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◯＜県央会場＞
日　時　　平成26年9月19日（金）　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）
問合せ　　ハローワーク宇都宮（028-638-0369）

◯＜県北会場＞
日　時　　平成26年9月25日（木）　13：30～16：00
場　所　　カシマウェディングリゾート（大田原市本町1-2714）
問合せ　　ハローワーク矢板（0287-43-0121）

◯＜県南会場＞
日　時　　平成26年10月10日（金）　13：30～16：00
場　所　　栃木商工会議所（栃木市片柳町2-1-46）
問合せ　　ハローワーク佐野（0283-22-6260）

2014「とちぎ障害者合同就職面接会」を開催します！2014「とちぎ障害者合同就職面接会」を開催します！
～9月は「障害者雇用支援月間」です～～9月は「障害者雇用支援月間」です～～9月は「障害者雇用支援月間」です～～9月は「障害者雇用支援月間」です～

　障害者の就職促進・雇用機会の拡大及び障害者雇用率の向上を目的として、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。

＊事前に「参加申込」が必要となりますので、詳細はお近くのハローワークへお問い合わせください。
＊問い合わせ先：各ハローワーク・栃木労働局（TEL028-610-3557）
＊主催：栃木労働局・各ハローワーク・栃木県
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　今回は、栃木県の伝統工芸品（国では伝統的工芸
品と呼ばれている）でありユネスコ無形文化遺産に
登録されている「結城紬」の制作に携わっている伝
統工芸士の石川好太郞さん・美津子さんご夫妻にお
話を伺いました。

◆結城紬の特徴についてお聞かせください。
　「結城紬」は小山市と茨城県結城市を主産地とし、
江戸時代から続く制作技法を守りながら個々の家庭
で織られていましたが、現在はその生産に携わって
いる方は少なくなってしまいました。その特徴は、
繭から作られた真綿を 手  紬 によりつむいだ糸で織り

て つむぎ

上げるところにあります。糸は 手  紬 糸のため、糸の
て つむぎ

 撚 りがなく仕上がりは柔く手触りもよく保温性があ
よ

ります。

◆伝統工芸士についてお聞かせください。
　伝統工芸士の称号は、その技術について長年の経
験を有するもので伝統的工芸品産業振興協会の実施
する実技試験と知識試験に合格したものに与えられ
ます。私は、（＊1） 絣 くくりの技術で、妻は織りの技術

かすり

で平成9年に通商産業大臣から（＊2）伝統工芸士の認
定をいただきました。現在は夫婦で協力して紬を制
作しています。

人・
春 夏 秋 冬

HITO・SYUNKASYUTO

結城紬織物制作　～小山市～
石川　美津子　さん

【取材：小山労政事務所】

◆制作で苦労されていることをお聞かせください。
　紬織物の制作工程には糸づくり・図案・ 絣 くくり・

かすり

下ごしらえ・ 機  織 りがあります。私は 絣 くくりと下
はた お かすり

ごしらえの部分を担当し、妻は 機  織 りの部分を担当
はた お

しています。
　 絣 くくりは設計図案を基に織り上がりを想像して

かすり

丁寧に行う重要な工程で、紬の仕上がりを決めてし
まうため、特に注意を払っています。
　また、下ごしらえは織機に染色した 経  糸 をセット

たて いと

する作業ですが、糊付けの仕方で紬の仕上がりに大
変影響があります。

◆地域での活動についてお聞かせください。
　伝統工芸士として、県等が主催する展示会におい
て普及啓発のため実演を行ったり、関係者の方々と
共に地元小学校で紬織物に関する授業への協力を
行っています。また、栃木県の紬織物技術支援セン
ターと協力して多くの方に技術を伝承しています。
　今後は後継者が増え地域の結城紬制作が活性化さ
れればいいと思います。

◆今後の夢についてお聞かせください。
　現在の結城紬の制作はそれぞれの工程ごとに分業
化されています。また、原材料となる真綿は他地域
から買い入れています。採算性の面から､問屋から
の注文により制作されているのが現状です。
　自力で一連の工程を地元で行い、経営として十分
成り立つような体制ができればと思っています。夢
は、採算に関係なく自分の納得のいく紬制作をして
みたいということです。

（ 絣 くくり作業をする石川さん）
かすり

伝統工芸士

石川　好太郞　さん

（＊1） 絣 くくりは糸を染色する際に予め染色しない部分を糸でくくり染
かすり

色されない部分を残すための作業です。

（＊2）伝統工芸士の称号についての表現は平成13年度から経済産業大
臣認定資格の表現が廃止となり、経済産業大臣指定伝統的工芸品結城紬
伝統工芸士（◯◯部門）××太郎の表現に変更となりました。
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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 

障害者の雇用について 
　9月は「障害者雇用支援月間」です。 
　障害者の就労意欲は年々高まっており、障害者が職業を通じ、誇り
をもって自立した生活を送ることができるよう、障害者の雇用対策を
積極的に進めていく必要があります。 
　障害者の雇用に対する理解をより一層深めていただき、障害のある
方が働く場を得られるよう、事業主及び県民の皆さまのご理解・ご協力
をお願いします。 
　なお、障害者雇用に関連する情報を次ページから掲載していますの
で、併せてご覧ください。 

1．障害者雇用促進法について 

　従業員数が一定規模の事業主には、法定雇用率※1以上の割合で障害者を雇用する義務があ
ります。 
　法定雇用率は障害者雇用促進法施行令で規定されていますが、平成25年4月1日から次の
とおり変わりました。 

①　法定雇用率 
　民間企業　1.8→2.0％ 
　国・地方公共団体　2.1→2.3％ 
　都道府県等の教育委員会　2.0→2.2％ 

②　適用となる事業主の範囲 
　今回の法定雇用率の変更に伴い、障害
者を1人以上雇用しなければならない事
業主の範囲が、従業員数56人以上から50
人以上に変更となりました。 

　詳しくは、厚生労働省ホームページ
（http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf）をご覧ください。 

