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「とちぎの企業!魅力体験バスツアー」を実施します!「とちぎの企業!魅力体験バスツアー」を実施します!「とちぎの企業!魅力体験バスツアー」を実施します!「とちぎの企業!魅力体験バスツアー」を実施します!「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28年2月5日（金）
　（福）蓬愛会（ほうあいかい）ケアプラザ而今（にこん）
　〔高齢者福祉施設、宇都宮市〕
　（株）下野新聞社〔日刊新聞発行業、宇都宮市〕
　（株）東京インテリア家具〔小売業（家具専門店）、鹿沼市〕
○平成28年2月8日（月）
　（株）エイム〔プラスチック製品製造業、小山市〕
　（株）カワチ薬品〔小売業（ドラッグストア）、小山市〕
　＊JR宇都宮駅東口集合解散（両日）
【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）
【お問い合わせ】 県労働政策課　TEL 028－623－3224

＊申込方法等詳細は、とちぎの就職支援サイト「WORKWORKとちぎ」http://www.tochigi-work2.net
　をご覧ください。

　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。
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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!もうすぐ就職活動が始まりますね。本号では就職に関する特集記事を掲載して
います。栃木県には魅力ある企業がたくさんあります。今後の就職活動に役立てていただけれ
ば幸いです。

編集者O
の一言
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　今回は、那須塩原市にある「有限会社阿久津左官

店」で、2児の母として子育てをしながら左官職人と

して活躍されている 渡  邊  幸  衣 さんにお話を伺いまし
わた なべ さち え

た。

◆左官職人になったきっかけを教えてください。
　前職は介護職でしたが、もともと古民家など歴史

を感じさせるものに興味があり、また“左官”とい

う仕事に憧れがあったので、以前勤めていた会社の

契約期間満了を機に左官業への転職を決めました。

　しかし、いざ仕事を探し始めても未経験の女性を

雇い入れてくれるところはなかなか見つかりません

でした。そんな時、偶然にも“有限会社阿久津左官

店”で女性職人の育成を行っていることを知り、す

ぐ会社へ問い合わせたところ、あっさりと採用が決

まりました。

　嬉しかった反面、女性である私が本当にやってい

けるのかという不安はありました。しかし、実際に

仕事をはじめてみると1つ1つ丁寧に指導して頂き、

また先輩方が女性の私を快く仲間として受け入れて

くれたので、すぐにその不安は払拭されました。

◆どういった仕事をされているのですか。
　塗り壁をはじめ、タイル貼りやブロック積み、塗

装などの仕事をしています。現場によっては、初め

から仕上げまでを任せてもらえることもあります。

◆左官職人の仕事のやりがいやおもしろさについて
教えてください。

　自分が手がけた仕事を作品として残せることに魅

力を感じます。また、様々な現場で経験を積んでい

くことで、自分自身の成長を実感することができる

のでとてもやりがいを感じています。

人・
春 夏 秋 冬

HITO・SYUNKASYUTO

◆仕事で苦労されていることはありますか。
　働き始めた頃は、工具や材料など重い荷物を運ぶ

のがとても大変でした。また、トイレの利用につい

て、現場では仮設トイレを男女共同で利用するため、

はじめは戸惑いや抵抗がありました。しかし、一緒

に働く先輩方がとても気を遣ってくれますので、今

では安心して利用することができています。他にも

苦労することはありますが、先輩方がしっかりサ

ポートしてくださるので、安心して働くことができ

ています。

◆仕事と家庭の両立をどのように図っていますか。
　私ひとりの力だけで仕事と家庭を両立させること

はできませんので、自分ができることはきちんとこ

なし、時には甘えさせてもらいながら、家族や会社

の方々の協力を得て頑張っています。幸い、協力的

な方たちばかりなので、とても助けられています。

◆今後の抱負についてお聞かせください。
　技術力の向上に努めることはもちろんですが、数

年後を目標に営業から施工までを全て女性だけで行

う“左官チーム”の結成を考えています。女性なら

ではの視点や感性を活かし、お客様の様々なニーズ

に応えられる仕事がしたいと思っています。また、

介護職の経験を活かし、バリアフリーなどお客様が

より快適な生活を送ることができるよう空間造りの

提案ができればと考えています。さらに、将来的に

は後進の育成にも携わり、会社や左官業界の発展に

少しでも貢献したいです。

◆建築業界を志す女性に向けてメッセージをお願い
します。

　「やってみたい」と思う気持ちがあるのであれば、

臆せず飛び込んでチャレンジしてほしいと思います。

有限会社　阿久津左官店

渡邊　幸衣　さん

【取材：大田原労政事務所】
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◆特　集◆ 栃木県（労働政策課）

　　　　　　　　　　☆ 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　TEL：028-623-3224

　県は栃木労働局や宇都宮市と連携し、来春卒業予定の大学・短大生等や卒業後3年以内の未就職卒
業者等が県内企業へ就職するための事業を実施中です。

平成27年度新卒者等就職応援キャンペーン事業

キャンペーン期間 10月から各種の就活支援事業を実施しています。

みんなの就職活動を応援するまる !!

