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　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、技能五
輪全国大会の開催地が栃木県に決定しました。次代を担う青年技能者に目標を与え、
優れた技能に触れる機会を提供することで、技能の重要性をアピールし、ものづくり
や技能の大切さ、素晴らしさを実感してもらうことが目的です。平成29年10～11月、
宇都宮市を中心とした会場で開催されます。障害者部門である、全国アビリンピック
も併せて開催されます。
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　平成25年4月1日から障害者雇用率が引上げにな

りました。しかし、県内の障害者雇用率はまだまだ

低い水準にあります。そこで今回は、障害者を多数

雇用し、障害者雇用のアドバイザーとしても活躍さ

れている、自動車部品メーカー有限会社真京精機 専

務取締役の武田浩之さんにお話を伺いました。

◆障害者を多数雇用するようになったきっかけを教
えてください。
　障害者雇用には先代のときから取り組んでいます。

リーマンショック前は、多数の労働者がすぐに単価

のいい会社に移ってしまい、その度に新しい人を採

用していたので、教育にコストがかかり、生産性も

上がらないという状況が続いてしまいました。そこ

で、当時、掃除しかしていなかった障害者に試験的

に作業をしてもらったところ、意外にも健常者と同

様の仕事ができることが分かりました。教え方次第

では健常者よりも戦力になると思ったことが大きな

きっかけです。現在は従業員37名中、18名が障害

者です。

◆経営理念についてお聞かせください。
　当然のことですが、障害者も一人前の人間として

扱うことです。障害者であろうと、賃金を支払って

いるわけですから、それに見合う仕事をしてもらう

ようお互いに努力しています。むしろ彼らにとって

は厳しい会社かもしれません。その代わり、創業

40周年のレセプションには障害者も全員呼んだり、

忘年会も全員でやったりするなど、喜びを共に分か

ち合っています。彼らが頑張ってくれたおかげでこ

のような行事が開催できているので、敬意を払うこ

とも忘れないようにしています。

　また、障害者でも本当に仕事ができるのか、疑い

や偏見が持たれていることも事実です。障害者を雇

用していることを隠そうと思っていた時期もありま

した。しかしそれでは人としても、会社としてもお

かしいですし、彼らとは切っても切れない縁ですの

で、パンフレットやホームページにも堂々と載せる

ことにしました。その上で、安心・安全をアピール

し、障害者でも仕事が充分にできるということをお

客様に分かってもらえるよう努力しています。

◆人材育成について工夫している点はありますか。
　人によって教え方は異なりますが、難しい仕事を

いかにして簡単に、誰でもできるようにするか工夫

しています。一人ひとりに専用のマニュアルを作っ

ているほか、部品内にごみが残っていると音が鳴る

装置を作ったり、部品を正しい向きでしかセットで

きないように形を工夫したりしています。彼らは手

抜きをしませんので、部品の不良率は非常に低いで

す。

　また、できないことや失敗したことを逆手に取っ

て生かせるよう考えています。決して怒ったりせず、

むしろ褒めるようにしています。そうした方が彼ら

もより成長するからです。

◆職場環境で気をつけている点はありますか。
　特別なことはしていません。下半身不随の障害が

あるなら力のある人が介助すればいいし、駐車場が

狭ければ狭いなりにどう乗り降りするか工夫すれば

いいからです。彼らの特徴に応じて不得手な部分を

助けたり、どう乗り越えればいいのか教えたりする

ようにしています。

◆今後の抱負についてお聞かせください。
　オンリーワンであり、ナンバーワンであり、誰に

もまねできないことをやってみたいです。理想とし

ては、従業員の100％が障害者の会社にすることで

す。不可能ではないと思います。そして彼らをいか

にして楽しませ、いかにして磨き上げ、ダイヤモン

ドに仕上げるか、自分自身も楽しみです。

人・ 
春 夏 秋 冬  

HITO・SYUNKASYUTO

有限会社真京精機 専務取締役
武田　浩之　さん

【取材：宇都宮労政事務所】
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特集
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　青年技能者（23歳以下）の技能レベルの日本一を競う競技大会であり、次代を担う青年技能者
に努力目標を与えるとともに、優れた技能を身近に触れる機会を提供するなど、技能の重要性、
必要性をアピールすることにより、技能尊重気運の醸成を図ることを目的としています。
　昭和38年から毎年開催され、平成29年度栃木県大会は第55回大会となります。

栃木県（労働政策課）

◆お問い合わせ先　〒320-8501　宇都宮市塙田1-1-20　労働政策課　職業能力開発担当
TEL：028-623-3234／FAX：028-623-3225

○技能五輪全国大会（青年技能者技能競技大会）とは

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

競技職種：40職種（予定）

　障害者(15歳以上)が日頃培った技能を互いに競い合うことにより、その能力の向上を図るとと
もに、広く障害のある方々に対する理解と認識を高め、その雇用の促進と地位の向上を図ること
を目的としています。
　昭和47年から開催されていますが、約　年に一度開催される、国際アビリンピック開催年は全4
国大会は開催されません。平成29年度栃木県大会は第37回大会となります。

○全国アビリンピック（全国障害者技能競技大会）とは

洋裁、家具、ＤＴＰ、機械ＣＡＤ、建築ＣＡＤ、電子機器組立て、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、パソコン組立て、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、パソコン
操作、パソコンデータ入力、縫製、木工、喫茶サービス

競技職種：22職種（予定）

宇都宮市文化会館・マロニエプラザ、宇都宮市体育館、栃木県体育館、県立産業技術専門校、
宇都宮工業高等学校、ポリテクセンター栃木、関東職業能力開発大学校、日産自動車大学校　ほか

○会場（予定）
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特集

　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　日間、千葉市の幕張メッセ他の会場において行われます。4

