

効力発生日

875円
821円
822円
825円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械
器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製
造業、時計・同部分品製造業

821円

各種商品小売業

786円

平成26年12月31日

詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（電話0286349109）
又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

建設業一斉監督実施結果の概要について
～建設工事現場の75％に労働安全衛生法違反～
栃木労働局は、平成26年12月1日から12月12日の期間中に、県内7か所ある労働基準監督署により、県下一
斉に建設工事現場の監督指導を実施しました。また、12月1日に宇都宮市内のマンション新築工事現場におい
て、労働局長等による労働局・監督署の合同監督を実
表1 建設業の労働災害発生状況 （栃木労働局）
施しました。
墜落転落災害
61（35％）
建設業では、足場など高所からの墜落転落災害、建
挟まれ巻き込まれ災害
25（14％）
設機械など接触による挟まれ巻き込まれ災害、土砂崩
飛来落下・崩壊倒壊災害
20（11％）
壊災害など、労働者の死亡、重傷につながる労働災害
切れこすれ災害
19（11％）
が高い率となっています。（表1参照）
転倒災害
12（ 7％）
このような労働災害が発生する危険度が高い時期に、 注）数字は平成26年11月末現在のデータを抜粋（高率上位5
災害（小数点以下第一位四捨五入により求めたもの。）
）
集中的な監督指導を行うことにより、効果的な労働災
害防止の取組を行っています。
一斉監督の実施結果は、県内の60か所の建設工事
現場に対して実施し、4
5現場（75％）に何らかの労
表2 建設業一斉監督実施結果（栃木労働局）
働安全衛生関係法令違反が認められ、現場の中でも特
監督実施工事現場数
60
に危険な足場などの設備や機械について、使用停止等
うち違反工事現場数
45（75％）
の処分を行った現場が9現場ありました。（表2参照）
うち使用停止等処分現場数
9
表3 一斉監督における法令違反状況（栃木労働局）
墜落災害の防止
72
建設機械災害の防止
10
飛来・崩壊災害の防止
4
作業主任者・安全衛生教育
4
感電災害の防止
2

一斉監督における法令違反の内容は、多い順に、墜
落災害防止関係72件、建設機械災害防止関係10件、
飛来・崩壊災害防止関係4件、作業主任者・安全衛生
教育関係4件、感電災害防止関係2件、などとなってい
ます。（表3参照）遵法状況と労働災害の発生率との関
連が大きいと指摘すべき結果となっています。

建設業一斉監督実施結果や労働局長等による合同監督の模様は、ホームページに掲載しています。
栃木労働局ホームページ ht
t
p:
/
/
t
ochi
gi
r
oudoukyoku.
j
si
t
e.
mhl
w.
go.
j
p/ をご覧ください。

◆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
（TEL:
028ー 634ー 9115）
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（独）
高齢･
障害･
求職者雇用支援機構

お知らせ

高齢・障害者雇用支援センター

事業主の皆様
事業主の皆様へ

「障害者雇用納付金制度」
「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されま
の対象事業主が拡大されます

〜平成2
〜平成27年4
年4月から、
月から、常時雇用している労働者数が1
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主が対象になります
人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）

適用対象になると
平成28年 4月から、前年度（平成28年度は、平成27年 4月から平成28年 3月まで）
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。
※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。

制度適用から
申告・納付開
始までのスケ
ジュール

平成27年4月〜
平成28年3月

〜平成27年3月

平成28年4月〜

申告・納付
開始

適用
対象
となる
事業主
常時雇用する労働者数が
の範囲
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

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。

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！

障害者雇用について早めの取組等をお願いいたします。
障害者雇用の取組みについては、裏面のお問合せ先をご確認ください。

メルマガ会員募集中

ht
t
p:
/
/
www.
j
eed.
or
.
j
p/
mer
umaga/
i
ndex.
ht
ml

◆お問い合わせ・ご相談は…
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 （URL:
ht
t
p:
/
/
www.
j
eed.
or
.
j
p）

