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日　　程　平成27年11月12日（木）　13：30～16：00
会　　場　栃木県総合文化センターサブホール（宇都宮市本町1－8）
主　　催　栃木県、栃木県職業能力開発協会
後　　援　栃木県技能士会連合会、栃木県共同高等産業技術学校連絡協議会
入場方法　無料

大会内容

○職業能力開発関係表彰及び感謝状贈呈（栃木県知事表彰、栃木県職業能力開発協会長表彰）
○とちぎものづくり競技大会優秀者表彰
○記念講演
　講師：国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構　宇宙科学研究所　准教授　吉川　真　氏
　演題：小惑星探査への挑戦－「はやぶさ」から「はやぶさ2」、そしてその次へ－

平成27年度「栃木県職業能力開発促進大会」開催のお知らせ平成27年度「栃木県職業能力開発促進大会」開催のお知らせ
～11月は「職業能力開発促進月間」です～～11月は「職業能力開発促進月間」です～～11月は「職業能力開発促進月間」です～～11月は「職業能力開発促進月間」です～

　栃木県における職業能力開発の一層の促進と技能尊重機運の高揚を図るため、11月の「職業能力開発促
進月間」における各種行事の一環として、「栃木県職業能力開発促進大会」を開催します。

◆お問い合わせ先
　・労働政策課　職業能力開発担当
　 （〒320-8501　宇都宮市塙田1-1-20　TEL：028-623-3238／ FAX：028-623-3225）
　・栃木県職業能力開発協会
　 （〒320-0032　宇都宮市昭和1-3-10栃木県庁舎西別館　TEL：028-643-7002／ FAX：028-600-4321）
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とちぎの子ども育成憲章  …………………………13
とちぎ生涯現役シニア応援センター「ぷらっと」をご利用ください  …14
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労働条件相談ほっとライン  ………………………16
栃木県の最低賃金  …………………………………16
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連載　労働相談  ……………………………………18
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　いつも「労政とちぎ」をご愛読くださりありがとうございます。あっという間に11月ですね。
　さて、厚生労働省は11月を「職業能力開発促進月間」、11月10日を「技能の日」と定めてい
ます。これは、昭和45年に技能五輪国際大会がアジアで初めて日本において開催されたことを
記念し、開会式が行われた日を記念日としたものだそうです。

編集者N
の一言
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　社会福祉法人　すぎの芽会は、宇都宮市内に7つ
の事業所を持ち、障がい者の入所施設、デイサービ
ス、就労移行支援、相談支援等を行っています。
　藤戸さんは、民間企業を退職後に平成23年6月に
同法人の理事長に就任し、企業人の視点も取り入れ
て障害福祉サービスの向上に取り組むと同時に、職
員の働き方の改善や人材育成にも力を注いでいます。

◆コンプライアンスの観点から残業管理を是正
　理事長に就任したのは、自分の子が障がいを持っ
ており、保護者としてこの社会福祉法人に関わって
いたことが縁です。
　就任当時、法人内では労働時間についてのリスク
管理が不十分で、サービス残業が常態化していまし
た。福祉現場では、無償で残業するのが美徳といっ
た風潮もありました。
　私は、コンプライアンス（法令遵守）の観点から、
こうした残業管理を是正すべきだと考えました。福
祉の現場であっても、労働の対価としての残業代は
きちんと支払われなければなりません。残業がどん
どん増えていくと家庭環境にも影響します。明るい職
場づくりのためにも残業は削減しなければならない
し、放置すれば人材を潰す危険もあると思いました。

◆支援の質を高めるために、働き方を「改善」
　働き方を見直すにあたって、まず残業削減ありき
ではなく、勤務実態の把握と原因究明が必要だと考
えました。職員には、意識改革ということを理解し
てもらうために「残業『削減』ではなく、『改善』だ
よ」と伝えました。
　具体的な方策として、業務日報で朝出勤してから
退勤するまで何をしているかを振り返り、仕事の優
先度の観点から本当にやるべき仕事等を、職員と管
理職のやりとりの中で考えてもらうようにしました。
　また、ICカード認証システムを導入し、実際の出
退勤の時間を把握できるようにしました。すると、
終業時刻と実際の退勤時刻のずれ（時間差）が見え
てきます。この時間差を縮めていきましょう、残業

人・
春 夏 秋 冬

HITO・SYUNKASYUTO

【取材：宇都宮労政事務所】

するなら上司に事前に申請しましょうということを
繰り返し伝えました。
　現在も、事前申請が100％徹底できている訳では
ありません。福祉の現場は利用者中心で動いている
ので、突発的な出来事で残業が発生することもあり
ます。だからこそ、効率化できるところは効率化し
て余裕を持たなければなりません。支援者にゆとり
がなければ、利用者に寄り添った支援はできないの
です。
　職員が安全・健康に生きがいを持って働き、笑顔
で利用者に接することができることで、利用者とそ
の保護者が生きがいを持てる施設になっていくのが
目標です。

◆管理職の意識改革が重要
　働き方の見直しにあたっては、管理職の意識改革
が必要です。
　当法人では、施設長会議と法人主任会議を月1回
開催しています。その中で、理事長としての私の考
えを伝え、業務の改善について議論してもらってい
ます。こうしたやり方は、企業の方針展開のやり方
に近いと思います。
　人の意識は簡単には変わらないものです。業務の
効率化をやらなければという意識が、管理職に浸透
するまでに2～3年はかかりました。
　業務の見直しを行っても、なお業務量が多い場合
には、人員を増やしてきました。就任以来、事業の
拡大も含め、10名以上増員しました。そのため、当
法人は人件費の割合が高いのですが、これは良い支
援を行うための先行投資だと思います。
　各職員に対しては、年2回の目標管理面談を行っ
ています。私が理事長に就任してから2年間は、全
職員100名以上と面談しました。これは、現場を知
る上で大変有益でしたが、現在は人材育成という意
味もあり、各施設長に任せています。