全国から約1,000名の青年技能者が参加し、技能を競い合います。

第第第第第第第第第第55555555551111111111回回回回回回回回回回技技技技技技技技技技能能能能能能能能能能五五五五五五五五五五輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪全全全全全全全全全全国国国国国国国国国国大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会のののののののののの県県県県県県県県県県選選選選選選選選選選手手手手手手手手手手団団団団団団団団団団がががががががががが結結結結結結結結結結成成成成成成成成成成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ししししししししししたたたたたたたたたた第51回技能五輪全国大会の県選手団が結成されました！！！！！！！！！！！

栃木県（労働政策課）

　本県からは　職種22名が参加します。県公館において、10月10日（木）に栃木県選手団の結団式が行われま8

した。出場する選手・職種をご紹介します。（敬称略）

所属事業所氏　名職　種

ホンダ
エンジニアリング㈱

佐々木佳佑

抜き型

本間　秋平
穴原　俊也
菅野　智博
生井　悠太

日立アプライアンス㈱
栃木事業所

三尾　駿太
青木　　渉

ホンダ
エンジニアリング㈱

野原　孝士

メカトロニクス 塩沢　俊昭
山城　拓之
丸山　晋平

所属事業所氏　名職　種
㈱栗﨑歯車製作所森　　大地旋　盤

県央産業技術専門校三浦　宏太
配　管 若林　　和

㈱田中工業塩澤　諒太

ホンダ
エンジニアリング㈱

池田　修一

電子機器組立て 大場　徹郎
堀江　貴伸
井上　　彬

㈱関電工栃木支店正治　徹一電　工

県央産業技術専門校斎藤　亮佑自動車工
吉葉　直也情報ネットワーク施工

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す！
　ものづくりに携わる県立産業技術専門校訓練生や県内認定訓練施設の訓練生及び県内の高等学校の学生など

若年技能者が一堂に会し、日頃学んでいる技能を競います。

◇　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

　　　※「溶接」種目は、「栃木県高校生溶接技術コンクール」を兼ねており、

　　　　来年度4月に開催される「関東甲信越静溶接技術コンクール」の代表選考を兼ねています。

◆お問い合わせ先　〒320-8501　宇都宮市塙田1-1-20　労働政策課　職業能力開発担当
TEL：028-623-3234／FAX：028-623-3225

併催　栃木県立県央産業技術専門校学校祭（産技大祭）
☆当日はものづくり体験コーナー、模擬店等を開催していますので是非ご来場ください☆
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栃木県立県央産業技術専門校　本科　平成26年度生募集!!

お知らせ 栃木県（労働政策課）

　栃木県立県央産業技術専門校本科では、栃木県の産業を担う若年技能者を育成するべく平成26年度生を募

集しています。

募集訓練科（訓練期間は　年）2

・機械技術科・制御システム科・自動車整備科・建築設備科・情報ネットワーク科

※定員は機械技術科が40名、その他4科は20名

※定員は推薦・一般試験合格者の合計です

一般入校試験日程

合格発表日試験日応募期間試験区分

平成25年12月6日（金）平成25年11月29日（金）平成25年11月11日（月）
～平成25年11月15日（金）

一般入校試験
（第1回）

※第1回の試験で定員に満たない場合は、第2回（1月）以降の試験を実施する

◆お問い合わせ先
　〒321-0905　　宇都宮市平出工業団地48-4
栃木県立県央産業技術専門校　総務課　TEL：028-689-6374　FAX：028-689-6377

平成25年度栃木県職業能力開発促進大会が開催されます！
　栃木県における職業能力開発の一層の促進と技能尊重気運の高揚を図るため、「平成25年度栃木県職業能力

開発促進大会」が開催されます。

○日　時

・平成25年11月14日（木）13：30〜

○会　場

・栃木県総合文化センター　サブホール

○入場料

・無料

○内　容

・職業能力開発関係表彰（卓越した技能者、事業内職業訓練功労者等）

・「とちぎものづくり技能競技大会」優秀者表彰

・とちぎマイスター認定証交付

・記念公演「３Ｄプリンターが製造業にもたらす可能性」

　　講師　ニコラデザイン・アンド・テクノロジー　代表取締役　水野　操　氏

◆お問い合わせ先
〒320-8501　宇都宮市塙田1-1-20
労働政策課　職業能力開発担当　TEL：028-623-3234／FAX：028-623-3225
〒320-0032　宇都宮市昭和2-2-5　北庁舎２号館
栃木県職業能力開発協会　TEL：028-643-7002／FAX：028-600-4321
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障害者雇用優良事業所の表彰を行いました

お知らせ 栃木県（労働政策課）

　県では、障害者の雇用に深い理解と認識を持ち、障害者の職場定着に積極的に取り組むなど障害者の雇用の

促進に対する功績が顕著な事業所の表彰を行っています。

　今年度は、下記の事業所が受賞し、去る10月1日に栃木県庁にて開催した障害者雇用優良事業所表彰式（主

催：栃木県、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構）において表彰を行いました。

栃木県知事表彰　受賞者
・株式会社フライングガーデン（小山市本郷町）
代表者：代表取締役　野沢　八千万

業　種：レストランチェーン業

設　立：昭和51年11月

【表彰理由】

　障害者雇用を進めて高い雇用率を維持しているほか、特別支援学校からの職場実習の積極的な

受け入れ等も行っており、他の模範となっている。

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長努力賞　受賞者
・株式会社JAエルサポート（宇都宮市川田町）
代表者：代表取締役社長　亀田　勝彦

業　種：ガス・石油・建設事業

設　立：平成　年　月7 7

【表彰理由】

　重度を含めて身体障害者を雇用しており、本人の能力次第で希望職種につける等職場環境が整

備されている。障害者法定雇用率が、前年から飛躍的に上昇した企業である。

表彰式の記念撮影写真：左から5番目が株式会社フライングガーデン　常務取締役　長野　令氏

右から4番目が株式会社JAエルサポート　代表取締役社長　亀田　勝彦氏
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お知らせ 栃木県（とちぎジョブモール）