実雇用率＝ 
雇用する身体障害者・知的障害者の数＋雇用する精神障害者の数 

雇用する常用労働者の数 

2．栃木県の障害者雇用状況（平成25年6月1日現在） 

県内企業の実雇用率※2は、1.68％ 
（全国41位であり、全国平均の1.76％と比べても低い状況にあります） 
法定雇用率達成企業の割合は、46.2％ 

※2　下記式により算定します。 

法定雇用率＝ 
身体障害者・知的障害者である常用労働者の数＋失業している身体障害者・知的障害者の数 

常用労働者数＋失業者数 

※1　下記算定式を基準として設定します。 
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　栃木県では、本県の障害者雇用率の向上を図ることを目的として「障害者雇用促進事業」をランスタッド（株）
に委託し、障害者の法定雇用率を満たしていない企業等に対し、障害者の雇用を働きかけて雇用促進を図って
います。 

特　　集 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 

「障害者雇用促進事業」を実施しています！ 

　栃木県では、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
へ繋げてもらっています。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もらっ
ています。 

障害者就業体験事業の受入協力事業所を募集しています！ 

◆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 

●普及啓発

企業開拓員 5名
（うち障害者 2名）

【委託先】　ランスタッド株式会社　宇都宮オフィス　栃木県障害者雇用促進室
　　　　　　　　　　　　　　　　　宇都宮市東簗瀬1-28-23　TEL：028-611-5555

※企業向けのセミナーや勉強
会を実施します。内容は、障
害者雇用の理解を深めるもの
や、障害者雇用に係る補助
金・助成金等の説明を予定し
ています。

●企業開拓
※企業に対して、障害者雇用
に対する提案を行い、企業の
不安解消や、障害者求人の獲
得を図ります。

【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 
◯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。 
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業務請負を通じて障害者雇用を支援しています！ 

特　　集 栃木県（労働政策課）

障害者向け職業訓練の受託企業を募集しています！ 

　県では「企業と連携した障害者雇用支援事業」を、NPO法人チャレンジド・コミュニティに委託して実施し
ています。 
～事業内容～ 
1． 障害者を雇用する上での就労環境や労務管理について、一般企業からの相談を受けています。 
2． 雇用を予定する障害者等の従事可能業務の洗い出し支援を行っています。 
3． 障害者が従事可能な業務の請負を行い、当該業務をマスターさせて雇用後のスムーズな業務遂行と適性の
判断を支援します。 

◆お問い合せ先 
労働政策課 職業能力開発・全国技能大会担当 宇都宮市塙田1-1-20 TEL：028-623-3235/FAX：028-623-3225 
NPO法人 チャレンジド・コミュニティ 宇都宮市花房2-8-6 TEL/FAX：050-7546-7474 

～その他～ 
・本事業では、支援する障害者等の能力開発のため、各種業務の請負を行っております。 
・業務のアウトソーシングをお考えの方は、一度ご連絡ください。 

障害者の雇用をお考
えの際は、一度、チャ
レンジド・コミュニ
ティへ御相談くださ
い。

障害者等が従事可能
な業務の洗出しをお
手伝いします。

障害者に業務をマス
ターさせ、適性の判
断と雇用後の業務遂
行を支援します。

直接雇用へ

※雇用後の相談にも応じます。

　県では企業と障害者とのマッチングを図るため、障害者雇用を検討している企業に職業訓練を委託する「実
践能力習得訓練コース」を実施しています。 

◆お問い合せ先（詳細については最寄の産業技術専門校までお問い合せください） 
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 

　企業での就労を希望する障害者を対象に、職場実習を中心とした訓練を実施していただきます。 
　訓練修了後、適性や能力の習得具合を確認したうえでの採用が可能です。 訓 練 概 要

　1名から可能です。 訓 練 定 員

　1～3ヶ月間（原則月60時間以上） 訓 練 期 間

　訓練生数と訓練期間によって、県から訓練に必要な経費を委託料としてお支払いします。（上限有り） 
※訓練期間中の訓練生への賃金支払いは不要です。 委 託 料

　訓練設定から訓練終了まで、県立産業技術専門校の障害者職業訓練コーディネーターが支援を行い
ます。 そ の 他

　「障害のある方がどのような仕事ができるのかよく分からない」、「雇用しようにも、面接だけでは適性が
見極められない」、「雇用したけれど、すぐに辞められてしまった」などなど…… 

◯このような悩みをお持ちの企業の方は、是非、活用を御検討ください◯ 
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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がががががががががが111111111100000000000000000000人人人人人人人人人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〜平成27年4月から、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主が対象になります〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

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

適用対象になると

平成28年　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

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。
障害者雇用の取組みについては、裏面のお問合せ先をご確認ください。

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

特　　集 （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

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

栃木高齢・障害者雇用支援センター
〒320-0811　宇都宮市大通り2-1-5　明治安田生命宇都宮大通りビル2階
　　　　　　　TEL:028-610-0655　FAX:028-610-0656
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平成26年度 
　障害者職業生活相談員資格認定講習のお知らせ 

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

栃木高齢・障害者雇用支援センター
〒320-0811　宇都宮市大通り2-1-5　明治安田生命宇都宮大通りビル2階
　　　　　　　TEL:028-610-0655　FAX:028-610-0656

　障害職業生活相談員として選任が予定されている方等に、障害者の職業生活全般にわたる相談・指
導についての技術的事項を習得していただき、障害者の職業能力の開発と職場適応の向上を図るとと
もに、その特性に応じた雇用管理を期するため、独立法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では「障
害者職業生活相談員者資格認定講習」を実施しています。 

日 程 
平成26年10月8日（水）～9日（木）
2日間（計12時間） 

会 場 
栃木職業訓練支援センター（ポリテクセンター栃木） 
宇都宮市若草1丁目4番23号 

受講対象者 
障害者を5名以上雇用する事業所で障害者職業
生活相談員として選任が予定されている方、及
びこれに準ずる方。 

申 し 込 み
方 法 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構のホーム
ページ（http://www.jeed.or.jp）をご確認の上、
栃木高齢・障害者雇用支援センターあてへ、所定
の様式にてお申込みください。 
詳細はホームページに掲載されますので、必ず
ご確認ください。 

