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　今年4月12日東京ビッグサイトで開催されまし

た「情報ネットワーク施工学生日本一決定戦」に

おきまして、県央産業技術専門校（宇都宮市）情

報ネットワーク科の2年生 吉葉直也さん、大谷隼

斗さんが見事に金賞、銀賞の栄誉に輝きました。

同施設では2011年の大会から3年連続金賞、銀賞

の受賞を続けており、技術力の高さをアピールし

ました。

　金賞を獲得した吉葉さんは、11月に千葉県で開

催される「技能五輪全国大会」に出場が決定し、

今まで学んだ技術を企業のトップレベルの選手た

ちと競い合います。活躍を期待しましょう。

栃木県立県央産業技術専門校 三連覇！
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　今回は、主に精神障害のある方を対象に就労支援

や生活支援を行っている社会福祉法人ブローニュの

森「はろーじょぶ」で、精神保健福祉士の鈴木陽子さ

んにお話を伺いました。

Q始めに精神保健福祉士について教えてください。

　精神保健福祉に特化した国家資格です。精神障害

のある方と病院・行政との繋ぎ役や、御本人とその

家族の相談を受けたりすることがメインの仕事に

なっています。

　精神保健福祉士の多くは、精神科の病院や、総合

病院、就労支援や生活支援を行っている施設に所属

しています。

Q業務内容について教えてください。

　「はろーじょぶ」では、大きく分けて2種類の事業を

行っています。

　1つ目は就労移行支援です。移行支援では、主に一

般就労に向けて訓練をしています。特に精神障害を

お持ちの方は、薬を服用している影響で集中力が続

かなかったり、疲れやすくなってしまうことがありま

すので、基本的に作業訓練を立ち仕事で行い、作業

時間も実際の就業時間に近い形で行っています。

　2つ目は就労継続支援Ｂ型です。就労移行支援の

利用を目指している方、生活リズムを整えるために

通っている方など目標は様々ですが、いろいろな内

職作業や創作作業を通して、それぞれの目標を達成

できるよう支援しています。

　さらに法人内では、内職作業以外にも喫茶店、お

弁当の製造・配達、自主製品（麻布製品、石けん、自

家焙煎コーヒー等）の製作・販売等をしています。

Q鈴木さんがこの仕事に携わることになったきっか

けを教えてください。

　きっかけは学生の時に行った実習です。もともと、

相談員の仕事に就きたかったため、社会福祉士の資

格を取れる大学に進学しました。進学して1年目の時

に精神保健福祉士の資格ができたので、勉強して資

格を取得しました。

　正直、最初は精神障害をお持ちの方は怖いという

イメージをもっていました。しかし、実際に実習を通

じて関わっていく中で、大変失礼かも知れませんが、

自分とあまり変わらない『人』なんだと感じ、この分

野で支援する側になりたいと強く思うようになり、資

格も活かせる現在の仕事に就きました。

Q障害のある方と接する際、いつも心掛けているこ

とはありますか。

　利用者の方々には、それぞれの歩んできた人生が

ありますので、皆さんから学ぶことがあるという思

いは常にもっています。

　また、『支援する側』『支援される側』という関係で

はなく、法人の理念でもある「地域で共に生活してい

る仲間」として接していくことを常に心掛けています。

Qこれから障害を持つ方を雇いたいと考えている企

業の方にアドバイスをお願いします。

　なかなか理解しづらいところもあるかも知れませ

んが、最初から障害をお持ちの方に対して採用の門

を閉めるのではなく、まずは試しに、体験実習からで

も受け入れて頂ければと考えています。実際の就労

現場で体験することは、御本人たちにとって大切な

ことですし、その実習を通じて、この人なら採用して

も大丈夫と考えていただけたなら、大変ありがたい

と思います。

　実際の就労においては、御本人が希望した会社で、

会社側から求められるものと御本人の就労状況が

マッチングできるように、私どもも継続的に支援を

していきます。必要であれば、こちらから精神障害に

ついて御説明に伺うこともできますので、あまり構

えずに受け入れていただければと思います。

Q最後に今後の抱負についてお聞かせください。

　精神障害については、まだまだ偏見があると思い

ますが、身近なところでもメンタルヘルスがとても

大切になってきています。私たちも視野を広げなが

ら正しい情報を発信していくことで、障害について

理解を深めていただけるように努めていきます。

　また、これからも利用者の方々が、自分らしい生活

を送れるよう、支援していきたいと考えています。

　社会福祉法人　ブローニュの森　はろーじょぶ

　　〒326-0053　足利市伊勢町2ー10ー7

　　TEL・FAX兼用　0284ー44ー0480

人・ 
春 夏 秋 冬  

HITO・SYUNKASYUTO

社会福祉法人　ブローニュの森

就労継続支援Ｂ型　はろーじょぶ

精神保健福祉士・社会福祉士

鈴木　陽子　さん

【取材：足利労政事務所】
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

事業主の皆様へのお知らせ

　とちぎ就職応援プログラム事業
　　　による人材育成にご協力ください。

　現在の厳しい雇用状況を受け、未就職のまま学校を卒業した者や求職中の若者を対象に、

県内企業での実習（ＯＪＴ）と就職のための研修（ＯＦＦ－ＪＴ）の機会を提供し、就職に

向けた能力や知識を高めることを目的とした、栃木県の実施する人材育成事業です。

○　このプログラムに参加する若者を派遣社員として受け入れ、実際の業務に従事させなが

らの職場研修をお願いします。

○　ＯＪＴ研修時には、本事業の受託事業者が雇用した若者を受入事業所との派遣契約（派遣

料金無し）により派遣します。（下記の事業イメージをご覧ください）

とちぎ就職応援プログラム事業とは？

OJT研修先として若者の受け入れをお願いします！！

☆　ＯＪＴ研修期間終了後、双方の合意があれば採用することができます。

　　（研修期間を適性等の確認期間として利用できます）

☆　本事業による研修期間中は、本人の給与等の人件費を県が負担します。

☆　受託事業者が人材育成や雇用管理に関する相談をお受けします。

企業の人材確保にもメリットがあります！

◆お問い合わせ先

　栃木県産業労働観光部労働政策課

　〒320-8501　宇都宮市塙田1-1-20

　TEL：028-623-3224　FAX：028-623-3225

　◇当事業のＨＰアドレス　　　　　　　　　　　

　　http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/work/koyou/koyou/program.html