平成27年10月－平成28年3月
（東京有楽町：ふるさと回帰支援センター内）
○県内企業に関心のある学生を対象に、東京都内において、就職
相談や県内求人企業との交流会を開催

平成27年11月－平成28年2月　（とちぎジョブモール内）
○県内企業の魅力や求める人材、就活生へのアドバイス等、企業
の生の声を聞くことができます。

平成27年11月－平成28年2月　（とちぎジョブモール内）
○就職に役立つ「労働に関する法律」・「社会保険（年金・所得税
等）の基礎知識をわかりやすく説明します。

平成27年11月－平成28年2月　（各大学・高校等）
○大学や高校等に直接出向き、就職未内定者へのキャリアカウ
ンセリングを実施

平成28年1月－平成28年2月　（宇都宮市内）
○臨床心理士による面接対策のトレーニングを実施

平成28年2月24日（栃木県庁）

○「とちぎジョブモール」では、就
労に関する相談から、職場定着ま
でをワンストップで支援します。

☆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ください。
http://www.tochigi-work2.net/

○就職活動に関するスキルアップ
のためのセミナーや講座、就業体
験等を実施しています。

○宇都宮市駅前通り 1－3－1
　KDX宇都宮ビル 1F
○月曜～金曜　8:30～19:00
　土曜　10:00～17:00

○宇都宮市駅前通り 1 3 1

「とちぎジョブモール」　電話 028-623-3226

「とちぎジョブモール」では新
卒者の就職を応援します！！

10月9日（東京都新宿区　東京新卒応援ハローワーク）

10月19日（ホテル東日本宇都宮）

11月22日（東京都　新宿エルタワー）

12月4日（ホテル東日本宇都宮）

12月18日（東京都新宿区　東京新卒応援ハローワーク）

平成28年1月31日（東京都　新宿エルタワー）

平成28年2月2日、3日（栃木県庁）

事業（面接会は除く） 参加は申込が必要 す 就職支援サイ

平成28年2月5日、8日（県内企業）

足銀 セブン
イレブン

タクシー
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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UIJターン就活応援ガイダンス 「東京都内での就職相談会及び企業交流会」

「企業研究セミナー」

「就職に役立つ労働法・社会保険の基礎知識セミナー」

「とちぎジョブモール出張カウンセリング」

「就職応援メンタルトレーニング」

「大学生等の保護者のための就職ガイダンス」

2016とちぎ若年求職者合同説明会

とちぎUIJターン就職支援合同面接会①

面接会・説明会･ガイダンス セミナー・講座

保護者対象

10
月

とちぎ大卒等就活応援合同就職面接会

とちぎUIJターン就職支援合同面接会②
12
月

11
月

とちぎUIJターン就職支援合同面接会③1
月

とちぎ就職支援合同面接会2
月

「とちぎの企業!魅力体験バスツアー」

☆キ

2
月

ト

2
月

企業バス見学会

栃 木 県
TOCHIGI PREFECTURE
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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

　就職の面接が不安な方、思うように進まない方、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28年2月16日（火）14：00～15：30
【場　所】　栃木県庁　昭和館4階　多目的室4
　　　　　　（宇都宮市塙田1－1－20）
【対象者】　平成28年3月卒業予定の大学・短大・専修学校生等及び同学歴の卒業生の方
【内　容】　「強みは生かし、苦手は克服」
　　　　　　対人交流やプチトレーニングのグループワークを通し、
　　　　　　視野を広げ、新しい行動を身につけましょう!
【参加費】　無料
【申込方法】電話028－623－3226
　とちぎジョブモール　へお申し込みください。

「面接スキルアップのためのメンタルトレーニング」
を開催いたします!

　県内に在住している大学生・短大・専門学校等の保護者の皆様に対して、就職活動の現状や企業の採用形態、
お子様との関わり方、県や国の就職支援機関等を紹介します。
【日　　時】　平成28年2月24日（水）
　　　　　　 受　　　付　12：30　　　
　　　　　　 全　体　会　13：00～15：00
　　　　　　 個別相談会　15：00～16：30
【場　　所】　栃木県庁　東館4階講堂　（宇都宮市塙田1－1－20）
【内　　容】　㈱マイナビ・栃木県経営者協会・大学キャリアセンター･ハローワーク
　　　　　　　とちぎジョブモールなどの担当者より最新情報をお伝えします。
　　　　　　・大学生等の就職スケジュール・就職支援、インターンシップ事業等紹介
　　　　　　・就職活動の事例紹介、勝ち抜くポイント
　　　　　　・個別相談（希望者、申込時に要予約）
【参 加 費】　無　料
【申込方法】電話028－623－3224
　　　　　　FAX028－623－3225
　　　　　　メールrousei@pref.tochigi.lg.jp
　　　　　　(お名前・ご住所・電話番号・
　　　　　　 個別相談希望の有無をお知らせください)
【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

「2016保護者のための就職ガイダンス」を開催いたします!