特　　集 （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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お知らせ 栃木県（労働政策課）

とちぎジョブモールの就職セミナー「就勝講座」 
　この講座は就職活動における「自己分析」や「自己PR」などの基礎的な知識や「応募書類の書き方」「面接
の受け方」などの実践的能力を高めるための講座で、全4回シリーズとなっています。 
【対象者・定員】 
　就職活動中の45歳未満の方、学生など就職活動をこれから始める方　※各回10名程度 
【コース・日程（8～11月）】 

◆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」 

8月 1日、10月 3日Vol1　　自己分析編
就活準備セミナー

8月15日、10月17日Vol2　　志望動機＆自己アピール編

9月 5日、11月 7日Vol3　　応募書類＆社会人スキル編
就活実践セミナー

9月19日、11月21日Vol4　　面接＆メンタルトレーニング

【場所】 
　とちぎジョブモール（JR宇都宮駅西口　徒歩4分程度） 

資格取得セミナー　～職業訓練を活用して正社員を目指そう～ 
　たくさんの種類・コースがある職業訓練、その特徴やメリット、訓練修了後の就職状況等を分かりやすく紹
介します。自分にあった職業訓練を見つけて、少ない費用でスキルアップし、正社員を目指そう！！ 
【対象者・定員】 
　就職活動中の方、学生など就職活動をこれから始める方　※各回12名程度 
【日程】 
　8月6日（水）、9月3日（水）、10月8日（水）、11月5日（水） 
【場所】 
　とちぎジョブモール（JR宇都宮駅西口　徒歩4分程度） 

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！ 
【日程】※障害者の専門相談については、相談日の2日前までにご予約下さい。 

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 

【場所】 
　とちぎジョブモール（JR宇都宮駅西口　徒歩4分程度） 
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「とちぎの企業！魅力体験バスツアー」を開催します 
　県内企業に就職を希望している大学生等を対象に、「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昨年度
より実施しています。
　本年度は8月29日（第1回）に物流業の「スナックフード・サー
ビス株式会社」、食品機械開発・製造・販売業の「レオン自動機株式

会社」へ、9月5日（第2回）に、サービス業の「金谷ホテル観光株
式会社」、製造業の「株式会社大日光・エンジニアリング」を訪問す
る予定です。現在参加者を募集していますので、日程等詳細につき
ましては労働政策課雇用対策担当（028-623-3224）までお問い合
わせください。
　なお、本年度第3回・第4回のバスツアーは来年2月に実施する予
定です。

お知らせ 栃木県（労働政策課）

＊写真は、昨年度開催の様子です

「企業と学校の人材情報交換会」を開催しました
　5月13日にホテル東日本宇都宮にて、県内企業の人事担当者と本
県及び首都圏の大学等の就職担当職員による「企業と学校による人
材情報交換会」を開催しました。（参加企業112社　参加学校92校）
　この情報交換会は、新規学卒者の採用を担当する企業の人事担当
者と本県及び首都圏の大学・短大等の就職担当職員との情報交換及
び企業説明の場を設け、栃木県内の企業に就職を希望する学生の就
職を促進するとともに、将来の本県産業界を担う人材を確保するこ
とを目的として開催しています。
　次回は、来年1月23日東京「砂防会館」での開催を予定しています。

「2015とちぎ求人企業合同説明会」を開催しました
　6月10日にマロニエプラザにて、県内企業に就職を希望する若年
者（平成27年3月大学・短大・高専・専修学校等の卒業予定者・卒
業後3年以内の未就職卒業者及び若年者等）を対象に「2015とちぎ
求人企業合同説明会」を開催しました。（参加企業167社、参加者
724名）
　次回は、10月17日に宇都宮市（ホテル東日本）にて開催を予定
しています。次回の詳細は、宇都宮商工会議所（TEL：028-637-
3131）までお問い合わせください。

◆お問い合わせ先
　栃木県産業労働観光部労働政策課　雇用対策担当　TEL：028-623-3224
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

とちぎマイスター募集
　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います。今年度も次のとおり、とちぎマイス
ターの募集を行います。

◆対象職種
　放電加工・機械検査・工場板金・光学機器製造・造園・建築大工・畳製作・配管・熱絶縁施工・塗装・左官・
菓子製造・酒造
◆推薦基準（次の基準をいずれも満たす方が推薦の対象となります。）
　⑴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
　⑵県内に居住、または県内企業に勤務されている方
　⑶認定の対象職種に概ね15年程度従事されている方
　⑷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
　⑸優れた人格を有している方
◆応募方法
　所定の推薦書により、募集期間内に提出する。（自薦不可）
◆募集期間
　平成26年7月22日（火）から8月27日（水）
◆認　　定
　推薦された方の中から、推薦基準に基づき審査・選考を行い、栃木県知事が認定します。
◆とちぎマイスターの役割等
　⑴企業が必要とする技能の習得や向上のための活動
　⑵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
　⑶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
　⑷小学校・中学校等で行うものづくり体験教室等での活動
　⑸その他、ものづくりに関する活動
◆詳しくは、下記までお問合せください。
　栃木県産業労働観光部労働政策課職業能力開発・全国技能大会担当　TEL 028-623-3234

平成26年度　労働教育講座のお知らせ
　労働教育講座は、どなたでも参加できます！受講料は無料ですので、興味のあるテーマがありましたら、お
気軽に各労政事務所へ御連絡ください。

「ワークライフバランスを図るうえでのポイント」

仕事と育児・介護の両立支援を進めるために
日時：平成26年9月5日（金）　13：30～16：30
場所：県河内庁舎　5階大会議室
講師：株式会社ゆいアソシエイツ
　　　代表取締役　油井　文江　氏
申込：宇都宮労政事務所（TEL：028-626-3052）

