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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14日（金）、12月12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28日（金）、12月26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19日（水）、12月17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5日（水）、12月3日（水）〕13：30～16：30
　・予　約　先：0284－41－1241

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

１．相談を希望する労政事務
所に相談希望日の３日前ま
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!!
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　昨年　月　日から障害者雇用率が2.0％に引上げ4 1
になりましたが、県内の障害者雇用率は全国的にもま
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、かつ障害者の職業訓練にも積極的に取
り組み、働く意欲のある障害者と企業の橋渡し役を実
践されている、「焼きたて屋コパン」、有限会社コパン
代表取締役の金井光一さんにお話を伺いました。 

◆障害者の多数雇用や職業訓練を実践されるように
なったきっかけを教えてください。 
　私自身が先天性の骨形成障害で身体障害者であっ
たことから、いつかは障害者の就労支援をやりたい
と考えていました。株式会社TKCに勤務し役員の
重職についていましたが、50歳になったのを契機
に、障害者の就労支援をしたいと思って会社を早期
退職しました。
　ゼロからのスタートなので　年間構想を練って1
「焼きたて屋コパン」を創業し、紆余曲折を経なが
ら約10年間、障害者雇用促進や職業訓練に取り組
んできています。
　現在は従業員24名中、　 名が障害者です。 6

◆経営理念についてお聞かせください。 
　2000年の社会福祉事業法の改正により、福祉の
世界にも民間企業が参入できる規制緩和が行われま
した。 
　私は、障害者や彼らを支える人々を対象とした就
労支援・発達支援を推進して、彼らが安心して生活
できる地域社会の実現を目指す「NPO法人チャレン
ジド・コミュニティ」の理事長も務めています。 
　このNPO法人では、障害者の就労支援のために、
レストラン等の様々な観点からの事業を展開してい
ます。 
　まずは、「焼きたて屋コパン」を設立したのですが、
その後に事業の趣旨に賛同してくれる仲間もできま
したので、就労支援の核となるNPO法人を立ち上
げて、NPO法人の下部組織として事業会社「コパ
ン」を組み込んだというイメージになっています。 
　このNPO法人では県内に本社のある企業の単位
株主になり、株主総会に出席して経営陣に直接障害
者雇用の促進等について意見を投げかけるなどして、

人・
春 夏 秋 冬

HITO・SYUNKASYUTO

有限会社コパン　代表取締役 

【取材：宇都宮労政事務所】 

障害者の就労支援を呼びかけています。 
　昨年の実績では、障害者4名が事業会社「コパン」
で職業訓練を受け、県内企業等に就職しています。 
　なお、多くの障害者を受け入れられる訳ではない
ので、あくまでも就労可能性と就労意欲のある障害
者を支援の対象者としています。 

◆なぜ、事業会社として「パン屋」を選択したので
すか。 

　障害者支援にふさわしい事業という観点で、ゼロ
ベースで事業計画を練っていくなかで、「パン屋」は、
人に嫌われない、女性が参加しやすい、パンの香り
ややさしさ・ぬくもりといったイメージがあり、地
域社会に受け入れられやすいのではないかと思いま
した。
　なお、障害者の就労支援・職業訓練のための「パ
ン屋」を事業とする上で、小麦粉等の原材料仕入れ
の都合上から有限会社コパンとしています。 

◆職場環境で気をつけている点はありますか。 
　身体障害、知的障害や精神障害のある方も受け入
れており、仕事はその障害に対応した形で役割を分
担し、分業化しています。スタッフ一同は、できな
いことをできるように無理に訓練させるのではなく、
できる部分に着目して、伸ばしてあげるようにして
います。 
　また、障害の特徴に応じて、定期的に障害者と面
談を行うなど体調面の管理にも注意しています。 

◆今後の抱負についてお聞かせください。 
　障害者自立支援法（現総合支援法）ができて、障
害福祉サービス事業の規制緩和が行われ、障害者に
とっても社会参加の大きなチャンスが巡ってきまし
た。こういう時代だからこそ障害者の社会参加が
しっかり根付いていける環境を作ってあげる必要が
あります。 
　そのためにも、今の事業展開について経営の安定
化に努めるとともに、私の後継者づくりもしていき
たいと考えています。 

