
No.5728月

2013
発行所
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

☎028 -623 -3224

C O N T E N T S 2013 August No.572

宇都宮労政事務所　☎028 -626 -3052
小山労政事務所　 ☎0285 -22 -4032
大田原労政事務所　☎0287 -22 -4158
足利労政事務所　 ☎0284 -41 -1241

　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、就職希望の障害者
の方と求人事業主が一堂に会した対面方式の面接会を実施します。

とちぎ障害者合同就職面接会（県南会場）
日　　時　平成25年10月4日（金）13：30～16：00
場　　所　栃木商工会議所　（栃木市片柳町2-1-46）
お問合せ　ハローワーク栃木（0288-22-4135）

とちぎ障害者合同就職面接会（県央会場）
日　　時　平成25年10月11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）
お問合せ　ハローワーク宇都宮（028-638-0369）

とちぎ障害者合同就職面接会（県北会場）
日　　時　平成25年10月18日（金）13：30～16：00
場　　所　カシマウエディングリゾート（大田原市本町1-2714）
お問合せ　ハローワーク大田原（0287-22-2268）

栃木労働局職業安定部職業対策課　TEL 028-610-3557

障害者合同就職面接会を開催します
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　今回は、昨年行われた「全瓦連技能グランプリ

2012」において国土交通大臣賞、今年行われた「第

27回技能グランプリ」において厚生労働大臣賞を受

賞されるという偉業を成し遂げた、一級かわらぶき

技能士の渡邉知寿さんにお話を伺いました。

◆かわらぶき職人を目指すようになったきっかけと、

これまでの御苦労をお聞かせください。

　定時制高校に進学後、職探しをしている時に、叔

父が経営する瓦店でアルバイトをするようになりま

した。体力がいる仕事なので、辛いときもありまし

たが、4年間、学業と仕事の両立に頑張りました。

卒業後も叔父の元で修行を積み、弟子入りしてから

10年目に二級技能士を取得しました。さらに、そ

の3年後に一級技能士を取得し、これをきっかけに、

独立しました。

◆技能大会に出場することになった経緯や、大会の

特徴をお聞かせください。

　二級技能士に挑戦する頃、大会を見る機会があり、

その時に自分もいつかは出場したいと強く思いまし

た。それからは、普段の仕事の中でも大会のことを

意識しながら作業に取り組み、技能を高める努力を

続けてきました。

　技能大会は、準備と競技で3日間かけて行われま

した。普段使用する電動工具は使わず、手作業で、

制限時間内に、よりスピーディに、精密かつ美しく

仕上げることを競います。県の代表であるというこ

とを意識しながら、できるだけ時間を短縮しつつも

きれいな作

品に仕上げ

るよう全力

で挑みまし

た。

　二つの大会で受賞できたことは、本当に嬉しいこ

とでした。

◆かわらぶき職人としてのこだわりを教えてください。

　建物にとって屋根は重要な部分です。仕事の速さ

はもちろんのこと、特に瓦を汚さずきれいに仕上げ

ることにこだわっています。

◆震災時の状況はいかがでしたか。

　栃木市内は、地震の被害はあまりなく、自分が施

工した住宅の被害もありませんでした。付近の市や

被害の大きかった県外の修理がほとんどで、現在も

復興途中です。大変忙しくもありましたが、これら

がきっかけとなり、修理をしたお客様から、新たな

お客様を紹介されることが多くなりました。作業に

真心を込めるという自分の信念に自信がつきました。

◆地域での活動についてお聞かせください。

　栃木市は「蔵の街」として知られています。去る

平成24年7月には、栃木市嘉右衛門町が「国重要伝

統的建造物群保存地区」に選定されました。この地

区には、江戸末期から昭和初期頃にかけての伝統的

な建物が多く残り、歴史を感じられる町並みとなっ

ています。これを機に街を盛り上げようと、市内の

同業者で「瓦 （がらく）会」を結成しました。地

元の祭りやイベントに参加し、瓦の良さ・美しさを

PRして、瓦に触れてもらう機会を作っています。

◆今後の抱負についてお聞かせください。

　どんな場面でも、自分の信念を貫いていきたいで

す。また、これからも勉強を重ね、将来は寺社建築

や文化財保存にも携わりたいと考えています。

蔵

人・ 
春 夏 秋 冬  

HITO・SYUNKASYUTO

渡邉瓦店経営　〜栃木市〜

一級かわらぶき技能士

 渡  邉 　 知  寿 
わた なべ とも ひさ

　さん

【取材：小山労政事務所】【H25.2月】
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【【【【【【【【【【特特特特特特特特特特集集集集集集集集集集】】】】】】】】】】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のののののののののの雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇用用用用用用用用用用ににににににににににつつつつつつつつつついいいいいいいいいい【特集】障害者の雇用についててててててててててて

　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。

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

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
に変更となります。

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。

※1　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）を基準として設定します。

※2　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24年6月1日現在）

県内企業の実雇用率※2は、1.59％

（全国41位であり、全国平均の1.69％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、49.5％
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　栃木県では、障害者雇用率の向上を目的として「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、障害者の雇用を働きかけて雇用促進を図っています。

「「「「「「「「「「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促促促促促促促促促促進進進進進進進進進進事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業」」」」」」」」」」をををををををををを実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施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まままままままままますすすすすすすすすす「障害者雇用促進事業」を実施しています！！！！！！！！！！！

栃木県（労働政策課）

【委託先】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

企業開拓員5名
（うち障害者2名）

※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。

●普及啓発
※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。

●企業開拓

◆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

◆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

　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就就就就就就就就就就業業業業業業業業業業体体体体体体体体体体験験験験験験験験験験事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業のののののののののの受受受受受受受受受受入入入入入入入入入入協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業所所所所所所所所所所をををををををををを募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集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まままままままままますすすすすすすすす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！！！！！！！！！！！

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

　　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

特集 栃木県（労働政策課）

　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〜

　．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。1

　．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。2

　．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3

判断を支援します。

◆お問い合わせ先

労働政策課　職業能力開発担当　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　鶴田事務所　宇都宮市鶴田町3343井上ビル　TEL／FAX：050-7546-7474

　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。

　訓練終了後、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。
幻 弦験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験

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

〜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

な業務の洗い出しを

お手伝いします。

（業務切出）

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

業業業業業業業業業業務務務務務務務務務務請請請請請請請請請請負負負負負負負負負負をををををををををを通通通通通通通通通通じじじじじじじじじじてててててててててて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をををををををををを支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援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まままままままままますすすすすすすすすす業務請負を通じて障害者雇用を支援しています！！！！！！！！！！！

　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。

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向向向向向向向向向向けけけけけけけけけけ職職職職職職職職職職業業業業業業業業業業訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓練練練練練練練練練練のののののののののの受受受受受受受受受受託託託託託託託託託託企企企企企企企企企企業業業業業業業業業業をををををををををを募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集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まままままままままますすすすすすすすすす障害者向け職業訓練の受託企業を募集しています！！！！！！！！！！！