◆仕事の偏りを平準化することが課題
　課題は、「この人にしかできない」とされる仕事を
なくしていくことです。特定の人が沢山仕事を抱え
ている状態では若手が育ちません。「できる人」がい
なくても回る体制づくりを目指し、「二番手をつく
ろう」と呼びかけています。
　今後は、利用者と保護者の高齢化への対応が急務
となっています。こうしたニーズに応えるためにも、
日々の業務で疲弊することなく、サービスの向上や
新たな事業展開を図っていきたいと思います。

社会福祉法人すぎの芽会　理事長

藤戸　時一　さん
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◆特　集◆ 栃木県（労働政策課）

◆お問い合わせ先　　　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

第53回　技能五輪全国大会
　技能五輪全国大会は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大会です。第53回大会は、平成27年12月4
日（金）から12月7日（月）までの4日間、千葉県幕張メッセ等の会場において行
われます。
　本県からは、10職種31名が参加します。県公館において、10月22日（木）
に平成27年度技能五輪全国大会栃木県選手団結団式が行われました。技能五
輪全国大会に出場する選手・職種をご紹介します。
（敬称略）

※所属別50音順

所属事業所氏　名職　種
日立アプライアンス㈱厚　木　勇　人抜き型
日立アプライアンス㈱松　本　拓　也抜き型
ホンダエンジニアリング㈱小　泉　柊　人抜き型
ホンダエンジニアリング㈱日下部　利　樹抜き型
ホンダエンジニアリング㈱中　野　　　匠抜き型
ホンダエンジニアリング㈱生　井　悠　太抜き型
ホンダエンジニアリング㈱山　田　準　也抜き型
ホンダエンジニアリング㈱今　城　翔　太メカトロニクス
ホンダエンジニアリング㈱塩　澤　俊　昭メカトロニクス
ホンダエンジニアリング㈱野　原　孝　士メカトロニクス
ホンダエンジニアリング㈱八　木　康　弘メカトロニクス

ハシモ㈱斉　藤　真　人タイル張り
㈱田中工業齋　藤　裕　茂配管
㈱田中工業田　中　幸　司配管

栃木県立宇都宮工業高等学校松　山　柊　也配管
栃木県立県央産業技術専門校天　海　佳　大配管
栃木県立県央産業技術専門校桑　添　竜　弥配管
栃木県立県央産業技術専門校根　本　大　海配管
関東職業能力開発大学校末　永　将　善電子機器組立て
関東職業能力開発大学校長　江　　　翔電子機器組立て
ホンダエンジニアリング㈱伊　藤　康　平電子機器組立て
ホンダエンジニアリング㈱大　塲　徹　郎電子機器組立て
ホンダエンジニアリング㈱黒　川　　　優電子機器組立て
ホンダエンジニアリング㈱佐々木　雄　基電子機器組立て
ホンダエンジニアリング㈱菅　原　詩央里電子機器組立て
㈱関電工栃木支店伊　藤　隆　貴電工

鬼怒川グランドホテル(株)関　原　伽　真日本料理
ホテルエピナール那須鈴　木　沙　依レストランサービス

栃木県立県央産業技術専門校稲　葉　滉　平冷凍空調技術
栃木県立県央産業技術専門校海老原　　　徹情報ネットワーク施工
栃木県立県央産業技術専門校滝　沢　涼　太情報ネットワーク施工
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栃木県（労働政策課）◆特　集◆

　ものづくりの魅力やものづくりに必要な技能等に係る理解を深めるとともに、平成29年度に本県で開催さ
れる「技能五輪全国大会」に向け、技能尊重気運の醸成を図ることを目的としています。
　　　◇　日　　時　　平成27年11月7日（土）9：00～　　（産技大祭と併催）
　　　◇　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
　　　◇　内　　容　　
　　　①　とちぎものづくり技能競技大会

　ものづくりに携わる県内職業能力開発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。

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

◆お問い合わせ先　産業労働観光部労働政策課　職業能力開発担当 
　　　　　　　　　ＴＥＬ：028－623－3237　ＦＡＸ：028－623－3225 

とちぎものづくりフェア2015

②　とちぎものづくり技能競技大会課題解説
　とちぎマイスター等の熟練技能者が「電気工事」「機械加工」「溶接」の3職種について実演を交
えながら解説します。

③　優秀技能者の実演（技能五輪全国大会出場者による模擬競技）
　「抜き型」「メカトロニクス」「タイル張り」「配管」「電子機器組立」「情報ネットワーク施工」の
職種において、実践さながらの実演を行います。

④　こどもモノづくり体験教室
　　　いろいろなモノを実際に作ってみることによって、モノづくりの楽しさを体験してもらいます。
⑤　ものづくり教育訓練機関の紹介
　　　県内大学、教育機関や職業訓練機関についてパネル、映像等により紹介します。
⑥　とちぎ技能五輪・アビリンピック2017PR
　　　2年後の平成29年度に開催する技能五輪の栃木県大会に向け周知・広報します。