金井　光一さん
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おしらせ 栃木県（労働政策課）

◆お問い合わせ先　　栃木県産業労働観光部労働政策課　TEL 028-623-3218　FAX 028-623-3225

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

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

◆従業員の子育てに積極的に配慮する企業、◆若者の採用と人材育成に積極

的な企業、◆女性の能力発揮に積極的な企業、◆多様な働き方に積極的に取

り組んでいる企業については、自薦も受付ています。申込要件等の詳細は、

ホームページを御覧ください。 

募 集

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

メリット

他の企業 県 民

求職者

とちぎ働きやすい企業
障害者雇用に積極的な企業

高齢者雇用に積極的な企業

従業員の子育てに積極的に配慮する企業

若者の採用と人材育成に積極的な企業 

女性の能力発揮に積極的な企業

労働安全衛生への取組に積極的な企業

多様な働き方に積極的に取り組んでいる企業 

ＰＲ
情報提供

人材
確保

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

とちぎ働きやすい企業普及推進事業
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

＜栃木県委託事業＞ 
「第2回しょうがい者雇用促進セミナー」を開催します！ 
　栃木県内に本社を持つ企業等を対象に、「第2回しょうがい者雇用促進セミナー」を開催します。 
　障害者雇用について理解を深め、意識を高めていただくとともに、本県の障害者雇用率の向上を図ることを
目的としています。 
　障害者の方々を雇用したい企業等の方の御参加をお待ちしています。 

内容 
＜テーマ　＞ 1
栃木県の障害者雇用の施策について 
＜テーマ　＞ 2
栃木県における障害者雇用に関する
現状について 
＜テーマ　＞ 3
障害者雇用の事例紹介 

日時 
平成26年12月9日（火） 
13：30～16：30（受付13：00～）

会場 
とちぎ福祉プラザ　多目的ホール 
（宇都宮市若草1-10-6） 

◆お申し込み及びお問い合わせ 
　　ランスタッド株式会社　宇都宮オフィス　栃木県障がい者雇用促進室　 
　　　　　　　　　   宇都宮市東簗瀬1-28-23　ＴＥＬ：028-611-5555 

Noパワハラであかるい職場づくり〜パワハラを予防・解決すれば職場は変わります～

　　日　時　平成26年11月19日（水）　14：00～16：00 
　　受講料　無　料 
　　場　所　栃木県総合文化センター　第3会議室（3階） 
　　対　象　事業主、企業及び労働組合ご担当者など　先着50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ＷＥＢ申込み、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。 

パワーハラスメント対策取組支援セミナー 

委託事業

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 
カリキュラム　①講義：「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」をテキストにパワーハラ

スメントの現状、パワーハラスメントの予防と解決、各企業の取組事例の紹介
などを行います。 

　　　　　　　②グループ討議：パワーハラスメント対策の取組状況や課題などについて討議を
行い、他の企業の参加者と情報交換を行います。 
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

※詳しくはHP「WORK　WORK（わくわく）とちぎ」またはとちぎジョブモール（TEL 028-623-3226）、
　宇都宮商工会議所（TEL 028-637-3131）にお問い合わせください。

求職者の就職を応援する「ジョブモール応援隊」
の隊員を募集しています！

1　ジョブモール応援隊とは 
　一人でも多くの求職者が希望する職業に就くことができるよう、県民や企業が一体となって就職を応援
する活動を行います。 
　具体的には、ミニセミナー講師や広報活動など、各自ができることを、できる範囲で、ボランティア活
動によりお手伝いいただきます。 

2　募集対象者  
　県内に事業所を有する企業、県内にお住まいの方等で、事業の趣旨に賛同し、規約に同意の上、御協力
いただける方 

3　募集・申込方法  
　県の就職支援サイト「ＷＯＲＫＷＯＲＫ（わくわく）とちぎ」（http://www.tochigi-work2.net/）か
ら申込書をダウンロードして、持参・郵送・FAX又はEメールでとちぎジョブモールに提出してください。
随時受け付けています。 

4　「ジョブモール応援隊」の隊員になると
　ホームページに掲載、紹介するほか、雇用関連情報を随時送付・提供します。企業隊員の場合は、とち
ぎジョブモールが発信する情報やイベントにおいて紹介します。 
　なお、活動中の万一の事故等に備え、個人隊員を対象として、とちぎジョブモールが費用を負担してボ
ランティア活動保険に加入します。 

若者就業体験研修の流れ

企業登録
　お申込みを頂いた事業所を
受入協力企業として登録しま
す。

説明会 就業体験

事業
概要

45
歳未満の若者

・受け入れ対象者

2
週間以内

・研修期間

1,000
　　　　円

・報償費（一人につき一日あたり）

　受講希望があった場合、説
明会を開催します。
　受講希望者と直接面談し、
研修の内容や研修期間等につ
いて確認して頂きます。

　研修期間は 2 週間以内で
す。各企業に作成して頂いた
プログラムに基づき実施しま
す。

　企業と若者との雇用のミスマッチを防ぐとともに、若者の早期就職と定着の促進を図るため、就職を希望し

ている若者が、人材を求めている事業所において就業体験研修を行う「若者就業体験事業」を実施しています。

「若者就業体験事業」の受入協力企業を募集しています！
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技能五輪・アビリンピック 
あいち大会　2014 

　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52回大会は、11月28日（金）から12月1日（月）までの4日間、全国から約1,200名の青年技能者