栃木高齢・障害者雇用支援センター
〒3200811 宇都宮市大通り215 明治安田生命宇都宮大通りビル2階
TEL:
0286100655 FAX:
0286100656
労政とちぎ2015②
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（独）
高齢･
障害･
求職者雇用支援機構

お知らせ

高齢・障害者雇用支援センター

休職者の職場復帰支援のご案内
栃木障害者職業センターでは、近年増加し、社会問題化している「うつ病等により仕事を休んでい
る方」の円滑な職場復帰のために、主治医との連携の元で、職場復帰に向けたプラン作り（リワーク
コーディネート）と、実際に職場復帰に向けたウォーミングアップとして3ヵ月間程度センターに通
所しながらプログラムをうけていただくサービス（リワーク支援）を実施しています。なお、職場復
帰支援は本人、企業ともに無料でご利用いただけます。
（※雇用保険加入企業の休職者を対象としています。
）

リワークコーディネート

コーディネートで必要
とされた方を対象に

本人・企業・主治医の3者が復職を進めてい
く予定であることを確認後、3者からの情報収
集・相談を通じ、復職に向けた課題点等を整理
し、復職の進め方について提案していきます。
本人
面接・相談により、職場復帰への課題
等を把握・整理します。
職場復帰に向けた情報提供を行います。
企業
必要に応じて、面談等により、職場復
帰に向けての事業所状況の分析や復帰
受け入れに当たっての事業所の課題を
整理します。
主治医
現在の治療状況や今後の治療方針、本
人の特性等を情報収集すると共に、復
職支援を進めるに当たっての協力につ
いて確認します。

リワーク支援

支援計画を作成し、本人・企業・主治医の3
者による同意を得てスタートします。
本人
当センターに通所して、プログラムを
受講していただきます。支援日数や支
援時間は個別に設定します。下記のと
おり目的に応じたプログラムを用意し
ています。
〈生活リズムの立て直し〉
生活リズム（睡眠や食事）、気分・疲労等の
チェック
〈体力・集中力の向上〉
作業課題（脳トレ、読書及び要約、事務・
OA、プレゼンテーションなどの個別作業）
〈ストレス場面での対処方法の向上〉
グループミーティング、コミュニケーション
のトレーニング（アサーショントレーニング）、認
知行動療法、ストレス対処法の講座 など
企業

専門のカウンセラーが、本人（家族）、企業、主
治医と相談しながら支援を進めていきます。
この支援は、「うつ病等により仕事を休んでい
る方」のための支援です。支援の利用にあたっ
て、利用している方が障害者として扱われるこ
とはありません。
プライバシーに配慮し、インフォームド・コンセ
ント（説明と同意）
に基づいた対応を行います。

定期的な面談・連絡等により、進捗状
況を確認いただきながら、円滑な復帰
受け入れのための支援を行います。

主治医
対象者の症状の管理を行っていただく
ほか、当支援の効果的な進捗状況に対
する協力をお願いします。

◆お問い合わせ・ご相談は・・・
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 栃木障害者職業センター（ 宇都宮市睦町3番8号 ）
TEL：0286373216
emai
l
：t
ochi
gi
ct
r
@j
eed.
or
.
j
p
URL
：ht
t
p:
/
/
www.
j
eed.
or
.
j
p
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お知らせ