電気工事

電気工作物を設置・変更する
工事のことであり、一般住宅
の屋内配線工事を模した課題
に挑みます。

建築製図

「木造平屋建て」の課題で、
設計条件を満たすような図面
を作成し、その出来栄えを競
います。

建築大工

かんな削り、木取り、墨付け
等の木造建築の基本作業要素
を含んだ課題に挑みます。

技能競技大会　競技風景

旋盤加工の基本要素を含んだ課題
を0.01mmの世界で競います。

ものづくりの基幹技術である溶接の基本
作業をもとにその出来栄えを競います。

溶　　接機械加工
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栃木県（労働政策課）◆特　集◆

　来場者の方々に、ものづくり体験教室などを通してものづくりに対する理解を深めていただくとともに、各

種模擬店、アトラクション等多彩なイベントを実施します。

　　　　　◇　日　　時　　平成27年11月7日（土）9：00～15：00

　　　　　　　　　　　　　（とちぎものづくりフェア2015と併催）

　　　　　◇　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

　　　　　◇　内　　容　　①　ものづくり体験教室　　②　アトラクション　　③　模擬店　など

ものづくり体験教室 

　　　　　　が開催されます！ 

アトラクション 模　擬　店 

実践的な知識と技術を習得した職業訓練修了生を
採用していただける企業を募集しています。

　「人材情報」をホームページに掲載しています。
　職業訓練（機械系・電気電子系・居住系）の在籍者の一部
と修了した方で未就職者を紹介いたします。
　採用希望の人事ご担当者の方はご連絡ください。

お問い合わせ
：訓練課　Tel 028-621-0689

ポリテク栃木 検索

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

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木支部　栃木職業能力開発促進センター

職業訓練終了生の採用企業の募集、企業の人材育成のお手伝いをします。

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

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

◆特　集◆

　職業訓練の中で行う企業実習（1カ月程度）を受
入れていただける企業を募集しています。
（テクニカルオペレーション科、組込みマイコン技術科）

当センターでは、企業の人材育成ニーズに対応し
た能力開発セミナーを実施しています。
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

栃木県と首都圏大学とのUIターン就職促進協定の締結
1　概要
　県では、本県出身学生等のUIターン就職を促進するため、首都圏を中心とした大学等と「UI
ターン就職促進協定」を締結し、緊密な相互連携や協働の取組を行うことにより、本県出身学
生等のUIターン就職の促進に向けた支援強化を図っています。

2　UIターン就職促進協定締結校（平成27年9月末現在）
　日本大学、明海大学、東京家政大学、神奈川大学、相模女子大学、日本工業大学、大妻女子
大学、実践女子大学・実践女子短期大学部、共立女子大学、共立女子短期大学、明治大学、昭
和女子大学、日本体育大学、亜細亜大学、東京経済大学、大東文化大学、駒澤大学、獨協大学、
埼玉工業大学、武蔵丘短期大学、学習院女子大学、文京学院大学、東洋大学、鶴見大学、横浜
商科大学、関東学院大学、戸板女子短期大学、文教大学、湘南工科大学、神奈川工科大学、埼
玉女子短期大学、駿河台大学、帝京平成大学、創価大学、立教女学院短期大学、立教大学、大
正大学、千葉商科大学、和洋女子大学、麗澤大学、川村学園女子大学、杏林大学、目白大学、
目白大学短期大学部、国士舘大学、城西大学、城西短期大学、東京国際大学（計48校。協定締
結順）

3　主な連携・協力内容
　（1）学生に対する県内の企業情報、生活情報及び県が主催する合同企業説明会等各種イベン

トの周知に関すること。
（2）学内で行う合同企業説明会、企業情報提供イベント等の開催に関すること。
（3）学内におけるUIターン情報掲示ボード（とちまるボード）の掲示に関すること。
（4）大学が行う保護者向けの就職セミナーの開催に関すること。
（5）県の学生向け就職情報提供サービスへの登録案内に関すること。
（6）学生に対する県内企業へのインターンシップ参加支援に関すること。
（7）学生のUIターン就職に係る情報交換及び実績把握に関すること。
（8）その他、学生のUIターン就職促進に関すること。

4　UIターン就職促進協定締結式（日本大学）

◆お問い合わせ先　産業労働観光部労働政策課　ジョブモール担当

　　　　　　　　　TEL：028-623-3226　FAX：028－623－3236
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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」を開催します
　平成28年2月2日（火）・3日（水）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。
　2日（火）は、平成28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、3日（水）は一般求職者の方が対象です。
　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。
　【お問合せは県労働政策課　028－623－3224まで】

＊写真は、昨年度開催の様子です

企業向け　妊活応援セミナーのご案内
平成27年

　11月26日（木）
　14時00分～16時00分　栃木県庁本館6階大会議室1

お知らせ 栃木県（こども政策課）

　□　主催/栃木県（お問い合わせ先：こども政策課母子保健担当　℡028-623-3064）
　　　※本セミナーは日本医師会生涯教育講座及び日本医師会認定産業医制度の単位認定申請を行う予定です。

プログラム
　13時30分　　受付
　14時00分　　開会
　　講演①　「不妊治療の現状」　中央クリニック　本山光博院長
　　講演②　「仕事と不妊治療の両立」　
　　　　　　　　　　NPO法人Fine公認ピア･カウンセラー　中辻尚子氏
　　その他　「不妊治療に係る助成制度と相談窓口」　栃木県こども政策課
　16時00分　　閉会

 対象･定員 　従業員の衛生管理、福利厚生を担当する方・80名
　　　　　　（産業医、産業保健師、衛生管理者、人事担当者等）

参加
無料

［申込はFAX（http://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/kouhou/ninkatukigyou.html参照）
　にて：11/12(木)締切］

　近年、6組に1組の夫婦が不妊に悩んでいると言われています。そして、仕事をしながら不妊治療を
受けている場合には、治療で突然の休暇が必要になるなど、仕事との両立等に悩み、退職してしまう方
も少なくありません。
　このため、今回、栃木県では、不妊治療の専門医師やカウンセラーを招き、産業医、産業保健師、衛
生管理者等の従業員の衛生管理や、人事担当者等の従業員の福利厚生を担当されている方を対象に、不
妊治療の現状を理解いただくためのセミナーを開催することとしました。働く従業員の労働安全衛生
の更なる向上のため、この機会に是非御参加ください。
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

「働く人のメンタルヘルス相談」を実施しています!