が参加し、愛知県名古屋市他の会場において行われます。

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
生　井　悠　太
小　泉　柊　人
山　田　隼　也

日立アプライアンス㈱栃木事業所青　木　　　渉
松　本　拓　也

ホンダエンジニアリング㈱

野　原　孝　士

メカトロニクス 塩　澤　俊　昭
山　城　拓　之
丸　山　晋　平

㈱栗﨑歯車製作所北　條　大　希旋　盤
ハシモ㈱渡　邉　雄　也タイル張り

県央産業技術専門校早乙女　邦　子配　管 古　口　勝　美

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
井　上　　　彬
堀　江　貴　伸
菅　原　詩央里
佐々木　雄　基

㈱関電工栃木支店伊　藤　隆　貴電　工
県央産業技術専門校栗　原　裕　太情報ネットワーク施工

　また、障害者が日頃培った技能を互いに競い合うことにより、その職業能力の向上を図るとともに、企業や

社会一般の人々が障害者に対する理解と認識を深め、その雇用の促進を図ることを目的とした第35回アビリ

ンピックが11月21日（金）から23日（日）までの3日間、同じく名古屋市で開催されます。

　本県からは技能五輪に8職種23名、アビリンピックに6種目6名が参加します。県公館において、10月29日

（水）に平成26年度技能五輪全国大会・全国アビリンピック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）

　アビリンピックには、ＤＴＰ、ワードプロセッサ、ビルクリーニング、製品パッキング、喫茶サービス、表

計算の6種目に栃木県選手が出場します。

◆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・全国技能大会担当
　　　　　　　　　ＴＥＬ：028-623-3237　ＦＡＸ：028-623-3225 
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　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。 

　　　◇日　時　平成26年11月8日（土）9：00開会 
　　　　　　　　（とちぎものづくりフェア、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 
　　　◇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 

お知らせ 栃木県（労働政策課）

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。

機械加工

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。

溶　　接

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。

◆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・全国技能大会担当 
　　　　　　　　　ＴＥＬ：028－623－3237　ＦＡＸ：028－623－3225 

　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26年11月8日（土）9：00～ 
　　　　　　　　（とちぎものづくり技能競技大会、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　優秀技能者の実演　技能五輪全国大会出場者によるデモンストレーション
　　　　　　　　②　展示　県内教育機関等が実施する取組みについての展示・説明 

とちぎものづくりフェア 

とちぎものづくり技能競技大会 

技能競技大会　競技風景
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

　厚生労働省では、「職場における女性の能力発揮を促進するための積極的な取り組み」（ポジティブ・アクショ

ン）及び「仕事と育児・介護との両立支援のための取り組み」について、他の模範となる取り組みを推進して

いる企業を表彰しています。 

　栃木労働局では、平成26年度の「均等・両立推進企業表彰」均等推進企業部門において、栃木労働局長優良

賞として、株式会社足利銀行及び株式会社東武宇都宮百貨店を表彰しました。 

　受賞された2社におかれては、ポジティブ・アクションに取り組む体制を整備し、女性の管理職登用に向け

た研修等の実施、積極的なキャリア形成支援の充実などのポジティブ・アクションの取組によって、女性管理

職が増加するなど成果がみられたことが選定の理由です。 

　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26年11月8日（土）　9：00～15：00 
 　　　　　　　　　　（とちぎものづくりフェア、とちぎものづくり技能競技大会と併催） 
　　　　　◇ 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 

◆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・全国技能大会担当 
　　　　　　　　　ＴＥＬ：028-623-3237　ＦＡＸ：028-623-3225 

　　　　が開催されます！ 

お知らせ 栃木労働局

アトラクション 

平成26年度「均等・両立推進企業表彰」 

栃木労働局長優良賞に2社を表彰！！ 

＜「均等推進企業部門」栃木労働局長優良賞　受賞企業＞ 
◇株式会社足利銀行 
　「あしぎん女性塾」を開催。管理職に占める女性割合が増加。 

◇株式会社東武宇都宮百貨店 
「女性活躍推進アクションプラン」を策定・実施。育児短時間勤務利用者
の係長が誕生。 

厚生労働省　栃木労働局雇用均等室　ＴＥＬ：028-633-2795　（http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/） 

模　擬　店 

きらら
ポジティブ・アクションに取り組んでいます
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改正パートタイム労働法のポイント（平成27年4月1日施行）
　パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保と納得性の向上をより一層推進するとともに、法の実効性を確
保するための措置が新設・拡充されました。

厚生労働省　栃木労働局雇用均等室　ＴＥＬ：028-633-2795　（http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/） 

　　労働条件の文書交付・説明義務1

・昇給、賞与等の有無及び相談窓口について、文書の
交付等による明示義務
・パートタイム労働者からの求めがあった場合の待遇
に関する説明義務

・雇入れ時に雇用管理改善の措置について説明義務

・相談窓口を設置し、周知する義務

新設

新設

新設

※パートタイム労働者＝1週間の所定労働時間が同一の事業所
に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて
短い労働者