やりたい仕事がわからない、興味がある職業があるけど自分にむいているかなあ…

とにかく社会を体験したい！

そんなあなたのために、とちぎジョブモールが「職場体験」を通じて研修を提供します！

やってみなくちゃ、わからない！

キャリアカウンセリング

基　礎　研　修

企業とのマッチング／見学

専門研修〈必要に応じて〉

体験研修開始

振り返り
〈アフターフォロー〉

キャリアカウンセラーが、方向性や就活に
ついて相談に乗ります！

ビジネスマナーやコミュニケーション等、
体験に必要な社会人スキル習得

体験したい企業との面談で詳細を聞いて不
安を解消します！

パソコン・簿記など研修に必要な専門スキ
ルを習得

ＷＯＲＫＷＯＲＫ体験研修開始！キャリア
カウンセラーが研修中もフォロー

研修によって得た貴重な体験を、今後の
キャリアに活かしましょう

受講対象
体験機関
募集期間
募集定員

：県内事業所での就業体験を希望する、概ね45歳未満の若年者
：実働10日以内（2週間）
：平成26年2月まで（体験研修は3月まで実施）
：30名程度1～3期生（1期につき10名）

キャリアカウンセリング（随時）、基礎・専門研修等（集合）９月１期生
１０名 体験研修（随時）１０月

キャリアカウンセリング（随時）、基礎・専門研修等（集合）１１月２期生
１０名 体験研修（随時）１２月

キャリアカウンセリング（随時）、基礎・専門研修等（集合）１月３期生
１０名 体験研修（随時）２月

※時期についてはご相談ください。

◆お問い合わせ先　株式会社　ティビイシイ・スキャット　キャリアサポート事業部
〒320－0802　宇都宮市江野町6－15　　大立ビル2階
ＴＥＬ：028－651－5633　　ＦＡＸ：028－634－8112
mail：shuroshien@tbcscat.jp
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平成25年 夏季一時金要求・妥結状況調査結果

お知らせ

平成25年９月まとめ

◇調 査 対 象　280労働組合（県内民間・常用労働者数５人以上）

◇集 計 労 組　143労働組合（７月31日までに有効回答があった労働組合）

◇調査実施期間　平成25年６月28日（金）～７月31日（水）

◇調 査 方 法　調査票及び電話による聞き取り調査

調査要領

＜加重平均（組合員１人あたりの平均）＞

調査結果の概要

全産業平均 妥結額・月数は、649,769円、2.23月で前年(572,485円、2.03月)と比較すると妥結額は

77,284円増、月数は0.20月増、妥結額の対前年伸び率は13.5％であった。

企業規模別 妥結額・月数は、従業員数1,000人以上の企業が739,231円・2.38月と最も高く、次いで300～

999人の企業（498,489円・1.88月）、300人未満の企業（420,736円・1.78月）となっている。

産 業 別 妥結額では、輸送用機器が824,535円と最も高く、次いでゴム・皮革（712,252円）となり、

月数では、輸送用機器が2.59月と最も高く、次いで学術研究、専門・技術サービス（2.50月）

となっている。また、前年比で妥結額の伸び率が高かったのは、食料品・たばこの25.7％で、

次いで輸送用機器（22.4％）であった。

交渉類型別 妥結額・月数は、春季賃上げ交渉の際に今季一時金も決定した春闘同時型が686,967円・2.30

月と最も高く、次いで今季一時金交渉の際に平成25年の年末一時金まで決定する夏冬型

（668,480円・2.25月）となっている。

　企業規模別に最多の金額帯をみると、従業員数1,000人以上の企業では60万～70万円未満が13労組

（34.2％）、300～999人の企業では70万～80万円未満が10労組（22.7％）、300人未満の企業では30万円未

満が20労組（32.8％）となっている。

＜妥結額の分布状況＞

　詳細は、県ホームページをご覧ください。 「栃木県夏季一時金」で検索！

栃木県（労働政策課）

要求・妥結状況の推移（加重平均）
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◇中小企業季節資金（年末資金）融資のお知らせ

お知らせ 栃木県（経営支援課）

為替変動緊急対策資金のお知らせ
　為替変動の影響を受け、資金繰りが悪化している中小企業者を支援するため、平成25年10月21日から為替
変動緊急対策資金の運用を開始しました。

◆お問い合わせ先
　取扱金融機関又は県経営支援課（TEL　028−623−3181）
　ご案内しました資金以外にも各種資金を用意していますので、お問い合わせください。

下記のいずれかに該当する中小企業者等
（1）為替相場の急激な変動により、事業活動に影響を受けており、最近の３か月間又は６か月間の売上高が

前年同期又は２年前同期に比較して、３％以上減少しているもの。
（2）為替相場の急激な変動等により、次の全ての要件を満たすもの。

①　主要原材料（原油、石油製品その他原材料で、製品の製造若しくは加工又は役務の提供（以下「製
品等」という。）に係る売上原価のうち10％以上を占めるものをいう。以下同じ。）の最近1か月間の
仕入価格が、前年同期と比較して10％以上上昇していること。
②　物の販売又は役務の提供の価格（加工賃を含む。）の引上げが著しく困難であり、最近3か月間又は
6か月間の売上高に占める主要原材料の仕入価格の割合が、前年同期又は2年前同期の売上高に占め
る主要原材料の仕入価格の割合を上回っていること。

○融資対象者

運転資金・設備資金
○資金の使いみち

・融資限度額　3,000万円
・融 資 利 率　保証付で責任共有制度対象外の場合は1.4％以内

責任共有制度対象の場合は　1.6％以内
・融 資 期 間　10年以内（うち据置1年以内）

○融資条件

銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の県内営業店
○融資の申込先

　本年度も、中小企業者の皆様に年末の運転資金の融資を行いますので、是非御利用ください。

県内に１年以上事業所を有して営業を行っている中小企業者
○融資対象者

季節商品の仕入れやボ－ナスの支払いなど、季節的な運転資金
○資金の使いみち

・融資限度額　中小企業者　１千万円
中小企業団体　１億円

・融 資 利 率　年2.0％以内（保証なし）
保証付で責任共有制度対象外の場合は1.5％以内

責任共有制度対象の場合は　1.7％以内
・融 資 期 間　平成25年11月1日～平成26年3月31日

○融資条件

県内に本店を有する銀行、信用金庫及び信用組合の営業店
○融資の申込先

　平成25年10月11日～平成25年12月30日
○申込期間
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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～

