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～９月は「障害者雇用支援月間」です～

「第３回 とちぎの企業！
　　 魅力体験バスツアー」を開催します！
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「第３回 とちぎの企業！
　　 魅力体験バスツアー」を開催します！
　２月21日に県内企業に就職を希望している大学生等を対象に、「第３回とちぎの企
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
で訪問する事業を本年度から実施しています。第１回は11月18日、第２回は11月22日
に県内の小売業、製造業、サービス業などの企業を訪問し、県内外の多くの学生に参加し
ていただきました。（訪問の様子は県の就職支援サイト「WORKWORKとちぎ」
http://www.tochigi-work2.net/をご覧ください）第３回は、食品製造・販売業の「フタ
バ食品株式会社」、広告業の「ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社」の訪問を予定し
ています。皆様のご参加をお待ちしております。

【お問い合わせは県労働政策課（028-623-3224）まで】
※写真は11月に開催した第１回・第２回の企業訪問・見学の様子です。
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　今回は、平成24年度に「とちぎマイスター」に認

定された、栃木県建築防水工事業協同組合理事長

（富士見工業株式会社取締役会長）の礒誠さんにお

話を伺いました。

Ｑ　栃木県建築防水工事業協同組合についてお聞か
せください。
　防水工事業という業界が誕生したのは、それほど

古い時代ではない。防水工事業が必要となったそも

そもの要因は、鉄筋コンクリートを用いた構造が日

本で主流となってきてからのものだ。私がこの事業

に携わりはじめた当時、防水工事業という業界はそ

れほど世間から認められたものではなかった。建築

業の分野でも下に見られる業種であり、このままの

現状では、業界の発展はなされないとの思いから、

私が発起人となり防水工事業を主に扱う事業所に声

をかけ、賛成してくれた事業主とともに栃木県建築

防水工事業協同組合を設立した。現在、正会員と育

成会員を合わせて県内50の事業所が加入している。

Ｑ　栃木県建築防水工事業協同組合の活動について
お聞かせください。
　防水工事には、屋上防水や外壁防水など多くの工

事がある。業者によって得意な分野が分かれるため、

同業者間で連絡を取り合い助け合っていくことが業

界の発展に必要なことと考える。そのためには、同

業者間の親睦・交流を深めることが必要である。本

来、同業者というのは仕事を競い合う仲間であるが、

競い合いの中でもお互いを分かり合い支え合う、そ

の思いが絆を強くすると私は考える。

　また、研鑽を積む場として月に1回程度集会を開

き、自分の要求や現状等を話し合っている。新しい

工法・商品等についての情報交換を行い、お互いに

仕事の質を高め合い、技術の向上に努めている。

人・
春 夏 秋 冬

HITO・SYUNKASYUTO

栃木県建築防水工事業協同組合理事長
（富士見工業株式会社取締役会長）

礒　　　誠　　さん

【取材：大田原労政事務所】

Ｑ　若い人材の育成についてお聞かせください。
　防水工事業とは3Ｋ（きつい、汚い、危険）の典

型的な業種であり、なかなか若い人達が定着しない

仕事であった。このため3Ｋから脱却し、若い人達

が安心して仕事ができるよう、作業環境の整備や新

しい工法の考案に努めてきた。また、栃木県建築防

水工事業協同組合の下部組織として栃木県防水技能

士育成会を設置し、組合に加入している50社の若

い人達に技術の講習や技能検定を実施し、後進の育

成に努めている。

Ｑ　礒さんが考案・確立された「ダブルクロス工法」
についてお聞かせください。

　「ダブルクロス工法」とは、通気性を損なうことな

くひび割れ部を改修するため、壁面全体の通気性を

維持することができる。

　さらに建物壁面におけるひび割れ部の動きを緩衝

することができ、防水性も兼ね備えた工法である。

通気性を有するため内部結露が発生しにくく、従来

の施工よりも耐久性が高い。中性化を抑制するほか、

防錆効果があり建物の意匠性向上も図ることができ

るなど、建物にとって非常に有益である。この工法

は特許を取得しており、組合員にはこの工法を教示

している。

Ｑ　今後の抱負についてお聞かせください。
　防水工事業という仕事や、組合員が持つ建物に

とって非常に有益な素晴らしい技術を皆さんに知っ

ていただき、私たちの業界がより以上発展すること

に尽力したい。
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

とちぎ就職支援合同面接会
　県内企業に就職を希望する求職者を支援するために、面接会を開催します。

◆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
　とちぎの就職支援サイト「ＷＯＲＫＷＯＲＫ（わくわく）とちぎ」http://www.tochigi-work2.net/

（過去に開催された面接会の様子）

※求職者の申込みは不要です。履歴書を複数ご持参の上、直接会場にお越しください。

※参加企業については、決まり次第下記ホームページ等でお知らせいたします。

【日　　時】平成26年2月18日（火） 午後1時～4時

【場　　所】ホテル東日本宇都宮

　　　　　　宇都宮市上大曽町492－1

【参加企業】50社程度 

【参加対象】栃木県内での就職を希望している方

　　　　　　（新規学校卒業予定者の方も含みます）

【主　　催】栃木県、栃木労働局・ハローワーク

　　　　　　宇都宮市、宇都宮商工会議所

「2013保護者のための就職ガイダンス」を開催しました」

↓第1部のガイダンスの様子

　12月13日に県庁東館4階講堂にて、大学生等のお子様をお持ちの保護者の方々を対象に、「2013保護者のた

めの就職ガイダンス」を開催しました。（出席者100名）このガイダンスは、近年変化の激しい大学生の就職活

動の現状について、保護者の方々にも理解をはかっていただくことを目的として毎年開催しています。当日は、

第1部として、とちぎジョブモール、大学キャリアセンター、栃木労働局、宇都宮新卒応援ハローワークなど

の関係者の方々から、就職活動の現状や学生からの相談内容、内定を得るためのポイントなど、多くの事例紹

介がありました。第2部はキャリアカウンセラー、ジョブサポーターによる個別相談会を実施し、保護者の

方々の悩みや疑問点などの解決をはかっていただきました。

↓第2部の個別相談会の様子
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　とちぎジョブモールでは、求人企業の情報をとちぎジョブモール
が映像で作成し、毎月アクセス1万件の県の就職支援サイト「ＷＯＲ
ＫＷＯＲＫ（わくわく）とちぎ」での掲載のほか、とちぎジョブモー
ル内や各種就職イベントなどで放映を行います。
　作成費用は無料です。また、成果品については、貴社における採用
活動のＰＲ資料としても御活用出来ますので、ぜひ御応募くださ
い！！

　 新卒求人企業の皆様！
　 とちぎジョブモールで会社をＰＲしませんか！！

お知らせ 栃木県（労働政策課）

お申し込み・お問い合わせ先
　栃木県産業労働観光部労働政策課ジョブモール担当
　〒321-0964　宇都宮市駅前通り1-3-1フミックスステムビル1F
　TEL：028-623-3226　FAX：028-623-3236