均等・均衡待遇の確保の促進（改正法施行後）
＜短時間労働者の待遇の原則＞　短時間労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との相違は、職
務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはなりません。

◎…短時間労働者であることによる差別的取扱いの禁止（義務）　　◯…実施義務・配慮義務
△…職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務

福利厚生教育訓練賃　　金【短時間労働者の態様】
通常の労働者と比較して、 左以外のもの

（慶弔休暇、社
宅の貸与等）

・給食施設
・休憩室
・更衣室

左以外のもの
（キャリアアッ
プのための訓
練等）

職務遂行に
必要な能力を
付与するもの

左以外の賃金
・退職手当
・家族手当
・通勤手当等

職務関連賃金
・基本給
・賞与
・役付手当等

人材活用の仕
組みや運用等
（人事異動の有
無及び範囲）

職務の内容
（業務の内容
及び責任）

◎◎◎◎◎◎
①通常の労働者と同視す
べき短時間労働者

同じ同じ

ー◯△◯ー△
②通常の労働者と職務の内
容が同じ短時間労働者

異なる同じ

ー◯△△ー△
③通常の労働者と職務の
内容も異なる短時間労
働者

ー異なる

お知らせ 栃木労働局

　　均等・均衡待遇の確保の促進2

・正社員との待遇の相違は、職務の内容、人材活用の
仕組み、その他の事情を考慮して不合理と認められ
るものであってはならない旨を規定

新設

・正社員と同視すべきパートタイム労働者（※）につ
いて差別的取扱い禁止
＊職務内容が同一、人材活用の仕組みが同一、無期労働契約、
　の3要件を満たす者
　閣閣無期要件を削除＝有期契約労働者も対象に 拡充

・その他のパートタイム労働者にも、賃金の決定や教
育訓練等について、就業実態に応じて正社員と均衡
のとれた待遇の確保に努めることを義務づけ

　　通常の労働者への転換の促進3

・正社員への転換を推進するための措置を事業主に義務づけ

　　苦情処理・紛争解決援助4

・苦情の自主的な解決に努めることを義務づけ

・都道府県労働局長による紛争解決援助、調停

　　実効性の確保5

・都道府県労働局で、助言、指導、勧告

・虚偽報告等に対する過料の創設

・勧告に従わない場合の企業名公表制度の創設

新設

新設

　　パートタイム労働指針6

・不利益取扱い禁止事項 拡充



10 労政とちぎ2014⑪

　「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、相談員が公平・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。 

お知らせ 栃木労働局

◆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） 

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 

　男女が共に仕事と子育てを両立できるように支援することや、若者等の中長期的なキャリア形成を支援する

ことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るため、雇用保険制度が変わりました。主な改正内容は以下の

とおりです。 

1．育児休業給付金の取扱の変更（平成26年10月1日以降） 

　平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合

でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付金を支給します。 

2．教育訓練給付の拡充及び教育訓練支援給付金の創設（平成26年10月1日施行） 

　「教育訓練給付金」の給付内容が拡充されます。新しい制度では、中長期的なキャリアアップを支援する

ため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座（専門実践教育訓練）を受講した場

合に、給付金の給付割合の引上げや追加支給があります。 

※　詳しい内容については、最寄りの公共職業安定所（ハローワーク）におたずねください。 

平成26年10月1日から雇用保険制度が変わりました。 

栃木労働局職業安定部職業安定課 

平成26年　月　日（月）～平成27年　月31日（火） 9 1 3
 

月・火・木・金：午後　時～午後10時 5
土　 ・ 　日：午前10時～午後　時 5
〔12月　日（土）は正午～午後　時対応〕 6 5
〔12月29日（月）～　月　日（土）は除く〕 1 3

 
【フリーダイヤル】0120－ 8  1  1 － 6  10 

は い ！ ろう どう
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風しん抗体検査を実施しています
　昨年流行した風しんでは、働く年齢層の患者が多く報告されました。妊婦が風しんにかか
ると、心臓病・聴力障がいなどをもった赤ちゃん（先天性風しん症候群）が生まれる可能性
があります。
　栃木県では、平成27年3月まで、妊娠を希望する女性やその同居者等に対して、風しん抗
体検査を無料で実施しています。検査の結果、風しん抗体価が低い方には予防接種の検討を
お願いしています。

栃木県最低賃金が　時間額 733円　に!