「元気な社員がいる会社のつくり方」

～労使で築く活き活きとした職場～
日時：平成26年10月9日（木）　13：30～16：00
場所：那須野が原ハーモニーホール　交流ホール
講師：株式会社シェアードバリュー・コーポーレーション
　　　代表取締役　社会保険労務士　小林　秀司　氏
申込：大田原労政事務所（TEL：0287-22-4158）

「職場のメンタルヘルス対策」

日時：平成26年10月21日（火）　13：30～16：30
場所：県小山庁舎　本館4階大会議室
講師：横浜労災病院　勤労者メンタルヘルスセンター長
　　　山本　晴義　氏
申込：小山労政事務所（TEL：0285-22-4032）

「ブラック企業問題を考える」

～ブラック企業の弊害～
日時：平成26年10月29日（水）　13：30～16：30
場所：県足利庁舎　4階会議室
講師：NPO法人POSSE
　　　代表　今野　晴貴　氏
申込：足利労政事務所（TEL：0284-41-1241）
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「若手社員定着率向上事業」を実施しています！
　県労働政策課では、県内事業所における若手社員の定着率向上を図るための事業を実施しています。

　対象事業所（50事業所）を募集・選定した上で、個別にヒアリングを行い、若手社員・中堅社員又は管理職
社員に対する各種研修を実施し、若手社員のモチベーションの向上や、働きやすい良好な組織風土の構築を図
ります。

　現在、対象事業所を募集しています。

※この事業は、株式会社東京リーガルマインドへの委託により実施しています。
　詳しくは、次までお問い合わせください。

お知らせ 栃木県（労働政策課）

栃木県産業労働観光部労働政策課　労働経済・福祉担当　　電話番号028-623-3219

■お問い合わせ先
　（株）東京リーガルマインド宇都宮本校
　住所：〒320-0811　宇都宮市大通り4-2-10　宇都宮駅前ビル4F
　TEL：028-650-1411
　FAX：028-650-1412
　E-mail：t-seino@lec-jp.com
　担当：清野（せいの）まで

平成25年　栃木の労働環境事情
　県労働政策課では、毎年、県内の民間企業に雇用されている常用労働者の労働環境等の実態を明らかにする
ために、「労働環境等調査」を実施しております。平成25年は、“仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）”“育児のための両立支援制度”“高年齢者の継続雇用”などの項目について調査を実施しました。調査結果
の一部をご紹介します。

高年齢者雇用確保措置の実施状況・・・「実施している」90.1％

　高年齢者雇用措置を実施している事業所は、90.1％と約9割の事業所で実施しています。また、高年齢従業
員の増加への対応については、「60歳以降の従業員への賃金体系の見直し」が最も多くなっています。

平成25年労働環境等調査結果の詳細は、栃木県HPに掲載しています。　栃木の労働環境事情　で検索！

実施
している
90.1％

実施していない
9.9％

60歳までの従業員の賃金体系の見直し

60歳以降の従業員の賃金体系の見直し

60歳以降の従業員の労働条件の見直し

60歳以降の従業員が担当する仕事の確保

正社員の採用抑制

非正規社員の採用抑制

非正規社員の採用増加

その他
高年齢者雇用

確保措置の実施状況 高年齢従業員増加への対応内容

11.6％11.6％

61.5％61.5％

45.4％45.4％

30.9％30.9％

15.3％15.3％

6.4％6.4％

6.3％6.3％

7.9％7.9％
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」に宣言項目を追加しました！

～女性の活躍の促進に取り組んでみませんか？～

　県では、「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！」等の取組を「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！
「日本には未活用のよく教育された女性労働力というすごい潜在成長力がある」
　これは、IMF（国際通貨基金）のラガルド専務理事の言葉です。急速に少子高齢化が進展し、労働力人口が
本格的に減少していく中、女性の活躍が日本の経済成長のカギになることは間違いありません。
　県では、「TOCHIGIで輝く☆『働くウーマン』プロジェクト」を立ち上げ、県内企業における女性の活躍を
支援してまいります！
　その一環として、女性の活躍を促進するための宣言を御用意いたしましたので、まずは、宣言することから
始めてみませんか？

◇　女性の活躍を促進するために
　□　性別にかかわらず能力が発揮できる職場環境をつくります。
　□　管理職を目指す女性従業員向けの研修の機会を積極的に設けます。
　□　女性管理職の割合について、数値目標を設定します。
　□　女性管理職の登用状況等を自社のホームページに掲載します。

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！

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　　電話番号　028-623-3218

夏季に「年次有給休暇の計画的付与制度」を活用して大型連休にしよう！

＜年次有給休暇の計画的付与制度とは＞
　年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの
分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日
を割り振ることができます。これが年次有給休暇の計画
的付与制度です。
＜年次有給休暇の計画的付与制度の導入例＞
　会社の盆休み3日間に年次有給休暇2日と土日を合わ
せて連続休暇にすることができます。さらに年休候補日
を組み合わせることで、大型連休にすることも可能です。
＜年次有給休暇の計画的付与制度の活用による効果＞
　年次有給休暇の計画的付与制度を導入している企業は、
導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が
8.6ポイント（平成24年）高く、年次有給休暇の取得促
進に有効です。また、前もって計画的に休暇取得日を割
り振るため、業務の遂行が計画的に行いやすくなるばか
りでなく、労働者がためらいを感じることなく年次有給
休暇を取得できます。

～夏季休暇を、連続休暇にスイッチ～

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）

日

13 14 15は会社の夏季休暇、11 12 は年休。8 18 は年休候補日
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お知らせ 栃木労働局
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お知らせ 栃木労働局

ポジティブ・アクションの「見える化」を進めましょう！
−厚生労働省のホームページをご利用ください−

　わが国の経済再生には、女性が輝く社会の実現が課題となっています。政府は、平成
26年6月24日、「日本再興戦略」改定2014を閣議決定し、その中において、「女性の活
躍推進」を改革の焦点の一つとしているところです。
　女性の活躍を促進するため、事業主の皆さまは、ポジティブ・アクション（男女労働
者間に事実上生じている格差の解消に向けた企業の自主的かつ積極的な取組）にお取り
組みいただき、併せて「見える化」を進めてください。「見える化」に当たっては、厚生
労働省のホームページ（ポジティブ・アクション情報ポータルサイト※）上の「女性の
活躍推進宣言コーナー」及び「ポジティブ・アクション応援サイト」をご利用ください。