　「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……

○こういった悩みをお持ちの企業の方は、是非、活用を御検討ください○

※雇用後の相談にも応じます。
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▲

特集

平成26年度申告申請分（対象期間:平成25年4月1日〜26年3月31日）から 
※平成25年度途中に事業廃止した場合（吸収合併等を含む）は、廃止した日から45日以内に平成26年度申告

申請が必要ですのでご注意ください。 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木高齢・障害者雇用支援センター

◆お問い合わせ先

　障害者雇用納付金制度の詳細、各種助成金について知りたい。

　栃木高齢・障害者雇用支援センター（TEL:028-610-0655）にお問い合わせください。

事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業主主主主主主主主主主のののののののののの皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆様様様様様様様様様様事業主の皆様へへへへへへへへへへへ 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇用用用用用用用用用用納納納納納納納納納納付付付付付付付付付付金金金金金金金金金金、、、、、、、、、、障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇用用用用用用用用用用調調調調調調調調調調整整整整整整整整整整金金金金金金金金金金、、、、、、、、、、報報報報報報報報報報奨奨奨奨奨奨奨奨奨奨金金金金金金金金金金のののののののののの〜障害者雇用納付金、障害者雇用調整金、報奨金の申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告申申申申申申申申申申請請請請請請請請請請にににににににににに必必必必必必必必必必要要要要要要要要要要なななななななななな記記記記記記記記記記載載載載載載載載載載事事事事事事事事事事項項項項項項項項項項、、、、、、、、、、添添添添添添添添添添付付付付付付付付付付書書書書書書書書書書類類類類類類類類類類がががががががががが追追追追追追追追追追加加加加加加加加加加さささささささささされれれれれれれれれれまままままままままますすすすすすすすすす告申請に必要な記載事項、添付書類が追加されます〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

　障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部が改正（※）され、次
の事項の記載と書類の添付が必要となります。 

①納付金申告等の添付書類に障害者の労働時間の状況を明らかにする事項を記載。 

②常時雇用している労働者の数が300人以下である事業主のうち、調整金、報奨金を申請する

事業主は、その雇用する障害者の障害の種類及び程度を明らかにする書類並びに当該障害者の

労働時間の状況を明らかにする書類を添付。

※障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成25年厚生労働省令第54号） 

雇用障害者の新たな記載と添付資料
が必要となる事業主は次のとおりです。

準備をお願いします。

添付資料（障害者分） 
障害者雇用状況等 

報告書（II） 
平成26年度 

申告申請期限 

※平成25年度途中に事業廃止し
た場合（吸収合併等を含む）は、

廃止した日から45日以内。 

適用対象

（平成26年度

申告申請から）
障害者手帳等

（写） 

源泉徴収票

（写） 

所定労働時間及び 

実労働時間の記載 

不要不要●H26年4月1日〜5月15日納付金

不要不要●H26年4月1日〜5月15日調整金（300人超）

●●●H26年4月1日〜5月15日調整金（300人以下）

●●●H26年4月1日〜7月31日報奨金

【申告申請を行うすべての事業主の方】 
　障害者雇用納付金申告書等の「障害者雇用状況等報告書（II）」

に、申告申請期間に係る雇用障害者の各月の以下の時間数を記

載する必要があります。 

（1）勤務すべき労働時間数（所定労働時間） 

（2）実際に勤務した労働時間数（実労働時間） 

新しい申告申請様式は機構
ホームページをご覧ください。
（http://www.jeed.or.jp/）

【常時雇用している労働者の数が300人以下の事業主の方】 
　調整金・報奨金申請書に以下の書類を添付する必要があります。

（1）「労働時間の状況を明らかにする書類」として・・・・・・・・対象障害者の源泉徴収票の写し 

（2）「障害の種類及び程度を明らかにする書類」として・・・・・・

身体障害者手帳等の写し/療育手帳等の写し（各自治体により「愛の手帳」「愛護手帳」「みどりの手

帳」等、名称が異なります。）/知的障害者判定機関の判定書等/精神障害者保健福祉手帳の写し（申

請対象期間が有効期限内であるもの）

※上記例示以外にもありますので、機構ホームページ申告申請書記入説明書でご確認ください。 

平成25年6月平成25年5月平成25年4月申告・申請年月

150150150月毎の所定労働時間

135150150月毎の実労働時間

例
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特集 栃木県（障害福祉課）

　「セルプ」って言葉、みなさん御存じですか？

　自立・自助を表す“セルフ・ヘルプ（Self-Help）”という英語をもとにした造語です。

　障害者の就労支援を行っている施設のことを、以前は「授産施設」と呼んでいましたが、仕事を誰か

から「授かる」だけではなくて、積極的に社会と関わり、自立を促すための取組が、全国各地の施設で

行われるようになり、最近では「社会就労センター」や「セルプ」という名称を使う施設が増えてきま

した。こうした施設の製品やサービスを「セルプ商品」と呼んでいます。

　企業と障害者就労施設の関わり方も、単なる下請作業（部品の組立や加工、袋詰めなど）の受注だけ

でなく、パンやお弁当の出張販売、清掃や機密文書細断業務、ノベルティとしての商品活用、企業イベ

ントへの出店依頼等、多様な広がりを見せています。

　こうした取組を後押しするため、企業がセルプ商品の発注を増やした場合に適用される税制優遇措

置（詳しくは厚生労働省ホームページの「障害者の働く場に対する発注促進税制」を参照願います）が平成26年度まで延

長されました。

　また、今年4月には、官公庁によるセルプ商品の発注推進を図るための「障害者優先調達推進法」が

施行されるなど、官民一体となって働く障害者を支援していくしくみが整いつつあります。

　県内の障害者就労施設が多数参加している「とちぎセルプセンター」のホームページには、県内の施

設でつくられているセルプ商品の数々を、ジャンル別・エリア別に検索できる「とちぎナイスハートカ

タログ」が掲載されています。

　各種業務の発注先として、福利厚生やCSR活動の一環として、障害者就労施設と連携した取組を御

検討の際は、ぜひこちらのサイトをお役立てください。

　御不明な点がございましたら、お気軽にとちぎセルプセンターまでお問合せ願います。

　なお、「とちぎナイスハートニュース」というブログサイトでも、マスコットキャラクター「ナイチュ

ウ」が、こうした施設の取組を紹介しています。こちらもぜひ御覧ください。

御御御御御御御御御御活活活活活活活活活活用用用用用用用用用用くくくくくくくくくくだだだだだだだだだだささささささささささいいいいいいいいいい！！！！！！！！！！セセセセセセセセセセルルルルルルルルルルププププププププププ商商商商商商商商商商御活用ください！セルプ商品品品品品品品品品品品〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜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就就就就就就就就就就労労労労労労労労労労施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設のののののののののの製製製製製製製製製製品品品品品品品品品品・・・・・・・・・・ササササササササササーーーーーーーーーービビビビビビビビビビススススススススススのののののののののの御御御御御御御御御御案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内障害者就労施設の製品・サービスの御案内〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◆お問い合わせ先