確認しましょう！　最低賃金

− 改正発効は　平成26年10月1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。

お知らせ 栃木労働局

～～ 最低賃金引き上げに向けた中小企業への支援事業

「中小企業専門家派遣・相談等支援事業」「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。

お知らせ 栃木県（健康増進課）

風しん抗体検査について風しんについて

風しん抗体検査を受けることで、風しんに
対する免疫（抗体）があるか確認できます。
【実施場所】
　各広域健康福祉センター、宇都宮市保健所に
　おいて予約制で行っています。
（日時はそれぞれ異なりますので下記URLでご確認ください。）

【検査および結果通知】
　採血してから約2週間後、郵送または来所にて通知

【症　　状】
　発疹・発熱・リンパ節の腫れ
　※感染しても無症状のこともある
【感染経路】
　感染者の飛沫（唾液のしぶき）
【予防方法】
　風しんの予防接種（妊婦は受けられません。）

◆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

「風しん抗体検査の実施について」
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/huusinnkoutaikennsa.html
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

～ 事業主の皆さまへ ～ 

栃木県事業復興型雇用創出助成金のお知らせ 

　東日本大震災の影響による被災求職者を継続して雇い入れる事業主に対して助成金を支給する
「栃木県事業復興型雇用創出助成金」の追加募集を行っています。
　詳細については県ホームページより御確認ください。 

陰

右

韻

宇

隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠

隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠

吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋

吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋

下記要件をいずれも満たす必要があるほか県ホームページに詳細な要件について記載あり。 
・県内の災害救助法適用地域内（※1）の事業所において、平成23年3月11日から平成26年3月31日ま
での間に、この助成制度の対象となる国及び地方自治体の補助・融資（融資については設備資金に限
る）制度を活用した事業を実施している。

・平成23年11月21日から平成26年3月31日までの間で、補助・融資決定以降に、対象労働者（被災求
職者）（※2）を継続して1年以上雇用（※3）することが見込まれる労働者として雇用しており、申請
時点に在職している。

※　）宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、益子町、1
茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、那須町、那珂川町の15市町

※　）東日本大震災発生時に災害救助法適用地域に居住していた方、東日本大震災以降に災害救助法適2
用地域内に所在する事業所を離職した方

※　）雇用期間は、「無期」又は「　年以上の雇用契約で更新可能なもの」である必要があります。3 1

主な要件 

陰

右

韻

宇

隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠

隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠

吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋

吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋
吋

※1事業者あたりの上限額は1,000万円です。 
○対象労働者1人当たり、下表の金額が支給されます。なお、助成金は、年　回、　 月及び10月に、支2 4
給対象期間における雇用の実績に応じて支給されます。 

支給額（最大）支給額（最大）

1年目：120万円　2年目：72万円　3年目：16万5千円208万5千円短時間労働者以外

1年目： 60万円　2年目：36万円　3年目： 7万円103万円 　短時間労働者

陰

右

韻

宇

隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠

隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠

吋
吋
吋
吋
吋
吋

吋
吋
吋
吋
吋
吋

○申請は先着順に受付となります。助成は予算の範囲内で行いますので、支給認定額の合計が予算額に
達した場合は受付を終了します。
○受付の時点で全ての書類を確認することはできないため、受付の際に書類を一時お預かりし、審査の
上、決定いたします。

◆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 TEL028-623-3224
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/work/koyou/koyou/jigyouhukkougata.html

支　給　額 

留意事項
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県制度融資「設備投資促進融資」のお知らせ 
お知らせ 栃木県（経営支援課） 

　中小企業者の生産性向上等を図る設備投資に対する、事業資金の融資を促進するため、平成26年度から設備
投資促進融資の運用を開始しました。 

○融資対象者
県内に事業所を有し、県内事業所へ先端設備又は生産ラインやオペレーションの改善に資する設備（生産性
向上設備）の導入を行う中小企業者等
○資金の使いみち
　生産性向上設備に係る設備資金（下記のいずれかに該当するもの）
　①先端設備：
　　　一世代前の旧モデルと比べて年平均　％以上生産性を向上させる最新モデル1
　②生産ラインやオペレーションの改善に資する設備：
　　　投資収益率（設備投資額に対する営業利益・減価償却費の増加額）が　％以上の設備5
○融資条件
　・融資限度額　　億円1
　・融資利率　　2.2％以内（保証なし）
　　　　　　　　保証付で責任共有制度対象外の場合は1.7％以内
　　　　　　　　　　　　責任共有制度対象の場合は　1.9％以内
　・融資期間　　10年以内（うち据置　年以内、建物の場合は　年以内）1 2
○融資の申込先
　銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の県内営業店

県制度融資「中小企業季節資金（年末資金）」のお知らせ 
　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。

○融資対象者
　県内に　年以上事業所を有して営業を行っている中小企業者等1
○資金の使いみち
　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
○融資条件
　・融資限度額　中小企業者　　　千万円1
　　　　　　　　中小企業団体　　億円1
　・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26年11月　日～平成27年　月31日4 3
○融資の申込先
　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
○申込期間
　平成26年10月10日～平成26年12月30日まで

○お問い合わせ先
取扱金融機関又は県経営支援課（TEL028-623-3181）
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。
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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、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！

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～16時30分まで
※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