20社　選考の上決定いたします。
※平成26年度予算の当該事業について、減額又は削除があった場合には募集数を

変更いたします。

募集数

4月中旬まで（定数に達し次第締め切り）
募集

期間

全体として5分から10分程度
（内容例）

企業概要や業務内容、若手社員の声（やりがい）、採用担当者・先輩の声（求

める人材）等

※撮影編集等は県が行います。

　企画書等については、県が定める様式に従って企業側で作成していた

だきます。

撮影

内容

　県の就職支援サイト「ＷＯＲＫＷＯＲＫとちぎ」に掲載されている申

込書を記入の上、とちぎジョブモールまで郵送又はＦＡＸでお申し込み

ください。

応募

方法

次の条件を全て満たしている求人企業が対象です。
　①　県内に本社、支社、工場又は店舗等があること

　②　平成27年4月採用新卒正社員求人の採用活動を行っていること

　③　平成28年以降も定期的に新卒正社員求人を行う予定があること

　④　求人に利用できる会社紹介用の映像資料を作成していないこと

募集

対象
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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！

お知らせ 栃木県（労働政策課）

　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セミナー』又は『就職活動のノウハウに関するセミナー』も開催し

ます。ご予約の上ご利用ください。

【2月、3月の開催日程】

　開催時間はセミナー10：30～12：00、相談13：00～16：00です。2日前までに予約をお願いします。

セミナー内容講師開催場所・予約連絡先相談日

これから始める
中高年齢者の再就職活動セミナー
～再就職の現状と効果的な活動方法～

㈱パソナ　パソナキャリアカンパニー
　宇都宮支店
　　支店長　沖本　勝　氏

栃木県那須庁舎（大田原市中央1-9-9）
大田原労政事務所（0287-22-4158）

2月6日
（木）

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

㈱マルヤ
　取締役　浦野　清美　氏

栃木県小山庁舎　（小山市犬塚3-1-1）
小山労政事務所　（0285-22-4032）

2月13日
（木）

面接なんて怖くない！
面接で差をつけよう！！
～面接のポイントを習得しよう～

ワイツーセミナー
　　代表　山崎　佳子　氏

鹿沼市まちなか交流プラザ（鹿沼市下横町1302-5）
鹿沼市産業振興課（0289-63-2182）

2月20日
（木）

これから始める
中高年齢者の再就職活動セミナー
～再就職の現状と効果的な活動方法～

㈱パソナ　パソナキャリアカンパニー
　宇都宮支店
　　支店長　沖本　勝　氏

栃木県足利庁舎　（足利市伊勢町4-19）
足利労政事務所　（0284-41-1241）

2月27日
（木）

福祉のお仕事紹介セミナー
栃木県社会福祉協議会
　福祉人材・研修センター
　　　三谷　知子　氏

栃木県那須庁舎　（大田原市中央1-9-9）
大田原労政事務所（0287-22-4158）

3月6日
（木）

これから始める
中高年齢者の再就職活動セミナー
～再就職の現状と効果的な活動方法～

㈱パソナ　パソナキャリアカンパニー
　宇都宮支店
　　支店長　沖本　勝　氏

栃木県小山庁舎　（小山市犬塚3-1-1）
小山労政事務所　（0285-22-4032）

3月13日
（木）

就職活動のノウハウに関するセミナーとちぎジョブモール
　就労総合相談員

にのみや商工会（真岡市久下田848-5）
真岡市商工観光課（0285-83-8134）

3月20日
（木）

就職活動のノウハウに関するセミナーとちぎジョブモール
　就労総合相談員

栃木県足利庁舎　（足利市伊勢町4-19）
足利労政事務所　（0284-41-1241）

3月27日
（木）

とちぎジョブモールでは、専門相談窓口を開設しています！
◇問い合わせ先及び詳細は、下記のとおりです。　※障害者の専門相談については、相談日の2日前までにご予約ください。

林　業農　業障害者高年齢者

林業の仕事に就きた
い方への情報提供や
相談

農業の仕事に就きた
い方への情報提供や
相談

就業及び就業に伴う
日常生活・社会生活上
の相談等

シニア世代の就労・起
業、学習活動、地域活
動等に関する相談

就業や技能講習など
に関する情報提供や
相談

毎月第2火曜日
13:00～16:00

毎月第3水曜日
13:00～16:00

毎週木曜日
13:00～16:00

毎月第1木曜日
13:00～16:00

毎月第3木曜日
13:00～16：00

◆お問い合わせ先（とちぎジョブモール）TEL：028-623-3226
◆詳細は、とちぎの就職支援サイト「ＷＯＲＫＷＯＲＫ（わくわく）とちぎ」
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ご存じですか？労働委員会　～雇用のトラブル　まず相談～
「解雇」、「嫌がらせ」、「配置転換」など雇用のトラブルでお悩みの方、
ご相談ください。

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

◆お問い合わせ　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

お知らせ 栃木県（労働委員会事務局）

あっせんは四者構成で行います あっせんは無料です

あっせん員は公益側（弁護士・大学教授等）、
労働者側（労働組合の役員等）、使用者側（企
業経営者・会社役員等）及び事務局職員で構
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。