＜事業イメージ＞

受入事業所
（事業主の皆様）

OJT研修

支援 委託

派遣契約
（派遣料無し）

OFF-JT 研修

雇用

給与

若者 受託事業者

栃木県
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　栃木県内の企業に就職を希望している学生（平成26年　月大学・短大・高専・専修3

学校等の卒業予定者）、卒業後　年以内の未就職卒業者及び若年者等（おおむね45歳未3

満の同学歴卒業者）を対象に、県内の求人企業との説明会を行い、学生等の就職促進

を図ります。

【日時】平成25年　月13日（木） 13：00〜16：306

【場所】マロニエプラザ（宇都宮市元今泉　-　-37）　 6 1

【参加企業募集数】

　参加募集企業数は120社程度（先着順）

　※参加要件

   ①大卒等対象の求人申込書(大卒等)を

　　ハローワークに提出していること。

   ②栃木県内に就業場所があること。

   ③正社員募集の求人であること。

【参加申込方法】　

　　．企業の方1

　　とちぎ就職応援支援サイト「WORK WORK（わくわく）とちぎ」

（http://www.tochigi-work　.net/）にアクセスし、トップページの「新着情報」2

から「　月13日とちぎ求人企業合同説明会」のページを御覧いただき、お申込く6

ださい。

　　．求職者の方2

　　予約の必要はありませんので、直接会場にお越しください。

「2014とちぎ求人企業合同説明会」を開催します

◆お問い合わせ先

　栃木県産業労働観光部労働政策課　雇用対策担当　TEL：028-623-3224

お知らせ 栃木県（労働政策課）
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

　この講座は「コミュニケーション」や「ビジネスマナー」など社会人としての基本的な能力や「応募書類の

書き方」「面接の受け方」など就職活動の実践的能力を高めるための講座です。受講は無料です。

【対象者・定員】

　　就職を希望する学生（高校生を除く）、おおむね45歳未満の求職者　各回15名程度

【コース・日程（6〜9月の開催日程）】

とちぎジョブモールの就職セミナー「基礎から始める就活講座」

◆お申込み先（委託事業者）　㈱ティビィシィ・スキヤツト　TEL：028-651-5633

平日昼間コース　9:30〜16:30（全3日間）

就活の基本と準備・自己分析・筆記試験対策1日目

マナー＆コミュニケーション・スランプ脱

出法
2日目

必勝応募書類と面接術・ＧＤ対策3日目

土日コース　9:30〜16:30（全2日間）

自己分析とマナー＆コミュニケーション1日目

筆記試験、ＧＤ対策・応募書類と面接術2日目

日　　程会場

8月 7日（水）〜 9日（金）、

9月11日（水）〜13日（金）
宇都宮

8月21日（水）〜23日（金）、

9月25日（水）〜27日（金）
小　山

日　　程会場

6月15日〜16日、7月20日〜21日、

8月17日〜18日、9月21日〜22日
宇都宮

　とちぎジョブモールでは、求人企業の企業紹介映像をとちぎの就職支援サイト「WORK WORK（わ

くわく）とちぎ」に掲載するほか、とちぎジョブモール内や各種就職イベントなどで放映する事業を行

います。

　求人のために会社をＰＲしたい県内求人企業を募集します。ぜひご応募ください！

とちぎジョブモールでは、企業の情報発信を支援しています！

次の条件をすべて満たしている求人企業が対象です。

　①　県内に本社、支社、工場又は店舗等があること

　②　平成26年　月採用新卒正社員求人の採用活動を行っていること4

　③　平成26年以降も定期的に新卒正社員求人を行う予定があること

　④　求人に利用できる会社紹介用の映像資料があること

募集

対象

一企業あたり、5分から10分程度が目安です。

企業概要や業務内容、求める人材、人事担当者・先輩から一言　等

（商品やサービスの広告的な内容はご遠慮ください） 　

映像

内容

とちぎジョブモールまでご相談ください。

（電話　028-623-3226） 

応募

方法
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6

＜在職者訓練＞

　産業技術専門校では在職者の方を対象として、仕事に必要な専門知識の習得や技能の向上、各種資格取得を

目的とした技能講習を実施しています。

＜とちぎマイスター技能向上塾＞

　企業からの多様な訓練ニーズに応えるため、「栃木ものづくり人財バンク」に登録されている本県の優れた技

能者を講師とし、企業からの依頼に応じて「実施内容」「期間」「実施場所」等を柔軟に設定できる技能講習を

実施しています。

平成25年度在職者訓練のご案内

お知らせ 栃木県（労働政策課）

◆お問い合わせ先　　　　　

　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

とちぎマイスター技能向上塾在職者訓練

在職者在職者対　象　者

企業・団体個人申　　　込

相談に応

じて調整

（コーディ

ネート）し

ます。

申込企業・団体や産業技術専門校及

びマイスターが所属する企業等
各産業技術専門校（県央校・県北校・県南校）場　　　所

3時間以上

12時間以上

基本的に1日6時間程度で2日〜3日間

※コースにより1日の訓練時間が異なります。

時　　　間

栃木ものづくり人財バンク登録者等産業技術専門校の指導員等講　　　師

１コースあたり　3,500円／時

（教材等が必要となる場合は、申込企業・団体

負担となります。）

○技能向上コース
　実技主体コース　4,820円

　　　　　　　　　知識主体コース　3,430円

○管理監督者コース　3,540円（※）
受　講　料

ＱＣ（品質管理）、５Ｓ（職場環境維持改善）、

安全教育、各種技能検定受検対策、壁装作業、

建築塗装作業、タイル張り作業　等

各種資格取得、各種試験対策講座、溶接、

電気、通信、機械加工、ＣＡＤ、

接客サービス、ＯＡ関係コース　等

コ　ー　ス

｛

「在職者訓練」と「とちぎマイスター技能向上塾」

※「在職者が職業訓練を受けたいとき」<http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/work/koyou/shokunou/zaishokushakunren.html>