■「見える化」のメリット■
　外部評価（企業イメージ）が向上でき、資本市場での評価を高めることができる。幅広い質の高い
労働力を確保することができる。　⇒　企業経営にプラス効果

※ポジティブ・アクション情報ポータルサイト（http://www.positiveaction.jp）

【お問合せ先：栃木労働局雇用均等室　　TEL：028-633-2795　FAX：028-637-5998】

次世代育成支援対策推進法が改正されました！
　次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」といいます。）に基づく10年間の集中的・計画的な取組によ
り、仕事と子育てが両立できる雇用環境の整備等が一定程度進みましたが、子どもが健やかに生まれ、育成さ
れる環境を更に改善し、充実させることが必要です。このため、次世代育成支援対策の更なる推進・強化を図
るため次世代法が改正されました。

改正のポイント

①法律の有効期限の延長
　（平成26年4月23日施行）

　法律の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延
長されました。
　このため、引きつづき、次世代法に基づき、労働者
の仕事と子育ての両立のための一般事業主行動計画
（以下「行動計画」という。）を策定・公表し、都道府
県労働局に策定届を届出していただく必要があります。
（従業員数101人以上の企業においては義務、100人
以下の企業においては努力義務）

②新たな認定（特例認定）制度の創設
　（平成27年4月1日施行）

　現行法では、行動計画を策定・届出し、一定の要件
を満たすと、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を
受けることができます。今回の改正では、このくるみ
ん認定を受けた企業のうち、特に次世代育成支援対策
の実施状況が優良な企業に対する新たな認定（特例認
定）制度が創設されます。
　特例認定を受けた場合、行動計画の策定・届出に代
わり、次世代育成支援対策の実施状況を公表していた
だくことになります。
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認定を取得し、くるみんマークを活用しましょう！
　行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満た
した場合、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣（都道府県労働局長へ委任）
の認定（くるみんマークの認定）を受けることができます。くるみんマークを使って、
企業イメージの向上等に活用することができます。
　認定基準についてhttp://www.ryouritsu.jp/hiroba/nintei.php

【お問合せ先：栃木労働局雇用均等室　　TEL：028-633-2795　FAX：028-637-5998】

認定マーク（くるみん）
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お知らせ 栃木労働局

「受動喫煙防止対策助成金」のご案内
～職場における受動喫煙防止対策に取り組む中小企業の事業主の皆さまへ～

　この助成金は、職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置を行う際に、その費用の一部を助成する
ものです。

1　対象となる事業主

次のすべてに該当する事業主が対象です。
⑴　労働者災害補償保険の適用事業主であること
⑵　次のいずれかに該当する中小企業事業主であること

資　本　金常時雇用する労働者数業　 　 　 種

5千万円以下50人以下小　 売　 業

5千万円以下100人以下サ ー ビ ス 業

1億円以下100人以下卸　 売　 業

3億円以下300人以下その他の業種

⑶　一定の基準（喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上）を満たす喫煙室を設置
（改修も含む）すること
⑷　事業場内において、喫煙室以外を禁煙とすること

2　助成内容

　喫煙室の設置にかかる経費のうち、工費・設備費・備品費・機械装置費などの経費の2分の1の額を支給
します。

上限額助成率助成対象経費

200万円2分の1工費・設備費・備品費・機械装置費など

　支給は事業場単位とし、1事業場につき1回とします。
　また、同じ事業場で複数の喫煙室を設置する場合は、1件の申請として、まとめて行ってください。（1申
請の上限額は200万円）
※工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」および事業計画を含む関係書類を栃木労働局に提
出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。

3　申請書等提出先及び助成金に関するお問い合わせ先

栃木労働局労働基準部健康安全課
〒320-0845　栃木県宇都宮市明保野町1-4
TEL 028-634-9117
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お知らせ 栃木県（経営支援課）

金融円滑化特別相談窓口のご案内

　「中小企業金融円滑化法」は昨年の3月末をもちまして終了となりましたが、引き続
き、金融機関は、コンサルティング機能を発揮して中小企業の経営支援を行い、貸付
条件の変更など円滑な資金供給に努めることとなっています。
　中小企業のみなさまにとりまして、経営改善計画等の策定や経営改善への取り組み
はますます重要となってまいりますので、県では相談窓口を開設して専門家派遣によ
る支援を行っています。

＜ご利用いただける方＞
　県内に事業所を有し、経営改善計画書の策定やその他経営改善の取り組みを行おう
とする中小企業

＜支援の内容＞
　中小企業診断士などの専門家を派遣し、以下の支援を行います。
　　①計画策定支援：
　　　経営改善計画や事業承継計画等の策定支援を行います。
　　②経営改善に向けた専門相談：
　　　財務内容・経営の現状・今後の見込み等の分析や事業承継等の相談を行います。
　　③計画策定後のフォローアップ：
　　　計画策定後のフォローアップや、修正計画の策定支援を行います。

＜手続きのながれ＞
　相談を希望する場合、「申込書」に必要事項をご記入いただき、決算書などの必要書
類を添えて下記担当課までお申込みください。その後、県からのヒアリングを経て専
門家派遣の可否が決定されます。

＜費用＞
　無料です。
　原則3回までの派遣費用については、県が負担します。
　（計画策定後のフォローアップは原則2回まで）

◎お問い合わせ先　県経営支援課金融担当（TEL：028-623-3178）
　申込書の様式は、県ホームページ

　（http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/advice/enkatsuka.html）にも掲載しています。