（独）
高齢･
障害･
求職者雇用支援機構

高齢・障害者雇用支援センター

栃木高齢・障害者雇用支援センター移転のご案内
各位
拝啓 未だ寒さ厳しきころですがますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また平素は、当センターの業務運営につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さてこのたび、栃木高齢・障害者雇用支援センターは、下記に移転することになりましたので、謹んでご案
内を申し上げます。
これを機に、さらに一層精励し、高齢者・障害者の雇用支援に資することが出来るよう業務を進めてまいり
ますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
まずは略儀ながら書中にてご挨拶申し上げます。佔佔佔佔 佔佔佔佔佔佔佔佔佔佔佔佔佔佔佔佔佔佔佔敬具
平成27年 2月
記
業務開始日 平成27年 2月 9日（月）
新 住 所 〒3200072 宇都宮市若草 1丁目 4番23号 栃木職業訓練支援センター内
電
話 0286506226
FAX 0286230015
Emai
l
：t
ochi
gi
suppor
t
ct
r
@j
eed.
or
.
j
p
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木高齢・障害者雇用支援センター（平成27年 4月より、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・障害者業務課に名称を変更します。）
（独）
労働者健康福祉機構

お知らせ

栃木産業保健総合支援センター

産業保健だより

平成26年度 産業保健セミナー予定表 （平成27年2月～3月）
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。
1
2
3
4
5
6
7
8
9

日 程
セミナー等の内容
講
師
開催場所
職場の人間関係向上で、
『メンタルヘル
2月3日（火）
カウンセリング担当
14
：00～16
：00 ス対策』へ
岡本由利子 相談員
2月6日（金）
メンタルヘルス担当
メンタルヘルス事例検討会
15
：00～17
：00
遠乗 秀樹 相談員
2月12日（木）
関係法令担当
労働安全衛生法令上の職場巡視の留意点
15
：00～17
：00
大森 良雄 相談員
2月19日（木）
産業医学担当
春夏秋冬の産業衛生管理
15
：00～17
：00
倉富 靖子 相談員
2月27日（金）
カウンセリング担当
Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
セルフケア 認知行動療法の基礎
14
：00～16
：00
坂寄 和弘 相談員
５階共用会議室
3月6日（金）
メンタルヘルス担当
メンタルヘルス事例検討会
15
：00～17
：00
遠乗 秀樹 相談員
3月11日（水）
産業医学担当
産業保健のトピックス
15
：00～17
：00
湯川
悟 相談員
3月12日（木） 第三次産業職場の職場巡視
労働衛生工学担当
15
：00～17
：00 ～作業環境管理・作業管理～
秋葉 一好 相談員
3月18日（水） 職場の5S管理と労働安全衛生マネジメ
労働衛生工学担当
15
：00～17
：00 ントシステム
岡本 佳久 相談員
＊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 ht
t
p:
/
/
www.
t
ochi
gi
sanpo.
j
p/
＊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1424,
栃木産業保健総合支援センター入居ビル）
＊後
援：栃木労働局 ・ 各労働基準監督署
＊お申し込みは FAX 0286430695
Eメール i
nf
o@t
ochi
gi
sanpo.
j
p
＊お問い合わせは 栃木産業保健総合支援センター TEL 0286430685
＊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

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
労政とちぎ2015②
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（独）
高齢・障害・求職者雇用支援機構

お知らせ

栃木職業訓練支援センター

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

栃木職業訓練支援センター（ポリテクセンター栃木）からのお知らせ
〒320-0072宇都宮市若草1-4-23 TEL028-622-9497
（代表） ht
t
p:
/
/
www3.
j
eed.
or
.
j
p/
t
ochi
gi
/
pol
y/

企業の人材育成

お手伝いします！

～ 能力開発セミナーのご案内 ～

平成27年度能力開発セミナーパンフレットを作成しました。
下記ホームページに掲載しています。 また、ペーパーベースでも作成・配布していますので
遠慮なくお申し出ください。連絡をお待ちしています。