労働委員会の「あっせん」

お知らせ 栃木県（労働政策課）

就職を希望する人と企業の出会いの場として
「ＷＯＲＫＷＯＲＫ（わくわく）とちぎ」をご利用ください！

http://www.tochigi-work2.net/

　栃木県（とちぎジョブモール）が運営する、就職支援サイト「ＷＯＲＫＷＯＲＫ（わくわく）とちぎ」は、

就職活動に役立つセミナーやイベントの案内のほか、県内の企業情報・求人情報をお届けするサイトです。

企業向け機能
・企業情報登録

・求人情報登録

・企業の紹介映像公開

・合同説明会や面接会の情

報提供

求職者向け機能
・企業情報閲覧
・求人情報閲覧
・企業の公開紹介映像閲覧
・とちぎジョブモールのセ
ミナー、イベント等の情
報提供

・合同説明会や面接会の情
報提供等

企　業 出会いの場 求職者

就職支援サイト
WORKWORK（わくわく）とちぎ
（月平均1万件アクセス）

▲

▲
▲

▲
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

　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25年度とちぎものづくり技能競技大会」を開催しました。

溶　　接機械加工建築製図建築大工電気工事

市川　直希

（真岡北陵高等学校）

西村　敬輔

（県南産業技術専門校）

尾島　亜寿紗

（宇都宮工業高等学校）

田中　駿

（栃木共同高等産業技術学校）

篠﨑　健太郎
（県南産業技術専門校）

最優秀賞

安田　諒汰

（県央産業技術専門校）

森島　聡史

（県南産業技術専門校）

小林　仁美

（宇都宮工業高等学校）

林　秀明

（栃木共同高等産業技術学校）

阿見　吉浩

（那須清峰高等学校）
優 秀 賞

神谷　　司

（今市工業高等学校）

若菜　智之

（県南産業技術専門校）

山田　順哉

（今市工業高等学校）

佐藤　翔太

（宇都宮共同高等産業技術学校）

齋藤　健太

（今市工業高等学校）
敢 闘 賞

「平成25年度とちぎものづくり技能競技大会」が開催されました。

◇　日　　時　平成25年11月9日（土）　9：00開会

◇　場　　所　栃木県立県央産業技術専門校（宇都宮市平出工業団地48-4）

◇　競技種目　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

◇　参加選手　電気工事（15名）、建築大工（11名）、建築製図（9名）

　　　　　　　機械加工（21名）、溶接（19名）　　計75名

◆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　職業能力開発担当

　　　　　　　　　TEL 028-623-3235　FAX 028-623-3225

競技風景（電気工事の部）

（敬称略）【表彰者一覧】

　県内各産業技術専門校では、在職者の方を対象として、仕事に必要な専門知識の習得や技能向上、各種資格

取得を目的とした技能講習を行っております。

　個人の方だけではなく、企業・団体の方にも対応しておりますので、詳しい内容は下記までご連絡ください。

在職者のための職業訓練を実施しています。

◆お問い合わせ先　　　　　

　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

とちぎマイスター技能向上塾在職者訓練

在職者在職者対　象　者

企業・団体個人申　　　込

相談に応

じて調整

（コーディ

ネート）し

ます。

申込企業・団体や産業技術専門校及

びマイスターが所属する企業等
各産業技術専門校（県央校・県北校・県南校）場　　　所

3時間以上

12時間以上

基本的に1日6時間程度で2日〜3日間

※コースにより1日の訓練時間が異なります。

時　　　間

栃木ものづくり人財バンク登録者等産業技術専門校の指導員等講　　　師

１コースあたり　3,500円／時

（教材等が必要となる場合は、申込企業・団体

負担となります。）

○技能向上コース
　実技主体コース　4,820円

　　　　　　　　　知識主体コース　3,430円

○管理監督者コース　3,540円（※）
受　講　料

ＱＣ（品質管理）、５Ｓ（職場環境維持改善）、

安全教育、各種技能検定受検対策、壁装作業、

建築塗装作業、タイル張り作業　等

各種資格取得、各種試験対策講座、溶接、

電気、通信、機械加工、ＣＡＤ、

接客サービス、ＯＡ関係コース　等

コ　ー　ス

｛

※「在職者が職業訓練を受けたいとき」<http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/work/koyou/shokunou/zaishokushakunren.html>

※受講料については変更になる場合があります。
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第51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40の競技職種で技能の日本一を競う第51回技能五輪全

国大会が、11月22日（金）から11月25日（月）までの4日間、千葉県の幕張メッセ他の会場において行われ、全

国から約1,100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22名が参加しましたが、抜き型など3職種において、6人が入賞しました。

（競技風景）

第34回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

◇　日　　時　平成25年11月22日（金）～24日（日）

◇　場　　所　千葉県千葉市

　　　　　　　　競　　技：幕張メッセ　国際展示ホール

◇　競技種目　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　325名（参加登録選手）

栃木県からは、7月30日に開催された「とちぎアビリ

ンピック」において金賞を受賞した4名とＤＴＰ職種

からの推薦者1名が栃木県代表として出場しました。

◇　栃木県代表選手　　　　　　　　　　　　　　　　　 （敬称略）

◆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　職業能力開発担当

　　　　　　　　　TEL:028-623-3235　FAX:028-623-3225

県旗入場（旗手：山本　勇 選手）

○銅賞

　　抜き型　　三　尾　駿　太　　日立アプライアンス㈱栃木事業所所属

　　電工　　　正　治　徹　一　　㈱関電工　栃木支店　所属

○敢闘賞

　　抜き型　　佐々木　佳　祐　　ホンダエンジニアリング㈱　所属

　　　　　　　穴　原　俊　也　　ホンダエンジニアリング㈱　所属

　　配管　　　若　林　　　和　　県央産業技術専門校　所属

　　　　　　　塩　澤　諒　太　　㈱田中工業　所属

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

所属先氏　名職　種

就労支援事業所　konomi速　水　佑樹人ワードプロセッサ

国分寺特別支援学校Ｍ．Ｔ喫茶サービス

今市特別支援学校柴　田　光希也ビルクリーニング

株式会社　栃木銀行山　本　　　勇表計算

有限会社　芯和Ｔ．ＳＤＴＰ
開会式会場の様子

お知らせ 栃木県（労働政策課）
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餌

影

営

映

叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰

嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰

◆お問い合わせ先　栃木県産業労働観光部　労働政策課　職業能力開発担当　TEL:028-623-3234

※　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。

ものづくりを支える　とちぎマイスター

○とちぎマイスター徽章○
　徽章のデザインは、栃木の産業を
支えるマイスターを「栃の葉」と「人」
を用いて、技能の「技（わざ）」と兼
ね合わせて表し、「ＭＥＩＳＴＥＲ
（マイスター）」の文字を「金色」にして、これから
も一層輝いていただけるよう願って作成しました。

　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、218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。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/work/koyou/

shokunou/tochigimeister.html

◆フラワー装飾（フラワー装飾作業）

【平成24年度認定】

 岡  田 　 禎  光 　さん
おか だ よし てる

有限会社　岡田園芸　（宇都宮市）

☆お客様に喜ばれる商品づくり

　現在のフラワー装飾は、様々なスタイルが確

立されている。表現力が豊かで、色彩的にも美

しい造形的作品や商品も多数あるが、それらは

基本を踏まえた上での応用であることを、若手

技能者や未来の花職人の方々に理解していただ

きたい。

　また、花育活動においては、子供達に、フラ

ワーアレンジメント体験などを通じ、花に触れ

る楽しさや喜びを感じてもらいたい。こうした

活動を通じ、情緒性豊かな優しい心を育み、将

来、「花のある暮らし」を創造してもらうととも

に、業界の活性化も図っていきたい。

☆基本的技術からの応用と花育活動

（現在の仕事）

　花卉販売を中心にお客様に喜ばれる地域1番

店を目指し、日々努力に励んでいる。また、認

定職業訓練校である、宇都宮共同高等産業技術

学校フラワー装飾科において、講師として指導

を行っている。

（得意な分野）

　「花」そのものの持つ美しさ・優雅さを最大限

に表現できるよう努め、お客様に対し、喜びや

感動を与え、また、季節感やシチュエーション

をいかし、心に残るような商品作りを得意とし

ている。

お知らせ 栃木県（労働政策課）
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お知らせ （独）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

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）  http://www3.jeed.or.jp/tochigi/poly/

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～

能力開発セミナー開講予定コース（4月、5月分）

◆お問い合わせ先　ポリテクセンター栃木 事業主係 TEL:028-621-0581

※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）　http://www3.jeed.or.jp/tochigi/poly/
　　　　　関東能開大（小山市）　　　　　　　http://www3.jeed.or.jp/tochigi/college/