　県では、東日本大震災による被害からの復旧・復興業務に従事する人材を育成するため、これらの業務に従

事する方等が必要となる資格を取得する際の費用の2分の1を助成します。 

復旧・復興を支える資格取得支援事業のご案内

◆お問い合わせ先

　労働政策課　〒320-8501　宇都宮市塙田1-1-20　TEL：028-623-3235　FAX：028-623-3225

県内に所在し、対象業務を実施する中小企業、などの要件を満たす事業所応募対象事業所

県内に居住し、応募対象事業所において勤務する正規労働者等であって、45歳未満、などの

要件を満たす方
資格取得対象者

震災により被害を受けた建築物、工作物、道路の修復、除染等に関する業務建設分野
対 象 業 務

震災により被害を受けた地域への物資、建設資材、産業復興関連の輸送業務物流分野

車両系建設機械、不整地運搬車、ショベルローダー、小型移動式クレーン、

玉掛け、 高所作業車の技能講習、大型自動車免許、大型特殊自動車免許
建設分野

対 象 資 格

玉掛け、小型移動式クレーン、フォークリフトの技能講習、大型自動車免許物流分野

資格取得費用の2分の1（テキスト代等は自己負担）助 成 額

50名（先着順）定 員

平成25年5月27日（月）から同年11月29日（金）まで

※教習を受講しようとする日の約1か月前までに応募してください。
募 集 期 間
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お知らせ 栃木県（産業政策課）

　（公財）栃木県産業振興センターでは、豊富な知識・経験を持つ企業ＯＢ等をメンター（指

導者）として登録し、企業に派遣しています。メンターは、企業の現場で様々な課題の解決

に向けた助言、支援を行います。     

※申請書は、上記ホームページからダウンロードすることができます。

　また、登録しているメンターの名簿もホームページに掲載しています。

年度内　延べ120日まで

■ 利用日数

■ 支援分野

・開　発　　製品開発、技術開発、知的財産権、コストダウンなど

・生　産　　生産管理、品質管理、環境管理、加工技術、生産合理化など

・販　売　　マーケティング、販路開拓、セールス技術など

・経　営　　創業、経営全般、経営革新、資金調達、労務管理など

・その他　　情報化（ＩＴ活用）、人材育成など

延べ5日まで無料（別途旅費負担があります。詳細は下表のとおり。）

■ 費用

無料延べ5日まで
謝　　金

1人　5,000円／日延べ5日超120日まで

往復100ｋｍ未満　2,000円／日
自家用車使用の場合

旅　　費 往復100ｋｍ以上　3,000円／日

実費相当額公共交通機関使用の場合

メンター事業に伴い生じた経費実費
そ　の　他
（資料代など）

（公財）栃木県産業振興センター 
申請内容の検討・承認 

登録 

助言・支援 

申請内容伝達 申請 

中小企業者 メンターグループ 

◆お問い合わせ先　（公財）栃木県産業振興センター　新事業支援課

　　　　　　　　　〒321-3226　栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-40　とちぎ産業創造プラザ内

　　　　　　　　　TEL：028-670-2601　FAX：028-670-2611

　　　　　　　　　ホームページ　http://www.tochigi-iin.or.jp/

企業ＯＢ活用「メンターグループ」事業の概要
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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/

　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。

　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。

・平成25年度能力開発セミナーパンフレットをホームページに掲載しています。

・パンフレットは無料で配布していますので、遠慮なくお申し出ください。

※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、部内講師の企業派遣等、

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/

人材の採用

　当センターでは、実践的なものづくり技能を習得する職業訓練コースを実施してい

ます。

　6か月又は7か月間の職業訓練を修了し、すぐに御社の即戦力として活躍できる、当

センターの訓練受講者を採用しませんか！？随時求人を受け付けています。

　まずはお気軽にお問い合わせください。

◆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

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～

居住系電気・電子系機械系

◆ビルメンテナンスコース
◆電気・通信施工コース◆ＣＡＤ/ＣＡＭ技術コース

◆製造設備制御コース◆ＣＡＤ/加工コース

◆福祉住環境リフォームコース

◆組込プログラミングコース◆溶接技術コース

◆製造設備・機械加工コース        

   ＊企業実習付コース

◆ＣＡＤ/加工実習コース

　＊企業実習付コース

優秀な人材を採用しませんか！

 開講コース 

◆お問い合わせ先　訓練課　TEL 028-621-0689
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◆お問い合わせ先

　○　障害者雇用に関して相談したい。職業紹介を行ってほしい。

　　　　管轄の公共職業安定所（ハローワーク）へお問い合わせください。

　○　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。

　○　障害者雇用の具体的な進め方などを相談したい。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　栃木障害者職業センター（TEL:028-637-3216）にお問い合わせください。

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

　平成20年に障害者雇用促進法改正法（※）が成立し、障害者雇用納付金

制度の対象事業主が段階的に拡大されています。
※　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）

平成27年4月〜
平成26年4月

〜平成27年3月

平成25年4月

〜平成26年3月

平成24年4月

〜平成25年3月

常時雇用する労働者

数が100人を超える

事業主

適用対象となる事業

主の範囲

民間企業に係る障害

者の法定雇用率

事業主の皆様へ

「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます
〜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〜

改正の目的

　中小企業における障害者雇用状況の改善が遅れており、地域の身近な雇用の場である

中小企業の障害者雇用の促進を図る必要がある。

平成28年4月から、前年度（平成28年度は、平成27年4月から平成28年3月まで）の雇用障

害者数をもとに、
　　○　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、納付金の納付が必要となります。

　　○　障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金が支給されます。

適用対象に
なると

今後のスケジュール

常時雇用する労働者数が 200 人を超える事業主

1.8％ 2.0％

法定雇用率は、平成 25年 4月から
2.0％に引き上げられました。
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お知らせ 栃木県（こども政策課）
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　中小企業金融円滑化法は平成25年　月末をもって終了いたしましたが、引き続き、3

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しております。

　中小企業の皆さまにとりまして、経営改善計画等の策定や経営改善の取り組みは、

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、専門家派遣によ

る支援を行っております。

○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、その他の経営改善の取り組みを行お

うとする中小企業

○支援内容

　専門家（中小企業診断士等）を派遣して、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します。

　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。

○手続の流れ

　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、決算書などの添付書

類とともにお申し込みください。その後、県のヒアリングを行い、派遣の決定となり

ます。

○費用

　原則　回まで派遣費用を県で負担します。3

　（計画策定後のフォローアップは原則　回まで。）2

金融円滑化特別相談窓口のご案内

お知らせ 栃木県（経営支援課）

◆お問い合わせ先

　県経営支援課金融担当（TEL：028-623-3208）

　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。
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　本年度も、中小企業者の皆様に夏季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の皆様1