当センターでは、企業の人材育成ニーズに対応するため、能力開発セミナーを実施しています。
レディーメイドコース

パンフレットに開催日程等を掲載しているコースです。

オーダーメイドコース

企業からの相談を受けて企画・実施するコースです。

※企業の皆様の人材育成に係る訓練コースの開発、訓練カリキュラムの作成、部内講師の企業派遣等、企業の
人材育成についてあらゆる相談に応じています。詳しい内容は、下記のホームページに掲載しています。
ポリテクセンター栃木（宇都宮市）ht
t
p:
/
/
www3.
j
eed.
or
.
j
p/
t
ochi
gi
/
pol
y/
zai
shoku/
i
ndex.
ht
ml
関東能開大（小山市）
ht
t
p:
/
/
www3.
j
eed.
or
.
j
p/
t
ochi
gi
/
col
l
ege/

◆お問い合わせ

事業主係 Tel0286210581

職業訓練修了者の紹介をしています。 ～採用をご検討ください。～
毎月入所されている機械系・電気電子系・居住系の職業訓練を受講、
修了した方の情報をホームページにて公開しています。
御社の人材採用にご活用いただきますよう、よろしくお願いします。
ht
t
p:
/
/
www3.
j
eed.
or
.
j
p/
t
ochi
gi
/
pol
y/
bi
z/
empl
oyer
/
kyuj
i
n.
ht
ml
主な訓練コース
（1）一般コース（年齢制限はありません）
☆CAD/
CAM技術科…CAD/
CAMによる機械製図、マシニングセンタによる加工
☆テクニカルオペレーション科…CADによる機械製図、旋盤及びNC旋盤、フライス盤及びマシニングセンタ
☆テクニカルメタルワーク科…溶接（被覆アーク、TI
G、炭酸ガスアーク）
、金属加工
☆電気・通信施工技術科…電気配線、防災設備、シーケンス制御、通信設備、光ファイバー等
☆生産システム技術科…シーケンス制御、FAシステム、PC制御、制御機器保全、CAD活用と制御盤製作等
☆制御技術科…回路設計（アナログ、デジタル）、組み込みマイコン制御技術、RTOSを用いたリアルタイム
処理プログラミング
☆ビル設備サービス科…電気設備・空調設備保全管理、情報活用（ビル設備）とビルクリーニング作業、給排
水衛生設備管理
☆住宅リフォーム技術科…住宅構造・法規と申請業務、住宅図面作成、構造部材加工、住宅工事管理と躯体・
内装施工等
（2）若年者コース（40歳未満の方で企業実習あり、事前訓練あり）
☆テクニカルオペレーション科…CADによる機械製図、加工基本技術、フライス盤及びマシニングセンタ等
☆組込みマイコン技術科…組込みシステム開発のためのアプリケーション制作、UNI
X活用技術等

ポリテク栃木
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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 ！

お知らせ

栃木県
（労働政策課）

労働相談のご案内
職場での処遇や待遇、従業員の労働管理などについてお悩みはありませんか？
県では、労働者及び使用者からの労働問題全般に関する悩みや疑問について相談を受け付けるほか、関係機
関への紹介などを行っています。秘密は厳守いたします。無料ですのでお気軽に御相談ください！
来所又は電話による御相談は県内4か所の労政事務所にて受け付けています。
※受付時間：月曜日～金曜日 8：30～17：15
○宇都宮労政事務所
〒3210974 宇都宮市竹林町10302
TEL：0286263052
○小山労政事務所
〒3230811 小山市犬塚311
TEL：0285224032
○大田原労政事務所
〒3240056 大田原市中央199
TEL：0287224158
○足利労政事務所
8555 足利市伊勢町419
TEL：0284411241
〒326こちらも御利用ください！
【インターネット労働相談】
御相談を24時間受付中！県ホームページから御相談ください。

パワハラ
かも…

36 協定
とは？

有給休暇
取得は…

【働く人のメンタルヘルス相談】
「仕事に集中できず無気力になる…」
「帰宅しても仕事のことが頭から離れない…」
「疲れているのに眠れない
…」 こんな悩みはありませんか？専門の産業カウンセラーが御相談に無料で応じます。メンタル不調に悩む
本人だけでなく、上司・同僚や御家族からの御相談もOK！一人で抱え込まず、是非御相談ください！（要予
約。詳細は各労政事務所へお問い合わせください。）