◆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
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◆ 特　集 ◆ 栃木県（労働政策課）

　「とちぎで働きたい！」という方はもちろん、「U・I・Jターン就職への一歩が踏み出せない」、「とちぎに行っ
てどんな仕事に就こうか・・・」と迷っている方まで、まずはお気軽にご相談ください。
　栃木県在中のキャリアカウンセラーが、「県内の企業情報」、「U・I・Jターン就職に役立つ最新情報」の提供
など、相談者一人ひとりの状況に応じたサポートを行います。

●相談会スケジュール
　平成28年　2／18（木）、3／10（木）

●相談時間
　10：00～17：00（予約優先）

●会場
　ハローワーク品川　9階会議室
　（東京都港区芝大門1－3－4　芝大門ビル）
　JR浜松町駅：徒歩6分、JR新橋駅：徒歩10分
　都営浅草線・大江戸線　大門駅A4出口：徒歩4分、都営三田線　御成門駅A3出口：徒歩4分

●申込方法
　とちぎジョブモールまで電話又はFAXによりお申込みください

主催：栃木県　　共催：栃木労働局・宇都宮新卒応援ハローワーク・東京労働局

◆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」

相談
無料
相談
無料
相談
無料
談談相相相相談
無料
相談
無料

予約
優先
予約
先
約予
優先
予予約約約予約
優先
予約
優先

夢が  WORK  
わ　く

 WORK  とちぎへ
わ　く

U・I・Jターン就職相談会
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　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28年2月12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　TEL：028-638-0369

　○県南会場　　日時：平成28年2月5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　TEL：0284-41-3178

　○県北会場　　日時：平成28年2月3日（水）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：ハローワーク黒磯　TEL：0287-62-0144

＊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。

2016「とちぎ障害者合同就職面接会」開催のお知らせ

◆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」
　http://www.tochigi-work2.net/

◆ 特　集 ◆

◆お問い合わせ先：各ハローワーク
　　　　　　　　　栃木労働局（TEL：028-610-3557）
◆主催：栃木労働局・各ハローワーク・栃木県

女性のための就職支援ガイドブックを発行しました！！

栃木労働局

●ガイドブック入手方法
　とちぎジョブモールに来所した方、女性向けセミナー等に参加した方に配布をして
います。

　とちぎジョブモールでは、
仕事も子育ても楽しみたい
チャレンジママの再就職を応
援しています。
　ガイドブックの配布のほか、
ママのための就活講座も開催
しています。次回は、2月23
日（火）「生かす！ママの日常
力～背伸びしない面接術／先
輩ママの復職体験＆ママ茶話
会」
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◆ 特　集 ◆ 栃木県（健康増進課）

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

◯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等が無料でダウンロード出来ますので御活用ください。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/cancer/syuurou.html
［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:028-623-3096
e-mail:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp

働くがん患者の就労支援について

ポリテクセンター栃木からのお知らせ

◆お問合せ先　ポリテクセンター栃木　開発援助担当　TEL：028-346-3700
　（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）

　ポリテクセンター栃木ではH27年度より、行
政機関、民間教育訓練機関、企業・業界団体など
と連携し、より地域ニーズに合った新たな訓練
コースを開発・実施しています。

　訓練実施機関とハローワークとの双方が強力
に訓練生の就職支援をサポート。訓練の中でも
職業人教育をしっかり行います。

　他にも6か月間しっかりとした技能・技術を
身に付けた訓練生を多数輩出しています。この機
会に是非、訓練生の採用を検討してみませんか。

栃木県地域訓練コンソーシアム事業について

就職支援のバックアップ体制が充実

公共職業訓練生の採用のご検討を！

栃木県地域訓練コンソーシアムによる職業訓練を実施します

実施機関
オリオンコンピュータ

実施機関
TBC福祉教育センター

給食試食会給食試食会

販売・接客
　プロスタッフ養成科
売
プ
接客販 ・

成養養養 科プロ タッスタプロスタッフ
販売・接客
　プロスタッフ養成科
販売・接客
　プロスタッフ養成科

介護実務者研修・
　　　介護調理科

研修介護実務者 ・
調介護 科理

介護実務者研修・
　　　介護調理科
介護実務者研修・
　　　介護調理科

2016
（6か月コース）

・募集期間：～28年2月1日（月）
　・選考日：28年2月10日（水）

・募集期間：～28年2月9日（火）
　・選考日：28年2月18日（木）

2/25（木）スタート

2016
（6か月コース）

3/7（月）スタート

若年向けコース

受講料
無料

定員20名

受講料
無料

定員20名
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

◆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、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。

栃木県の障害者就業体験事業を紹介します！

【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
○　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

【支援】県南圏域障害者就業・生活支援センター「めーぷる」
【受講生】T・S　19歳（知的障害）
【事業所】栄研化学株式会社　野木事業所（野木町）
【実習内容・期間】環境整備作業　9日間
【実習後の状況】平成27年9月1日からパート雇用
【実習や雇用にあたって気を配ったこと