○資金の使いみち

　季節商品の仕入れやボーナスの支払いなど、季節的な運転資金

○融資条件

　・融資額　　中小企業者 　　　千万円以内1

　　　　　　　中小企業団体 　　　億円以内1

　・融資利率　年　.　％以内（保証なし）2 0

　　　　　　　保証付で責任共有制度対象外の場合は　.　％以内1 5

　　　　　　　　　　　責任共有制度対象の場合は　　.　％以内1 7

　・融資期間　平成25年　月　日～平成25年11月　日6 3 1

○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25年　月13日～平成25年　月31日まで5 7

中小企業季節資金（夏季資金）融資のお知らせ

◆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

お知らせ 栃木県（経営支援課）

　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（労働政策課）

お知らせ 栃木労働局

　中小企業勤労者福祉サービスセンター（勤労者福祉共済会）とは、それぞれの事業所が単独では実施

しにくい多種多様な福祉サービスを勤労者に提供するため、市町等の協力を得て、中小企業の事業主及

び勤労者が集まり共同で設立されている団体です。

　勤労者の福祉の向上に役立つだけでなく、企業内福利厚生面で大企業との格差を縮小することによ

り、中小企業における人材の確保、定着を図ることにも役立つものです。

※入会や事業の詳細については、各サービスセンターまでお問い合わせください。

中小企業勤労者福祉サービスセンターのご案内
〜少ない負担で充実した福利厚生をお手伝いします〜

地　区電話番号所　在　地団　　　体　　　名

足利市

佐野市

0284-

22-2171

〒326-0808

　足利市本城3-2145

　足利市役所水道庁舎１階

（一財）両毛地区勤労者福祉共済会（両毛メート）

http://www.ryomo-mate.or.jp/

小山市
0285-

20-3660

〒323-0031

　小山市八幡町1-4-5

　小山市勤労者福祉会館１階

（一財）小山市勤労者共済サービスセンター

（リング・ジョイ）

http://homepage3.nifty.com/ringjoy/index.html

鹿沼市
0289-

63-2204

〒322-0054

　鹿沼市下横町1302-5

　まちなか交流プラザ２階

（公財）鹿沼市勤労者福祉共済会（フレンドリーかぬま）

http://www.bc9.jp/～k.kyosai/

栃木市

岩舟町

0282-

20-5183

〒328-0031

　栃木市日ノ出町14-36

　栃木市民会館２階

栃木広域中小企業勤労者福祉サービスセンター

（ウェルワークとちぎ）

http://www.wellwork-tochigi.jp/

◆お問い合わせ先　栃木労働局　職業対策課　TEL：028-610-3557

○　高度外国人材の就職促進を図るとともに、外国人労働者が在留資格の範囲内でその能力を有効に

発揮しながら適正に就労できるように、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定め各種の啓発

活動に取り組んでいます。

　・ハローワーク宇都宮「外国人雇用サービスコーナー」

　　宇都宮市駅前通り1-3-1　フミックスステムビル2階　ハローワーク駅前プラザ内

　　TEL　028-623-8609

　・ハローワーク真岡「外国人雇用サービスコーナー」

　　真岡市荒町5101　TEL　0285-82-8655

６月は「外国人労働者問題啓発月間」です
　　　　　『〜ともに働き未来を創ろう！！

外国人が能力を発揮できる環境づくりを〜』　　　　　
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お知らせ 栃木労働局

若者の人材育成に取り組む事業主の皆さまを支援します！

若者チャレンジ奨励金
（若年者人材育成・定着支援奨励金）のご案内

　35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習（Ｏ

ＪＴ）と座学（Ｏff-ＪＴ）を組み合わせた訓練（若者チャレンジ訓練）を実施する事業主の方に奨励

金を支給します。

訓練実施機関に訓練受講者1人1月当たり15万円訓 練 奨 励 金

訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当たり1年経過時に50万

円、2年経過時に50万円（計100万円）
正社員雇用奨励金

ポジティブ・アクション推進セミナー を開催いたします！

◆　正社員としての雇用経験などが少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労

働者として雇い入れて訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓

練を実施する場合に活用できます。

◆　1年度に計画することができる訓練の上限は、60人月※となります。

　※　人月とは、（受講者数×訓練月数）の合計をいいます。　例：3人に3カ月間の訓練を実施する場合＝9人月

35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者

●　過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたこと

がない者などであって、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加する

ことが適当と判断され、ジョブ・カードの交付を受けた者

●　訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など

若者チャレンジ訓練の対象者は…

＜ご注意＞

　この奨励金は平成25年度末までの時限措置です。また、支給額が予算額に達する見込みとなった時

点で、申請の受付を中止いたしますので、あらかじめご了承願います。

◆お問い合わせ先　栃木労働局　職業対策課　TEL：028-610-3557

　経済のグローバル化、少子高齢化、産業構造の変化など、企業を取り巻く環境が大きく変化する中、

社会全体の多様性を高め、元気な日本を取り戻すには、女性の活躍が重要な鍵となっています。

　企業の発展のために、労働者の4割をしめる女性がこれまで以上に能力を発揮することができるよう

「ポジティブ・アクション」に取り組んでみませんか。

【日時】平成25年6月18日　14：00～16：30

【場所】パルティ・とちぎ男女共同参画センター（宇都宮市野沢町4-1）

【内容】・事例発表「我が社の人財戦略」　カルビーグループ・オイシア株式会社

　　　  ・説明「改正労働契約法とパワーハラスメント対策」

　　　  ・説明「若年者・非正規雇用労働者の雇用支援策」

【対象】事業主、人事労務担当者、労働者　　【定員】150人　　【参加無料】

【参加申込・問合せ】栃木労働局雇用均等室　宇都宮市明保野町1-4

　　　　　　　　　　電話：028-633-2795　FAX：028-637-5998
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改正労働契約法のポイント

お知らせ 栃木県労働局

◆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（028-634-9115）

働くすべての皆さま、事業主の皆さまへ

　労働契約法は、労働契約に関する基本的なルールを規定した法律です。
　次の　つのルールのうち、①と③について、平成25年　月　日より施行されました。3 4 1

②　「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」がそのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。