お知らせ

栃木県労働委員会事務局

労働委員会の「あっせん」
～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の特徴
あっせんは三者構成で行います
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

あっせんは無料です
費用はかかりません。お気軽にお
問い合わせください。

（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。
◆問い合わせ先 栃木県労働委員会事務局
〒3208501宇都宮市塙田1120（県庁南館5階）TEL0286233334/
3337
労政とちぎ2015②
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連載

労働相談

足利労政事務所

労働組合の結成と運営
労働条件等の雇用環境を改善するために労働組合を結成し、会社側と交渉しようと考えています。
つきましては、労働組合の結成手法とその後の運営について、アドバイスをお願いします。

回

答

■■■■■

1 労働組合の結成
労働組合は、一人では使用者に対して弱い立
場にある労働者が、団結することによって使用
者と対等の立場に立って交渉し、労働条件の維
持改善や経済的地位の向上を図るために結成し
ます。
憲法は、労働者が団結して組合をつくり、団
体交渉を行い、ストライキなどの争議行為を行
う権利を保障しています。（第28条）
また、労働組合法では、労働組合は自主的に
労働者自身が主体となってつくる団体であると
定められ（第2条）、民主的要件として、労働組
合規約に「大会を年1回は開催する」とか「ス
トライキは組合員の過半数の支持を得て行う」
などの規定を設けなければならないとしており
ます。（第5条）
（1）結成準備
労働組合の結成は、自由設立
主義であり、届出や許可を受ける必要はあ
りません。結成に当たっては、組合結成の
趣意書を作成し、職場の労働者に結成の趣
旨に賛同してもらいます。次に組合規約案、
運動方針案、予算案の作成及び役員の選出
を行い、結成大会の準備等を進めます。
（2）結成大会
結成大会は、組合の意思決定
の最高機関で、この大会の開催によって、
組合結成となります。大会当日の進行順序
の例としては、開会⇒議長選出⇒大会役員
任命⇒経過報告⇒議案提案・質疑⇒採決⇒
閉会となります。
（3）結成後
使用者に対して、速やかに結成
通知書を提出するとともに要求書を提出し、
団体交渉等の組合活動を開始します。
※留意点
労働組合が結成されると、使用
者のなかには驚いて交渉を拒否する場合が
あります。組合としては、使用者に組合結
成の正当性、必要性などについて説得して
いくことが重要です。（説得に応じない場
合は、2
（4）を参照）

2 労働組合の運営
労働組合の運営において、主たる目的は、労
働者の労働条件の維持改善及び経済的地位の向

22

労政とちぎ2015②

上を図ることです。
（1）団体交渉
交渉ルールの確立が重要です。
交渉に出席する双方の人数や交渉の時間、
場所の決め方、交渉申入れの手続などを確
立します。団体交渉での取決めは、労働協
約として文書化することが大切です。
団体交渉権は、労働組合の固有の権利で
すから、使用者が正当な理由なく団体交渉
を拒んだりすることは不当労働行為として
禁止されています。
（2）労働協約
団体交渉によって、労使が労
働条件等について合意に達した内容は、文
書化し、双方の代表者が署名又は記名押印
することにより有効な労働協約となります。
なお、この有効期間は、3年を超えること
ができません。しかし、有効期間を設けな
い場合は、改定とか廃止にならない限り何
年でも続きます。ただし、労使のいずれか
が解約したいときは、解約しようとする日
の少なくとも90日前に文書で予告すれば
解約することができます。（労働組合法第
14条、第15条）
（3）争議行為
争議行為とは、ストライキ、
怠業、作業所閉鎖等、労使がその主張を貫
徹するための行為です。ストライキ権の確
立は、組合員又は代議員の直接無記名投票
で行います。労働組合の正当な争議行為に
ついては、刑法上、罰せられず、民事上の
免責が与えられ、さらに、不利益な取扱い
をすることが禁じられています。（労働組
合法第1条、第5条、第7条、第8条）
（4）不当労働行為
使用者が、正当な組合活
動を理由とするなどの不利益取扱い、団体
交渉の拒否及び支配介入などを行うことは、
不当労働行為として禁止されています。
（労働組合法第7条）
こうした不当労働行為が使用者から行わ
れたときは、労働者又は労働組合が労働委
員会にその救済の申立てをすることができ
ます。
（労働組合法第27条）
栃木県では、労働問題についての指導・助言
を行う労政事務所を県内に4カ所設置し、労使
関係の安定に努めています。
（足利労政事務所）
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株式会社 ハヤブサドットコム
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表