（栄研化学株式会社野木事業所）】
　就業体験の期間中には、ご本人の障害についてよく理解す
るように努めました。様々な環境整備作業を行う中で、ご本
人が他の障害者の方達と一つのチームとして作業が行えるこ

とを確認できたため、雇用を決めました。現在では、少しずつ自分から動けるようになってきており、ご本
人が加わったことで、チームとしての力も高まっていると感じ
ています。
【受講生の声】
　電車通勤を行うことに不安を感じていましたが、9日間通う
ことができたことで自信を持つことができました。また、色々
な作業を行う中で、自分の好きな作業を見つけることができた
ため、働いてみたいという気持ちになりました。

障害者就業体験事業の事例紹介①
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【支援】県西圏域障害者就業・生活支援センター「フィールド」

【受講生】S・E　42歳　身体障害2級（求心性視野狭窄）

【事業所】特定非営利活動法人　遊・夢・悠（鹿沼市）

【実習内容・期間】デイサービス利用者の介護業務全般　5日間

【実習後の状況】平成27年6月1日からパート雇用

【実習や雇用にあたって気を配ったこと（事業所）】

　実習前に本人を交えて視野範囲の確認や段差をわかりやすくする為の対応を取り、お互いに何がで

きるのかを見つけていきながら実習を行いました。実習を行うことで事前に職員へ障害について伝え

ることができたこと、安心して働ける様に環境調整ができたことでスムーズに入職できたのではない

かと思います。現在は職員と打ち解けられ、また日々の業務の中で自信が付いてきた様に感じます。

【受講生の声】

　今までデイサービスという仕事の経験がありませんでした。実習を通して一連の仕事の流れや利用

者とのコミュニケーションの取り方、職場の雰囲気を把握する事ができたこと、自分の障害をわかっ

ていただく機会にもなったので実習を行って良かったです。

障害者就業体験事業の事例紹介②

障害者就業体験事業の事例紹介③
【支援】両毛圏域障害者就業・生活支援センター

【受講生】　O・Hさん　27歳　広汎性発達障害

【事業所】株式会社　新鮮便　　生鮮・加工センター（足利市）

【実習内容・期間】鶏肉用プラスティックコンテナ箱の洗浄作業　5日間

【実習後の状況】平成27年2月4日から常用雇用

【実習や雇用にあたって気を配ったこと（事業主）】

　5名の障害者のチームで行う作業であるため、一緒に働く人達との協調性を重視し、コミュニケー

ションが取りやすい環境作りや対人対応における助言等を支援機関も交えて行っています。業務につ

いては、一つ一つ段階的に習得が図れるよう指導をし

ています。

【受講生の声】

　仕事ができるか、一緒に働く人とコミュニケーショ

ンが取れるか心配だったので、実習をして、仕事の内

容や環境が分かった上で就職を決められたことは安

心に繋がりました。今は、やりがいを持って仕事をし

ています。

お知らせ 栃木県（労働政策課）
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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。

◆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

お知らせ （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木県支部 高齢・障害者業務課

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

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）
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お知らせ （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木県支部　高齢・障害者業務課

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：
028-623-3218)にお問い合わせください。

お知らせ 栃木県（労働政策課）

◆お申込み・お問合わせ先
　〒320-0072　栃木県宇都宮市若草1丁目4番23号
　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　栃木支部
　TEL：028-650-6226　　FAX：028-623-0015

○納付金・調整金関係の説明会（常用労働者が100人を超える事業主が対象）

平成28年度障害者雇用納付金制度事務説明会の
開催日程のお知らせ

※「初めてご担当される方向け」と「従来からのご担当者向け」の説明内容はほぼ同じですのでイメージと
して捉えてください。

○報奨金関係の説明会（常用労働者が100人以下の事業主が対象）

会　場時　間日　程
初めてご担当される方向け

栃木職業能力開発促進センター13：30～16：00平成28年2月24日（水）
栃木職業能力開発促進センター13：30～16：00平成28年2月25日（木）
大田原市市民交流センター13：30～16：00平成28年3月  4日（金）
関東職業能力開発大学校13：30～16：00平成28年3月14日（月）
関東職業能力開発大学校13：30～16：00平成28年3月15日（火）

従来からのご担当者向け
栃木職業能力開発促進センター10：00～12：00平成28年2月24日（水）
栃木職業能力開発促進センター10：00～12：00平成28年2月25日（木）
足利市民プラザ13：30～15：30平成28年3月  2日（水）
栃木職業能力開発促進センター13：30～15：30平成28年3月  8日（火）
関東職業能力開発大学校10：00～12：00平成28年3月15日（火）

会　場時　間日　程
栃木職業能力開発促進センター10：00～12：00平成28年3月  8日（火）
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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・ご利用の申込は、中央労働金庫各支店、ローンセンター、県労働政策課（028-623-3217）
又は各労政事務所へどうぞ。

※1　審査の結果、融資の希望に添えない場合があります。
※2　金利は、平成27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）。
※3　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。
※4　生活資金は、アパートの入居費用等、契約書や見積書等で使途がわかるものに限ります。当面の生活費用は対象