　平成26年度能力開発セミナーパンフレット（先行版）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。

受講料（予定）定員時間
実施予定月

コース名
コース

番号
区
分 　月5　月4

¥13,100 
1018 

16、17、

18
実践機械製図（形状編）100

設
計
・
開
発

（　日間）3

¥13,100 
1018

12、13、

14
機械設計製図実践（寸法・公差編）101

（　日間）3

¥12,900 
1018

　、10、9

11 
設計者のための機械構造解析技術109

（　日間）3

¥11,000 
101522、23 有接点シーケンス制御の実践技術200

（　日間）2

¥11,000 
101521、22 有接点シーケンス制御による電動機制御の実務201

（　日間）2

¥10,900 
101227、28アナログ回路の設計・評価技術（トランジスタ編）209

（　日間）2

¥17,300 
1024

13、14、

15、16
ディジタルICの活用と回路設計技術211

（　日間）4

¥17,000 
1030

21、22、23、

24、25 
施盤精密加工技術（はめあい部品加工編）120

加
工
・
組
立

（　日間）5

¥15,000 
1024

26、27、

28、29
フライス盤精密加工技術123

（　日間）4

¥15,600 
1018

13、14、

15
切削加工の最適化技術（エンドミル・ドリル編）126

（　日間）3

¥11,400 
101222、23 精密測定技術（長さ測定編）140

検
査

（　日間）2

¥16,600 
1018

21、22、

23
精密測定技術（精度管理編）141

（　日間）3

¥16,700 
101228、29

ものづくり生産現場システムや生産工程問題点の
発見と改善手法検証

182
保
全
・
管
理

（　日間）2

¥8,900 
101215、16 実践的PLC制御技術280

（　日間）2
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お知らせ

障害者合同就職面接会を開催します
　障害者の雇用機会の拡大を図る目的で、就職希望の障害者の方と求人企業とが一堂に会した就職面接会を県
内3会場で開催します。

日　時　　平成26年2月5日（水）　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　ハローワーク栃木（0282-22-4135）

◯とちぎ障害者合同就職面接会（県南会場）

◆お問い合わせ先　栃木労働局職業安定部職業対策課　TEL 028-610-3557

◯とちぎ障害者合同就職面接会（県北会場）
日　時　　平成26年2月20日（木）　13：30～16：00
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　ハローワーク黒磯（0287-62-0144）

日　時　　平成26年2月13日（木）　13：30～16：00
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　ハローワーク宇都宮（028-638-0369）

◯とちぎ障害者合同就職面接会（県央会場）

1　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。

必ずチェック　最低賃金　使用者も、労働者も。

効力発生日時間額最低賃金の件名

平成25年10月19日718円栃木県最低賃金

詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（電話028-634-9109）、又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わ
せください。

2　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。

効力発生日時間額最低賃金の件名

平成25年12月31日

865円塗料製造業最低賃金

809円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具
製造業最低賃金

809円
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
具製造業最低賃金

812円自動車・同附属品製造業最低賃金

809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・同部分品製造業最低賃金

773円各種商品小売業最低賃金

栃木労働局
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お知らせ 栃木労働局

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6割に労働安全衛生法違反 ～

　栃木労働局は、平成25年12月2日から12月13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4日には国立病院機構栃木病院において、労働局長
等による労働局・監督署の合同監督を実施しました。
　建設業では、足場など高所からの墜落転落災害、建設機械など接
触による挟まれ巻き込まれ災害、土砂崩壊災害が労働者の死亡、重
傷につながる率の高い労働災害となっています。（表1参照）
　このような労働災害が発生する危険度が高い時期に、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。 注）数字は平成25年11月末現在のデータを抜粋（高率上位5災害）

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 表彰 します！

　厚生労働省では、「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。
【均等・両立推進企業表彰（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　◯都道府県労働局長優良賞　◯都道府県労働局長奨励賞
◇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当日消印有効）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または栃木労働局雇用均
等室で入手できます。
   ⇒　厚生労働省HP：http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kintou/ryouritsu.html

平成26年度　均等・両立推進企業表彰

72（34％）墜落転落災害
25（12％）飛来落下・崩壊倒壊災害
23（11％）挟まれ巻き込まれ災害
22（10％）切れこすれ災害
15（  7％）転倒災害

表1　建設業の労働災害発生状況（栃木労働局）

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　http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/　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）

　一斉監督の実施結果は、県内の108か所の建設工事現
場に対して実施し、70現場（65％）に何らかの労働安
全衛生関係法令違反が認められ、現場の中でも特に危険
な足場などの設備や機械について、使用停止等の処分を
行った現場が16現場ありました。（表2参照）

表2　建設業一斉監督実施結果（栃木労働局）

108監督実施工事現場数
70（65％）うち違反工事現場数
16うち使用停止等処分現場数

　一斉監督における法令違反の内容は、多い順に、崩壊
災害防止関係86件、建設機械災害防止関係19件、飛来・
墜落災害防止関係17件、クレーン災害防止関係16件、
作業主任者・安全衛生教育関係7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
きいと指摘される結果となっています。

表3　一斉監督における法令違反状況（栃木労働局）

86墜落災害の防止
19建設機械災害の防止
17飛来・崩壊災害の防止
16クレーン災害の防止
7作業主任者・安全衛生教育

◆お問い合わせ先　栃木労働局雇用均等室　TEL:028－633－2795  FAX:028－637－5998

応募期間：平成26年1月1日～3月31日
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お知らせ

▲

平成26年度申告申請分（対象期間:平成25年4月1日〜26年3月31日）から 
※平成25年度途中に事業廃止した場合（吸収合併等を含む）は、廃止した日から45日以内に平成26年度申告

申請が必要ですのでご注意ください。 

◆お問い合わせ先

　障害者雇用納付金制度の詳細、各種助成金について知りたい。

　栃木高齢・障害者雇用支援センター（TEL:028-610-0655）にお問い合わせください。

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 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜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、、、、、、、、、、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調調調調調調調調調調整整整整整整整整整整金金金金金金金金金金、、、、、、、、、、報報報報報報報報報報奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨金金金金金金金金金金のののののののののの〜障害者雇用納付金、障害者雇用調整金、報奨金の申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告申申申申申申申申申申請請請請請請請請請請にににににににににに必必必必必必必必必必要要要要要要要要要要なななななななななな記記記記記記記記記記載載載載載載載載載載事事事事事事事事事事項項項項項項項項項項、、、、、、、、、、添添添添添添添添添添付付付付付付付付付付書書書書書書書書書書類類類類類類類類類類がががががががががが追追追追追追追追追追加加加加加加加加加加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すすすすすすすすすす告申請に必要な記載事項、添付書類が追加されます〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

　障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部が改正（※）され、次
の事項の記載と書類の添付が必要となります。 