【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　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
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お知らせ 栃木県（人権・青少年男女参画課）

◆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。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。

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 （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。

12月開催コース　　　　建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建
【設計・開発】
・ＳＴ言語によるＰＬＣ制御技術
・Ｗｅｂを活用した生産支援システム構築技術
・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Ｃ言語編）
・木造住宅設計実践技術
・機械設備設計者のための総合力学
・ＶＨＤＬによるＬＳＩ（ＦＰＧＡ）開発技術
【加工・組立】
・半自動アーク溶接実践技術（各種姿勢編）

【検査】
・計測の信頼性評価（不確かさの考え方・表現）

【保全・管理】
・現場のための電気技術（電気保全実務編）
・製造現場の生産性向上と実践的改善

　月開催コース　　　　建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建1
【設計・開発】
・タッチパネルを活用したＦＡライン管理
・有接点シーケンス制御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）
・旋盤のテクニック
・ＴＩＧ溶接技能クリニック

【保全・管理】
・測定の高精度化と統計的手法による品質管理

 1日開始（　日間）2
 2日開始（　日間）3
 4日開始（　日間）2
 9日開始（　日間）3

15日開始（　日間）2
17日開始（　日間）3
24日開始（　日間）3

17日開始（　日間）2

 2日開始（　日間）2

 2日開始（　日間）2
16日開始（　日間）3

14日開始（　日間）2
29日開始（　日間）2

 5日開始（　日間）4
 8日開始（　日間）5
21日開始（　日間）2

21日開始（　日間）3

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　TEL 028-621-0581）

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 ～
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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

お知らせ （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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お知らせ 栃木県（とちぎ男女共同参画センター）

★詳しくはお問合せください。★詳しくはお問合せください。
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お知らせ 栃木県（とちぎ男女共同参画センター）

講師：NPO法人ハロードリーム実行委員会2014年実行委員長、シニアファシリテーター

石田　智子

★詳しくはお問合せください。
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お知らせ 栃木県（労働委員会事務局）

解雇、配置転換、賃金引下げ、パワハラ解雇、配置転換、賃金引下げ、パワハラ解雇、配置転換、賃金引下げ、パワハラ解雇、配置転換、賃金引下げ、パワハラ

労働委員会の｢あっせん｣！労働委員会の｢あっせん｣！労働委員会の｢あっせん｣！労働委員会の｢あっせん｣！
など会社内でのトラブルで悩んだら・・・

弁護士などの専門家が、あなたと会社の間に入り、

トラブル解決に向けた話し合いのお手伝いをします
《あっせんの特長》

公益側（弁護士など）、労働者側（労働組合の役員など）、使用者側（企業経営
者など）から各１名のあっせん員が選任され、公平に話し合いを進めます１ 公平・中立です

費用は一切かかりません（労働委員会は県の機関です）２ 無料です

困ったときは、
一人で悩んでないで
電話してほしいまる！

栃木県労働委員会
〒320-8501　宇都宮市塙田1-1-20（県庁南館5階）
TEL 028（623）3334　又は 3337



21労政とちぎ2014⑪

◆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

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12月～平成27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

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

関係法令担当
大森　良雄　相談員

労働衛生に係る安全衛生配慮義務と企業
の責任

12月4日（木）
15：00～17：001

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12月5日（金）

15：00～17：002

産業医学担当
倉富　靖子　相談員作業関連疾患の予防と管理12月11日（木）

15：00～17：003

カウンセリング担当
坂寄　和弘　相談員現代型うつ病　事例と対応12月12日（金）

14：00～16：004

労働衛生工学担当
秋葉　一好　相談員社内における労働衛生教育の在り方12月18日（木）

15：00～17：005

保健指導担当
高橋由紀子　相談員新入社員の心とからだのセルフケア支援1月13日（火）

14：00～16：006

産業医学担当
森島　　真　相談員職場の喫煙対策1月15日（木）

15：00～17：007

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16日（金）

15：00～17：008

産業医学担当
湯川　　悟　相談員

特定化学物質作業による健康障害の防止
対策

1月21日（水）
15：00～17：009

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22日（木）

15：00～17：0010

産業医学担当
小林　　淳　相談員職場における腰痛予防対策1月28日（水）

15：00～17：0011

カウンセリング担当
岡本由利子　相談員

職場の人間関係向上で、『メンタルヘル
ス対策』へ

2月3日（火）
14：00～16：0012

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6日（金）

15：00～17：0013

関係法令担当
大森　良雄　相談員労働安全衛生法令上の職場巡視の留意点2月12日（木）

15：00～17：0014

産業医学担当
倉富　靖子　相談員春夏秋冬の産業衛生管理2月19日（木）

15：00～17：0015

カウンセリング担当
坂寄　和弘　相談員セルフケア　認知行動療法の基礎2月27日（金）

14：00～16：0016
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Ｑ　2ヶ月後に工場を閉鎖することとなり、多くの従業員に退職していただくこととなりました。中には
年次有給休暇（以下「年休」という。）を消化しきれていない従業員も多く、退職前に年休の取得請求が
集中することも予想されます。このような場合に会社の都合により「時季変更権」を行使し、年休の取
得時季を他の時季に変更できると聞きましたが、適用できますか。また、残った年休を買い上げる事例
があると聞きましたが、従業員から買い上げを求められた場合は応じなければならないでしょうか。 