　栃木県保健福祉部障害福祉課　社会参加促進担当　TEL 028-623-3020

　とちぎセルプセンター（とちぎ福祉プラザ内）　　　TEL 028-622-0433
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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。

　栃木県では、若者の就職環境が深刻化していることから、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！

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！

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。

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。
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栃木県立県央産業技術専門校　平成26年度生募集

県央産業技術専門校　高等コース
県央産業技術専門校　本科

（愛称：栃木県産業技術大学校）

中学校卒業者等高等学校卒業者等応 募 資 格

試験日応募期間試験日応募期間試 験 区 分

平成26年　月10日（金）1
平成25年12月　日（月）9

〜12月13日（金）
平成25年10月11日（金）

平成25年　月　日（月）9 9

〜　月20日（金）9

学 校 長 推 薦

自 己 推 薦

平成26年　月14日（金）2
平成26年　月20日（月）1

〜　月24日（金）1
平成25年11月29日（金）

平成25年11月11日（月）

〜11月15日（金）
第　回1

一
般
入
学
試
験

平成26年　月20日（木）3
平成26年　月　日（月）3 3

〜　月12日（水）3
平成26年　 月10日（金）1

平成25年12月　日（月）9

〜12月13日（金）
第　回2

平成26年　 月　 日（金）2 7
平成26年　月20日（月）1

〜　月24日（金）1
第　回3

平成26年　 月20日（木）3
平成26年　月　日（月）3 3

〜　月12日（水）3
第　回4

金属加工科　　（定員20名）

電気工事科　　（定員20名）

木造建築科　　（定員20名）

機械技術科　　　　　　（定員40名）

制御システム科　　　　（定員20名）

自動車整備科　　　　　（定員20名）

建築設備科　　　　　　（定員20名）

情報ネットワーク科　　（定員20名）

募集科（定員）

〒321-0905　　宇都宮市平出工業団地48-　4

　栃木県立県央産業技術専門校　総務課　　　℡　028-689-6374

※合格者が募集定員に達した場合、第　回目以降募集は実施しません。2

　ただし、入学辞退者が出た場合、実施する場合があります。

お 問 合 わ せ

　．日　時　　平成25年　月20日（火）1 8

　　　　　　　　:00〜12:00（受付　:40）9 8

　．対象者　　高校　年生等2 3

　．内容及び定員3

本　科

栃木県立産業技術専門校一日体験学習

◆お問い合わせ先　〒321-0905　宇都宮市平出工業団地48-4

　　　　　　　　　栃木県立県央産業技術専門校　総務課　TEL　028-689-6374

定員内　容訓練科名

20
3次元CAD体験

ネームプレート製作
機械技術科

20
パソコンを使用した

温度ロガーの製作
制御システム科

20ブレーキ整備作業自動車整備科

20エアコン・配管実習建築設備科

20情報配線施工実習情報ネットワーク科

お知らせ 栃木県（労働政策課）

　．日　時　　平成25年　月21日（水）1 8

　　　　　　　　:00〜12:00（受付　:40）9 8

　．対象者　　中学　年生等2 3

　．内容及び定員3

高等コース

定員内　容訓練科名

20
彫金作業による

表札製作実習
金属加工科

20配線作業実習電気工事科

20木製工具箱製作実習木造建築科
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お知らせ （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木職業訓練支援センター

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

栃木職業訓練支援センター（ポリテクセンター栃木）からのお知らせ
〒320-0072 宇都宮市若草1-4-23  TEL028-622-9497（代表）  http://www3.jeed.or.jp/tochigi/poly/

企業の人材育成 お手伝いします！ ～能力開発セミナーのご案内～

　当センターでは、企業の人材育成ニーズに対応するため、能力開発セミナーを実施しています。

◆お問い合わせ先　ポリテクセンター栃木 事業主係 Tel 028-621-0581

レディーメードコース パンフレットに開催日程等を掲載しているコースです。

オーダーメイドコース 企業からの相談を受けて企画・実施するコースです。

　月開催コース9

　・鉛フリーはんだ付け技術

　・流体エネルギーシステム解析（管路の流体損失解析）

　・有接点シーケンス制御による電動機制御の実務

　・サーフェスによる高品質モデリング

　・ディジタルICの活用と回路設計技術

　・木造住宅における壁量計算技術

　・室内環境測定の実践技術

10月開催コース

　・設計者のためのCAE活用技術（流体編）

　・実践的PLC制御技術

　・旋盤精密加工技術（はめあい部品加工編）

　・PLC制御による位置決め制御技術

　・測定の高精度化と統計的手法による品質管理

　・有接点トラブルの評価と改善

　・機械設計製図技術（要素設計編）

　・旋盤のテクニック

　日開始（　日間）4 2

　日開始（　日間）4 3

10日開始（　日間）3

17日開始（　日間）3

18日開始（　日間）4

25日開始（　日間）2

25日開始（　日間）3

　日開始（　日間）1 2

　日開始（　日間）2 2

　日開始（　日間）2 5

　日開始（　日間）9 2

23日開始（　日間）3

30日開始（　日間）2

30日開始（　日間）3

30日開始（　日間）5

　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。

※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25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）
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　　（事業主の方へ） 

平成25年度 雇用関係助成金のご案内（簡略版） 

お知らせ 栃木労働局

　平成25年度の雇用関係の助成金についてご紹介します。雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業
員の能力向上などに、ぜひ、ご活用ください。 

詳しくは「雇用関係助成金」で検索してください 
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/ 

●雇用保険適用事業所の事業主 
●期間内に申請を行う事業主 
●支給のための審査に協力する事業主 
　審査への協力の具体例 
　・審査に必要な書類を整備・保管する。 
　・栃木労働局・ハローワーク・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構から書類の提出を求められたら応じる。 
　・栃木労働局・ハローワーク・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の実地調査に応じる。 

助成金を受給できない事業主 
●不正受給をしてから3年以内に申請をした事業主
　または、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
　※不正受給とは、偽りその他不正行為により本来受けることのできない給付金を受け、または受けようとすること

をいいます。 
●支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない事業主 
●支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主 
●性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主 
●暴力団と関わりのある事業主 
●支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主 

　雇用関係助成金における「中小企業事業主」の範囲は、以下のとおりとします。 

常時雇用する労働者の数資本金の額・出資の総額

50人以下
ま
た
は

5,000万円以下小売業（飲食店を含む）

100人以下5,000万円以下サービス業

100人以下1億円以下卸売業

300人以下3億円以下その他の業種

ただし、以下の助成金については、範囲が異なります。 
<中小企業労働環境向上助成金（団体助成コース）> 

<助成金申請に当たってのご注意> 
●不正受給を行った事業主は、助成金の返還を求められることがあります。
●栃木労働局等に提出した支給申請書、添付書類の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存しなければなり
ません。 