①納付金申告等の添付書類に障害者の労働時間の状況を明らかにする事項を記載。 

②常時雇用している労働者の数が300人以下である事業主のうち、調整金、報奨金を申請する

事業主は、その雇用する障害者の障害の種類及び程度を明らかにする書類並びに当該障害者の

労働時間の状況を明らかにする書類を添付。

※障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成25年厚生労働省令第54号） 

雇用障害者の新たな記載と添付資料
が必要となる事業主は次のとおりです。

準備をお願いします。

添付資料（障害者分） 
障害者雇用状況等 

報告書（II） 
平成26年度 

申告申請期限 

※平成25年度途中に事業廃止し
た場合（吸収合併等を含む）は、

廃止した日から45日以内。 

適用対象

（平成26年度

申告申請から）
障害者手帳等

（写） 

源泉徴収票

（写） 

所定労働時間及び 

実労働時間の記載 

不要不要●H26年4月1日〜5月15日納付金

不要不要●H26年4月1日〜5月15日調整金（300人超）

●●●H26年4月1日〜5月15日調整金（300人以下）

●●●H26年4月1日〜7月31日報奨金

【申告申請を行うすべての事業主の方】 
　障害者雇用納付金申告書等の「障害者雇用状況等報告書（II）」

に、申告申請期間に係る雇用障害者の各月の以下の時間数を記

載する必要があります。 

（1）勤務すべき労働時間数（所定労働時間） 

（2）実際に勤務した労働時間数（実労働時間） 

新しい申告申請様式は機構
ホームページをご覧ください。
（http://www.jeed.or.jp/）

【常時雇用している労働者の数が300人以下の事業主の方】 
　調整金・報奨金申請書に以下の書類を添付する必要があります。

（1）「労働時間の状況を明らかにする書類」として・・・・・・・・対象障害者の源泉徴収票の写し 

（2）「障害の種類及び程度を明らかにする書類」として・・・・・・

身体障害者手帳等の写し/療育手帳等の写し（各自治体により「愛の手帳」「愛護手帳」「みどりの手

帳」等、名称が異なります。）/知的障害者判定機関の判定書等/精神障害者保健福祉手帳の写し（申

請対象期間が有効期限内であるもの）

※上記例示以外にもありますので、機構ホームページ申告申請書記入説明書でご確認ください。 

平成25年6月平成25年5月平成25年4月申告・申請年月

150150150月毎の所定労働時間

135150150月毎の実労働時間

例

（独）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
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高年齢者を積極的に活用する

事業主の皆さまへ

（事業主の方へ）

　誰でも意欲と能力がある限り、年齢にかかわりなく働き続けることがで

きる社会を目指して、厚生労働省と関係機関では、さまざまな取り組みを

行っています。

　高年齢者を継続雇用する企業への支援も行っていますので、皆さまのご

理解とご協力をお願いします。

高年齢者雇用安定助成金のご案内

狂生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の雇用環境の整備や労

　働移動の受入を行う事業主への助成金があります。

①  高年齢者雇用安定助成金 高年齢者活用促進コース

支給金額：上限500万円

　　　　　高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置に要した費

　　　　　用の2分の1（中小企業事業主は3分の2）に相当する額

　　　　　（1年以上継続して雇用する60歳以上の雇用保険被保険者数に

　　　　　応じた上限あり）

支給金額：対象者1人につき70万円

              （短時間労働者の場合は1人につき40万円）

②  高年齢者雇用安定助成金 高年齢者労働移動支援コース

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

（独）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

※詳しくは最終ページの相談・申請窓口に

お尋ねください。

厚生労働省　都道府県労働局　ハローワーク
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　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

　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。

リワーク支援

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。

本人

◆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：028-637-3216

　e-mail：tochigi-ctr@jeed.or.jp　　URL：http://www.jeed.or.jp

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。

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。

企業

主治医

〈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

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。

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。

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。

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。

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。

本人

企業

主治医

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構　栃木障害者職業センター

休職者の職場復帰支援のご案内
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

　栃木県が行った調査では、『仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の認知状況』において「言葉も
内容も知っている」と回答した事業所は45.8％という結果となりました。【出典：平成24年　栃木の労働環境
事情】 
　皆さんは「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」をご存じでしょうか？ 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」をご存じですか？？ 

◎　「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」をご存じでしょうか？？ 

　国では「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」を設置し、そこで「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）」の実現した社会を次のように定義しています。 

◎　「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」とは？？ 

国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じな
がら働き、仕事上の責任を果たすとともに、
家庭や地域生活などにおいても、子育て期、
中高年期といった人生の各段階に応じて多様
な働き方が選択・実現できる社会 

◎　どのように取り組んでいく必要があるのか？？ 
　「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」に取り組むために、
いきなり高い目標を掲げて実行できないよりも、少しの努力で実現できそ
うなことを着実に実行していくことが大切です。この小さな取組の積み重
ねが大きな成果につながります。そこで、まずは「仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）」に取り組むことを「いい仕事いい家庭つぎつぎと
ちぎ宣言」として宣言することから始めてみてはいかがでしょうか？
　詳しくは、お近くの労政事務所にご相談ください！！ 

【出典：仕事と生活の調和連携推進評価部会・仕事と生活の調和関係省庁連携推進会議
　　　　「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート2013」】 

　仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものですが、同時に家事・育児、近隣との付き合いなど
の生活も暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増し
ます。 
　しかしながら、現実の社会には、安定した仕事に就けず、経済的に自立することができない、仕事に追われ、
心身の疲労から健康を害しかねない、仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題
を抱える人が多く見られます。これらが、働く人々の将来への不安や豊かさが実感できない大きな要因となっ
ており、社会の活力の低下や少子化・人口減少という現象にまで繋がっていると言えます。
　仕事と生活の調和が実現した社会、すなわち国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上
の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じ
て多様な生き方が選択・実現できる社会を目指し、官民一体となって取り組んでいくことが重要です。 

◆お問い合わせ先　栃木県産業労働観光部労働政策課　労働経済・福祉担当　　TEL 028-623-3218

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）や女性の継続就労を進めていくための支援制度などを内容としたセミナー・
意見交換会を次のとおり開催いたします。参加のお申し込みにつきましては、本事業の委託先（株式会社TMC経営支援セン
ター：電話番号　028－666－3007）までお問い合わせください。 
○セミナー：「『働き方革命』～ワーク・ライフ・バランスの必要性と取り組むメリット～」
　　　　　　平成26年2月14日(金)　14:00～15:30、真岡商工会議所、60名募集（一般の方、県内の事業主及び人事担当の方） 
　　　　　　講師：㈲フェードイン　工藤 敬子　氏 
○意見交換会：「Happyワーク Happyライフ～女性が輝くためのワーク・ライフ・バランスセミナー～」
　　　　　　　平成26年2月21日(金)　10:30～12:00、真岡商工会議所、20名募集（一般女性） 

－仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関するセミナー・意見交換会－ 
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お知らせ 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　労働経済・福祉担当　　TEL 028－623－3219

「「「「「「「「「「「「「「「「働働働働働働働働働働働働働働働働くくくくくくくくくくくくくくくく人人人人人人人人人人人人人人人人ののののののののののののののののメメメメメメメメメメメメメメメメンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタルルルルルルルルルルルルルルルルヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘルルルルルルルルルルルルルルルルスススススススススススススススス相相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談談」」」」」」」」」」」」」」」」「働く人のメンタルヘルス相談」ををををををををををををををををを
実実実実実実実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施施施施施施施ししししししししししししししししてててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすす実施しています！！！！！！！！！！！！！！！！！

　県内の各労政事務所で「働く人のメンタルヘルス相談」を実施しています。
　職場でのストレスや不安に関する悩みに、ご本人はもちろんのこと、そのご家族や会社の上司・同僚の方か
らのご相談に、専門の「産業カウンセラー」が無料で応じています。

　．相談を希望する労政事務所に相談1
希望日の　日前までに相談の予約を3
する。

　．相談日当日に相談を希望した労政2
事務所に行く。

　．産業カウンセラーに相談する。3

相談までの流相談までの流れれ

相談場所と相談相談場所と相談日日
※相談日は変更になることがありますので、詳細は各労政事務所へお問い合わせください。
【宇都宮労政事務所】
・相 談 日：毎月第2金曜日〔2月14日（金）、3月14日（金）〕 13:30～16:30　
・予 約 先：028-626-3053　（予約受付　平日8:30～17:15）
・相談場所：〒321-0974　宇都宮市竹林町1030-2

【小山労政事務所】
・相 談 日：毎月第4金曜日〔2月28日（金）、3月28日（金）〕 13:30～16:30
・予 約 先：0285-22-4032　（予約受付　平日8:30～17:15）
・相談場所：〒323-0811　小山市犬塚3-1-1

【大田原労政事務所】
・相 談 日：毎月第3水曜日〔2月19日（水）、3月19日（水）〕 13:30～16:30
・予 約 先：0287-22-4158　（予約受付　平日8:30～17:15）
・相談場所：〒324-0056　大田原市中央1-9-9

【足利労政事務所】
・相 談 日：毎月第1水曜日〔2月5日（水）、3月5日（水）〕 13:30～16:30
・予 約 先：0284-41-1241　（予約受付　平日8:30～17:15）
・相談場所：〒326-8555　足利市伊勢町4-19

こんなことを感じている方、一人で悩まず、お気軽に働く人のメンタルヘルス相談をご利用ください。
・上司や同僚、部下との仲がうまくいかない。
・仕事に集中できず無気力になる。
・朝、出勤しようとするとお腹が痛くなる。

・異動した新しい職場になじめない。 
・リストラの対象にされそうで不安だ。 
・家でも仕事が頭から離れず眠れない。　　など

　平日8時30分から17時15分まで、労働者及び使用者からの労働問題全般に
関する相談に応じていますので、お気軽にご相談ください。

～労政事務所は、栃木県の労働相談窓口です～
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お知らせ 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
　　　　　　　　　　TEL 028-623-3218　FAX 028-623-3225

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/work/koyou/koyou/hatarakiyasuisyokuba.html
栃木県HP → 産業・しごと → 雇用・労働 → 労働環境 → とちぎ働きやすい企業

　少子高齢化やライフスタイルの多様化が進行する中で、本県産業の持続的な発展を図るためには、県民一人
ひとりが個性や能力を十分に発揮できる就業環境を整備することが重要な課題となっています。
　栃木県では、障害者雇用や高齢者雇用、従業員の子育て配慮など、様々な課題に積極的に取り組み、成果を
上げている企業を「とちぎ働きやすい企業」として、県ホームページ等を通じて取組事例を紹介し、他の企業
にも取組を進めていただけるよう、この事業を実施しています。 

◆ 若者の採用と人材育成に積極的な企業

◆ 多様な働き方に積極的に取り組んでいる企業 

…については、自薦も受け付けしています。掲載を希望する企業の方は、労

働政策課労働経済・福祉担当までご連絡ください。

募 集

◆ 企業のPRに活用でき、イメージアップに繋がります。
◆ 他の企業に情報提供することで社会貢献ができます。
◆ 求職者はこのような「働きやすい企業」に興味を持っていま
　 すので、人材確保に役立ちます。

メリット

他の企業 県 民

求職者

とちぎ働きやすい企業
障害者雇用に積極的な企業

高齢者雇用に積極的な企業

従業員の子育てに積極的に配慮する企業

若者の採用と人材育成に積極的な企業

女性の能力発揮に積極的な企業

労働安全衛生への取組に積極的な企業

多様な働き方に積極的に取り組んでいる企業 

ＰＲ
情報提供

人材
確保

協力内容（例）
◆ホームページに
　よる事例紹介
◆電話相談
◆視察の受入れ

とちぎ働きやすい企業普及推進事業
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お知らせ

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、気軽に利用してみてはいか
がでしょうか｡
※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。

休　館　日電　話所　在　地名　　称

日曜､祝日､年末年始0282-22-3113栃木市日ノ出町14-36
栃木市栃木勤労青少年ホーム
〔ウイングとちぎ〕

日曜､祝日､年末年始0282-43-5191栃木市大平町蔵井2002-1栃木市大平勤労青少年ホーム

月曜､年末年始0288-22-6211日光市平ヶ崎160
日光市勤労青少年ホーム
〔サクシードにっこう〕

土･日曜､祝日､年末年始0285-23-3402小山市大塚3-1-2
小山市勤労青少年ホーム
〔ブレークスルー〕

土･日曜､祝日､年末年始0287-22-6878大田原市美原1-1-4
大田原市勤労青少年ホーム
〔ジョイフル館〕

年末年始0287-43-8210矢板市末広町3-2矢板市勤労青少年ホーム

年末年始0287-73-5300那須塩原市上厚崎664那須塩原市勤労青少年ホーム

年末年始028-663-3155宇都宮市今泉町3007
宇都宮市青少年活動センター
〔トライ東〕

栃木県（労働政策課）
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お知らせ 栃木県（こども政策課）

「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25年度は、下記の8事業所が受賞し、平成25年11月15日に県庁昭和館正庁にて顕彰式が行われました。

栃木県知事賞
○株式会社東武宇都宮百貨店（宇都宮市）（従業員数：540名　事業内容：各種商品小売業）
　東武宇都宮百貨店は、小学校4年生になるまで利用可能とする短時間勤務制度の実施や、妊娠、出産、育児
を理由に退職した人の再雇用制度を充実させています。その他にも、家族と一緒に過ごす休暇として、年一日、
家族や本人の記念日に休むことができる「アニバーサリー休暇制度」の導入や、ポジティブ・アクションの取
り組みとして、「女性活躍推進プロジェクト」を発足し、女性の活躍を後押し、全社的な活性化を目指すなど、
職場全体で仕事と家庭が両立できる環境づくりに取り組んでいます。