　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。

◆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

レディーメードコース 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。

12月開催コース
　【設計・開発】

・流体解析システムによる3次元乱流解析
・有接点シーケンス制御の実践技術
・マイコン制御システム開発実践技術～Ｈ8マイコン制御～
・ＰＬＣによる電動機制御の実務

　【加工・組立】
・マシニングセンタ実践技術（プログラミング編）

　【検査】
・計測の信頼性評価：不確かさの考え方・表現

【工事】
・自家用電気工作物の実践施工技術

【保全・管理】
・実践的ＰＬＣ制御技術

1月開催コース
【設計・開発】
・実践機械製図（形状編）
・機械設計製図実践（寸法・公差編）
・設計・開発段階におけるＦＭＥＡ・ＦＴＡの活用法
・タッチパネルを活用したＦＡライン管理
・ＳＴ言語によるＰＬＣ制御技術

【加工・組立】
・半自動アーク溶接実践技術（各種姿勢編）
・鉛フリーはんだ付け技術

【保全・管理】
・製造現場の生産性向上と実践的改善

　 日開始（　日間）3 4
　 日開始（　日間）4 3
11日開始（　日間）4
17日開始（　日間）3

10日開始（　日間）4

24日開始（　日間）2

10日開始（　日間）3

　 日開始（　日間）7 2

　 日開始（　日間）8 3
14日開始（　日間）3
21日開始（　日間）2
16日開始（　日間）2
29日開始（　日間）2

　 日開始（　日間）8 2
22日開始（　日間）2

28日開始（3日間）

　下記のような課題を抱えている、企業・事業主団体の皆様をご支援します。お気軽にご相談ください。
★講習を受けたいが、レディーメイドコースでは日程が合わない、他ではやっていない。
★自社では、担当者や機器、場所が不足しているので研修ができない。
★自社の実情や目的に合った研修を実施したい。
★将来に備えて体系的に技術習得をさせたい。

・能力開発セミナー（後期版）のデジタルパンフレットをホームページに掲載しています。
　　　　　　　　　　　　　　（ホームページアドレス：http://www3.jeed.or.jp/tochigi/poly/）
・パンフレットも配布していますので、遠慮なくお申し出ください。
　　　　　　　　　　　　　　（問合せ先：事業主係 TEL028-621-0581）
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お知らせ 栃木労働局

長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進に向けて
～働き方・休み方改善コンサルタントを活用してみませんか～

　賃金不払残業（いわゆるサービス残業）と過重労働による健

康障害（いわゆる過労死など）は、不適切な労働時間管理が招

く問題です。これらの問題を放置することは、監督署から労働

基準関係法令違反で指導されたり、良い人材が定着しないある

いは失う等企業にとっても大きな損失につながりかねません。

　このような事態に陥る前に、これまでの労働時間、休日の設定

を改め、労働者の健康や生活に配慮した労働時間制度等に見直

すことや年次有給休暇を取得しやすい職場環境の整備を通じて、

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向け

た取り組みを日頃から着実に進めることにより、労働者の生活

にゆとりと仕事のヤル気を引き出し、経営の効率化と魅力ある

企業の実現に向けて一歩踏み出してみませんか。

　働き方・休み方改善コンサルタントは、社会保険労務士の資格

を有する者や経験豊富な人事労務担当OB等から選任し、栃木労

働局には３名のコンサルタントが配置されています。コンサル

タントは企業の労働時間等に関する個別相談、団体が行う研修会や説明会の講師、労働時間等の自主的な改善

を進めたいとお考えの企業へのアドバイス等を無料で行っています。ご用命をお待ちしています。

栃木労働局ホームページ　http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

栃木県最低賃金が　時間額 718円　に!

確認しましょう！　最低賃金

−改正発効は　平成25年10月19日　から−

　栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

　一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。

　なお、特定の産業には特定(産業別）最低賃金が定められています。

　詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（028－634－9109）

　又は　最寄りの労働基準監督署　にお問い合わせください。

　　　　　　　～～　計画的な最低賃金引上げを支援する制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「業務改善助成金」　があります　～～

必ずチェック　最低賃金！　使用者も、労働者も。

◆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）
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パート社員の能力をより有効に発揮してもらうために

お知らせ 栃木労働局

◆問い合わせ・申込先：栃木労働局雇用均等室
　　　　　　　　　　　〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4　宇都宮第２地方合同庁舎3F
　　　　　　　　　　　TEL：028-633-2795　FAX：028-637-5998

パート社員を雇用されている事業主の皆さん、
労務管理について、こんな疑問や問題はありませんか？

雇用均等コンサルタント

「職務分析・職務評価」が有効です
職務分析：職務の内容を整理し明確にすること
職務評価：それぞれの職務の大きさを明確にすること

を
活用してみませんか？

～パートタイム労働法が求める３つのポイント～
パート社員の待遇を、「働き」や「貢献」に見合った待遇にする。

パート社員の待遇を、正社員との働き方の違いに応じた「均衡待遇」とする。

パート社員の待遇の決定要素について、パート社員への説明責任を果たす。
職務分析に基づいた職務説明書を示すことで、職務の内容を考慮した納得性のある待遇であることを説明できます。

働き方の違いを比較する要素
①職務の内容（業務の内容と責任の程度）

「雇用均等コンサルタント」とは、
事業所の要望に応じて、職務説明書の作成や、賃金・人事制度の構築を

支援するために労働局が派遣する人事労務の専門家です。

②人材活用の仕組みや運用など（転勤や配置変更の有無と範囲）
③契約期間

無料

そのために

そんな疑問や問題点を解決するには・・・

パート社員の不満に
どう対応したらよいのか・・・

パート社員の賃金は
今の決め方でいいのかな？

わが社の人事制度は
「公正な待遇」に
なっているのか？
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▲