Ａ　時季変更権は、従業員から年休の取得を請
求されたとき、その時季に年休を与えることが
会社の事業の正常な運営の妨げとなる場合に、
他の時季にこれを与えることのできる権利とし
て使用者に認められています。
　今回の事例では、年休の取得請求が特定の日
に集中し、工場の稼働に必要な最低の人員が確
保できないときはその限度において時季変更権
が認められると考えられます。ただし、単に複
数の従業員からの年休取得の請求が集中したと
の理由により時季変更権を行使することには問
題があります。
　また、会社には年休の買い上げに応じる法的
義務はありませんが、消滅した未消化年休の買
い上げを任意で行うことは可能です。

　年休制度は、毎年一定の休暇を与え、しかも
その間平常どおりの賃金を支払うことによって
労働者に安心して休養を取らせ、心身の疲労を
回復させ、ひいては労働力の維持培養を図るこ
とを目的として、労基法第39条に定められて
います。
　その休暇日数は、「雇い入れの日から　ヶ月6
間継続して勤務」し、その「全労働日の　割以8
上を勤務したとき」は　ヶ月継続勤務した翌日6
（　ヶ月経過日）に10日間の年休を取得する権6
利を得ます。以後、　 年を経過するごとに付与1
される年休日数が増加し、　 年　ヶ月以上勤務6 6
の場合は年20日付与されます。週労働日数が
少ない者には別途定めがあります。
　年休の取得は、従業員が時季を指定し（時季
指定権の行使）、その時季指定に対して会社が
時季変更権を行使しないことで確定し、同時に
当該年休取得日の就労義務は消滅します。年休
取得日をどのように利用するかは従業員の自由
ですから年休の使用目的を制限することは許さ
れません。なお、年休を取得する権利は、取得
可能となった日から起算して　年で時効となり2
消滅します（労基法第115条）。

1　年次有給休暇について 

年次有給休暇と時季変更権 
連載 小山労政事務所

せんが、請求された時季に有給休暇を与えるこ
とで事業の正常な運営を妨げる場合、会社は時
季変更権を行使することにより他の時季にこれ
を与えることができることとなっています（労
基法第39条第　項ただし書き）。5
　時季変更権行使の判断基準については、従業
員の所属する事業場を基準として、事業の規模、
内容、当該労働者の担当する仕事の内容、性質、
繁忙、代替勤労者の配置の難易、時季を同じく
して年休を請求した者の人数等諸般の事情を客
観的、合理的に行うべきです。時季変更権の行
使がやむを得ないとしても、できるだけ従業員
が指定した時季に年休を取れるよう状況に応じ
た配慮をし、代替要員の手当などにより認める
ことが可能かどうかの検討が必要となります。
本来は、会社が年休の使用目的を休暇取得申請
者に聞くことは適切ではありませんが、上記検
討のために利用目的を問うことは差し支えあり
ません。
〔参考判例〕
（名古屋鉄道郵便局事件　名古屋高裁　平元.　.30判決）5
（弘前電報電話局事件最高裁二　小62.　.10判決）7
（此花電報電話局事件最高裁一　小57.　.18判決）3

　会社は、年休の取得を拒否することはできま

2　年休の時季変更権の行使について

　時効や退職により消滅した未消化年休を会社
が買い上げることは、従業員の年休を取得する
権利を侵害するものではないので違法となりま
せん。
　ただし、会社が年休の買い上げ予約をするこ
とで、本来従業員が請求できる年休の日数を減
らしたり、請求された日数を与えないことは、
仮に本人と会社の間で合意があったとしても労
基法第39条違反となります。

3　年休の買い上げについて

　このような事態は、常日頃から年休を積極的
に取得させることである程度防げると思われま
す。年休の計画的付与制度（労基法第39条第6
項）を活用することも一つの方法です。

4　補足
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　今回は、平成25年に安全衛生に係る栃木労働局表
彰奨励賞を受賞された、野口精機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。
　1951年埼玉県東松山市に本社工場を設立、その
後、那須工場を1988年に開設しました。従業員数は
全体で約200名おり、那須工場には65名（男49名／
女16名）が勤務しています。主にクリーンディーゼル
エンジン用燃料噴射ポンプ部品の製造を行っており、
タペットと呼ばれる噴射ポンプに搭載する駆動部品
の製造では世界トップシェアを誇ります。特にサブミ
クロンレベルでの超精密研削加工を得意とし、世界
的にも非常に高い技術力を有しています。
　また、お客様との信頼性を築いていくために部品
加工等のご依頼の際は設計段階から携わり、ものづ
くりの観点から高品質で低コストなものができるよ
うお客様と一緒に考えています。
　主な取引先としてはドイツ・イタリア・チェコ・オース
トリアなどヨーロッパが中心となり、アジアではイン
ド・中国・韓国、その他に北米、ブラジルにも供給して
います。