公益財団法人とちぎ未来づくり財団理事長賞
○とちぎコープ生活協同組合（宇都宮市）
　（従業員数：980名　事業内容：生協組合員対象の商品サービス購買供給）

○シーデーピージャパン株式会社（宇都宮市）（従業員数：1,248名　事業内容：人材派遣業）
〇和田工業株式会社（宇都宮市）（従業員数：29名　事業内容：管工事業）
〇株式会社マロン（鹿沼市）（従業員数：45名　事業内容：婦人既製服製造・販売）
〇株式会社タツミ（足利市）（従業員数：339名　事業内容：自動車用部品製造）
〇五月女総合プロダクト株式会社（栃木市）
　（従業員数：412名　事業内容：レジャー、アミューズメントの経営）

〇株式会社ＤＮＰグラフィカ（栃木市）（従業員数：121名　事業内容：印刷及び製本）
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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　栃木産業保健推進連絡事務所　TEL 028-643-0685

お知らせお知らせ （独）労働者健康福祉機構 栃木産業保健推進連絡事務所

＊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,栃木産業保健推進連絡事務所入居ビル）

＊後　　　　援　：　栃木労働局・各労働基準監督署

＊お申し込みは　　　FAX　028-643-0695　　Eメール　info@tochigisanpo.jp

＊お問い合わせは　　　栃木産業保健推進連絡事務所　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

産業医学担当
倉富靖子　相談員企業での健康保持増進活動について2月6日（木）

15：00～17：001

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2月7日（金）

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

新入社員のこころとからだの
セルフケア支援

2月18日（火）
14：00～16：003

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　特別相談員

セルフケア
アサーションで上手に自己表現

2月21日（金）
14：00～16：004

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
小林　淳　相談員

作業環境測定を体験しよう
あなたにもできる測定実習

2月26日（水）
15：00～17：005

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3月7日（金）

15：00～17：006

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
湯川　悟　相談員特殊健康診断の項目改正３月１２日(水）

15：00～17：007

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

関係法令担当
大森良雄　特別相談員メンタルヘルスと安全衛生配慮義務3月20日（木）

15：00～17：008

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

第三次産業従事労働者を中心とした職場
巡視
～作業環境管理・作業管理から～

3月27日（木）
15：00～17：009

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25年度　産業保健セミナー予定表
　　　　　　 （平成26年2月～平成26年3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！
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Ｑ　個人的な理由で会社を辞めたいのですが、社長が認めてくれません。退職するためには、何か提出し
なければならないのでしょうか。また、年休（年次有給休暇）の消化や退職金はでるのでしょうか。

自己都合の退職について

A　労働者には、退職の自由があります。

　退職について、民法627条では、期間の定めがない労

働契約の場合、いつでも退職（解約）を申し入れること

ができます。この場合、2週間の経過により自動的に労

働契約は終了します。使用者が退職を認めなくても労働

者は退職することができます。

　ただし、月給制の場合は次期以後について申入れがで

き、その場合も月の前半に申し出なければならず、後半

に申し入れた場合は、次々期に退職の効果が生じるので

注意してください。また、年俸制など、6ヶ月以上の期

間によって定められている場合は、3ヶ月前に申し出な

ければなりません。

　退職の申し入れはもちろん口頭でも有効ですが、後々

のトラブルを避ける意味でも、書面で行うことが望まれ

ます。また、職場に就業規則があれば、その中の退職の

規定に従って手続きを行うことで、会社を円満に退職す

ることができます。それでも、退職を認めてくれない場

合は、退職届を配達証明つきの内容証明郵便で送付して

ください。

　年休については、退職に伴い、使い残した年休を消化

したいと考えるのは、ごく自然なことです。

　使用者には年休の時季変更権がありますが、退職日以

降には行使することができないので、原則、申し出どお

りに年休を取得することができます。ただし、職場に

よっては、引継ぎの関係等で退職日の変更や年休の買い

上げなどの提案がなされる場合があります。それに応じ

るかは労働者の判断となります。

　退職金の支給については任意の制度ですので、職場の

就業規則の退職金規定を確認してください。ただし、就

業規則に記載がなくても、今まで慣行的に支払われてい

た場合は請求できると考えられます。

　なお、就業規則に退職手続の規定がない場合には、

後々のトラブルを避ける意味から、年休の取得や引継ぎ

等を考慮して、少なくとも2週間以上の期間を取って退

職する日を定めるのが良いと思います。

　以下、関係する内容について補足等をまとめてみまし

たので参考にしてください。

　　期間の定めがある労働契約の場合1

　あらかじめ契約期間に定めがある場合、原則、労働者

は契約期間中労務を提供する義務があり、期間の途中で

退職することはできません（使用者も同様に解雇できな

い）。

　ただし、重大な傷病で労務不能な状態になったなど

「やむを得ない事由」がある場合は、契約を解除するこ

とができますが、その事由が労働者側の過失によって生

じたものであるときは、労働者は使用者に対して損害賠

償責任を負うとされています（民法第628条）。

　なお、契約期間が1年を超える場合は、一定の場合を

除き、民法の定めにかかわらず、1年を超えた日以降は、

使用者に申し出ることでいつでも退職することができま

す（労基法第137条）。

　　退職届と退職願の違いについて2

　退職届とは労働者が一方的に退職の意思を通告するも

のを言い、退職願は使用者の承諾を前提条件として「労

働者が使用者に合意解約を申し入れるもの」を言います。

　したがって、労働者に「断固として退職する」意思が

あるのであれば、その意思を明確に記載した「届」を提

出することで、使用者への意思表示になります。

　ちなみに辞表とは、一般的に経営者や役員など一定の

役職のものが辞める場合に提出するものを言います。

　　年休について3

　使用者は、6ヶ月継続して勤務し、勤務すべき日の8割

以上出勤した労働者に、最低10日の年休を与えなけれ

ばなりません（労基法第39条）。ただし、労働日数や労

働時間で付与日数に違いがありますので注意が必要です。

　また、年休を与えられてから1年ごとに支給日数が増

加し6年6ヶ月以降は最低20日の年休が与えられます。

与えられた日から2年間は与えられた年休を取得するこ

とができます（年休の繰り越し）。

　　年休の買い上げについて4

　そもそも年休は、労働者の心身の疲労回復と労働力の

維持を図るために、休日の他に一定日数の有給休暇を与

える制度です。つまり、使用者は労働者の勤続年数に応

じて、年休を与える義務があるため、基本的に年休の事

前買い上げは違法として禁止されています。

　ただし、退職により権利が消滅する年休の残日数や、

労働者が権利を行使しなかったことによって2年の消滅

時効にかかる年給の残日数といった、年休取得の抑制効

果を持つものでない限り違法性はないとされています。

　あくまでも年休の買い上げは使用者の任意であり、給

付の額も任意で決まります。

　　最後に5

　退職に伴う損害を給与と相殺するという話を聞くこと

があります。これは、賃金の支払い（労基法第24条第1

項）の全額払いの原則に違反するため禁止されています。

また、労基法16条で損害賠償額の予定をする契約は禁

止されております。

　詳しくは、最寄りの労政事務所やハローワーク、労働

基準監督署等に御相談ください。

労働相談
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社会福祉法人むつみ福祉会ケアハウス白寿の里社会福祉法人むつみ福祉会ケアハウス白寿の里社会福祉法人むつみ福祉会ケアハウス白寿の里社会福祉法人むつみ福祉会ケアハウス白寿の里社会福祉法人むつみ福祉会ケアハウス白寿の里企業Report