③　不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違
を設けることを禁止するルールです。

①　無期労働契約への転換
有期労働契約※が繰り返し更新されて通算　年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定め5
のない労働契約（無期労働契約）に転換できるルールです。
※：有期労働契約とは、　 年契約、　 か月契約など期間の定めのある労働契約のことです。1 6

３つのルール

②：平成24年　月10日（公布日）　①と③：平成25年　月　日8 4 1

施行期日

「平成25年度の労働保険年度更新の申告・納付のお知らせ」

事業主の皆さまへ

平成25年度の労働保険年度更新の
申告・納付時期は　月　日〜　月10日となります。6 3 7

　平成25年度の年度更新の手続きは、　 月　日～　月10日までの間に行っていただくことになります。6 3 7
　労働保険料の算定方法は、平成24年　月１日から平成25年　月31日までに支払った賃金総額に保険料率を4 3
乗じて得た額となります。
　概算・確定保険料の申告・納付は栃木労働局労働保険徴収室・労働基準監督署において受付けておりますが、
最寄りの日本銀行歳入代理店・郵便局等でも取り扱っています。手続きの際は、申告書と納付書を切り離さな
いで、保険料を添えて窓口に提出してください。（労働保険料申告等の事務を社会保険労務士や労働保険事務
組合に委託する方法もあります。）
　なお、申告書作成の結果、納付すべき保険料が発生しない場合や口座振替を利用されている場合は、金融機
関で申告書のお取扱いができませんので、栃木労働局又は労働基準監督署へ直接提出してください。
　また、電子申請による労働保険の年度更新の申告もe-GOV（電子政府の総合窓口）からご利用いただけま
す。
　詳しくは、栃木労働局労働保険徴収室・労働基準監督署又は公共職業安定所にお尋ねください。

栃木労働局労働保険徴収室
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〜働く皆さまの生活を応援します！〜

県勤労者生活資金のご案内

　皆さまの生活安定と福祉向上のため、栃木県では中央労働金庫と協力して、低利の融資制度をご用意しまし
た。お問い合わせ・ご利用の申込は、中央労働金庫栃木県本部、最寄りの支店、ローンセンター、県労働政策
課（028-623-3217）又は各労政事務所へどうぞ。

お知らせ 栃木県（労働政策課）

＜一般勤労者向け＞ ＜失業者向け＞

東日本大震災による被災者向け
貸付対象者　次の要件をすべて満たす方【※　】1

①　勤務年数が　年以上及び県内に　年1 1
以上居住する勤労者
②　保証協会の保証が得られる

資 金 使 途　本人又は三親等以内の親族が、東日本大
震災により被災したため、必要となった
資金（生活資金【※　】を含む）4

最高融資額　100万円
貸 付 利 率　年0.8％（無担保・固定金利）【※　】2
保 証 料 率　0.4％（会員）又は0.8％（会員以外）

【※　】3
返 済 方 法　　年以内の毎月均等払い・ボーナス併用5

可能

貸付対象者　次の要件をすべて満たす方【※　】1
①　勤務年数が　年以上及び県内に　年1 1
以上居住する勤労者
②　保証協会の保証が得られる

資 金 使 途　貸付対象者又は家族のための生活資金
（災害・事故・病気・冠婚葬祭・教育等によ
り資金が必要になったとき）

最高融資額　100万円（教育資金は200万円）
貸 付 利 率　年1.9％（無担保・固定金利）【※　】2
保 証 料 率　0.7％（会員）又は1.2％（会員以外）

【※　】3
返 済 方 法　　年以内の毎月均等払い・ボーナス併用5

可能（教育資金は、10年以内の毎月均等
払い、うち　年以内の据置可）5

貸付対象者　次の要件をすべて満たす方【※　】1
①　満65歳未満で世帯の生計を支えて
いる
②　企業倒産等による失業【※　】で現5
に求職活動中【※　】である6
③　離職後　年　ヶ月以内で県内に　年1 6 1
以上居住している
④　保証協会の保証が得られる

資 金 使 途　貸付対象者又は家族のための生活資金
融　資　額　10万円から可能（　万円単位、最高1005

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

置可）
そ　の　他　平成25年度中に借り入れた方は利子及

び保証料を還付します。【※　】7

※　　審査の結果、融資の希望に添えない場合があります。1
※　　金利は平成25年　月　日現在です（実際のご融資金利は2 4 1
お申込時点の金利ではなく、ご融資時点の金利が適用とな
ります）。

※　　保証料は別途必要になります。（会員）とは、中央労働金3
庫に出資のある労働組合等団体会員の構成員の方です。

※　　生活資金は、アパートの入居費用等、契約書や見積書等4
で使途がわかるものに限ります。当面の生活費用は対象外
となります。

※　　離職理由が、事業所の倒産やリストラ（重責解雇を除く）、5
事業主の意思により派遣契約の更新をしない場合等をいい
ます（離職票等により確認させていただきます）。

※　　求職受付票等により確認させていただきます。6
※　　平成25年度新規融資の利子及び保証料の還付は平成307
年度までとなります。平成30年度中に完済できなかった
場合、平成31年度以降は利子及び保証料の還付は行いま
せん。

まずは、お近くの中央労働金庫（ろうきん）にお電話でお問い合わせください
電　話　番　号所　在　地店　　舗電　話　番　号所　在　地店　　舗

0288-53-0331日光市東和町3-8
鹿沼支店
日光出張所

028-622-4296
宇都宮市中戸祭町821
宇都宮支店2階

栃木県本部

0285-83-2111真岡市並木町1-9-6真岡支店028-621-3251宇都宮市中戸祭町821宇都宮支店

0282-22-2092栃木市泉町13-3栃木支店028-600-6868
宇都宮市中戸祭町821
宇都宮支店2階

宇都宮ローン
センター

0285-22-0597小山市駅東通り2-14-19小山支店028-661-9531宇都宮市平出工業団地14-2宇都宮東支店

0285-23-8139
小山市駅東通り2-14-19
小山支店2階

小山ローンセ
ンター

028-660-7611
宇都宮市平出工業団地14-2
宇都宮東支店2階

宇都宮東ロー
ンセンター

0283-24-8185佐野市高萩町1213-1佐野支店0287-43-2424矢板市本町3-8矢板支店
0284-73-0051足利市朝倉町243-13足利支店0289-65-3600鹿沼市上野町113-10鹿沼支店
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お知らせ 栃木県（産業政策課）