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申申申申申申申申申申　〜障害者雇用納付金、障害者雇用調整金、報奨金の申告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　　　　申請に必要な記載事項、添付書類が追加されます〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

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。 

（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

　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

◆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。



14 労政とちぎ2013⑪

　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

お知らせ （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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うちの会社にはパワハラなんてないよ……　　本当にそうでしょうか？
　近年、職場内のいじめや嫌がらせなどの相談件数が増加しています。2012年度に厚生労働省

が行った「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」では、従業員の約4人に1人が、過去3

年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答しています。

　職場のパワーハラスメントは、職場風土の悪化、従業員の士気低下による生産性の低下や、問

題解決までの時間・労力・コストの負担など企業にとって大きなマイナス影響を及ぼします。

　パワーハラスメント予防・解決に向けて企業全体で取り組み、快適な職場環境の実現を目指し

ましょう。

みんなで考えよう！職場のパワーハラスメント
パワーハラスメント対策取組支援セミナー

日　時　2013年11月25日（月）　14：00～16：00

受講料　無　料

場　所　栃木県教育会館　3階　大会議室

対　象　事業主、企業及び労働組合ご担当者など　先着90名

主　催　公益財団法人21世紀職業財団　

後　援　栃木県　一般社団法人栃木県経営者協会　栃木県中小企業団体中央会

申込み　厚生労働省ＨＰ「あかるい職場応援団」（http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/）
　　　　イベント・セミナー情報から、申込フォームまたは申込書をダウン　
　　　　ロードしてＦＡＸによりお申込みください。

お知らせ 栃木県（労働政策課）

開講挨拶　栃木労働局

講　　演　21世紀職業財団　ハラスメント防止研修客員講師　李　怜香

内　　容　・パワーハラスメントの現状・パワーハラスメントとは？

　　　　　・パワーハラスメントを予防・解決するために

　　　　　・パワーハラスメント対策への取組を進める視点

※詳細なテキストを配布します。

委託事業
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お知らせ 栃木県（こども政策課）

　ひとり親家庭のお母さんやお父さんは、ひとりで子育てと仕事をこなさなければならないため、就職に

際し、不利な状況にあります。

　厳しい経済情勢のなか、特に母子家庭のお母さんの就職が一層難しくなっています。

　県では、このようなひとり親家庭を支援するため、就業相談・職業訓練・求人情報の提供・職業紹介な

どを総合的に支援する「母子家庭等就業・自立支援センター」の事業を（公財）栃木県ひとり親家庭福祉

連合会に委託して実施しています。

　※【無料職業紹介所（厚生労働大臣の許可）を併設しています。】

 

　また、雇用に際して、以下のとおり厚生労働省による各種助成制度があります。

　是非、求人をご検討ください。

事業主の皆さまへ
ひとり親家庭のお母さん・お父さんの就業をご支援ください！

【特定求職者雇用開発助成金】
■　ハローワークなどの紹介で、ひとり親を雇い入れた事業主に、賃金の一部を助成します。

　　・　短時間労働者以外　　中小企業・・・90万円　　大企業・・・50万円

　　・　短時間労働者　　　　中小企業・・・60万円　　大企業・・・30万円

【トライアル雇用奨励金】
■　ハローワークの紹介で、ひとり親を一定期間（3か月）試行雇用する事業主に奨励金を支給します。

　　・　月額　4万円

　※1　これらの助成金等の対象となる「ひとり親」は、母子家庭の母と児童扶養手当を受給している父子

　　　  家庭の父です。

　※2　詳しくは、栃木労働局または最寄りのハローワークへお問い合わせください。

ひとり親を雇用する事業主が活用できる助成金等

母子家庭等就業・自立支援センターのご案内
★　求人票用紙は、当センターのホームページからダウンロード
　することができます。登録は、郵送又はFAXで受付けています。★

　また、当センターは、母子家庭・父子家庭・寡婦の方を対象に、電話
や面接による様々な相談を受け付けています。
■就業相談・一般相談　当センターの相談員が随時受け付けています。
　（相談受付日時）毎週　火曜日～日曜日　９時～17時まで
■専門相談　弁護士による法律相談、企業診断士による経営相談
　（相談受付日時）法律相談：原則毎月第２・４水曜日、経営相談：随時
　※ メールでの相談も受け付けています。

【お問い合わせ先】
栃木県母子家庭等就業・自立支援センター
〒320-0071　宇都宮市野沢町4-1　パルティ男女共同参画センター内
TEL　028-665-7801／028-665-7806　FAX　028-665-7802
E-mail　tochbosi@sea.ucatv.ne.jp
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お知らせ 栃木県（青少年男女共同参画課）

◆連絡先　栃木県県民生活部青少年男女共同参画課
　　　　　TEL028-623-3075　E-mail：seishonen-danjo@pref.tochigi.lg.jp

　県では、“子どもを育むための大人の基本理念や行動指針”として、平成22年2月に「とちぎの子ども育成憲
章」を制定しました。
　この憲章は、県民が力を合わせて子どもたちを健全に育てていくために、大人が具体的に取り組む姿勢を分
かりやすく示しています。とちぎの子どもを健全に育むためには、県民が一体となって力を合わせて取り組む
必要があります。そこで、家庭、学校、職場、地域では、大人はそれぞれの立場で、例えば親は親の立場で、
企業は企業としての立場で何ができるのかを考え、憲章の理念・指針に沿った行動を実践していくことが大切
です。
　是非、子どもたちが夢や希望を持ち心豊かでたくましく成長するために、私たち大人が積極的に子どもたち
と関わっていきましょう。
※県では憲章の条文に沿った活動を実践している方々や団体の事例を集めております。
特に企業の活動情報を募集しておりますので、そのような活動をご存知の方もしくは実際に活動している方が
いらっしゃいましたら、下記連絡先まで情報の提供をお願いします。