外となります。
※5　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）。
※6　求職受付票等により確認させていただきます。

＜一般勤労者向け＞
貸付対象者　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
資 金 使 途　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）

最高融資額　100万円（教育資金は200万円）
貸 付 利 率　年1.8％（無担保・固定金利）【※2】
保 証 料 率　0.7％（会員）又は1.2％（会員以外）

【※3】
返 済 方 法　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　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【※5】で

現に求職活動中【※6】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
資 金 使 途　貸付対象者又は家族のための生活資金
融　資　額　10万円から可能（5万円単位、最高

100万円まで）
貸 付 利 率　年1.2％（無担保・固定金利）【※2】
保 証 料 率　1.2％【※3】
連帯保証人　1名　（同居家族を除く）
返 済 方 法　5年以内の毎月均等払い（1年以内の据置可）

まずは、お近くの中央労働金庫（ろうきん）にお電話でお問い合わせください

電話番号所　在　地店　　舗電話番号所　在　地店　　舗

0288－53－0331日光市東和町3-8
鹿沼支店
日光出張所

028－621－3251宇都宮市中戸祭町821宇都宮支店

0285－83－2111真岡市並木町1-9-6真岡支店
028－600－6868

宇都宮市中戸祭町821
宇都宮支店2階

宇都宮ロー
ンセンター 0282－22－2092栃木市泉町13-3栃木支店

0285－22－0597小山市駅東通り2-12-20小山支店028－661－9531宇都宮市平出工業団地14-2宇都宮東支店

0285－23－8139小山市駅東通り2-12-20
小山ローン
センター

028－660－7611
宇都宮市平出工業団地14-2
宇都宮東支店2階

宇都宮東ロー
ンセンター

0283－24－8185佐野市高萩町1213-1佐野支店0287－43－2424矢板市本町3-8矢板支店

0284－73－0051足利市朝倉町243-13足利支店0289－65－3600鹿沼市上野町113-10鹿沼支店
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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27年度は、下記の8事業所が受賞し、平成27年11月25日に昭和館正庁にて顕彰式が行われました。

○社会福祉法人　飛山の里福祉会（宇都宮市）（従業員数：179名　事業内容：福祉事業（障がい・高齢））
○社会福祉法人真善会　特別養護老人ホーム　プロムナードひこや（足利市）
　（従業員数：70名　事業内容：社会福祉事業）
〇社会医療法人博愛会　菅間記念病院（那須塩原市）
　（従業員数：436名　事業内容：医療業）
〇社会福祉法人桜美会　さくら保育園（小山市）
　（従業員数：43名　事業内容：保育所）
〇株式会社サンシン（足利市）
　（従業員数：27名　事業内容：薬局）
〇東峰保育園（宇都宮市）
　（従業員数：18名　事業内容：保育所）
〇ケーブルテレビ株式会社（栃木市）
　（従業員数：123名　事業内容：放送通信業）

○ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社（宇都宮市）
　（従業員数：80名　事業内容：広告、印刷、タウン情報サイト「栃ナビ」）

公益財団法人とちぎ未来づくり財団理事長賞

栃木県知事賞

企業向け妊活応援セミナーを開催しました
　平成27年11月26日（木）、栃木県庁本館6階大会議室において、企業の人事・福利厚生担当者や産業医等を
対象に妊活応援セミナーを開催いたしました（参加者約30名）。
　セミナーにおいては、不妊治療の専門医である中央クリニック院長の本山先生、NPO法人Fine公認ピア・
カウンセラーの中辻さんから、それぞれ「不妊治療の現状」、「仕事と不妊治療の両立」について講演があった
ほか、県から、「不妊治療に係る助成制度と相談窓口」について説明を行いました。
　特に本山院長からは、「従業員の休暇制度に関し、治療のために一日全部休まなくてもいいように、短い時間
でも休暇が取れるような制度が企業の中にあるとよいのでは」との提言がありました。
　また、中辻さんからは、「企業が企業内で不妊治療の支援制度を設ける場合には、不妊治療に特化した制度で
はなく、例えば、育児や介護、そして様々な疾病など、より広い範囲に対応し、誰もが使いやすい制度設計が
必要」との提言がありました。

◆お問い合わせ先
　栃木県保健福祉部こども政策課　　TEL：028-623-3064

【写真】
セミナーの様子
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お知らせ 栃木県（薬務課）

　ドナーが安心して骨髄または末梢血幹細胞を提供できる
よう、ドナー休暇制度（骨髄提供のための有給休暇制度）の
導入にご協力ください！

　骨髄バンクを介して骨髄または末梢血幹細胞を提供する場合、採取後の
健康診断に至るまで、何回か病院に出向く必要があります。
　ドナー登録から提供までに必要な期間は10日程度となっており、この10日間程度の休暇は、
ドナーにとって大きな負担となります。
　ドナー休暇制度によるバックアップがないために、登録したくてもできない、提供したくて
もできないという方がたくさんいます。
　ドナー休暇制度は、ドナーが提供等に必要な休暇を制度化するもので、ここ数年、企業・団
体での導入も少しずつ増えてきています。
　ドナー休暇制度導入企業・団体については、日本骨髄バンクのホームページで紹介されていま
す。