16 労政とちぎ2014⑧

お知らせ 栃木県（人権・青少年男女参画課）

毎月第3日曜日は
　　ふれあい育む「家庭の日」です

栃木県　家庭の日 検索家庭度を
　チェックしてみよう！

8 月は「家庭の日」を
考える強調月間です！

「家庭の日」とは

「家庭の日」の推進に関する取組について

　家庭は、子どもの豊かな心を育む大切な場所です。

　家族が共に過ごす時間を作り、家族の絆を深め、家

庭の大切さを見つめ直すきっかけづくりとして、県で

は毎月第3日曜日を「家庭の日」と定めています。

　また、県や市町・企業等がそれぞれの立場から「家庭の日」の普及定着に向けたさまざまな取組を実施

しています。

　「家庭の日」には、家族一緒に食事をし、普段ゆっくり話せないような学校での出来事について話し合

うなど、それぞれの家庭ならではの過ごし方をしましょう。

　県有施設（12施設）では、毎月第3日曜日に小人料金等が無料になる優待サービスを実施しております

ので、ぜひご家族でお出かけ下さい。

　※従来行っていた「家庭の日」優待サービスは、平成26年4月1日から、とちぎ未来クラブのとちぎ子育

て家族応援事業「とちぎ笑顔つぎつぎカード」事業に統合され、更に利用しやすくなりました。

　自分の家庭に当てはめて、各項目をチェックしてみましょう。該当項目が多いほど家族とのふれあいの機会が多いこと

になります。このチェックを契機に、家族とのふれあいの時間を見つめ直してみませんか。

♪家族みんなで話をしよう♪
□家族間であいさつはできていますか。
□お子さん・お孫さんは学校での出来事や友達のことを家で
話していますか。

□お子さん・お孫さんの話を時間をかけて聞いていますか。

♪家族みんなでご飯を食べよう♪
□一日の出来事など、みんなで話しながら楽しく食事をして
いますか。

□みんなで食事の準備や後片付けをしていますか。

♪家族みんなで役割分担を作ろう♪
□家族それぞれに役割分担を決めていますか。
□親として、祖父母として、家庭でのそれぞれの役割を果た
していますか。

□お子さんを叱ったり、誉めたりすることができますか。

♪家族みんなで出かけよう♪
□買い物以外に、家族みんなでよく外出しますか。
□家族で出かけるのは好きですか。

　問い合わせ先
　　栃木県県民生活部人権・青少年男女参画課（青少年育成担当）
　　TEL　028-623-3075　　FAX　028-623-3150
　　e-mail　seishonen-danjo@pref.tochigi.lg.jp
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お知らせ 栃木県（高齢対策課）

◎お問い合わせ
○9月30日（火）までは…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
○10月1日（水）からは…とちぎ生涯現役シニア応援センター
　TEL　028-622-3018　　FAX　028-622-3098

平成26年10月1日（水）　開設！

とちぎ生涯現役シニア応援センター

ぷらっと
　『ぷらっと』は、シニア世代の、ゴールドのように輝き続けるセカンドライフを応援します。
ボランティアから就労まで、様々な社会参加活動に関する相談をお受けします。
　『ぷらっと』立ち寄ってみませんか？

　『ぷらっと』は、シニア世代の方々が充実したセカンドライフを送るためのプラットフォーム
（発着点）として活用いただけるよう、さらに、地域の様々な活動支援機関を繋ぐネットワークづ
くりの拠点となることを願って名付けた『とちぎ生涯現役シニア応援センター』の愛称です。

ぷらっとでは…

①　専門相談員が相談者の希望する活動分野や内容などを把握し、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につい
てアドバイスします。
③　専門のキャリアカウンセラーが、一人ひとりの個性や意欲を踏まえながら、きめ細やかな
キャリアカウンセリングを行い、最も適した社会参加活動をご提案します。
④　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。
⑤　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。
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□　利用時間　　
　月曜日～金曜日　午前10時～午後6時
　土曜日　　　　　午前10時～午後5時
　　※日曜・祝日・年末年始は休館になります。

利用案内
□　所在地　〒321－0964　
　・栃木県宇都宮市駅前通り1－3－1
　・フミックスステムビル3階
※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。
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お知らせ 栃木県（健康増進課）

職場におけるウイルス性肝炎対策にご協力下さい。
　ウイルス性肝炎は、国内最大級の感染症と言われており、本人の自覚なしに感染している可能性があります。
ウイルス性肝炎とは、肝炎ウイルスに感染して徐々に肝臓の細胞が壊れていく病気です。肝臓の機能が失われ
ていくと、肝硬変や肝がんに至ることもありますので、「早期発見・早期治療」が重要です。

　事業主の皆様におかれましては、雇用者への肝炎ウイルス検査の受検勧奨や働きながら適切な肝炎治療を受
けることができる環境整備等について、ご理解、ご協力をお願いします。
　特に、職場で行われる定期健康診断等において、希望者が肝炎ウイルス検査が受検できるようご検討いただ
くとともに、保健所等において無料検査を実施していますので、肝炎ウイルス検査を受けることの意義を周知
いただき、雇用者が受検を希望する場合には、特段の配慮をお願いします。

「栃木県肝炎対策推進計画」
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/iryou/kanen/
documents/kanenkeikaku.pdf
「保健所等における肝炎ウイルス検査」
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/
kansen/1205730080023.html

少なくとも1回は
肝炎ウイルス検査を
受けましょう

問い合わせ先　栃木県健康増進課　感染症・新型インフルエンザ対策担当
TEL　028-623-3089　E-mail：kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp

お知らせ 栃木県労働委員会事務局

労働委員会の「あっせん」

～雇用のトラブル　まず相談～

「解雇」・「嫌がらせ」・「配置転換」など労使間トラブルでお悩みの方は・・・

労働委員会が「あっせん」によりトラブル解決のお手伝いをします！

労働委員会のあっせんの特徴

あっせんは四者構成で行います

あっせん員は公益側（弁護士や大学教授など）・
労働者側（労働組合の役員など）・使用者側（企
業経営者や会社役員など）及び事務局職員で構
成されます。

あっせんは無料です

費用はかかりません。
お気軽にお問い合わせください。

【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
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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 （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