明日を担う子どもたちが　夢と希望を持ち

　心豊かでたくましく成長することは　県民すべての願いです

わたしたちは　子育てに積極的にかかわり

　子どもたちをみんなで育てていく決意を込め　ここに憲章を制定します

わたしたちは

一、子どもたち一人ひとりを尊重し命を大切にします

一、子どもたちとのかかわりを深め　
　　　　　　　　　　思いやりの心をはぐくみます  

一、子どもたちとともに　学び　喜び　励ましあい
社会の一員としての自覚を育てます　　　

一、一人ひとりが子どもたちの
手本となるよう行動します　　　

一、とちぎの豊かな自然 伝統 文化を守り 
子どもたちに引き継ぎます　　　

とちぎの子ども育成憲章
こ いく せい けん しょう

ゆたこころ

こ

こ

そだ

そだ けつ い こ けんしょう せいてい

せっきょくてき

せい けん みん ねがちょう

にな こ ゆめ き ぼう も

こ

こ ふか

おも こころ

じいんいちかいしゃ かく そだ

こ まな よろこ はげ

ひ　と　り

ひ　と　り

こ

て ほん こう どう

ゆた し ぜん でん とう ぶん か まも

つひこ

そん ちょう いのち たい せつ

　子どもたちが、喜びや悲しみ、痛みを
ともに分かち合い、支え合える思いやり
の心をもった人に成長するよう、大人が
関わっていきましょう。

　大人たちが、子どもたちとともに学び、
喜び、励まし合いながら、困難を乗り越
えていく力を養っていくことの大切さを
示していきましょう。

　子どもたちは、絶えず大人の姿を見な
がら成長していますので、大人が子ども
たちの手本となる責任ある行動や態度を
示しましょう。

　先人が守り育ててきた郷土の自然、伝
統、文化などから、私たちは生きる知恵
を学び、人間性を豊かに生活していきま
しょう。

　前文には、子どもたちが将来の夢や希
望を持ち、その実現に向け、心身ともに
たくましく成長し豊かな人生を歩んでい
けるようにとの願いを込めています。
　そのため、県民みんなで子どもたちを
育てていくという決意を表しました。

　子どもたちが、心身ともに健全に成長
していくことを願い、大人は最善の努力
をしていきましょう。

とちぎの子ども育成憲章とちぎの子ども育成憲章とちぎの子ども育成憲章とちぎの子ども育成憲章とちぎの子ども育成憲章とちぎの子どもを
みんなで
育てるために
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お知らせ 栃木県（とちぎ男女共同参画センター）
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お知らせ 栃木県（とちぎ男女共同参画センター）

◆お問い合わせ先
　パルティ　とちぎ男女共同参画センター　〒320-0071　宇都宮市野沢町4-1
　TEL：028-665-8323（講座専用）　FAX：028-665-8325　
　※ホームページ　http://www.parti.jp/　※お問合わせ時間：午前9時から午後４時まで

　美味しい米粉のピザづくりにチャレンジ！！
　親子でピザを作る体験を通して、食の大切さを学ぶ講座です。

平成25年度父親の子育て応援講座　「男の育児を楽しもう！～パパも家族も笑顔になる子育て術～」

パパと一緒にクッキングコミュニケーション♪
～わくわく米粉のピザづくり～

●日　　時：12月7日（土）10：00～12：00
●講　　師：株式会社　波里　渡辺　明男
●場　　所：パルティとちぎ男女共同参画センター　調理実習室
●対　　象：小学1～6年生のお子さんとそのパパ
●定　　員：12組（1組につきお子さんは2名まで）先着順
●参 加 料：1組　500円（材料費）
●申込締切：12月6日（金）※定員になり次第、締め切ります。
●保育締切：11月12日（火）（1人200円、保険代・おやつ代を含む）
　　　　　　※満6ヶ月～未就学児のお子さんは一時保育をご利用ください。
※①ピザは１家族１枚となります。
※②米粉（小麦由来の強力粉）、チーズ、大豆入りピザソース、豚ベーコンを使用します。

幻 弦験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験

　食品アレルギーのある方はご注意ください。

保育
あり

子どもが変わる魔法の言葉
～家族力がアップする子育てコーチング～

　コーチングとは、コミュニケーションを通し、相手が本来持っている能力や可能性を最大限に発揮するため
のコミュニケーションスキル。
　この講座では、子どもに寄り添うコミュニケーション術を学べます。子どもの自己肯定感を高める「聴き方・
褒め方・質問の仕方」など、お家で試せる内容が盛りだくさん！
　さぁ、あなたもコーチングで、お子さんの笑顔を引き出してみませんか？

●日　　時：平成26年2月8日（土）10：00～12：00
●講　　師：生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ
　　　　　　（株）コーチ・エイ　ＣＴＰ　クラスコーチ　武井　八重子
●場　　所：パルティ　とちぎ男女共同参画センター　研修室301
●対　　象：子育て中のパパ・プレパパ、孫育て中の祖父・プレ祖父
　　　　　　（夫婦、祖父母、ママのみの参加も可）
●定　　員：30名（先着順）
●参 加 料：無　料
●申込締切：平成26年2月7日（金）　※定員になり次第、締め切ります。
●保育締切：平成26年1月14日（火）　※一時保育は、満6ヶ月から未就学児のお子さん
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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

栃木県労働委員会あっせん員候補者名簿（平成25年7月22日現在）

職　　業氏　　名

元栃木県環境森林部長三浦　義和※

宇都宮大学教授末廣　啓子※

弁護士白井　裕己※

弁護士横山　幸子※

弁護士蓬田　勝美※

情報産業労働組合連合会
栃木県協議会特別幹事

柴　　里子※

日本労働組合総連合会
栃木県連合会副会長

上村　敏朗※

日本労働組合総連合会
栃木県連合会副会長

印南　幸裕※

自治労全国一般栃木地方
労働組合専従役員

石崎　茂雄※

ＪＡＭ北関東栃木県連絡会会長小森　　肇※

北総産業㈱代表取締役社長青木　　章※

職　　業氏　　名

㈱ベル三幸取締役片柳　明子※

(－社)栃木県経営者協会専務理事石塚　洋史※

栃木カネカ㈱執行役員管理部長豊田　　弘※

栃木トヨタ自動車㈱総務部長鈴木　正好※

前栃木県労働委員会委員小沼洸一郎

前栃木県労働委員会委員杉原　弘修

前栃木県労働委員会委員佐藤　芳久

前栃木県労働委員会委員青木　義明

前栃木県労働委員会委員保坂　正之

栃木県労働委員会事務局長佐藤　佳正

栃木県労働委員会事務局審査調整課長金田　繁夫

栃木県労働委員会事務局審査調整課
長補佐(総括)