　　　　　　◆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

相談までの流れ

相談場所と相談日
【宇都宮労政事務所】　〒321－0974　宇都宮市竹林町1030－2
　・相　談　日：毎月第２金曜日〔11月13日（金）、12月11日（金）〕13：30～16：30
　・予　約　先：028－626－3053
【小山労政事務所】　〒323－0811　小山市犬塚3－1－1
　・相　談　日：毎月第４金曜日〔11月27日（金）、12月25日（金）〕13：30～16：30
　・予　約　先：0285－22－4032
【大田原労政事務所】　〒324－0056　大田原市中央1－9－9
　・相　談　日：毎月第３水曜日〔11月18日（水）、12月16日（水）〕13：30～16：30
　・予　約　先：0287－22－4158
【足利労政事務所】　〒326－8555　足利市伊勢町4－19
　・相　談　日：毎月第１水曜日〔11月4日（水）、12月2日（水）〕13：30～16：30
　・予　約　先：0284－41－1241

　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。
　面接だけでなく、電話での相談も可能です。

１．相談を希望する労政事
務所に相談希望日の3日前
（土日祝日を除く）まで
に相談の予約をする。

※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。
（予約受付：平日8：30～17：15）

２．相談日当日に相談を
希望した労政事務所に
行く／電話をする。

３．産業カウンセラー
に相談する。
　秘密は厳守します。

一人で悩まず、
相談を!!

障害者雇用優良事業所の表彰を行いました

　県では、障害者を積極的に採用し、安定した障害者雇用を達成している事業所で、その成果が
特に顕著である事業所を表彰しております。今年度は、9月1日に栃木県庁にて障害者雇用優良
事業所表彰式を開催し、下記2事業所を表彰しました。受賞おめでとうございます。

　　　　　　◆お問い合わせ先
　　　　　　　栃木県産業労働観光部労働経済・福祉担当　TEL：028-623-3217

栃木県知事表彰　受賞者
●株式会社　全国チェーン竜鳳
　（写真中央）
　・業種：食品卸小売業
　・住所：宇都宮市新里町甲445

●社会医療法人　恵生会　黒須病院
　（写真左から3人目）
　・業種：医療業
　・住所：さくら市氏家2650
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「とちぎナイスハート♥プラン（2015〜2017）」を策定しました
お知らせ 栃木県（障害福祉課）

　障害者施設で働く障害者の工賃向上を図るため、「とちぎナイスハート♥プラン（2015～
2017）〔栃木県障害者工賃向上計画（第三期）〕」を策定しました。この計画では、平成29年度
の目標工賃月額を２万円とし、関係機関と連携を図りながら工賃向上に取り組んでいくこととし
ています。
　その取組のひとつとして、今年７月から、
県庁東館２階生協売店イベントコーナー
で毎月１回、「とちぎナイスハートバザー
ルin県庁生協」を開催し、障害のある方が
真心こめてつくったクッキーやラスクな
どを販売しています。
　また、生協売店では障害者施設で作られ
た手作り雑貨など約20点も常時販売して
いますので、県庁にお越しの際には、是非
お立ち寄りください。

「とちぎナイスハートバザールinけんちょう」開催！

　　　　　　◆お問い合わせ先　栃木県　保健福祉部　障害福祉課　TEL：028-623-3020　

　12月３日から９日の「障害者週間」に合
わせて、12月４日（金）、９日（水）の２日間、
栃木県庁１階県民ロビーにて、「とちぎナ
イスハートバザールinけんちょう」を開催
します。
　「とちぎナイスハートバザール」は、多く
の県民の皆様に障害者施設の取組を知って
いただくとともに、そこで作られた商品の
販売促進を図り、障害者の工賃アップに寄
与することを目的に開催しています。
　会場では県内障害者施設によるセルプ商
品の展示販売のほか、障害者週間ポスターの入賞作品の展示や、素敵なセルプ商品がもらえるス
タンプラリーも開催します。皆様の御来場をお待ちしております。

　☆９日は栃木県総合文化センターサブ
ホールにて、「障害を理由とする差別
の解消に向けた地域フォーラム」も同
時開催します。

ぼくナイチュウも

応援にかけつけまチュウ♪
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お知らせ

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

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

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

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

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

ご準備ください！

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

障害者雇用について早めの取組等をお願いいたします。

適用対象になると

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

制度適用から
申告・納付開
始までのスケ
ジュール

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

～平成27年3月 平成28年4月～平成27年4月～
平成28年3月

適用
対象
となる
事業主
の範囲

常時雇用する労働者数が
200人を超える事業主

常時雇用する労働者数が
100人を超える事業主

申告・納付
開始

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

（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
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　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、特に母子家庭のお母さんの就労は難しい状況となっています。
　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・・・60万円　　大企業・・・50万円
　　・　短時間労働者　　　　中小企業・・・40万円　　大企業・・・30万円