　この事業は、中小企業の新規性の高い優れた新商品の普及促進を目的として行うものであり、一定の基
準を満たす新商品を県が認定し、県の各機関がその新商品を調達しやすくするものです。また、認定され
た新商品は、ホームページ、パンフレット、展示会等により、広くＰＲされます。

「レッツBuyとちぎ」認定商品の募集について

　■募集期間
　　平成25年5月10日（金）〜6月14日（金）

　■対象者
県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者で
県内で新商品を生産するもの 又は 県内で新商品を開発したもの

　■対象商品
・認定対象商品（随意契約及びＰＲの対象となる商品）
　販売開始後　年以内の新商品で、県の機関の使途が見込まれる物品5
・推奨対象商品（随意契約の対象とならないが、ＰＲの対象となる商品）
　販売開始後　年以内の新商品で、認定対象商品以外のもの5
注1. 医薬品、防災用品以外の食料品は、対象となりません。
注2.「推奨商品」が県の機関において使途が見込まれるものとなった場合は、「認定商品」として取り

扱います。

　■審査基準
次の基準のすべてに適合する必要があります。
　．新規性  既存の商品と異なる新規性・独自性が認められるもの1
　．有益性  技術の高度化や経営能率の向上、住民生活の利便の増進に寄与するもの2
　．実現性  商品の生産方法や実施に必要な資金の額、その調達方法が適切なもの3
　．公益性  認定に係る実施計画が公序良俗・関係法令に反していないもの4

　■応募先・お問い合わせ先
 〒320-8501　栃木県宇都宮市塙田1-1-20　本館6階
 　　　　　　　栃木県産業労働観光部産業政策課　産業プロジェクト推進室
 TEL:028-623-3203　FAX:028-623-3167　E-mail:sangyoshinko＠pref.tochigi.lg.jp
 ホームページ:http://www.pref.tochigi.lg.jp/f01/work/shoukougyou/chuushou/letsbuy_top.html

※ホームページでは、これまでに認定された商品も御覧いただけます。

　■応募方法
下記のホームページから申請書をダウンロードし、平成25年6月14日（金）までに下記の応募先へ持
参又は郵送（当日消印有効）により提出してください。

　■有効期間
決定の日から３年を経過した年度末まで
   例）決定日：平成25年8月1日 → 有効期間：平成25年8月1日〜平成29年3月31日
有効期間が満了した商品については、申請により、更に２年間まで有効期間を延長することができま
す。ただし、延長後は、すべて「推奨商品」として取扱われます。

※　　外部有識者からなる審査会において審査の上、決定します。1
※　　認定商品の決定は、新商品の購入を確約するものではありません。2

【事業イメージ図】

募　集 審　査
認定商品
推奨商品

の決定 県の機関で
購入

新商品のPR 新商品の普及拡大新商品の普及拡大新商品の普及拡大新商品の普及拡大新商品の普及拡大
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特別支援学校の就業体験受け入れのお願い

お知らせ 栃木県教育委員会事務局

　特別支援学校では、障がいのある生徒が、卒業後、地域社会の中で職業的に自立することを目指して学
んでいます。企業等において実践的な知識や技術などに触れる体験は、生徒の職業的な自立を図る上でた
いへん有効です。ぜひ、就業体験にご協力ください。
・必要な経費（昼食代・交通費）は、生徒が負担します。報酬はいただきません。
・担当教師が付き添い指導や巡回指導を行います。
・事故によるけが等には、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用されます。

電話番号所　在　地郵便番号学　校　名障がい種別
028-652-2331宇都宮市福岡町1297321-0342盲 学 校視覚障がい
028-622-3910宇都宮市若草2丁目3-48320-0072聾 学 校聴覚障がい
028-665-2281宇都宮市徳次郎町39-1321-2116富 屋 特 別 支 援 学 校

知的障がい

0289-63-5111鹿沼市日吉町521-6322-0074富屋特別支援学校鹿沼分校
0288-22-6417日光市瀬尾1640-22321-1264今 市 特 別 支 援 学 校
0285-44-5121下野市柴6-2329-0412国 分 寺 特 別 支 援 学 校
0282-24-7575栃木市皆川城内町1053328-0067栃 木 特 別 支 援 学 校
0284-41-1185足利市大月町871-3326-0005足利中央特別支援学校
0285-72-4915益子町七井3650321-4106益 子 特 別 支 援 学 校
0287-36-4570那須塩原市下永田8丁目7329-2712那 須 特 別 支 援 学 校
0287-88-7571那須烏山市藤田1181-152321-0532南 那 須 特 別 支 援 学 校
028-689-2655宇都宮市岩曽町1177-2321-0973の ざ わ 特 別 支 援 学 校 肢　　　体

不　自　由 028-622-3650宇都宮市駒生町3337-1320-8503わかくさ特別支援学校 
028-673-3456宇都宮市下岡本町2160329-1104岡 本 特 別 支 援 学 校

病　  　弱
0284-91-1110足利市大沼田町619-1326-0011足 利 特 別 支 援 学 校

県立特別支援学校一覧

※就業体験のお問い合わせは上記の学校へお願いします。進路指導の担当者が詳しく説明をいたします。

栃木県で初めての高等特別支援学校を整備します

　栃木県では、軽度の知的障がいがある生徒の自己実現と自立・社会参加を促進し、社会に貢献できる人
材を育成するために、高等特別支援学校を整備します。
　軽度の知的障がいのある生徒は、就業体験を実施することで、企業での就労に必要な力を身につけるこ
とができます。高等特別支援学校の整備に向け、多くの企業の皆様に就業体験を受け入れていただけるよ
う準備を進めていきますので、ご理解ご協力をお願いします。

●開校予定　　　平成28年4月
●整備予定地　　宇都宮市京町　県立宇都宮工業高等学校旧敷地
●学校規模　　　全校生徒240人　1学年80人　 
●設置学科　　　職業科　流通・環境コース（流通、小売、環境美化等に関すること）
　　　　　　　　　　　　食品・福祉コース（食品製造、高齢者介護等に関すること）

【お問い合わせ先】
栃木県教育委員会事務局 特別支援教育室 高等特別支援学校整備担当 TEL028－623－3428
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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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＊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　：　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
MSCビル