野田

和郎

今回は、女性の社会進出やワークライフバランスの
推進が叫ばれている中、女性従業員の活用や登用に
熱心であり、社内環境の整備に積極的な取り組みを行
い、栃木県経済同友会から13年度優秀経営者表彰を
受賞された野田社長が経営する株式会社ハヤブサドッ
トコムについてリポートします。
◆受賞理由の1つである女性社員の活用について教
えてください。
我社は、社員の約60％が女性です。5～6年前まで
は結婚、出産、育児という人生の節目で働く意志は
あるのにやむを得ず中途退職せざるを得ない状況で
した。
そこで女性社員が出産・育児を契機に退職せずに
働き続けられるようにするには、どうしたらよいか
検討した結果、育児短時間勤務制度の導入や社内託
児所の設置を行いました。
育児短時間勤務制度とは、1日の所定労働時間8
時間を、原則6時間勤務としています。
また、託児所
は、現在、8～10名の未就学児童を預かっています
が、将来的には小学校低学年の児童まで利用拡大で
きるように、現在検討中です。
育児短時間勤務制度
を活用している女性社員からは、家事や育児が大変
な時期に、働きやすくとても助かるといった声が多
数寄せられています。
また、女性管理職の登用も勧
めていて、本日同席している岡田は、育児短時間勤
務制度を利用している社員ですが、先日課長職に昇
進しました。

ができるか、常にチャレンジが必要です。
◆会社の問題・課題への対応方法をお聞かせください。
労働環境の整備を含め、会社の抱えている問題・
課題解決に向けて、社内に「いい会社づくり委員会」
を設けています。
社内教育制度・社内評価制度・改善
提案制度について、この委員会を中心に社内横断的
な連携により、全社員が「いい会社」風土の醸成に努
めています。
大切なのは社員の意識改革であり、現
場主導で全社員が共通認識を持って改善していかな
いと、これらの制度は作れても本当の「いい会社づく
り」
は難しいと思います。
◆社員教育・研修はどのようになっていますか。
新入社員の定着に向けて、毎月1回、新入社員と
先輩社員が面談を行う「メンターメンティー制度」を
導入し、新入社員のメンタルフォローを行っていま
す。
この面談は、新入社員と先輩社員がマンツーマ
ンで、勤務時間中に仕事の一環として行っています。
また、社長と社員による「社長勉強会」を2ヶ月に1
度開催し、社長の経営方針などについて社長と意見
交換をしています。
社長と社員間の距離を埋め、社員
が経営方針を理解・納得することにより、生産性や定
着率の向上につなげていくことを狙いとしています。