【トライアル雇用奨励金】
　■　ハローワークなどの紹介で、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　5万円
　※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　詳しい支給要件は、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

お知らせ 母子家庭等就業・自立支援センター

★　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～16時30分

　　※ハローワーク求人情報のオンライン提供による求人案内
も行っています。

■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

母子家庭等就業・自立支援センターのご案内



12 労政とちぎ2015⑪

お知らせ とちぎ男女共同参画センター
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お知らせ 栃木県（人権・男女共同参画課）

◆連絡先　栃木県　県民生活部　人権・青少年男女参画課
　　　　　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。家庭、学校、職場、地域において、それぞれの役割や責任を担いつつ、
親として、あるいは企業として何ができるかを考え、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。

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

になすあ 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。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。

とちぎの子どもをみんなで育てるために

とちぎの子ども育成憲章
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お知らせ 栃木県（高齢対策課）

◆お問い合わせ
栃木県保健福祉部高齢対策課生きがいづくり担当　TEL 028-623-3048　FAX 028-623-3058
とちぎ生涯現役シニア応援センター　ぷらっと　　TEL 028-622-3018　FAX 028-622-3098

ボランティア活動から就労まで、様々な社会参加活動に関する相談をお受けします！
①　専門相談員やキャリアカウンセラーが相談者の希望する活動分野や内容などを把握し、一人ひと
りの個性や意欲を踏まえながら、相談者に適した活動先を紹介してくれる身近なボランティアセン
ターやシルバー人材センターなどを案内します。

②　明確な希望はないが何らかの活動をしてみたいと考えている相談者についても、経験や興味、希望
するライフスタイルなどを踏まえて、生きがいを持ち続けられる社会参加のあり方や最も適した社
会参加活動をアドバイスします。

③　社会参加活動に関する様々な活動事例や関係資料などを幅広く収集・整理し、提供します。
④　シニア世代の方々の社会参加活動については、どのような相談であってもお受けします。

解

廻

塊

快

回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回

回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回

壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊

壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊

□利用時間　　月曜日～金曜日　午前10時～午後　時6
　　　　　　　土曜日　　　　　午前10時～午後　時5
　　　　　　　※日曜・祝日、年末年始は休館になります。
□所在地　　　〒321－0964　栃木県宇都宮市駅前通り1－3－1　KDX宇都宮ビル　階3
※同じビルには、「とちぎジョブモール」、「ハローワーク宇都宮駅前プラザ」があります。

利用案内

をご利用ください！

インターネットでも情報提供します。
○とちぎ生涯現役シニア応援
センターの紹介
○ネット相談の受付
○皆さんの活動につながる
様々な情報の提供

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

シニアのための

社会参加を応援するセミナー
充実したセカンドライフを応援する様々
なテーマのセミナーです。
　○月　回　　時間程度1 2
　○詳しくは、ホームページやチラシで

ご確認ください。

　栃木県では、シニア世代の方々が長年培ってきた知恵や能力を活かし、退職後もとちぎづくりの
担い手として「生涯現役」でご活躍いただけるよう、 『退職前社会参加セミナー』の開催に取り組
んでいます。
　少しのお時間と場所をご提供いただければ、こちらから企業（事業所）様に出向き、下記内容に
関するお話をさせていただきます。
　短い時間でも、少人数でも結構ですので、興味のある方は、お気軽にお問い合わせください！
（セミナーの内容）
○　社会参加について　　○　とちぎ生涯現役シニア応援センターについて
○　シルバー大学校について　○　老人クラブについて　○　シルバー人材センターについて　等 

退職前社会参加セミナー
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※栃木県労働委員会委員

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。

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

お知らせ 栃木県労働委員会

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

労働委員会が「あっせん」によりトラブル解決のお手伝いをします！

労働委員会の「あっせん」

労 働 委 員 会 の あ っ せ ん の 特 徴

◆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

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行います。

費用はかかりません。
お気軽にお問い合わせ
ください。

あっせんは三者構成で行います あっせんは無料です

職　　業氏　　名職　　業氏　　名
宇都宮大学教授末廣　啓子※元栃木県環境森林部長三浦　義和※
弁護士蓬田　勝美※弁護士白井　裕己※
栃木県労働者福祉協議会事務局長小松　　清※弁護士杉田　明子※
日本労働組合総連合会栃木県連合会事務局長吉成　　剛※自治労全国一般栃木地方労働組合特別執行委員石崎　茂雄※
日本労働組合総連合会栃木県連合会副会長伊東　晴美※日本労働組合総連合会栃木県連合会副会長小森　　肇※
㈱ベル三幸取締役片柳　明子※北総産業㈱代表取締役社長青木　　章※
藤井産業㈱常務取締役川上　　裕※(一社)栃木県経営者協会専務理事石塚　洋史※
栃木県労働委員会事務局長黒田　葉子栃木カネカ㈱執行役員管理部長豊田　　弘※
栃木県労働委員会事務局審査調整課長補佐（総括）矢古宇　豊栃木県労働委員会事務局審査調整課長五十嵐　一彦

栃木県労働委員会あっせん員候補者名簿（平成27年　月24日現在）7

　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　の確率で一致します。しかし、親子ではまれにしか一致せず、4 1
非血縁者（他人）間では数百から数万分の　の確率でしか一致しません。1
　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。

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。

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

※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。

ドナー登録できる方

◆お問い合わせ先　栃木県保健福祉部　薬務課　TEL 028-623-3119
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お問い合わせは栃木労働局雇用均等室（028－633－2795）へ