●雇用関係助成金の支給・不支給の決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申立ての対象とはなり
ません。 

　実際に助成金を受給するためには、上記の要件と併せて、各助成金の個別の要件も満たす必要があります。詳しくは

栃木労働局・ハローワーク・独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。 

・栃木労働局、公共職業安定所（ハローワーク） 

・（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雇用支援課等（栃木高齢・障害者雇用支援センター） 

常時雇用する労働者の数資本金の額・出資の総額

900人以下ま
た
は

3億円以下ゴム製品製造業※

300人以下3億円以下ソフトウェア業または情報処理サービス業

200人以下5,000万円以下旅館業

　※自動車・航空機用のタイヤ、チューブ製造業や工業用ベルト製造業を除く。 

<中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金> 
　業種や資本金の額・出資の総額にかかわらず、常時雇用する労働者の数が300人以下 

受給対象となる事業主 

中小企業事業主の範囲 

　助成金の支給申請期間は、申請が可能となった日から2カ月以内とします。 

支給申請期間 

検 索雇用関係助成金

厚生労働省・栃木労働局・ハローワーク・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 
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業務改善助成金（中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金）のご案内

お知らせ 栃木労働局

　事業場における最も低い時間給を計画的に800円以上に引き上げる中小企業主に、業務改善計画に基づき業
務改善を実施した経費の2分の1、最大100万円（3年間で最大300万円）を支給します！
支給の要件　①　 賃金引上げ計画の策定（事業場内における最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ）
　　　　　　②　 1年当たり40円以上の賃金引上げ（就業規則等に規定）
　　　　　　③　 業務改善に係る経費として10万円以上の費用の支払い
支 給 額： ③の経費の2分の1（上限100万円）
　　　　　　（業務改善助成金の上限は100万円、下限は5万円です。）
支給回数： 賃金引上げ計画期間中に支給要件を満たした年度に1回。
助成金の申請先は、栃木労働局労働基準部賃金室です。お気軽に御相談ください。
 �������������������������������� （賃金室　電話　028－634－9109）

【参考：業務改善助成金の申請でお悩みの事業主の皆様】 
　事業実施計画の作成は、国が委託事業として設置している「栃木県中小企業総合相談支援センター（栃木県
最低賃金総合相談支援センター）」でも、専門家が無料・秘密厳守でお手伝いします。お気軽にご利用・ご相談
ください。
 ������������������������ 電話　028－611－1008、FAX　028－635－1410

○　センターは栃木県行政書士会に委託し、労務管理、経営の課題を明らかにし、問題解決を支援するた
　めの相談・コンサルティングをワンストップで行っています。
○　センターの開設時間は午前9時～午後5時です。
○　開設日は、センター電話又は　http://www.gt9.or.jp/gyosei/　でご確認ください。

栃木県中小企業総合相談支援センターとは

お知らせ 栃木労働局

両立支援助成金「期間雇用者
継続就業支援コース」が新設されました！

　期間雇用者と正社員が同等の要件で利用できる育児休業制度、育児短時間勤務制度を就業規則等に規定し、
期間雇用の育児休業取得者を原職等に復帰させ、6カ月以上継続して雇用した中小企業事業主であって、仕事
と育児の両立支援のための研修を実施する事業主に助成金を支給します（育児休業を終了した期間雇用者が平
成25年4月1日以後平成28年3月31日までに出た事業主が対象）。

支　給　額

40万円1人目

15万円2人目から5人目まで

　　　 1人目　 10万円加算　
2～5人目　5万円加算

期間雇用者の育児休業取得者が正
社員として復職した場合

☆上記の他、中小企業両立支援助成金（代替要員確保コース、休業中能力アップコース、継続就業支援コース、
ポジティブ・アクション加算）、子育て期短時間勤務支援助成金、事業所内保育施設設置・運営等支援助成金が
あります。
→　詳しくは「両立支援助成金」で検索してください
　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html

両立支援助成金 検　索

◆お問い合わせ・申請先　栃木労働局雇用均等室　（TEL：028-633-2795）
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　栃木労働局は、平成25年度を初年度とし平成29年度を目標年度とする第12次労働災害防止計画を推進する
ため、栃木局における第12次労働災害防止推進計画を策定し、労働災害防止の減少を喫緊の課題として新たな
スタートをきりました。
　なお、第12次労働災害防止推進計画の概要（抜粋）は次のとおりです。

第12次労働災害防止推進計画がスタート

●計画の期間及び目標
（1）本計画は、平成25年度を初年度とし、平成29年度を目標年度とする5か年計画とする。
（2）全体の目標
　　 平成24年と比較して、平成29年までにこれらの目標に向けた逐年での減少等を図る。
　　　　ア　計画期間中における死亡者数を20％以上減少させること。
　　　　イ　計画期間中における死傷者数を15％以上減少させること。
（3）重点対象ごとの目標

お知らせ 栃木労働局

エ　受動喫煙防止対策

平成29年までに職場で受動喫煙を受けている労働者の割合を15％以下にする。

ウ　腰痛・熱中症予防対策

■腰　痛　平成24年と比較して、平成29年までに社会福祉施設の腰痛を含む労働災害に
よる休業4日以上の死傷者の数を10％以上減少させる。
■熱中症　平成20年から平成24年までの5年間と比較して、平成25年から平成29年まで
の5年間の職場での熱中症による休業4日以上の死傷者の数（各期間中（5年間）の合計値）
を20％以上減少させる。

　イ　過重労働対策

平成23年と比較して、平成29年までに週労働時間60時間以上の雇用者の割合を30％以
上減少させる。

④健康確保対策・職業性疾病対策

　ア　メンタルヘルス対策

平成29年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80％以上とする。

③　第三次産業対策

平成24年と比較して、平成29年までに、重点業種ごとに以下の目標の達成を目指す。
■第三次産業　労働災害による休業４日以上の死傷者の数を15%以上減少させる。
■小 売 業　労働災害による休業４日以上の死傷者の数を10%以上減少させる。
■社会福祉施設　労働災害による休業４日以上の死傷者の数を20%以上減少させる。
■飲 食 店　労働災害による休業４日以上の死傷者の数を20%以上減少させる。

②　特定災害対策

平成24年と比較して、平成29年までに、重点業種ごとに以下の目標の達成を目指す。
■製造業　労働災害による休業４日以上の死傷者の数を20%以上減少させる。
■建設業　労働災害による休業４日以上の死傷者の数を15%以上減少させる。
■陸上貨物運送事業　労働災害による休業４日以上の死傷者の数を15％以上減少させる。