駒場　栄一※栃木県労働委員会委員
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＊定　　　　員　：　30名（先着順）
＊費　　　　用　：　無　料
＊セミナー内容　：　当連絡事務所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

◆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

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

保健指導担当
高橋由紀子　相談員

エンジョイ産業看護！
集まれ駆け出し産業看護職

12月3日（火）
14：00～16：001

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

感染拡大が予想される
感染症等への職場対応

12月5日（木）
15：00～17：002

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12月6日（金）

15：00～17：003

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

ＭＳＤＳを活用した化学物質の管理と
リスクアセスメント

12月12日（木）
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
坂寄和弘　特別相談員ラインケア　積極的傾聴法12月20日（金）

14：00～16：005

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
湯川　悟　相談員化学物質による健康障害の防止対策1月8日（水）

15：00～17：006

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
森島　真　相談員職場における喫煙対策の進め方1月16日（木）

15：00～17：007

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1月17日（金）

15：00～17：008

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

労働安全衛生関係法令の改正情報と
安全衛生配慮義務

1月22日（水）
15：00～17：009

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「部下をうつにしない」リーダーの心得1月28日（火）

14：00～16：0010

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

労働衛生教育シリーズ
（粉じん作業の健康管理）

1月30日（木）
15：00～17：0011

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）

15：00～17：0012

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2月7日（金）

15：00～17：0013

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）
14：00～16：0014

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）
14：00～16：0015

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）
15：00～17：0016

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25年12月～平成26年2月）
産業保健だより
お知らせお知らせお知らせ （独）労働者健康福祉機構 栃木産業保健推進連絡事務所

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　正社員として入社して3か月の試用期間中です。2か月経ちましたが、突然、社長から「仕事が覚
えられないので今月末で辞めてもらう。試用期間中は、いつでも解雇できる。」と言われました。ど
うしたらいいのでしょうか。

試用期間中の解雇

労働相談

　解雇について、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当として認められない場合は、無
効となります（労働契約法第16条）。試用期間
については、通常の解雇より広い範囲で解雇の
自由が認められますが、試用期間を設定した趣
旨・目的に照らし、客観的に合理的な理由が存
在する場合にのみ許されます。
　また、使用者は、就業規則などに解雇事由を
定めておく必要があり、解雇の有効性について

A　一般的に、試用期間とは、本採用前に一定
期間を設け、その間に労働者を評価して本採用
するかどうか判断するための期間です。使用者
との雇用関係は、試用期間に関係なく、入社時
から期間の定めのない労働契約となります。

I.　試用期間の法的性質について
　試用期間とは、採用した当初には労働者の資
質・能力など適格性の有無を十分に収集するこ
とができないため、入社後一定期間を「試用」
の期間と定めた上で、労働者の適格性を判断し、
本採用するか否かを決めるものです。法規定は
ありませんが、「当初から期間の定めのない通
常の労働契約であるが、試用期間中は使用者に
労働者の不適格性を理由とする解約権が大幅に
留保されている」（三菱樹脂事件）という判例が
あり、使用者に解約権が留保されている労働契
約であると考えられています。
　また、試用期間の長さに決まりはありません
が、「試用期間の長さは、試採用者の能力や勤務
態度の評価を行うのに必要な合理的範囲のもの
でなければならない」（ブラザー工業事件）との
判例があります。試用期間を設けるかどうかは、
企業の自由ですが、その間従業員は不安定な状
態にあります。試用期間を設ける場合は、就業
規則などに定める必要があり、通常1～6か月
の範囲で定めるところが多いようです。

II.　試用期間中の解雇について

は、個別事由により判断が異なります。
　試用期間中の業務不適格や勤怠不良を理由に
解雇する場合、そこに至るまで綿密な観察、適
切な指導・注意・研修等を繰り返し行うことが
必要であり、単に勤務成績や勤務態度が不良だ
からというだけでは、解雇できません。

Ⅲ.　解雇予告について
　労働者を解雇するにあたっては、30日以上
前に予告するか、30日以上分の平均賃金を支
払わなければならないことになっています（労
働基準法第20条）。ただし、採用後14日を経過
していない試用期間中の労働者は、上記の解雇
予告が適用されません（労働基準法第21条）。
　したがって、試用期間中の労働者の解雇につ
いて、採用後14日を超えて雇用されている場
合には、解雇予告または解雇予告手当の支払い
が必要になります。

Ⅳ.　今後の対応について
　まずは、就業規則や労働条件を調べ、解雇事
由に該当するか確認します。解雇理由に異議が
あれば、解雇権の濫用として無効である事を会
社に主張できます。会社に労働組合があれば、
交渉について相談することができます。
　また、退職の日までに解雇理由証明書の交付
を求めることができます。これは、労働基準法
第22条に規定されており、労働者から請求が
あった場合、会社は交付しなければならないこ
とになっています。
　もしも、会社との交渉が困難な場合や、交渉
しても解決しない場合は、労働局の総合労働相
談コーナーに相談したり、県労働委員会のあっ
せんを利用したりして、解決を図る方法もあり
ます。
　なお、相談する際は、これまでの会社とのや
り取りや、どのような指導や教育などがあった
かを記録しておくとよいでしょう。　
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有限会社スペ有限会社スペクトルデザイントルデザイン有限会社スペ有限会社スペクトルデザイントルデザイン有限会社スペクトルデザイン企業Report