お知らせ 栃木労働局

　平成28年　月　日までに、①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、②行動計画の策定・届出、③情報公表など4 1
を行う必要があります。（※）300人以下の事業主の皆様は努力義務となっています。

〈ステップ　〉　自社の女性の活躍状況を把握し、課題分析を行ってください。1

　次の女性の活躍状況（①～④）については必ず把握し、課題分析を行ってください。
　①採用者に占める女性比率  ②勤続年数の男女差  ③労働時間の状況  ④管理職に占める女性比率

〈ステップ　〉　行動計画の策定、届出、社内周知、公表を行ってください。2

　ステップ　の結果を踏まえて、女性の活躍推進に向けた①行動計画の策定、②都道府県労働局への届出、1
　③労働者への周知、④外部への公表を行ってください。行動計画には、（a）計画期間、（b）数値目標、
　（c）取組内容、（d）取組の実施時期を盛り込んでください。

〈ステップ　〉　自社の女性の活躍に関する情報を公表してください。3

　優秀な人材の確保と企業の競争力向上につなげるため、自社の女性の活躍に関する情報を公表してください。

女性活躍推進に関する認定取得を目指しましょう！
　行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府
　県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

さらに！

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）

確認しましょう！ 最低賃金　栃木県最低賃金が　時間額751円に！

　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。

―　改正発効は  平成27年10月　日  から　―1

必ずチェック　最低賃金！　使用者も、労働者も。

　「労働条件相談ほっとライン」は、厚生労働省委託事業として労働者の方からのご相談にも、事業主の方からのご相談
にも、相談員が公正・中立な立場で対応します。労働時間管理や残業代の支払いなど労働基準関係法令に関する問題に
ついては相談者の疑問を解消できるように、法令、判例などの紹介を行い、一般的な解決の方向性をご説明します。
　労働基準関係法令以外の問題については、例えば、セクシャルハラスメントや民事的な相談の場合には関係する適
切な相談窓口をご紹介します。

月・火・木・金：午後　時～午後10時5
土　　・　　日：午前10時～午後　時5
〔 12月 29日 ～　 月　 日 は 除 く 〕1 3
※法令設備点検の実施等により相談受付を一時停止することがあります。

【フリーダイヤル】

0120－ 811 － 610 
はい！ ろうどう

夜間・土日に無料でご相談をお受けします。

厚生労働省委託事業　労働条件相談ほっとライン

【301人以上の労働者を雇用する事業主の皆様へ】
女性の職場における活躍を推進する女性活躍推進法

（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）が成立しました！
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◆お問い合わせ先　独立行政法人労働者健康福祉機構　栃木産業保健総合支援センター　TEL 028-643-0685

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

開催場所 講　　　師セミナー等の内容日　程
栃木県総合文化セ
ンター　第2会議室

関係法令担当
小倉一夫　相談員

労働安全衛生関係法令とストレスチェッ
ク制度

12月3日（木）
14：00～16：001

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12月4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

ハートのセルフケア～リラクゼーション
を中心に～

12月8日（火）
14：00～16：003

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

労働安全衛生法に基づく健康診断と事後
措置

12月10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　相談員カウンセリングと傾聴法の基礎12月11日（金）

15：00～17：005

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

知っておきたい局所排気装置の基本
（基礎編）～局排模型を使った実習～

12月17日（木）
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　相談員職場の喫煙対策1月14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15日（金）

15：00～17：008

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
湯川　悟　相談員

特定化学物質による健康障害の具体的防
止対策

1月20日（水）
15：00～17：009

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
杉澤誠祐　相談員復職支援と産業医の役割1月21日（木）

15：00～17：0010

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）
14：00～16：0011

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5日（金）

15：00～17：0012

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

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）

15：00～17：0013

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

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）
14：00～16：0014

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
倉富靖子　相談員職場における喫煙への対策2月25日（木）

15：00～17：0015

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

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

15：00～17：0016

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27年度　産業保健セミナー予定表（平成27年12月〜平成28年2月）
産業保健だより

研修日程、研修内容など早期情報入手は便利なメールマガジン登録を！

お知らせ （独）労働者健康福祉機構　栃木産業保健総合支援センター
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A　今回の相談事例では、相談者が雇用契約を　度2
更新していること、事前に更新の申込みをしている
こと、｢業務量の減少｣を雇止めの理由とする一方で
相談者の業務と同様の内容で求人を行っていること
から、労働契約法第19条に該当する可能性があり
ます。これに該当するときは、会社（使用者）は、
従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の
労働条件で、当該申込みを承諾したものとみなされ
ることとなります。
　以上の点を踏まえ、もう一度会社（使用者）とよ
く話し合ってはいかがでしょうか。それでも解決で
きない場合は、勤務先の都道府県の労働局に設置さ
れている総合労働相談コーナーに相談されることを
お薦めします。

有期雇用労働契約者の雇止め
連載　労働相談 小山労政事務所

1　均等・均衡待遇の確保の推進

Q　私は、現在の会社に　年毎の契約更新で　年勤めており、正社員と同じ勤務時間帯で働いています。今ま1 3
では、事前に契約更新をしていましたが、今回は何の連絡もないため、私から契約更新を求めたところ、今
回は契約を更新しないと言われました。納得がいかないため理由を確認したところ、業務量の減少のために
行う雇止めであるとの説明を受けました。しかし、会社は私の仕事と同様の内容で求人を出していることを
知りました。できれば、今の職場で引き続き働きたいのですが、どのような対応方法があるでしょうか。