平成29年までにリスクアセスメントに取り組んでいる事業場の割合を80％以上とする。

　①　自主的な安全衛生活動の促進
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宇都宮市役所に「みやハローワーク就労支援コーナー」を開設
～福祉行政と労働行政が連携し、生活困窮者の再チャレンジを後押しします～

お知らせ 栃木労働局

●対象者は？

― 栃木県における平成24年賃金構造基本統計調査結果について ―
　厚生労働省が、平成24年6月分の賃金について同年7月に実施した賃金構造基本統計調査のうち、初任給の

概況、都道府県別、調査（全国）結果概況の中から、栃木県の調査結果を掲載します。

（単位：千円）

（単位：円）

※　賃金構造基本統計調査結果は、厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/)に掲載されています。
※　この記事についてのお問い合わせは、栃木労働局労働基準部賃金室　028（634）9109へ

① 生活保護受給者、児童扶養手当受給者、住宅支援給付受給者
② ①の相談者・申請段階の者

●支援内容は？

○ハローワークの就職支援ナビゲーターによる担当者制や予約制による職業相談、職業紹介
○求職活動にあたっての心構え、不安などの解消
○履歴書・職務経歴書の作成、面接の受け方などのアドバイス
○ご希望に沿った求人情報の提供
○就職後のフォローアップ　など

【お問い合わせ先】宇都宮公共職業安定所 専門援助部門 028－638－0369 部門コード（45＃）
栃木労働局職業安定部生活困窮者対策室 028－610－3558

お知らせ 栃木労働局

4　短時間労働者の産業別、性別1時間当たり所定内給与額（企業規模計から）
女男

サービス業
（他に分類され
ないもの）

医療・
福祉

宿泊業・飲食
サービス業

卸売業・
小売業製造業産業計

サービス業
（他に分類され
ないもの）

宿泊業・飲食
サービス業

卸売業・
小売業

運輸業・
郵便業製造業産業計

9901,2249019408951,0011,0559251,0111,1171,1991,094

3　産業別、性別所定内給与額（企業規模計から）
女男

サービス業
（他に分類さ
れないもの）

医療・
福祉

卸売業・
小売業

運輸業・
郵便業製造業建設業産業計

サービス業
（他に分類さ
れないもの）

医療・
福祉

卸売業・
小売業

運輸業・
郵便業製造業建設業産業計

182.2249.7197.2183.2196.8222.7217.9246.3366.9312.0281.1306.5305.2312.4

2　性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額（産業計、企業規模計から）
年間賞与
その他特別
給与額

きまって
支給する
現金給与額

超過実労働
時間数

所定内実労働
時間数勤続年数年 齢性

所定内給与額

千円千円千円時間時間年歳
男

952.7312.4351.21816713.941.9
484.1217.9231.4 8165 9.340.8女
806.5282.9313.81516612.541.6男女計

1　新規学卒者の初任給額（性別、学歴別初任給額及び都道府県格差（産業計、企業規模計）から）

女男
高　卒高専・短大卒大　卒高　卒高専・短大卒大　卒

格差
（東京=100）

初任給
（千円）

格差
（東京=100）

初任給
（千円）

格差
（東京=100）

初任給
（千円）

格差
（東京=100）

初任給
（千円）

格差
（東京=100）

初任給
（千円）

格差
（東京=100）

初任給
（千円）

92153.389155.595196.397160.493167.597203.2
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　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24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"などの項目について調査を実施しました。ここでは、調査結果の一部をご紹
介します。

平成24年　栃木の労働環境事情

調査概要
1．調査基準日 平成24年 9月30日

2．調 査 期 間 平成24年10月1日～31日

3．集計対象事業所 907事業所

　　  常用労働者10名以上の県内の2,000事業所に対して調査を実施し、有効回答があった907事業所の状況

　  をまとめました。

調査結果の概要

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の認知状況

をみると、「言葉も内容も知っている」が45.8%（対前年比

2.6%増）と最も高く、次いで「聞いたことはあるが、内容は

知らない」が38.6%（対前年比0.4%増）となっています。

　平成20年の調査結果と比較すると、認知度が大幅に上昇し、

「言葉も内容も知らない」が減少しており、ワーク・ライフ・

バランスが浸透しつつある様子が伺えます。

1．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の認知状況・・・

　「言葉も内容も知っている」45.8％

　心の健康対策に取り組んでいる事業所は81.3%（対前年比2.3%増）、取組内容では「定期健康診断における

問診」が80.2%と最も高く、「社内報・パンフレット等による啓発」が34.1%、「相談（カウンセリング）の

実施」が33.4%と続いています。

2．心の健康対策（メンタルヘルス）の取組状況・・・「取り組んでいる」81.3％

言葉も内容も知っている

0%

H24 45.8 38.6 15.6

39.6 41.7 18.7

26.3 43.1 30.7

H22

H20

20% 40% 60% 80% 100%

聞いたことはあるが、内容は知らない
言葉も内容も知らない

お知らせ 栃木県（労働政策課）

特に実施して
いない

メンタルヘル
スに取り組ん
でいる

社内報・パン
フレット等に
よる啓発

定期健康診断
における問診

相談（カウン
セリング）の
実施

18.7%34.1%80.2%33.4%81.3%

事業所で相談の実施が難しい場合…
各労政事務所で月1回「働く人のメ
ンタルヘルス相談」を実施していま
す。
相談は産業カウンセラーが対応、無
料、事前予約制です。
ご予約・お問い合わせは各労政事務
所へ。

平成24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！
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～働き方・休み方を見直して　社員も会社もイキイキ！～

お知らせ 栃木県（労働政策課）

　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ご連絡ください。

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！

年次有給休暇の取得促進は、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現につながるばかり
でなく、過重労働による健康障害の防止や社員のやる気（モチベーション）の向上に有効です。

＜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９連休にすることができます。

＜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5.0ポイント（平成23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。

◆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）

平成25年度　労働教育講座のお知らせ

労働契約法、高年齢者雇用安定法、労働者派遣法等

の改正のポイント及びトラブル回避の留意点

　日時：平成25年9月13日（金）　13:30～16:30

　場所：県河内庁舎5階大会議室

　講師：弁護士　千葉　博　氏

　申込：宇都宮労政事務所（TEL:028-626-3052）

「知っておきたい労働法改正」

自分も家族も職場（会社）も日本も元気にする
ストレス一日決算主義のすすめ

　日時：平成25年10月1日（火）　14:00～16:30
　場所：那須野が原ハーモニーホール　交流ホール
　講師：独立行政法人 労働者健康福祉機構 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
　※13：30～14：00 木村義満氏によるサクソフォンの演奏会を開催します。
　申込：大田原労政事務所（TEL:0287-22-4158）