◆最後に、今後の会社の目標をお聞かせください。
我社のドコモショップは、新料金獲得促進コンテス
トなど、いくつかの販売指標で全国トップクラスの成
績です。
これは、社員が会社のあり方を理解し、やる
◆会社の環境整備についてはどのようにお考えですか。 気を出してお客様に良いサービスを提供している結
果だと思います。
私の会社経営の基本は、
「社員は皆家族・仲間であ
引き続き、
「いい会社」
となるために、
「お客様よし、
る。」の考えから始まるということです。家族である
従業員よし、会社よし」として取り組み、お客様の「に
からには、社員の私生活に関する問題であっても親
こにこ」と「わくわく」につながるよう、経営理念であ
身になって相談にのり、その解決を図っていくという
る「心」、
「創造」、
「感動」、
「幸福」を目標に頑張って
ことです。当然、社員の中には、様々な事情を持った
行きたいと思っています。
者がいますので、家族と思えば事情に応じた個別対
応が基本だと思っています。
お話：代表取締役 野田 和郎 氏
それを踏まえたうえで、社員に意欲があることを
社長室長 福田 浩明 氏
前提に、制度、設備、企業風土に関して環境整備を行
人事統括部課長 岡田 梨奈 氏
い、経営の基本骨格を構築していくという考えです。
【取材：宇都宮労政事務所】
会社の抱えている問題・課題について、会社として何

労政とちぎ2015②

23

とちぎジョブモール巡回相談・セミナーをご利用ください！
とちぎジョブモールでは、就労総合相談員とキャリアカウンセラーが県内各地で就労に関するご相談をお受
けしております。無料でご利用いただけます。
また、相談日にはジョブモール応援隊又は就労総合相談員による就職応援セミナーも開催しますので、ご予
約の上ご利用ください。 ※巡回相談・セミナーは、雇用保険受給中の就職活動の実績となります。
【2月、3月の開催日程】
開催時間はセミナー 10：30～12：00、個別相談13：00～16：00です。2日前までに予約をお願いします。
相談日

開催場所・予約連絡先

2月5日
（木）

栃木県那須庁舎（大田原市中央199）
大田原労政事務所（0287224158）

2月12日 栃木県小山庁舎（小山市犬塚311）
（木） 小山労政事務所（0285224032）

講

師

セミナー内容

これから始める
㈱パソナ パソナキャリアカンパニー
中高年齢者の再就職活動セミ
宇都宮支店
ナー～再就職の現状と効果的な
支店長 沖本
勝 氏
活動方法～
㈱ほほえみ倶楽部
代表取締役
松岡 美代子

福祉のお仕事紹介セミナー
氏

2月19日 鹿沼市まちなか交流プラザ（下横町1302-5）
（木） 鹿沼市産業振興課（0289-63-2182）
2月26日 栃木県足利庁舎（足利市伊勢町419）
人との関係を深める手法を学ぶ！
（木） 足利労政事務所（0284411241） ㈲ライフファイナリスト大島
や・さ・し・い・交流分析セミナー
交流分析インストラクター
～正直に素直に、相手に関われる訓練
3月5日 栃木県那須庁舎（大田原市中央199）
大島
翠 氏 をチャレンジしてみよう～
（木） 大田原労政事務所（0287224158）
3月12日 栃木県小山庁舎（小山市犬塚311）
（木） 小山労政事務所（0285224032）
3月19日 にのみや商工会（真岡市久下田8485）
（木） 真岡市商工観光課（0285838134）

ランスタッド㈱
エンジニア推進部
勝政 美奈子

3月26日 栃木県足利庁舎（足利市伊勢町419） ㈱マルヤ
（木） 足利労政事務所（0284411241）
取締役

浦野

清美

氏

CADってなに？
CADの基礎知識と今後の展望!
!

自分にできること
一緒に考えてみませんか!
!
氏
～働くことの意味・楽しさについて～

◆お問い合わせ先（とちぎジョブモール） TEL
：0286233226
◆詳細は、とちぎの就職支援サイト
「WORKWORK
（わくわく）
とちぎ」
24
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編集委員Ｋ
の一言

平成26年度ももうすぐ終わりですね。
「労政とちぎ」では、様々なセミナーや相談会の情報を随時
紹介しています。スキルアップや仕事の悩みの解決に役立て、新たな気持ちで新年度を迎えてみて
はいかがでしょうか。平成27年度も「労政とちぎ」をよろしくお願いします。