　　労働契約法第19条について1
　労働契約法とは、労働者及び使用者の自主的な交
渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更
されるという合意の原則その他労働契約に関する基
本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の
決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通
じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の
安定に資することを目的とした法律です。
　労働契約法では有期労働契約の更新等に関して、
第19条で以下のように規定しています。
【労働契約法第19条】
　有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当
するものの契約期間が満了する日までの間に労働者
が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は
当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結
の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを
拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会
通念上相当であると認められないときは、使用者は、
従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の
労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
①当該有期労働契約が過去に反復して更新されたこと
があるものであって、その契約期間の満了時に当該
有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働
契約を終了させることが、期間の定めのない労働契
約を締結している労働者に解雇の意思表示をするこ
とにより当該期間の定めのない労働契約を終了させ
ることと社会通念上同視できると認められること。
②当該労働者において当該有期労働契約の契約期間
の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと
期待することについて合理的な理由があるもので
あると認められること。

　相談の事例における雇止めが有効かどうかを同条
に沿って検討します。
①労働契約法第19条第　号又は第　号に該当するか1 2
　労働契約法第19条第　号又は第　号に該当する1 2
か否かは当該雇用の臨時性・常用性、更新の回数、
雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続
の期待を持たせる使用者の言動の有無などを総合
的に考慮して、個々の事案毎に判断されることと
なります。相談者は過去に　度の更新をしてきた2
ことから、有期雇用労働契約の契約期間の満了時
に当該有期労働契約が更新されるものと期待する
ことについて、ある程度合理的な理由があり、労
働契約法第19条第　号に該当すると認められる2
可能性があります。最終的には、使用者の更新を
期待させる言動など、他の状況も考慮して判断さ
れることとなります。

②労働者が更新の申込みをしたか
　相談者は事前に契約更新を求めており、この点で
規定に該当します。

③雇止めに客観的に合理的な理由があるか
　使用者は、相談者の雇止めの理由を｢業務量の減
少のため｣としていますが、一方で相談者の業務
と同様の内容で求人を行っていることには、矛盾
があるように思えます。このため、雇止めが｢客
観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当である
と認められない｣可能性があります。最終的には、
使用者が雇止めをしながら求人を出した理由等を
確認した上で判断されることとなります。

　　今回の事例における雇止めの有効性の判断について2

【参考】　雇止めに関する主な最高裁判例
　有期雇用労働契約が、「あたかも期間の定めのな
い契約と実質的に異ならない状態で存在していた」
と認定し、解雇に関する法理を類推適用し、雇止め
が許されないと判断された（東芝柳町工場事件（最
判昭49.　.22））。7
　有期雇用労働契約が期間の定めのない契約が存在
する場合と同視すべき関係であるということはでき
ないものの、｢雇用関係はある程度の継続が期待さ
れて｣おり、現に　回にわたり契約が更新されてい5
ることから、更新されるものと期待することについ
て合理的な理由があると認めた。しかし、事業上や
むを得ない理由により人員削減の必要性があること
から、臨時員の雇止めは有効と判断された（日立メ
ディコ事件（最判昭61.12.　））。4
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平和テクニカ株式会社那須工場平和テクニカ株式会社那須工場企業Report

所 在 地

創 業
事業内容

従業員数
代　 表

本社：東京都中央区日本橋浜町2-48-4
那須工場：那須郡那須町漆塚449
1952年2月
精密切断機及び精密切断砥石の
製造・販売　等
80名
代表取締役社長　小池　達夫

　今回は、ワークライフバランスや人材育成、女性の
活躍推進に熱心に取り組み、平成26年度に県の「いい
仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」に登録されました平
和テクニカ株式会社那須工場を御紹介します。

◆事業内容についてお聞かせください。
　当社は、昭和27年に東京都中央区において創業
し、その後、昭和48年に那須工場を開設しました。
現在、当工場には26名の従業員が勤務し、うち22
名が女性で、すべて地元の方です。当工場では自動
車、宇宙・航空分野、ハイテク電子部品などの分野
に於いて使用する、希少金属（レアメタル）を含有
した新素材金属や炭素繊維など、耐熱・耐食・磁性・
蛍光などの特性を持つ、難削材料用の精密切断砥石
を製造しています。工程のほぼ全てを手作業で丁寧
に行うことで切れ味のよい高品質な製品を生み出し、
お客様より高い評価をいただいております。

◆ワークライフバランスの取り組みについてお聞か
せください。
　ワークライフバランスの推進にあたり、従業員が
家庭での時間を大切にするための取り組みや、女性
が子育てしながらも安心して働くことができる環境
づくりを進めています。まず、女性には炊事などの
家事があるので残業はありません。繁忙期には、土
曜日に出勤してもらう場合もありますが、決して強
制はせず、家庭の行事を優先させています。また、
全員に年次有給休暇の取得を促し、特に子育て中の
女性の取得率は100％に達しています。子育て中の
女性にとって一番大切なことは、仕事よりも子ども
と過ごす時間です。その時間をきちんと確保できる
よう全員でサポートし合い、年休が取得しやすい職
場環境を維持しています。

◆人材育成や女性の活躍推進についてお聞かせくだ
さい。

　当工場では、子育て中の女性をパートタイマーと
して積極的に採用してきました。子育て中は、仕事
に専念してもらうことが難しいので、その間を教育
訓練期間とし、子育てが落ち着いたら正社員として