「働く人のメンタルヘルス」

第1部　 企業の「安全配慮義務」の基礎

第2部　 知っておきたい「安全配慮義務」の実例

　日時：平成25年10月18日（金）　13:30～16:30

　場所：県小山庁舎4階大会議室

　講師：弁護士　高仲　幸雄　氏

　申込：小山労政事務所（TEL:0285-22-4032）

「これだけは知っておきたい『安全配慮義務』」

～　なぜ起きる、どう対処する　～
ＤＶＤ上映をまじえた二部構成

　日時：平成25年10月29日（火）　13:30～16:30

　場所：県足利庁舎4階会議室

　講師：一般社団法人　職場のハラスメント研究所

　　　　　代表理事　金子　雅臣　氏

　申込：足利労政事務所（TEL:0284-41-1241）

「パワーハラスメント最新事情」

土金木水火月日
３２１
10９８７６５４
17○16 □15 □14 □13 ○12 11
24232221201918
31302928272625

2013年8月

□13 ～□15 は会社の夏季休暇、○12 と○16 は年次有給休暇の計画的付与

お知らせ 栃木労働局
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休職者の職場復帰支援のご案内

　栃木障害者職業センターでは、近年増加し、社会問題化している「うつ病等により仕事を休んでい

る方」の円滑な職場復帰のために、主治医との連携の元で、職場復帰に向けたプラン作り（リワーク

コーディネート）と、実際に職場復帰に向けたウォーミングアップとして3ヵ月間程度センターに通

所しながらプログラムをうけていただくサービス（リワーク支援）を実施しています。なお、職場復

帰支援は本人、企業ともに無料でご利用いただけます。

　（※雇用保険加入企業の休職者を対象としています。）

リワークコーディネート

　支援計画を作成し、本人・企業・主治医の3

者による同意を得てスタートします。

リワーク支援

当センターに通所して、プログラムを

受講していただきます。支援日数や支

援時間は個別に設定します。下記のと

おり目的に応じたプログラムを用意し

ています。

本人

◆お問い合わせ・ご相談は・・・

　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　栃木障害者職業センター（ 宇都宮市睦町3番8号 ）

　TEL：028-637-3216

　e-mail：tochigi-ctr@jeed.or.jp　　URL：http://www.jeed.or.jp

定期的な面談・連絡等により、進捗状

況を確認いただきながら、円滑な復帰

受け入れのための支援を行います。

対象者の症状の管理を行っていただく

ほか、当支援の効果的な進捗状況に対

する協力をお願いします。

企業

主治医

〈生活リズムの立て直し〉

生活リズム（睡眠や食事）、気分・疲労等の

チェック

〈体力・集中力の向上〉

作業課題（脳トレ、読書及び要約、事務・

OA、プレゼンテーションなどの個別作業）

〈ストレス場面での対処方法の向上〉

グループミーティング、コミュニケーション

のトレーニング（アサーショントレーニング）、認

知行動療法、ストレス対処法の講座　など

専門のカウンセラーが、本人（家族）、企業、主

治医と相談しながら支援を進めていきます。

この支援は、「うつ病等により仕事を休んでい

る方」のための支援です。支援の利用にあたっ

て、利用している方が障害者として扱われるこ

とはありません。

プライバシーに配慮し、インフォームド・コンセ

ント（説明と同意）に基づいた対応を行います。

コーディネートで必要
とされた方を対象に

　本人・企業・主治医の3者が復職を進めてい

く予定であることを確認後、3者からの情報収

集・相談を通じ、復職に向けた課題点等を整理

し、復職の進め方について提案していきます。

面接・相談により、職場復帰への課題

等を把握・整理します。

職場復帰に向けた情報提供を行います。

必要に応じて、面談等により、職場復

帰に向けての事業所状況の分析や復帰

受け入れに当たっての事業所の課題を

整理します。

現在の治療状況や今後の治療方針、本

人の特性等を情報収集すると共に、復

職支援を進めるに当たっての協力につ

いて確認します。

本人

企業

主治医

お知らせ （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構　栃木障害者職業センター
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高年齢者を積極的に活用する

事業主の皆さまへ

（事業主の方へ）

　誰でも意欲と能力がある限り、年齢にかかわりなく働き続けることがで

きる社会を目指して、厚生労働省と関係機関では、さまざまな取り組みを

行っています。

　高年齢者を継続雇用する企業への支援も行っていますので、皆さまのご

理解とご協力をお願いします。

高年齢者雇用安定助成金のご案内

狂生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の雇用環境の整備や労

　働移動の受入を行う事業主への助成金があります。

①  高年齢者雇用安定助成金 高年齢者活用促進コース

支給金額：上限500万円

　　　　　高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置に要した費

　　　　　用の2分の1（中小企業事業主は3分の2）に相当する額

　　　　　（1年以上継続して雇用する60歳以上の雇用保険被保険者数に

　　　　　応じた上限あり）

支給金額：対象者1人につき70万円

              （短時間労働者の場合は1人につき40万円）

②  高年齢者雇用安定助成金 高年齢者労働移動支援コース

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

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

◆お問い合わせ先

　高年齢者雇用安定助成金の詳細について知りたい。

　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。
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お知らせ 栃木県（青少年男女共同参画課）

◆お問い合わせ先
　栃木県県民生活部青少年男女共同参画課（青少年育成担当）
　TEL　028-623-3075　FAX　028-623-3150
　e-mail seishonen-danjo@pref.tochigi.lg.jp

　　「家庭の日」とは
　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」の推進に関する取組について
　「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や会社での話題につい

て話し合うなど、それぞれの家庭ならではの過ごし方があります。

　県や市町では、「家庭の日」に合わせて県有施設や市町有施設の優待サービスや家族で参加出来るイベントを

実施しています。また、企業や団体の御協力により、施設入場料等やレストラン等の料金割引等の各種優待

サービスも実施しておりますので、家族のふれあいの場づくりの一環として御活用ください。各優待サービス

の詳細については、ホームページを御覧ください。

　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。

★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。

家庭度チェック

　毎月第3日曜日は
　　　ふれあい育む「家庭の日」です

8月は

　「家庭の日」を考える

　　　　　強調月間です！

栃木県　家庭の日 検索
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ご存じですか？労働委員会　～雇用のトラブル　まず相談～
「解雇」、「嫌がらせ」、「配置転換」など雇用のトラブルでお悩みの方、ご相談ください。

労働委員会が「あっせん」によりトラブル解決のお手伝いをします！

労働委員会のあっせんの特徴

◆お問い合わせ　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

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

　5月14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「企業と学校の人材情報交換会」を

開催しました。（参加企業80社、参加学校93校）

　この情報交換会は、新規学卒者の採用を予定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29日 東京「砂防会館」での開催を予定しています。