　県では、従業員の仕事と家庭の両立を応援するために、
企業や事業所がこれから取り組もうとする内容を、「い
い仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」として募集してい
ます。今回は、平成22年に宣言を登録していただいた、
社会福祉法人むつみ福祉会ケアハウス白寿の里の取組状
況を御紹介します。

◆まず、事業内容を教えてください。
　「ケアハウス」という、マンション型の軽費老人ホーム
を運営しています。入居できる方は、60歳以上で、身辺
自立やひとり暮らしに多少不安のある方から、おおむね
「要介護2」までの方です。3食、お風呂付きで、利用料
が安価なことに特徴があります。私たち職員は、基本的
に身体介護はせず、見守りの立場から入居者様の自立支
援・介護予防につながる事業運営に努めています。しか
し、緊急時には介護を必要とする場合もあります。その
ための備えとして、事務員にもヘルパー資格を取得して
もらいました。ひとりでも多くの職員が緊急時に対応で
きる体制をつくることで、入居者様や御家族様、職員も
安心できる環境となっています。
◆「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」への取組の
　経緯と宣言内容についてお聞かせください。
　サービス提供者である職員の心身の安定は、良いサー
ビスにつながるという考えのもと、入居者様に喜んでい
ただき、引いては施設運営の安定に、そして地域の方々
にも安心を提供できるという、社会福祉法人の使命にか
なうと信じて取り組むことにしました。
　また、宣言前は職員によって残業時間に大きな差があ
りました。改善策を模索していたときに、この宣言を知
りましたので、職場全体での取組の契機とさせていただ
きました。
　宣言内容は、次のとおりです。
　①子どもの学校行事に参加するための年休取得を奨励
　　します。
　②働き方を見直すために、ノー残業デーを設けます。
　③健康と家族生活を充実させるため、年次有給休暇の
　　計画的取得を奨励します。

所 在 地

設 立

業 務 内 容

従 業 員 数

代　表　者

宇都宮市下平出町911－1

平成12年３月１日

軽費老人ホーム・ケアハウス

7名（平成25年12月現在）

理事長　田﨑　又一郎

企業概要

◆具体的にどのような取組をされていますか。
　子どもの学校行事などの予定があって休みたい場合に
は、早めの申告をお願いしています。その日にはなるべ
く施設のイベントを入れないようにし、気兼ねなく年休
が取れる環境をつくるようにしています。また、職員が
少ないので、施設のイベントの日や、研修などで職員が
手薄になる日は年休取得をできるだけ控えてもらい、そ
れ以外の日に計画的に取得してもらうことで、仕事と休
暇のバランスを取っています。急用などでどうしても休
まなければならないときには、互いにフォローし合える
体制もできていると思います。
◆「宣言」後、何か変化はありましたか。
　宣言当初はノー残業デーを定着させるのに苦労しまし
た。日々の声かけを繰り返したかいもあって、今では
すっかり定着しています。それどころか、ノー残業デー
以外の日もなるべく勤務時間内で仕事を終わらせようと
いう意識が生まれました。おかげで効率よくメリハリの
ある仕事ができるようになりました。
　職員からは、「年休を取得することに遠慮しなくても
良い雰囲気になり、自分が希望する日に休みが取れるこ
とに安心感がある」「ノー残業デーや年休の計画的取得の
おかげで、家族との計画的な余暇が楽しめるようになっ
た」との声も聞かれます。
◆今後の課題と抱負についてお聞かせください。
　ノー残業デーの曜日を変更してほしいという要望が出
ているので、職員会議に諮り、変更するよう検討してい
ます。また、職員間で年休取得日数に差が出ないよう、
バランスを取っていきたいです。どうしても1日単位で
の取得が難しい職員には、時間単位での取得促進を継続
していきます。
　年に数回ある大きな行事では、入居者様も職員も楽し
く過ごすことができているので、この状態を維持できれ
ばと思います。私たちの最大の目的は、入居者様に愉し
い時間を過ごしていただくことです。その一助となれる
よう日々努力を重ねていきたいと思います。

お話：施設長　伍井 悦子 氏
【取材：宇都宮労政事務所】
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「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」募集中！
～仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に取り組んでみませんか？～

「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」は、仕事だけでなく、労働者の家庭生活も充実するように「ノー残
業デーをつくるぞ！」など事業主が宣言し、取組を始めることです。事業主が「やるぞ！！」という姿勢を示
せば、従業員の心にも響くはずです。それは、仕事の取り組み方や効率アップにつながります。
　県では、そうした取組を「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」として募集し、応援しています！
　登録企業は、県ホームページで紹介するほか、下図の登録マークを交付するなど仕事と家庭の両立を応援す
る企業としてイメージアップのお手伝いをします。
　ぜひ、登録の応募してみてください！！

宣言のメリット（例）
☆登録マークを使ってア
ピール！

☆社員のやる気アップ！
☆社員の仕事の効率が高ま
る！

☆企業イメージの向上によ
り、能力ある人材の確保
につながる！

県の応援（例）
☆県ホームページで紹介し、
イメージアップのお手伝
い！

☆登録証の交付！
☆登録マークを交付！

平成26年1月1日現在で、
109事業所が登録しています！

～宣言例～
☆ノー残業デーをつくるぞ！
☆年次休暇の計画的な取得を推進しよう！
☆育児休業を２年にするぞ！
☆地域の防犯活動への積極的参加を認め
　よう！

～応募方法～
宣言の応募はかんたんっ！
栃木県ホームページから応募用紙をダウン
ロードし、必要事項をご記入の上、お近くの
労政事務所へ郵送又はFAXしてください。

◆お問い合わせ先　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　TEL 028-623-3218

＜問い合わせ＞

宇都宮労政事務所　　　　宇都宮市竹林1030-2　　　　　電話番号　028-626-3052

小山労政事務所　　　　　小山市犬塚3-1-1　　　　　　　電話番号　0285-22-4032

大田原労政事務所　　　　大田原市中央1-9-9　　　　　　電話番号　0287-22-4158

足利労政事務所　　　　　足利市伊勢町4-19　　　　　　電話番号　0284-41-1241

県ホームページ

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/work/koyou/roudou/sengenboshuutyu.html

栃木県ホームページ「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」で検索！