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。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
〒320-0072 宇都宮市若草1-4-23  TEL028-622-9497（代表）  http://www3.jeed.or.jp/tochigi/poly/
◆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

レディーメイドコース パンフレットに開催日程等を掲載しているコースです。

オーダーメイドコース 企業からの相談を受けて企画・実施するコースです。

9月開催コース　　　　建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建

　・鉛フリーはんだ付け技術
　・自家用電気工作物の保守点検技術
　・実践的PLC制御技術
　・設計検証のためのアセンブリ活用実践技術
　　（アセンブリ・ドラフティング編）
　・実践建築製図作成技術（2次元CAD）
　・PLC制御による位置決め制御技術

10月開催コース　　　　建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建

　・機械設計製図技術（要素設計編）
　・旋盤精密加工技術（はめあい部品加工編）
　・フライス盤精密加工技術
　・マイコン制御システム開発技術
　　（H8マイコン制御アセンブラ編）
　・PLCによるネットワーク構築技術

 4日開始（2日間）
 9日開始（2日間）
10日開始（2日間）
18日開始（2日間）

25日開始（2日間）
29日開始（2日間）

 1日開始（3日間）
 8日開始（5日間）
21日開始（4日間）
21日開始（3日間）

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。お気軽にご相談下さい。
　★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。

※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、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/
※関東職業能力開発大学校（関東能開大）が実施する能力開発セミナー等の詳しい内容は、下記ホームページ
に掲載しています。
　　　　　　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）

※開講間近なコースでも受講申込みがお受けできる場合があります。遠慮なくお問合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（問合せ先：事業主係 TEL028-621-0581）

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
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
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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）
＊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
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

作業環境測定と個人ばく露測定　
～健康障害防止を目的とした手法～

9月10日（水）
15：00～17：001

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

交代勤務を行う労働者の健康管理と
保健指導

9月16日（火）
14：00～16：002

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
湯川　悟　相談員VDT作業による健康障害の防止対策9月17日（水）

15：00～17：003

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9月19日（金）

15：00～17：004

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
小林　淳　相談員

防ごう　在職死
（勤労世代のがん対策ミニ知識）

9月24日（水）
15：00～17：005

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

リーダーの意識で、
『メンタルヘルス対策強化』へ

9月30日（火）
14：00～16：006

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10月3日（金）

15：00～17：007

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

産業医が知っておきたいKY・RAと
職場の健康危機管理

10月9日（木）
15：00～17：008

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

ラインケア　職場のコミュニケーション
～積極的傾聴法～

10月10日（金）
14：00～16：009

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

関係法令担当
大森良雄　相談員メンタルヘルスと安全衛生配慮義務10月16日（木）

15：00～17：0010

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

社会保険労務士
渡辺和幸　メンタル促進員過労死防止の労務管理対策10月28日（火）

14：00～16：0011

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
倉富靖子　相談員長期休職者への対応10月30日（木）

15：00～17：0012

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

11月4日（火）
14：00～16：0013

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11月7日（金）

15：00～17：0014

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
湯川　悟　相談員有機溶剤作業による健康障害の防止対策11月12日（水）

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
岡本由利子　相談員

慣れない職場で困ったら？　
・・・その対処方法について

11月18日（火）
14：00～16：0016

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

SDSを活用した化学物質の管理と
リスクアセスメント

11月20日（木）
15：00～17：0017

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
小林　淳　相談員産業保健活動に役立つ機器実習11月26日（水）

15：00～17：0018

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26年度　産業保健セミナー予定表（平成26年9月～11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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Ｑ　メンタルヘルス不調による休職から5月に職場復帰したところ、未経験の部署に配置転換を命じられ
ました。命じられるまま新たな業務に従事していましたが、未経験の業務・多忙・一人での業務等なじ
めないことも多く仕事でのミスが多くなりました。それに加え、頭痛・吐き気等の体調不良により休む
ことも多くなったため、元の部署への異動を願い出ましたが、聞き入れてもらえず、上司から「辞めて
欲しい」と言われました。辞めたくはないのですが、このまま退職せざるを得ないのでしょうか？