5階共用会議室
産業医学担当

倉富　靖子　相談員女性労働者の健康管理6月6日（木）
15:00〜17:001

MSC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6月7日（金）

15:00〜17:002

MSCビル
5階共用会議室

保健指導担当
高橋由紀子　相談員

元気が出る保健指導へ　保健指導ブラッ
シュアップ

6月11日（火）
14:00〜16:003

MSCビル
5階共用会議室

産業医学担当
森島　　真　相談員生活習慣病予防のための運動習慣6月13日（木）

15:00〜17:004

MSCビル
5階共用会議室

産業医学担当
小林　　淳　相談員職場の分煙化・禁煙化へのヒント6月26日（水）

15:00〜17:005

MSC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　職場で使える認知行動療法の
基礎

6月28日（金）
14:00〜16:006

MSCビル
5階共用会議室

産業医学担当
倉富　靖子　相談員

職場における熱中症対策（H25年夏を迎え
るにあたって）

7月4日（木）
15:00〜17:007

MSC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7月5日（金）

15:00〜17:008

MSCビル
5階共用会議室

産業医学担当
湯川　　悟　相談員脂肪酸の大研究7月10日（水）

15:00〜17:009

MSCビル
5階共用会議室

関係法令担当
大森　良雄　特別相談員

第12次労働災害防止5ヵ年計画と労働衛生
管理

7月11日（木）
15:00〜17:0010

MSC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（騒音作業に伴う健
康障害とその予防）

7月18日（木）
15:00〜17:0011

MSC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「上手な聴き方」で、人間関係向上7月22日（月）

14:00〜16:0012

MSCビル
5階共用会議室

労働衛生工学担当
岡本　佳久　相談員

原子力発電所事故に伴う放射線の健康影響
と除染作業者の被ばく管理

8月1日（木）
15:00〜17:0013

MSC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8月2日（金）

15:00〜17:0014

MSC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

8月6日（火）
14:00〜16:0015

MSCビル
5階共用会議室

産業医学担当
小林　　淳　相談員ゼロから学ぶアスベストによる健康障害8月28日（水）

15:00〜17:0016

MSCビル
5階共用会議室

カウンセリング担当
坂寄　和弘　特別相談員職場復帰支援　事例と対応8月30日（金）

14:00〜16:0017

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6月～8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



21労政とちぎ2013⑤

　ウイルス性肝炎は、国内最大級の感染症と言われており、これに対する対策を総合的に推進するため、県で

は、本年3月、「栃木県肝炎対策推進計画」を策定したところです。

　計画では、①肝炎に関する正しい知識の普及啓発、②肝炎ウイルス検査の促進、③適切な肝炎治療の推進、

④肝炎患者及びその家族に対する相談支援を取り組むべき施策としております。

　事業主の皆様におかれましては、肝炎ウイルス検査の受検勧奨や就労を維持しながら適切な肝炎医療を受け

ることができる環境整備等について、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。

　特に、職域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項目追加をご検

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おりますので、肝炎ウイルス検査を受けることの

意義を周知され、受検を希望する場合には、特段の配慮をお願いいたします。

「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

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

　　　　　　　℡028-623-3089　E-mail：kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp

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

◆お問い合わせ　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）　TEL028-623-3334/3337

職域におけるウイルス性肝炎対策にご協力ください。

お知らせ 健康増進課

少なくとも一回は
肝炎ウイルス検査を
受けましょう。

7月28日は日本肝炎デー・7月22日～7月28日は肝臓週間です

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。

労働委員会だより
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Ｑ　４月に新規採用した、試用期間中の社員がいます。採用面接の時には見抜けなかったのですが、
協調性に欠けるところがあり、周囲に溶け込もうとしません。また、勤務成績もほかの新入社員と
比較すると悪く、このままでは戦力になりません。会社としては、改善するよう本人に教育・指導
していますが、試用期間満了までに改善が見られない場合には、本採用を拒否できますか。

試用期間と本採用拒否

労働相談

１　試用期間とは

Ａ　試用期間中とはいえ、労使間で労働契約が
成立しているという点では、本採用後の労働者
と何ら変わりはありません。したがって、本採
用拒否は解雇にあたりますので、「客観的に合
理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められ
ない場合は、その権利を濫用したものとして無
効」（労働契約法第16条）となります。ただし、
その有効性の判断においては、本採用後の解雇
よりも緩やかになります。

（1）試用期間の法的性質
　試用期間とは、使用者が、労働者を採用する
にあたって、基礎的な研修を行うとともに、職
務遂行能力や適格性を判断するために設ける期
間であり、もし適格性がないと判断した場合に
は、本採用を拒否できるという解約権が付いた
労働契約（解約権留保付労働契約）であるとさ
れています。
　また、本採用を拒否（留保解約権を行使）し
ないまま試用期間が満了した場合には、特段の
意思表示がなくとも通常の労働契約（本採用）
に移行することになります。
（2）試用期間の長さ・延長
　試用期間の長さについては、法律に特段の定
めはありませんが、3か月から6か月としてい
るところが多いようです。ただし、不当に長す
ぎる場合や期間を明確に定めていない場合は無
効となり、採用初日から本採用したものとみな
されます。
　また、試用期間の延長は、労働者の地位を不
安定にするものであるため、原則として認めら
れていません。例外として①不適格であると判
断しうる状況にあったが、再度チャンスを与え、
改善を期待するという場合は就業規則の定めが
あれば、②病気などで長期間欠勤したことによ
り、適格性を判断するための期間が十分でな

２　本採用拒否の適法性

　冒頭でも説明したとおり、本採用の拒否（留
保解約権の行使）が有効と判断されるためには、
「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相
当性」が必要です。具体的には、①試用期間中
の勤務状態により、当初知ることができず、ま
た知ることが期待できないような事実を知るに
至った場合、②そのような事実に照らし、労働
者を引き続き雇用しておくことが不適当と判断
することが客観的に相当と認められる程度に達
している必要があります。
　ご質問と類似したケースでは、本採用拒否を
有効とした例（松江木材事件・松江地裁判決昭
46.10.6）がある一方で、無効とした例（高橋
ビルディング事件・大阪地裁判決昭45.10.9）
もあり、個別の事案により判断が分かれるとこ
ろです。