　骨髄移植では、ドナーと患者さんのＨＬＡという白血球の型が合わなければなりません。こ
のＨＬＡには数万通りと言われる組み合わせがあり、兄弟姉妹間では　分の　の確率で一致し4 1
ます。しかし、親子ではまれにしか一致せず、非血縁者（他人）間では数百から数万分の　の1
確率でしか一致しません。
　患者さんがドナーを個人の力で見つけるのは極めて困難です。そのため、あらかじめ健康な
方のＨＬＡ型を登録していただき、患者さんがドナーを見つけやすくするシステムが生まれま
した。これが「骨髄バンク」です。

※実際に骨髄・末梢血幹細胞を提供できる年齢は20歳以上、55歳以下です。

◆お問い合わせ先
　栃木県保健福祉部　薬務課　TEL 028-623-3119

18歳以上54歳以下の健康な方
　●　骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容を十分に理解している方
　●　体重が男性45kg以上、女性40kg以上の方

ドナー登録
できる方

事業主の方に　　　　　　　　　　　　　　　　
 骨髄バンクドナー休暇制度に関するお願いです

検　索 日本骨髄バンク http://www.jmdp.or.jp/

「生きていたい･･･！」
　そんなあたり前の様で夢のような願いを叶えてくれるのは、あなたの勇気と骨髄液
かもしれません。
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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27年10月1日751円栃木県最低賃金

【地域別最低賃金】特定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。

効力発生日時間額最低賃金の件名

平成27年12月31日

888円塗料製造業

835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

836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

840円自動車・同附属品製造業

835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

800円各種商品小売業

【特定最低賃金】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。

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。

お知らせ 栃木労働局

　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（施行H28.4.1）にさきがけて、女性の活躍推進に取り組む事業
主の方を支援する助成金です。女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、数値目標の達成に
向けた取組内容(「取組目標」)等を盛り込んだ「行動計画」を策定し、計画に沿った取組を実施して「取組目標」を達
成した事業主及び、数値目標を達成した事業主に対して助成金を支給します。

平成27年度　女性活躍加速化助成金のご案内

お問い合わせは　栃木労働局雇用均等室　（028－633－2795）へ

「取組目標」を達成した、常時雇用する労働者が300人以下の事業主に対して支給

　支給額：30万円　　（1事業主1回限り）加速化Aコース

「取組目標」を達成した上で、「数値目標」を達成した事業主に対して支給

　支給額：30万円　　（1事業主1回限り）加速化Nコース

女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定しましょう。支給までの流れ
〈ステップ1〉

策定した「一般事業主行動計画」について、都道府県労働局への届出、労働者への周
知、公表や女性の活躍に関する情報公表を行いましょう。

〈ステップ2〉

数値目標の達成に向けた取組を実施し、取組目標を達成しましょう。
取組を実施したら「加速化Aコース」の支給申請が可能です！

〈ステップ3〉

数値目標を達成し、達成状況をサイトに公表しましょう。
数値目標を達成したら「加速化Nコース」の支給申請が可能です！

〈ステップ4〉

30万円
中小企業のみ

30万円
すべての企業

▼
▼
▼
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　栃木労働局は、平成27年12月1日から12月14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7日に宇都宮市内のビル新築工事現場において、労

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～

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
壊災害など、労働者の死亡、重傷につながる労働災害
が高い率となっています。（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。

　一斉監督の実施結果は、県内の98か所の建設工事
現場に対して実施し、68現場（69％）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15現場ありました。（表2参照）

　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105件、建設機械災害防止関係17件、
クレーン災害防止関係12件、作業主任者と職務履行確
保8件、飛来・崩壊災害防止関係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　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）

表2　建設業一斉監督実施結果（栃木労働局）
98監督実施工事現場数

68（69％）うち違反工事現場数
15うち使用停止等処分現場数

表3　一斉監督における法令違反状況（栃木労働局）
105墜落災害の防止
 17建設機械災害の防止
 12クレーン災害の防止
  8作業主任者と職務履行確保
  7飛来・崩壊災害の防止

表1　建設業の労働災害発生状況（栃木労働局）
70（35％） 墜落転落災害
20（10％） 挟まれ巻き込まれ災害
20（10％） 飛来落下・崩壊倒壊災害
19（9.5％）切れこすれ災害
14（  7％）転倒災害

注）数字は平成27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。））

～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」

あっせんは三者構成で行います あっせんは無料です

労働委員会のあっせんの特徴

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。

◆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

お知らせ 栃木県労働委員会

お知らせ 栃木労働局
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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