　今回は、先端光技術を駆使し様々な成果を上げている有限
会社スペクトルデザインを紹介します。有限会社スペクトルデ
ザインは平成24年度に「フロンティア企業」として承認され、さ
らに「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」にも登録されまし
た。

◆事業内容についてお聞かせください。
　様々な波長の光を使うことで、“もの”を破壊せず且つ触
れずに、目に見えないものを見ることができる装置の開
発・製造を行っています。正確な言葉では、光を使った非破
壊検査装置の開発・製造です。

◆これまでに、どのような装置を開発されましたか。
　これまで開発してきた装置には、近赤外線を当てイチゴ
の甘さや堅さなどを検査する装置などがあります。また、
今年6月には光と電波の両方の性質を持つ「テラヘルツ波」
を利用した高速画像化装置を開発・製品化しました。
　テラヘルツ波とは、電波と光の境目にある電磁波のこと
で、ここ10年ほどに急速に技術的な発展を遂げています。
今回、開発した装置では、エックス線検査などでは見るこ
とが難しい異物を発見することができます。これは、テラヘ
ルツ波が粉の中を透して見られるという性質と、粉と異物
がテラヘルツ波に対して異なる特徴を示すということを利
用し粉の中に混入した異物を見つけ出すものです。テラヘ
ルツ波を利用した画像化装置では、世界で最も早いスピー
ドで異物を発見し画像化するこ
とが可能となりました。テラヘ
ルツ波の性質を利用して、工業
材料の異常検査や産業分野で
様々な製品の異常検査に展開で
きると考えています。

◆現在、「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」では、ど
　のような宣言をされていますか。
　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。

◆具体的にどういった取り組みを行っていますか。
　年休取得に関しては、現在4名の従業員が子育てをしな
がら働いているため、従業員全員がサポートし合うことで、

所 在 地

設 立

業 務 内 容

従 業 員 数

代　表　者

大田原市湯津上285－1

平成16年10月1日

光検査装置開発製造

10名

代表取締役　深澤　亮一

企業概要

年休を取得しやすい職場環境作りに努めています。ほかに、
学校行事以外の地域活動等にも積極的に参加し、いい経験
をたくさん積んでもらえるよう努めています。その経験が
家庭生活を豊かにし、仕事にも活きてくると思っています。
　また、ノー残業デーを毎週水曜日とし、急な仕事がない
限り実施しています。ノー残業デー以外でもなるべく残業す
る事のないよう従業員に周知し、家族や自分自身のための
時間を持てるよう図っています。
　今はまだ、取り組みに関して不十分な部分もありますが、
従業員全員「やっていこう」という気持ちで一致しています
ので、一つ一つ時間はかかっても実行し、従業員そして会
社にとって有意義なものになればと思っています。

◆今後の課題や抱負についてお聞かせください。
　赤外線を使い野菜の良し悪しを判別できる装置を現在開
発中で、9月25日から27日まで開催された食の安全・安心
に関する展示会「フードセーフティジャパン」に出展しました。
　私たちの装置は、お客様が日頃感じられる不思議から生
まれる装置です。産業界で困っていることをお客様から幅
広く伺い、その課題を解決できる装置を提供していくこと
が、弊社の使命だと思っています。
　今後は、見えないものが見えるというテラヘルツ波の性
質を利用して、様々な産業用の検査装置の開発をしていき
たいと考えています。様々な光を用いた検出技術と、近年、
話題となっているビッグデータの統計データ解析技術等を
組み合わせて、生産工程管理や品質管理を支援できる他に
はない企業として成長したいと思います。
　さらに、今後は会社をあげて地域の活動等に積極的に
参加していきたいと考えてい
ます。地域社会をより良くす
るのも私たちの責務と感じて
いますので、小さなことでも
何か「力」になれるよう取り組
んでいければと思っています。

お話：代表取締役　深澤　亮一　氏
　　　　　取締役　深澤　朗美　氏
　　　　　　　　　　　　　　【取材：大田原労政事務所】
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　「労働保険」とは、労災保険と雇用保険とを総称したもので保険給付はそれぞれ別個
に行われます。

労働保険適用促進強化期間　11/1～11/30
『１人でも雇ったら、入ろう。労働保険。』

1　労災保険給付に要した費用の一部を徴収することもあります
　　労災保険は、労働者が業務上又は通勤途上で負傷したり、あるいは不幸にも
死亡された場合に労災保険法の規定により、負傷した労働者又は遺族に対し補
償を行うもので、保険給付は労働基準監督署で行っております。
　　なお、事業主が故意または重大な過失により労災保険の保険関係成立届を提
出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、遡及して
労働保険料を徴収するほか労災保険給付に要した費用の一部を徴収することと
なっています。

２　失業した労働者の生活の安定と再就職を促進
　　雇用保険は、労働者が失業した場合に失業給付金の支給を行い、失業した労
働者の生活の安定と再就職を促進し、併せて労働者の福祉の増進を図るための
事業を行う制度で、保険給付は公共職業安定所で行っています。

３　労働者を使用する事業主は加入することが義務づけられています
　　「労働保険」は、労災保険法と雇用保険法の規程により、労働者を使用する事
業主は、加入することが義務づけられていますので、まだ加入手続をされてい
ない事業主は最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定所で加入手続をしてく
ださい。
　　詳しくは、栃木労働局または、最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定所
にお尋ねください。

４　労働保険事務組合を利用することもできます。
　　労働保険事務組合とは、事業主が行うべき労働保険の事務処理をすることに
ついて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
　　事務処理を委託すると次のような利点があります。
　　・事業主に代わって処理するので事務の手間が省けます。
　　・労災保険に加入できない事業主や家族従事者も、労災保険に特別加入する
　　ことができます。
　　・労働保険料の額にかかわらず３回に分割納付ができます。

◆お問い合わせ先　栃木労働局総務部労働保険徴収室　電話　028-634-9113
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