３　紛争の予防

　紛争を予防するためには、客観的な基準で本
採用の適否を判断できる仕組みを作っておくと
よいでしょう。例えば、試用期間中に資格取得
を本採用の条件とすることや試験を課すことも
有効な手段として考えられます。また、本採用
を拒否する場合の要件を、就業規則に具体的に
明記し、労働者への周知を徹底しておくことも
重要です。

かった場合には、本人の同意があれば延長が認
められる可能性もあります。
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　今回は、「最高品質の医療用器具を提供することで国
際的に貢献しよう」という哲学のもと、グローバルに事業を
推進している株式会社タスクを紹介します。
　地域の経済活性化及び雇用にも積極的に取り組んで
おり、これらの功績が認められ、平成24年度とちぎ産業活
力大賞優秀賞を受賞しました。

○起業の経過と事業内容についてお聞かせください。
　創業する前は、県外で医療器具の輸出入を営んでい
ました。ものづくりが好きで、作るなら特許の取れる、
他で作っていない製品を作ろうと、1974年に創業しま
した。「タスク」という社名は、Ⅰ)人を助ける、Ⅱ)タス
クフォース（新しい企画を開発する。）の二つの意味を
持っています。
　当社は、国際的に貢献できる日本の製品を開発、提
供するという理念のもと、品質の高い医療用の生検針
や特殊美容針を製造しております。製品は、国内はもと
より、海外でも32ヶ国で使用されています。
　顧客から直接依頼を受け、製品の企画開発から完成
までの工程を自社で行っているので、製品には絶対的
な自信があります。また、現状に満足することなく、先
進の製品開発に取り組み、販路を広げています。

○品質管理について特徴的な点を教えてください。
　国内外において医療用器具の規制のレベルは高いも
のです。これらをクリアするため、様々な工夫や改良を
重ねています。
特徴的な点は、
自社クリーン
ルームを設け、
全ての製造作
業を行ってい
ることや、一
本一本を熟練
の職人が研磨

し、検査に妥協しない点です。当然コストは高くなりま
すが、自分達のノウハウを守り安全安心な製品を作る
ためには必要なことです。従業員には、「いざという時、
自分の作った製品を自分の子どもに使えるか？」を念頭
に、大切に作るよう伝えています。

○人材育成の工夫や地元優先の雇用についてお聞かせ
ください。
　国内外のセミナーや展示会に出展する機会を多く設
け、業種や男女の別にこだわることなく社員を参加させ
ることにより、社員にスキルアップのチャンスを与えて
います。例えば、製造部門の社員が展示会で顧客の生
の声を聞き、他社の製品群を見ることで、新たな改善
点に気づきます。また、製品を褒められることで、自信
や誇りを持てるようになり、意欲の向上につながります。
　従業員のほとんどは中途採用で、市内や周辺市町の
人を採用しています。働き方に柔軟に対応しており、従
業員は長く働き続けられ、経験や技術能力を高めてい
ます。

○今後の抱負について
　日本の労働事情は悪い状況であり、このままでは、
会社にも人にもいい結果を生みません。
　従業員は大切な会社の財産です。今後、工場を増設
し事業を拡大する予定があり、雇用も増えますが、従
業員のために働く環境をさらに良くしていかなければ
なりません。具体的には、工場内に食堂を設け温かい食
事を提供したり、安心して働いてもらえるよう託児所
を設置したりすることを考えています。
　『地球の長い歴史に比べれば人間の一生は“一瞬の
風”のようなもの。』
　一人一人が一生懸命に楽しく働き続けられる会社を
目指します。

お話：代表取締役　川嶋　幸雄　氏
　　　　　　　　【取材：小山労政事務所】

所 在 地

設 立

事 業 内 容

従 業 員 数

代　表　者

栃木市惣社町1485－11

1974年10月

医療機器の製造及び輸出入・販売

138人（平成25年3月現在）

 代表取締役　川嶋　幸雄

企業概要
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【6月、7月の開催日程】
　開催時間はセミナー10:30〜12:00、相談13:00〜16:00です。前日の17:00までに予約をお願いします。

予　約　連　絡　先開　催　場　所相　談　日

大田原労政事務所 （0287-22-4158）栃木県那須庁舎　　　　　　　（大田原市中央1-9-9）6月 6日（木）

小山労政事務所 （0285-22-4032）栃木県小山庁舎　　　　　　　（小山市犬塚3-1-1）6月13日（木）

鹿沼市産業振興課 （0289-63-2182）鹿沼市まちなか交流プラザ　　（下横町1302-5）6月20日（木）

足利労政事務所 （0284-41-1241）栃木県足利庁舎　　　　　　　（足利市伊勢町4-19）6月27日（木）

大田原労政事務所 （0287-22-4158）栃木県那須庁舎　　　　　　　（大田原市中央1-9-9）7月 4日（木）

小山労政事務所 （0285-22-4032）栃木県小山庁舎　　　　　　　（小山市犬塚3-1-1）7月11日（木）

日光市商工課 （0288-21-5136）日光市市役所（今市本庁第4庁舎）　（日光市今市本町1）7月18日（木）

足利労政事務所 （0284-41-1241）栃木県足利庁舎　　　　　　　（足利市伊勢町4-19）7月25日（木）

　とちぎジョブモールでは、就労総合相談員とキャリアカウンセラーが県内各地で就労に関するご相談をお受
けしております。無料でご利用いただけます。
　また、相談日には就職活動のノウハウに関するセミナーも開催します。ご予約の上ご利用ください。

●お問い合わせ先
　とちぎジョブモール
　〒321-0964 宇都宮市駅前通り1-3-1　
　　　　　　　　　フミックスステムビル1階
　電話　028-623-3226　　
　FAX　028-623-3236
　URL　「ＷＯＲＫＷＯＲＫとちぎ」
　　　　http：//www.tochigi-work2.net/ （利用時間）　月〜金　　 8:30〜19:00

　　　　　　土　　　　10:00〜17:00

　とちぎジョブモールは、若年者をはじめ中高年齢者や障がいのある方などの就職を支援するために県が設置
した施設です。
　「就職活動ってどうしたらいいんだろう・・・」「どんな仕事が向いているかわからない・・・」など、就職
の悩みをお気軽にご相談ください。

「とちぎジョブモール」をご利用ください！

とちぎジョブモール巡回相談・セミナーを
ご利用ください！
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