働ける制度を整えています。教育訓練は、計画的か
つ効果的に実施できるよう「教育訓練計画書」を作
成し、進捗状況を確認することで正社員として働く
ためのスキルをきちんと身に付けられるようにして
います。
　女性の活躍推進については、女性リーダーの登用
を積極的に行っています。現在、当工場には女性
リーダーが　名、サブリーダーが　名配置されてい3 2
ます。女性が先頭に立って現場をリードしていくこ
とで、女性ならではの視点が仕事に反映され、また
女性が多い職場を上手くまとめています。これから
も、女性リーダーの登用を積極的に進め、より良い
職場環境づくりに努めたいと考えています。

◆地域貢献活動についてお聞かせください。
　地域に根ざした会社を目指して、毎年、地元で行
われる九尾まつりに従業員とその家族で参加してい
ます。当工場では、金魚すくいやヨーヨーつりなど
のアトラクションや、この日のために製造した刃物
研ぎ用角砥石のチャリティー販売を行い、収益金は
全て那須町に寄付しています。
　この活動を通じて、より良い地域社会の発展に寄
与するとともに、従業員とその家族に喜ばれる会社
でありたいと願っています。

◆今後の抱負や課題についてお聞かせください。
　当社では昨年　月から、タイ国にショールームを3
開設し、販路開拓と拡大を目指して、精密切断機や
砥石などの展示、実演を行っています。今後も、グ
ローバル化への取り組みを進めていく考えです。
　また、製品の品質や性能の更なる向上を図り、お
客様に喜んでもらえる製品づくりを行い、後進の育
成にも力を注いでいきたいと考えています。
　従業員が楽しくいきいきと働ける職場でいられる
よう、ワークライフバランスの推進についても、今
後も率先して取り組む考えです。当工場での取り組
みが一企業の枠を超えて広がってくれたら素敵だと
思います。

（お話　生産管理リーダー　深澤　幸子　氏）
【取材：大田原労政事務所】

企業概要



　「職業能力開発」とは「職業に必要な能力（技能・知識・態度）を開発・向上させ、職業の安定と
労働者の地位向上を図る」こと。聞きなれない方も多いかもしれませんね。平成29年度に栃木県で
開催される「技能五輪全国大会・全国アビリンピック」を通じても、職業能力開発促進に努めていき
たいところです。今年も残り2ヶ月、2016年も労政とちぎをどうぞよろしくお願いします。

編集者Ｎ
の一言
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とちぎ
U・I・Jターン
就職支援
合同面接会

とちぎ
U・I・Jターン
就職支援
合同面接会

県内企業 延べ100社が集結！

予約不要 !

履歴書不要 !

入場無料 !
とちまるくん

とちぎの企業を
知るチャンス
まる！

 栃木県内の優良企業延べ100社が東京に集まり「合同面接会」を実施します。生まれ育った「とちぎ」が大
好きでUターンを考えている方、「とちぎ」に魅力を感じて移住を考えている方はこの機会にぜひお越しください。
面接会といっても堅苦しく考える必要はありません！インターネットや求人票だけでは分からない企業の雰囲気
を知り、生の声を聞くチャンスです。

2015. 1812
2016. 311

2015. 2211/
/
/

第1回

第2回

第3回

東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー30階

東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー30階

新宿エルタワー サンスカイルーム

東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー30階
●場所  新宿エルタワー サンスカイルーム

●対象  栃木県内に就職を希望する求職者
　　　  及び学生

（日）

2015.
13:00～16:00
  (受付12:30～）2211 （日）月 月日 日 月 日

13:00～16:00
  (受付12:30～）（金）

13:00～16:00
  (受付12:30～）（日）

（金）

（日）
新宿エルタワー サンスカイルーム

東京新卒応援ハローワーク
出会いのフロア
東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル21階

栃木の就職支援サイト
「WORKWORK（わくわく）とちぎ」

●出展企業は決定次第、こちら
　に掲載いたします

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

0120-017-366とちぎU・I・Jターン就職支援合同面接会
運営事務局（株式会社マイナビ）

※とちぎU・I・J ターン就職支援合同面接会は栃木県からの委託を受け、株式会社マイナビが運営しております。

（受付／月～金　9：30～ 18：00）

主催　栃木県・栃木労働局・ハローワーク・宇都宮商工会議所　　運営　株式会社 マイナビ

企業ブース
相談コーナー

カウンセリングコーナー
資料コーナー

栃木県内の企業と面接ができるコーナー。延べ100社もの企業が集まりますので、効率よくたくさんの企業と接することができます。

栃木県等がU・I・Jターンに関する様々な情報を提供し、各職種についてのご相談をお受けします。

U・I・Jターン就職に向けたさまざまなお悩みに、キャリアカウンセラーがお答えします。

栃木県等が主催する就職活動関連イベントのチラシや、県内企業の求人情報などをご用意してお待ちしております。

とちぎの U・I・J ターンに関する情報をたくさんご用意しております！

参加企業 約40社 

※学生：平成28年3月に大学・短大・高専・専修学校等の
　卒業予定者

東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル21階

●場所  東京新卒応援ハローワーク
　　　出会いのフロア

●対象  ・栃木県内に就職を希望する学生
　　　  ・同学歴の卒業後3年以内の未就職
　　　　  卒業者及び若者等
　　　　（概ね45歳未満の同学歴卒業者）

2015. 1812
参加企業 約25社 

東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー30階
●場所  新宿エルタワー サンスカイルーム

●対象  栃木県内に就職を希望する求職者
　　　  及び学生

2016. 311
参加企業 約40社 

※学生：平成28年3月に大学・短大・高専・専修学校等の
　卒業予定者

※学生：平成28年3月に大学・短大・高専・専修学校等の卒業予定者