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28年2月～3月）
産業保健だより

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

カウンセリング担当
岡本由利子　相談員

『聴く・伝える』技術の向上
～双方向のコミュニケーションを円滑に
行うスキルを学習する～

2月2日（火）
14:00～16:001

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5日（金）

15:00～17:002

関係法令担当
小倉一夫　相談員労働安全衛生法令上の職場巡視の留意点2月18日（木）

15:00～17:003

保健指導担当
高橋由紀子　相談員

交替勤務を行う労働者の健康管理と保健
指導

2月19日（金）
14:00～16:004

産業医学担当
倉富靖子　相談員職場における喫煙への対策2月25日（木）

15:00～17:005

カウンセリング担当
坂寄和弘　相談員大人の発達障害　理解と対応2月26日（金）

15:00～17:006

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4日（金）

15:00～17:007

産業医学担当
湯川　悟　相談員産業保健の重要トピックス3月9日（水）

15:00～17:008

労働衛生工学担当
岡本佳久　相談員

身近な安全衛生管理と労働安全衛生マネ
ジメントシステム

3月16日（水）
15:00～17:009

宇都宮市総合
コミュニティーセンター

労働衛生工学担当
秋葉一好　相談員

知っておきたい局所排気装置の稼働条件
（応用編）　　～局排模型を使った実習～

3月17日（木）
14:00～16:0010

M SC ビ ル
5階共用会議室

保健指導担当
高橋由紀子　相談員

がんをもつ労働者へのより良い就労継続
支援について

3月18日（金）
14:00～16:0011

＊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　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）

　　　　　　　　・宇都宮市総合コミュニティーセンター（宇都宮市明保野町7-1）

＊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

＊お問合せは　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

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　　相談者の所定労働時間は、法定労働時間と同

じ8時間であるため、「みなし労働時間制」の対象に

なっているときは、「通常所定労働時間を超えて労

働をする必要がある場合」について、時間外割増賃

金が出ることになります。

　時間外割増賃金は、残業手当とよくいわれますが、

「みなし労働時間制」の場合、営業手当などの名目

で支給されることもあります。

　まず、会社が「みなし労働時間制」を採用してい

るか、就業規則、労働条件通知書、労使協定書など

で確認してください。

　労働時間は、使用者が労働者の実労働時間を把握

して算定することが原則です。

　しかし、労働者が外勤などで、労働時間の全部又

は一部について、事業場外で業務に従事した場合に

おいて、労働時間の算定が困難なときは、一定の時

間を労働とみなす規定が設けられています。（労働

基準法第38条の2）

事業場外労働のみなし労働時間制
連載　労働相談 足利労政事務所

1　均等・均衡待遇の確保の推進

Q　先月から会社で正社員として働いています。職種は営業で、所定労働時間は、8時から17時（休憩時間1

時間）です。仕事は外回り中心で、帰社時間は17時を過ぎることが度々あり、先月の残業時間は20時間を超

えました。きのう、初めての給料をもらいましたが、給与支給明細書を見ると、残業手当の欄に金額があり

ません。会社に確かめると、営業だから残業代は出ないと言われました。本当に出ないのでしょうか。

　　事業場外労働のみなし労働時間制の類型1

（1）　所定労働時間のみなし

　実際の労働時間が、所定労働時間（労働条件通

知書や就業規則で定められている時間）に満たな

くても超えていても、所定労働時間を労働したも

のとみなされます。

（2）　当該業務の遂行に通常必要とされる労働時間

のみなし

　通常所定労働時間を超えて労働する必要がある

場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時

間を労働したものとみなされます。

＊「通常必要とされる時間」とは、「通常の状態でそ

の業務を遂行するために客観的に必要とされる時

間」をいいます。

　事業場外で業務に従事する場合であっても、次の

例のように使用者の具体的な指揮監督が及んでいる

場合については、労働時間の算定が可能であり、み

なし労働時間制は適用されません。

　①　何人かのグループで事業場外労働に従事する

場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理を

する者がいる場合。

　②　携帯電話等でいつでも連絡がとれる状態にあ

り、随時使用者の指示を受けながら労働してい

る場合。

　③　業務の具体的指示を受けており、事業場に戻

る場合。

　　みなし労働時間制が適用されない場合2

　外勤社員であっても、打ち合わせや報告など、事

業場内で労働することが想定されます。このような

場合労働時間の考え方は、次のとおりです。

（1）　所定労働時間のみなし

　原則として事業場内での労働時間を含めて所定

労働時間を労働したものとされています。

（2）　当該業務の遂行に通常必要とされる労働時間

のみなし

　みなし労働時間制によって算定される事業場外

で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内

における時間とを加えた時間労働したものとされ

ています。

　　労働時間の一部を事業場内で労働した場合3

の考え方

（3）　労使協定によるみなし

　業務の遂行に通常必要とされる時間について労

使協定で定めた場合、労使協定で定めた時間が

「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とみ

なされます。
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株式会社　井上総合印刷株式会社　井上総合印刷企業Report