「企業と学校の人材情報交換会」を開催しました

お知らせ 栃木県（労働政策課）

　6月13日にマロニエプラザにて、県内企業に就職を希望している学生（平成

26年3月大学・短大・高専・専修学校等の卒業予定者）及び未就職卒業者及び

若年者等を対象に「とちぎ求人企業合同説明会」を開催しました。（参加企業

120社、参加者797名）

　次回は、10月8日に宇都宮市（ホテル東日本）にて開催を予定しています。詳

しくは、宇都宮商工会議所（TEL:028-637-3131）まで。

「とちぎ求人企業合同説明会」を開催しました

◆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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＊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,栃木産業保健推進連絡事務所入居ビル）
　　　　　　　　　　・宇都宮市文化会館（宇都宮市明保野町7-66）
＊後　　　　援　：　栃木労働局・各労働基準監督署
＊お申し込みは　　　FAX　028-643-0695　　Eメール　info@tochigisanpo.jp
＊お問い合わせは　　　栃木産業保健推進連絡事務所　TEL　028-643-0685
＊日程・開催場所等変更の場合には、ホームページ、メールマガジン等でお知らせいたします

◆お問い合わせ先　独立行政法人労働者健康福祉機構　栃木産業保健推進連絡事務所　TEL 028-643-0685

開催場所 講　　　師セミナー等の内容日　程
Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

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6日（金）

15:00～17:001

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
湯川　悟　相談員産業保健のトピックス9月11日（水）

15:00～17:002

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

関係法令担当
大森良雄　特別相談員

労働安全衛生関係法令の改正情報と
リスクアセスメント

9月18日（水）
15:00～17:003

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
杉澤誠祐　相談員

労働衛生教育シリーズ
（レーザー光線による障害とその予防）

9月19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
岡本由利子　相談員「アサーティブ行動」で、人間関係向上9月24日（火）

14:00～16:005

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

作業環境測定と個人ばく露測定
～健康障害防止のための手法～

9月25日（水）
15:00～17:006

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
倉富靖子　相談員就業制限を考慮する健康状態と対応10月3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10月4日（金）

15:00～17:008

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

局所排気装置の効果的利用と問題点
～模型を使った問題点把握実習～

10月17日（木）
15:00～17:009

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　伝えられますか、働く人の
がんを避けて生き延びるヒント

10月23日（水）
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
坂寄和弘　特別相談員

セルフケア　こころと身体を軽くする
リラクゼーションと自律訓練法

10月25日（金）
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11月1日（金）

15:00～17:0012

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

「ハラスメント」を理解して、メンタルヘル
ス対策

11月5日（火）
14:00～16:0013

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
湯川　悟　相談員物理的因子による健康障害の防止対策11月13日（水）

15:00～17:0014

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

メンタル不調者の休職から職場復帰までの
労務管理対策

11月19日（火）
14:00～16:0015

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
杉澤誠祐　相談員

労働衛生教育シリーズ
（酸素欠乏症等とその予防）

11月21日（木）
15:00～17:0016

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
小林　淳　相談員

職場の喫煙対策（禁煙サポートのパワーアップ
禁煙の生理・心理と禁煙支援のポイント）

11月27日（水）
15:00～17:0017

宇都宮市文化会館
第 ２ 会 議 室

関係法令担当
大森良雄　特別相談員

健康にまつわる安全衛生配慮義務と企業の
責任

11月28日（木）
14:00～16:0018

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25年度　産業保健セミナー予定表　（平成25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
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Ｑ　電子部品を製造している事業所ですが、定年退職者を守衛(定期的巡視・施錠・解錠・不意の来訪
者への対応等の業務)として継続雇用することを検討しています。その際の労働条件や賃金の適用
について教えてください。

守衛業務の労働条件や賃金について

労働相談

１　継続雇用後の労働条件について 　一日当たりの所定労働時間＝A、
　一日当たりの実作業時間＝Bとすると、
　減額率＝(A－B)×40/100÷A×100　とな
ります。
　例えば、所定労働時間(A)=10時間、
　　　　　実作業時間(B)=4時間　とすると、
減額率＝(10－4)×40/100÷10×100＝24％
で、減額できる率の上限は24％となります。
　最低賃金は705円ですので、最大で169円
(705円×24％)まで減額が可能となります。

＜参考＞

　また、労働基準法第41条では、｢監視又は断
続的労働に従事するもので、使用者が行政官庁
(労働基準監督署)の許可を受けた者｣について
は、労働基準法で定めた労働時間・休憩及び休
日に関する規定は適用しないとされています。
　しかし、労働基準法においては労働時間と深
夜業は区別して使用している関係から、労働時
間は深夜業を含まないと解されるため、深夜業
をさせた場合には割り増し賃金を支払わなけれ
ばなりません。また、年次有給休暇も与えなけ
ればなりません。

　高年齢者の安定した雇用を確保するという高
年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであれ
ば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲
内で、フルタイム・パートタイムなどの労働時
間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者
の間で決めることができます。
　雇用契約を更新する形態については、高年齢
者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、年齢のみ
を理由として65歳前に雇用を終了させるよう
な制度は適当ではないと考えられます。
　したがって、①65歳を下回る上限年齢が設
定されていないこと ②65歳までは、原則とし
て契約が更新されること(ただし、能力など年
齢以外を理由として契約を更新しないことは認
められます。) が必要であると考えられますが、
個別の事例に応じて具体的に判断されることと
なります。

2　賃金について　

　最低賃金には、パート・アルバイト、臨時、
嘱託などの雇用形態の区別無くすべての労働者
に適用される｢地域別最低賃金｣と、都道府県の
産業構造を考慮し、特定の産業に従事する労働
者に適用される｢特定(産業別)最低賃金｣があり
ます。
　ただし、｢特定(産業別)最低賃金｣は、①18歳
未満又は65歳以上の労働者②雇い入れ後一定
の期間未満の技術習得中の者③その他軽易な業
務に従事する労働者　には適用されません。
　お尋ねの守衛業務については、｢地域別最低
賃金｣が適用になり、栃木県は705円(H24.10.1
～)となります。
　なお、守衛業務の場合、最低賃金法第7条4号
に基づき都道府県労働局長の許可(監視又は断
続的労働の許可)を受けた時には、最低賃金法
施行規則第5条に基づき一定の範囲で減額する
ことができます。
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正田フーズ株式会社本社工場正田フーズ株式会社本社工場正田フーズ株式会社本社工場正田フーズ株式会社本社工場正田フーズ株式会社本社工場企業Report

株式会社　東京フード株式会社　東京フード
　今回は、ワークライフバランスに積極的に取り組んでいる正
田フーズ（株）本社工場を御紹介します。

○業務内容を教えてください。
　めんつゆやラーメンスープ・ドレッシングをはじめとする
様々な液体調味料をボトル・ビン・小袋包装などの形態で製
造しています。当社は多品種少量生産ですので、常時
1,000種類以上の製品があります。商品の開発と販売は正
田醤油（株）が行っており、これまでのノウハウの蓄積を生
かして、お客様の御要望に合う商品サンプルを迅速に提供
し、短期間で製品化できるのが当社の強みになっています。