職場復帰後の配置転換・退職勧奨

連載 大田原労政事務所

A　使用者の労働者に対する安全配慮義務（健康配

慮義務）について、労働契約法第5条では、「使用者

は、労働契約に伴い、労働者がその生命・身体等の

安全を確保しつつ労働することができるよう、必要

な配慮をするものとする。」と規定しています。危険

作業や有害物質への対策はもちろんですが、メンタ

ルヘルス対策も使用者の安全配慮義務に当然含まれ

ると解釈されています。

　また、労働契約法は、客観的・合理的理由がなく、

社会通念上相当でない解雇を制限しています。

　退職勧奨の場合でも、退職の意思がないことを、

使用者に明確に伝え、退職届の提出や、退職届の用

紙の記入に安易に応じないことが大切です。

　これらを踏まえ、会社側と配置転換等について再

度話し合ってはいかがでしょうか？

1　職場復帰について

　心の健康問題により休業した労働者の円滑な職場

復帰促進のため、厚生労働省では、事業場向けマ

ニュアルとして「心の健康問題により休業した労働

者の職場復帰支援の手引き」（改訂H21.3）を発行

しており、その中で、「職場復帰に関しては元の職場

への復帰が原則」としています。これは、たとえよ

り好ましい職場への配置転換であったとしても、新

しい環境への適応にはある程度の時間と心理的負担

を要するためであり、そこで生じた負担が疾病の再

燃・再発に結びつく可能性が指摘されているからで

す。

　また、異動等を誘因として発症したケースにおい

ては、新しい職場にうまく適応できなかった結果で

ある可能性が高いため、適応できていた以前の職場

に戻すか、又は他の適応可能と思われる職場への異

動を積極的に考慮した方がよい場合があります。

　なお、数ヶ月にわたって休業していた労働者に、

いきなり発症前と同じ質・量の仕事を期待すること

は無理があります。うつ病などでは、回復過程にお

いても状態に波があることも事実です。

　このため、職場復帰後の労働負荷を軽減し、段階

的に元へ戻す等の配慮は重要な対策となります。

2　退職勧奨か解雇か？

　使用者から、「辞めて欲しい」とか「辞めてもらう」

という言い方をされた場合、退職勧奨なのか、それ

とも解雇なのか、明らかにするよう求めてください。

使用者が労働者に労働契約の解除の合意を求めるの

が「退職勧奨」、一方的に契約を解除するのが「解雇」

です。

　退職勧奨である場合は、労働者が同意しない限り、

労働契約は終了しません。

　解雇の場合、解雇通知と解雇の日付・解雇理由・

解雇の根拠・通告の責任者等を明記した書面（解雇

通知書等）の交付を求めてください。

　解雇理由が事実かを確認し、事実だった場合には

解雇理由が解雇に値するか等について就業規則等に

照らし合わせ、使用者に説明を求めてください。

　例えば、「仕事上のミスが多い」という理由では、

「具体的にどんなミスがあったか」「そのミスが解雇

に値するか」「同様のミスをした人の処遇はどうなっ

ているか」等を話し合ってください。

＜参考＞

　「働く人のメンタルヘルス相談」を県内4カ所の労

政事務所で実施しています。

　詳細は、各労政事務所へお問い合わせください。
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オグラ金属 株式会社オグラ金属 株式会社企業Report

　今回は、平成25年に栃木県フロンティア企業として認証
されるとともに、職場の安全衛生で栃木県労働局長優良賞
を受賞されたオグラ金属（株）を御紹介します。

◆業務内容についてお聞かせください。
　自動車部品・アミューズメント部品・環境商品部品・鉄
道車両部品の4つの事業領域で、多種多様な金属加工製
品を製造・販売しており、主な製品としては、自動車のオ
イルパンやサスペンションのほか、太陽光発電システム
のパワーコンディショナー（変圧器）収納キャビネットなど
を取り扱っています。
　当社では金属加工を幅広く対応していますが、それを
可能にしているのは、当社自慢の設備力と技術力です。
大型プレスをはじめロボット溶接ライン等の最新鋭の設
備環境と熟練の技を持ち合わせた技術者双方の力が大
量生産から多品種・少量生産品まで幅広い対応を可能に
しています。
　そして、もう一つの強みが組織力です。“全員営業”の
志のもと全社員が協力し合い、お客様の構想段階から、
設計・開発、製造、出荷までの一貫生産を可能とする“金
属加工のショッピングモール”を目指して、日々の生産活
動に取り組んでいます。
◆平成25年度に栃木県フロンティア企業として認証さ
れましたが、その内容についてお聞かせください。
　栃木県フロンティア企業として認証された技術・製品
は、“植物栽培におけるLED照明装置”です。
　この装置は、電灯照明により花芽の分化や開花を調節
する電照栽培において、栽培コストの削減を図るため、
栃木県農業試験場、宇都宮大学農学部と共同で開発しま
した。
　LEDの光には波長を選ぶことにより、光合成効果、成
長促進・抑制効果、植物の糖度向上、殺菌効果（防虫）が
ありますが、当社が開発した装置は、必要な時期に必要
な光（波長）を必要な量だけ照射できるほか、装置を細長
い形状にすることにより、光量の均一化が図られ、照明
個数を40％以上削減できるなど、省エネに大きく貢献
するものとなっています。
◆また、安全衛生に係る栃木労働局長優良賞を受賞され
ていますが、どのようなことが評価されたと思いますか。
　当社では、「安全を第一義とした快適な職場づくりと全

所 在 地

設 立

事 業 内 容

従 業 員 数

代　表　者

足利市川崎町1310

1938年11月6日

自動車・アミューズ・環境商品・

鉄道車両部品等の金属加工

320名（平成26年6月現在）

代表取締役社長　小倉　勝興

企業概要

社員が心身ともに健康になるための活動を推進する」を
基本方針に掲げて安全衛生活動を推進しています。代表
的な取り組みとしては、全社員によるリスクアセスメント
を実行し、危険有害要因を低減させて無事故の継続を
図っています。
　また、整然とした働きやすい職場環境を目指し、安全
で働きやすい職場環境を整備、維持するため、ボトム
アップの5S活動（整理・清掃・整頓・清潔・躾）を積極的に
行っており、昨年度は5S活動を軸とした工場見学として
全国から約400名のお客様がお見えになりました。
　さらには、全社員による週1回の自主保全活動に取り
組み、作業場のヒューマンエラーによる事故防止にも努
めており、こうした取り組みが安全で快適な職場づくりと
して評価されたと考えています。
　なお、この度の栃木労働局長優良賞受賞により、栃木
県からも「とちぎ働きやすい企業」として県のホームペー
ジ上で御紹介いただいておりますので、今後も引き続き、
社員が安全に健康で安心して働ける職場環境づくりに努
めていきます。
◆積極的に行っている5S活動について、詳しくお聞かせ
ください。
　当社では、足利5S学校で5S活動の普及推進に携わる
「きむら5S実践舎」からの提案を受け、2008年から本格
的に活動に取り組んでいます。
　当社の活動は、職場単位で明るく楽しく自主的に実践
しており、月に1回は改善活動の発表会を開催していま
す。
　こうした活動を通じて、社員のモチベーションもアッ
プし、明るく元気な職場環境が築かれていますので、今
後も全社的に5S活動を展開していく考えです。
◆最後に今後の抱負や課題についてお聞かせください。
　当社は、時代が変わっても、人々のためになくてはな
らない企業であり続けるために、次世代を見据えた新た
な技術開発に取り組むとともに、戦略的な事業を積極的
に展開しながら、持続的な成長を目指していきます。
　また、今後は、これまでの安全衛生に加え、社員の仕
事と家庭の両立を支援するための取り組みにも力を入れ
ていきたいと思います。

お話：取締役　常務執行役員 　真秀　　隆　氏
総務部総務グループチームリーダー　栃木　一芳　氏

【取材：足利労政事務所】
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