所 在 地

創 業

事業内容

従業員数

代　 表

宇都宮市岩曽町1355番地

昭和41年10月10日

印刷製本業

89名（男性 55名、女性 34名）

代表取締役社長　井上　加容子

　急速に進む少子高齢化や人口減少を背景として、女性が能力を発揮して働き続けられる環境づくりが、多く
の企業にとって重要な課題になっています。
　今回は、㈱井上総合印刷の井上加容子社長に、女性が活躍できる職場づくりと今後の事業展開についてお話を伺
いました。

◆事業内容についてお聞かせください
　一般印刷物（リーフレット、チラシ等）、商業印刷物（名刺、包装紙等）、書籍・冊子印刷、特殊印刷物（ク
オカード、クリアファイル等）を中心に、あらゆる印刷物をデザイン・印刷から製本・発送まで、お客様の要
望に応じて行っています。また、地域貢献の一環として、栃木県内の温もりのある話題を掲載した季刊誌「し
もつけの心」の発行や、自分史作成に関するノウハウの提供も行っています。
　今後は、地元の自治体が発行する広報誌や観光パンフレット等を電子書籍化して、インターネットで無料公
開するサービスを開始する予定です。手に取って読むことのできる紙の印刷物と、どこにいてもパソコンやス
マートフォンで見られる電子書籍の双方の良さを活かして、情報を伝えるお手伝いをしていきます。

◆女性が活躍できる職場にするために、どのような取組をされていますか?
　当社では、昔からタイプライターのオペレーターとして多くの専門職の女性が働いていました。現在は、従
業員の約4割が女性で、総務、経理、製本、営業及び企画やデザイン制作部門で活躍しています。
　女性が仕事を続ける上では、やはり出産・育児が障壁になります。当社では、育児休業等の制度は早い時期
から導入していました。復帰後も、勤務時間や休暇等について、本人の希望にはできるだけ対応しており、過
去には、授乳のために昼休みを1時間延長していた方もいました。
　しかし、一方で女性を必要以上に特別扱いしない姿勢も大切です。当社では、女性も重い物を持ったり、男
性も掃除・お茶入れをしたりと、各々がやれることをやるという風土があります。

◆女性が継続して働くことで、企業にはどのようなメリットがありますか?
　印刷業は、時代と共に進展していくものであり、男女に関わらず経
験値が財産です。失敗も含め経験を積むことで、お客様の好みや世の
中の流れをキャッチして、仕事の質を高めることができるのです。
　また、男性・女性・様々な世代がいた方が、アイデアも生まれます。
例えば、このクリアファイル（写真右）は販促品として女性社員たち
が企画・製作した物で、「絵柄入りでも中身が見えやすく、A4用紙が
2つ折りで収納できて、バッグに入る大きさ」といったこだわりが生か
されています。

◆今後の課題や抱負についてお聞かせください
　会社としては、育てた社員にできるだけ長く勤めてもらいたいので、そのためのバックアップはできる限り
していきたいと考えております。企画やデザインは家でもできる仕事なので、在宅勤務の導入も考えています。
　また、柔軟な勤務体制をとれるように、多能工化にも取り組んで行きたいと思っています。1人が複数の業
務を遂行できる技能を身につけることで、新たな視点や相互関係への気づき等の相乗効果も生まれると思いま
す。

【取材：宇都宮労政事務所】

企業概要



　平成27年度ももうすぐ終わりですね。様々な環境の変化がある方もいらっしゃると思います。新
年度に向けて、ワークライフバランスも見直しながら、新たな気持ちで4月を迎えていきたいですね。
「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。平成28年度も「労政
とちぎ」をよろしくお願いします。

編集者O
の一言
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第53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の職種で技能の日本一を競う第53回技能五輪全国大
会が、12月4日（金）から12月7日（月）までの4日間、千葉市幕張メッセをメイン会場に開催され、全国から約1，
200名の青年技能者が参加しました。
　本県からは、10職種31名が参加し、タイル張り職種で2年連続金賞受賞をはじめ、7職種において11名が入
賞しました。

○金賞
　タイル張り　斉藤　真人　ハシモ㈱
〇銀賞
　抜き型　松本　拓也　日立アプライアンス㈱栃木事業所
○銅賞
　抜き型　厚木　勇人　日立アプライアンス㈱栃木事業所
　電工　伊藤　隆貴　(株)関電工北関東・北信越営業本部栃木支社
○敢闘賞
　メカトロニクス　塩澤　俊昭・野原　孝士　ホンダエンジニアリング㈱
　電子機器組立て　大塲　徹郎　ホンダエンジニアリング㈱
　電子機器組立て　佐々木　雄基　ホンダエンジニアリング㈱
　配管　根本　大海　県立県央産業技術専門校
　配管　天海　佳大　県立県央産業技術専門校
　レストランサービス　鈴木　沙依　ホテルエピナール那須　　　　　　　（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　技能五輪・アビリンピック推進室
　　　　　　　　　TEL：028-623-3542　FAX：028-623-3225

金賞　タイル張り　斉藤真人選手 銀賞　抜き型　松本拓也選手

銅賞　抜き型　厚木勇人選手 銅賞　電工　伊藤隆貴選手