○厚生労働省の両立支援総合サイト両立支援のひろばにて
一般事業主行動計画を公表していますが、その内容につい
てお聞かせください。
　行動計画では、以下の四つの目標を掲げています。
　目標１：雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法

に基づく産前産後休業、健康保険法に基づく出
産手当金などの諸制度の周知を行う。

　目標２：子供が生まれる際の父親の休暇の取得を促進
する。（2日間の特別休暇）

　目標３：育児休業者の職場復帰に際し、子育て支援を目
的とした短時間勤務制度の周知を行う。

　目標４：働き方の見直しによる労働条件の整備（所定労
働時間の削減）を行う。

○取組を始めたきっかけを教えてください。
　食品関係の職場ということもあり、従業員の半分以上が
女性です。
　特に当社は、多品種を製造していますので、業務は大き
なラインで大量生産というよりは、たくさんの小さなライ
ンでの、個人による作業が多く、経験を積んだ人の方が品
質の安定にもつながります。
　そのため、経験豊かな人が出産のために辞めてしまうの
は、非常にもったいないと思い、出産後でも職場に戻りや
すい環境作りに取り組むのが望ましいと考えました。
　当社は、指定休日制（シフト制）をとっており、平成22年
に正田食品（株）（現館林工場）と合併したことによる従業員
数の増加、業務作業の同一性等から、従業員同士のバック
アップを行いやすい環境にもありました。

所 在 地

設 立

業 務 内 容

従 業 員 数

代　表　者

佐野市町谷町2945

1980年(本社)

液体調味料の製造・販売

225名（平成25年6月現在）

代表取締役社長　　 橋　政夫

企業概要

○行動計画以外にもワークライフバランスに取り組んでい
ますが、具体的にはどのような取組を行っていますか。
　当社ではグループ方針で、人間尊重の基本理念の下、ト
ヨタ生産方式を手本にした生産方式の研究及び構築を目指
し、2008年からＳＨＯＰＳ（正田プロダクションシステム）
という改善活動に取り組んでおります。
　この活動における生産性向上や４Ｓ活動を通じた人財の
育成により、一人一人に充実した仕事の時間を送ってもら
い、そのことが私生活の充実に結びつけばいいと思ってい
ます。
　また、残業をなるべく減らしていく取組もしております。
残業を減らすことで、効率化を図れるだけでなく、従業員
の負担軽減等により、商品の品質向上にもプラスになって
います。
　他にも、特別休暇として誕生日休暇を取り入れています。

◯これらの取組の効果があれば教えてください。
　労働組合と協同しながら、有休取得の環境作りと周知が
できていると自負しております。女性では約8割、男性でも
5割以上の取得率です。
　業務への集中と効率化に対する従業員の意識が向上し、
品質向上によるロスの削減、原材料収率の向上、可動率の
向上などにより長時間勤務の削減という効果も出てきまし
た。
　期初に9,000万円の原価低減計画を立てましたが、7ヶ
月が経過した時点で約70％の達成率です。

◯最後に今後の抱負や課題についてお聞かせください。
　当社グループのスローガンは「おいしいがうれしい」です。
栃木県の食品メーカーとして、安心・安全な食品を全国に供
給することはもちろん、より「おいしい」食品を造り続けて
いきます。これからも、お客様に「おいしい」と喜んでいただ
けることを私たち自身の喜びとして、事業に励んでいきた
いと考えています。そのための最も重要な課題は人財育成
であり、良い人財に支えられた足腰の強い企業になりたい
と考えています。

お話：代表取締役社長　髙　橋　政　夫　氏　
総 務 部 部 長　栃　木　十四男　氏　

[取材：足利労政事務所]
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◆対象職種　技能検定試験を実施している128の職種

のうち本県で実施している職種等。

◆認定基準（次の基準をいずれも満たす方）

(1）　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

(2）　県内に居住、または県内企業に勤務されている方

(3）　認定の対象職種に概ね15年程度従事されている方

(4）　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

(5）　優れた人格を有している方

◆活動内容

(1）　企業が必要とする技能の習得や向上のための活動

(2）　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

(3）　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

(4）　小学校・中学校等で行うものづくり体験教室等で

の活動

(5）　その他、ものづくりに関する活動

◆他の認定者等、詳しくは県のホームページをご覧ください。

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

shokunou/tochigimeister.html

＜募集職種＞

仕上げ、電子機器組立て、工場板金、鉄工、かわらぶき、調

理、菓子製造、レストランサービス、とび（募集人数は、各職

種若干名）

＜募集期間＞

平成25年8月30日（金）まで

※応募方法等の詳細は、下記お問い合わせ先まで

◆お問い合わせ◆

　栃木県産業労働観光部労働政策課職業能力開発担当

　℡028−623−3234

　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、204名の方が認定されており、本県の技能水準のレベルアップやもの

づくりを担う技能者の育成、ものづくりに対する関心を高めることなど、ものづくりの振興を図るための活動

をしています。

☆製造現場をバックアップする設備の電気設計、改

善、保全

（現在の仕事）

　生産部工務課に所属し、設備、作業の問題調査、

改善活動、設備トラブルの対応にあたっている。

　また、社内の認定職業訓練校である技能開発

センターにおいて、若手技能者の指導を行って

いる。

（得意な分野）

　主にPLC（プログラマブルコントローラー）

で構成される単体設備から、タッチパネル、位

置制御、画像装置、ロボット、NC装置を使用し

た特殊生産設備まで、幅広く開発を手がけてき

た中で、新しい技術を取り入れた設備の開発・

保全を得意としている。

☆挑戦することで、技能の大切さを感じよう　

　電気保全作業は結果の良否を設備の動作で確

認できるため、自分の考えたプログラムや設備

の修理などの作業結果をすぐに確認できる。保

全作業に従事する際には、自分を常に挑戦者と

して捉え、失敗を気にせずに新しいものに挑戦

し、階段を１段ずつ昇るように知識と経験を積

み重ねてきた。若い技能者の方々にも、新しい

ことへの挑戦を通じ、多様な知識と経験を積み

重ね、ものづくりの考え方や楽しさ、達成感、

そして、「技術、技能、資格」を持つことの大切

さを感じて欲しい。

◆機械保全（電気系保全作業）

【平成24年度認定】

齋藤　恭史さん
㈱ミツトヨ　　宇都宮事業所

とちぎマイスター制度

  栃木県では、
　　  現在とちぎマイスターを募集中です

餌

影

営

映

叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰

嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰

○とちぎマイスター徽章○
　徽章のデザインは、栃木の産業を
支えるマイスターを「栃の葉」と「人」
を用いて、技能の「技（わざ）」と兼
ね合わせて表し、「ＭＥＩＳＴＥＲ
（マイスター）」の文字を「金色」にして、これから
も一層輝いていただけるよう願って作成しました。

ものづくりを支える　とちぎマイスター
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