◆安全衛生への貴事業所での取り組みや成果につい
てお聞かせください。
　組織としては安全衛生委員会が主体で、従業員と
一緒に様々な取り組みを行っています。定期的に安全
パトロールや会合を実施し、日々、事業所の安全衛生
に努めています。
　最近では暑さ対策として、改善提案から出された
自社製排気ダクトの設置を行いました。夏季における
記録的な猛暑と、工場機器から排出される熱により
工場内は非常に高温となるため、暑さ対策として従
業員1人1台の排気ダクトを設置し、冷房効率の向上
を図りました。結果として体感的なものではあります
が、暑さが緩和されました。
　2011年から今日に至るまで約1000日、労働災害
ゼロを記録していますが、今後も従業員1人1人が安

全衛生の意識を高く持って、この記録を継続してい
けるように取り組んでいきます。

◆従業員のやる気や福利厚生を図るうえで、実施さ
れている取り組みについてお聞かせください。
　従業員のモチベーションアップと親睦を図るため、
春のお花見・夏の暑気払い・冬のクリスマス会と年3
回イベントを開催しています。他にも茶談会を月1回
開催し、特に毎回テーマ等は定めず、自由な雰囲気
で交流を深めています。茶談会で挙げられる意見等
には、業務改善につながるヒントが多々あり、大変有
意義なものとなっています。
　また、年次有給休暇の取得について年間1人6日以
上を計画的に取得するよう推進しています。会社を
あげて取得目標に掲げることで、気持ちよく休暇が
取れるようになってきました。やはり働く者にとって
仕事もプライベートも充実できることが、「良い仕
事」をするために非常に大切なことです。今後も従業
員1人1人が計画的に年次有給休暇を取得できるよ
う努めていきます。

◆今後の抱負や課題についてお聞かせください。
　これからの時代、少子高齢化が進み企業として前
進していくことが難しくなってくるかと思いますが、
若い世代がさらに活躍し活力と活気あふれる職場づ
くりに努めていきます。
　事業面では、現在は自動車関連の精密部品の加
工・組み立てを中心としていますが、当社が誇る精
密加工技術を活かし他事業にも展開していければと
考えています。
　会社も従業員も‘現状’を維持していくだけでは決
して成長することはできませんので、その時代に
沿った「良い仕事」「良い会社」ができるよう、従業員
1人1人が主役であることを常に意識し‘野口品質’
の向上に努め100年企業をめざし頑張ります。

お話：常 務 取 締 役　國分　寿史　氏
アシスタントマネージャー　君島　浩二　氏

【取材：大田原労政事務所】

野口精機株式会社那須工場野口精機株式会社那須工場企業Report

所 在 地

設 立

業 務 内 容

従 業 員 数

代　表　者

那須塩原市上郷屋熊川西187-9

1988年11月

精密部品の加工・組立

65名

代表取締役　野口　貴弘

企業概要



優良勤労障害者の表彰を行いました

　県では、10年以上同一の企業に勤務し、障害を克服し模範的な職業人として活躍する障
害者の方々を表彰しております。今年度は、9月5日に栃木県庁にて優良勤労障害者表彰式を
開催し、下記3名を表彰しました。真面目に業務に打ち込み、職場での信頼も厚い方々です。
受賞おめでとうございます。

●黒﨑義仁さん（写真左から3人目）
・勤 務 先：包装用品（紙製品）製造加工（勤続18年）
・業務内容：梱包及び構内の補助作業
・障 害 名：身体障害（聾唖）

●五月女靖子さん（写真中央）
・勤 務 先：包装用品（紙製品）製造加工（勤続10年）
・業務内容：梱包作業
・障 害 名：知的障害

栃木県知事表彰　受賞者

●水沼幹行さん（写真右から3人目）
・勤 務 先：包装用品（紙製品）製造加工（勤続7年）
・業務内容：製品の箱詰め及び梱包（クラフトテープ貼り）
・障 害 名：知的障害

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長努力賞 受賞者

・業務
・障

〈表紙の答え〉正解は、「点字の日」。1890年11月　日に、東京盲唖学校教員の点字案が、日本語用1
点字として正式採用されたことに由来するそうです。盲唖をはじめ様々な障害者が暮らす現代社会。
栃木県の障害者雇用支援施策に興味のある方は、是非　月号をご覧ください。8

編集委員Ｙ
の一言
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