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第2位（銀メダル）
齋藤誠也さん

第1位（金メダル）
栗原裕太さん 競技大会風景

～９月は「障害者雇用支援月間」です～
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　4月18日（金）に開催された「情報ネットワーク施工学生日本一決定戦」（高度情報通信推進協議
会主催、東京ビッグサイト）において、県央産業技術専門校（宇都宮市）情報ネットワーク科2年の栗
原裕太さん（那須高卒）が第1位（金メダル）、同齋藤誠也さん（宇都宮白楊高卒）が第2位（銀メダル）
を獲得しました。同校の1・2位独占は今年で4年連続となります。
　二人はそれぞれ、「緊張はありましたが、慌てずにできました。」「みんなの応援もあり実力が出せ
たと思う。」とコメント。表彰式の後、彼らをサポートしてきたクラスの仲間に囲まれ、柔らかな笑顔
をみせていました。
　また、第1位となった栗原さんは、11月に愛知県で開催される「第52回技能五輪全国大会」への出
場権を獲得し、企業の参加選手達とトップレベルの技を競い合うことになります。
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　今回は、精密板金加工部品の設計、製造分野では
県内有数の㈱常盤製作所に勤務され、平成24年度
に工場板金職種において、女性としては県内で唯一
技能検定1級に合格された上原裕里江さんにお話を
伺いました。

Ｑ　現在の仕事に就かれたきっかけをお聞かせくだ
さい。
　私が最初に就いた仕事は美容師でした。しかし、
数年後に美容師の仕事に行き詰まりを感じ、離職し
ました。そのとき、ハローワークで紹介していただ
いたのが㈱常盤製作所でした。
　会社では事務仕事以外に生産現場にも出られると
いうことに興味を抱き就職しました。

Ｑ　㈱常盤製作所ではどのような部品を製造してい
ますか。
　会社では、金属板に板金加工を施し、様々な部品
を製造していますが、例えば、ATM、両替機、券売
機、電気自動車用高速充電器をはじめ、最近では北
陸新幹線の自動改札機の部品なども製造しています。

Ｑ　担当する主な仕事の内容を教えてください。
　主な仕事は、発注者から提供された加工部品の立
体図面を基に展開図を作成し、その展開図どおりに
工作機械が作動するようプログラミングを行うほか、
金属板のロスができるだけ出ないよう約20種類の
製品の型紙を並べるネスティングを行っています。

人・
春 夏 秋 冬

HITO・SYUNKASYUTO

株式会社　常盤製作所
製造技術部勤務

上原　裕里江　　さん

【取材：足利労政事務所】

Ｑ　これまで苦労したことはありますか。
　商業系の高等学校を卒業後、美容師の専門学校を
経て美容師となり、女性の多い環境に慣れていたた
め、最初は男性が多い職場に戸惑いを感じました。
　職場では、大きな声で挨拶したり、明るく振る舞
うことにより不安も徐々に解消されていきました。

Ｑ　技能検定を受けようと思った動機はなんですか。
　入社当初は、工場長の補佐的事務を担当していま
したが、専門用語や図面の見方も分からず大変苦労
しました。先輩たちからたくさんのことを教えてい
ただき仕事の内容が分かってくると、もっと技能を
身に付けたいとの思いが強くなり、上司の勧めも
あって技能検定を受けることにしました。
　学科は外部講習に参加させていただくとともに、
実技は時間外に会社の機械で練習させていただきま
した。こうした会社の支援もあって技能検定1級に
合格しました。

Ｑ　これから、ものづくりの現場で働こうとする女
性に対してアドバイスをお願いします。

　もし、ものづくりに興味があるなら、恐れずに現
場へ飛び込んでいくことを勧めます。
　現在のものづくりの現場では機械化が進んでいる
ため、女性でも活躍できる現場は増えていると思い
ます。私の場合は、優しい先輩に恵まれて、様々な
アドバイスをいただきました。分からないことは
「分からない、教えてください。」と聞いてみてくだ
さい。必ず、あなたのやる気次第で道は開けると思
います。

Q　今後の抱負についてお聞かせください。
　上司や先輩に教えていただきながら、さらなる技
能向上に努めていきたいと思います。また、少量多
品種の様々な注文に対応できるよう仕事の幅も広げ
ていければと考えています。

㈱　常　盤　製　作　所
〒327-0816　佐野市栄町13－3

Tel 0283-23-1234　Fax 0283-23-1244職場の皆さんと（右から3番目が上原さん）
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

とちぎ就職応援支援サイト「WORK WORK（わくわく）とちぎ」
（http://www.tochigi-work2.net/）

◆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

「2015とちぎ求人企業合同説明会」を開催します
　栃木県内の企業に就職を希望している学生（平成27年　月大学・短大・高専・専修学校等の卒業予定者）、3

卒業後　年以内の未就職卒業者及び若年者等（おおむね45歳未満の同学歴卒業者）を対象に、県内の求人企業3

による説明会を行い、学生等の就職促進を図ります。

【日時】

平成26年　月10日（火）　13：00～16：306

【場所】

マロニエプラザ（宇都宮市元今泉　-1-37）6

【参加企業】

企業数―140社程度

　※参加要件

①栃木県内に就業場所があること。

②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。

③正社員募集の求人であること。

（雇用期間の定めのある求人は除く。）

【参加される方へ】

事前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。

参加企業については、下記ホームページでお知らせいたします。

＜昨年度の様子＞

＜相談コーナーも充実しております＞ ＜昨年度企業ブースの様子＞
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　栃木県では、就職を希望する若者を対象に、バウチャー（利用券）を交付して民間の職業訓練の受講費用
（受講費用の2分の1の額（限度額75,000円））を助成し、若者が希望する職業に就けるよう支援する「若年求
職者バウチャー事業」を実施しています。
　このため、一定の要件を満たす訓練コースを募集しています。

お知らせ 栃木県（労働政策課）

◆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」

若年求職者バウチャー事業の訓練機関を募集しております！

応募資格

①利用者の経済的負担を軽減するため、バウチャー相当額を控除して本人負担金のみを受領し、入校手
続を開始できること。

②県内に所在する訓練施設において訓練を実施すること。
　ただし、通信制の訓練コースは対象となりません。
③原則として、次のいずれかに該当している訓練機関で、常設のコースを設けていること。
　・過去に実施した若年求職者バウチャー事業のコース指定を受けたことがある。
　・雇用保険における教育訓練給付制度のコース指定を受けている。
　・国、県及びその他公的機関の公共訓練等を受託した実績（講師派遣を含む）がある。
　・栃木労働局に技能講習等を行う機関として登録されている。
　・栃木県公安委員会による指定自動車教習所の指定を受けている。
④訓練期間は6か月以内であること。
⑤訓練コースは平成26年4月1日から平成27年3月31日までに開始すること。
⑥運転免許については、一般的に職業以外での活用度が高いと思われるコースを除くこととする。
⑦修了基準があらかじめ明確になっていること。
⑧過去に次のいずれかの処分を受け、その日から5年を経過していない場合、指定の対象となりません。
　・不適正な行為等による、応募資格の③に掲げる指定又は登録の取消し等の処分
　・その他、不適正な行為等による行政処分

　就職を希望する若年者を対象に、キャリアカウンセリング及び、「バウチャー（職業訓練利用券）」を利用し
た職業訓練を受講することによって、若年者の就労意欲及び職業能力を高め、一人ひとりが希望する職業に就
けるよう支援を行います。

若年求職者バウチャー事業の利用者を募集しております！

訓練機関及びコースは次の条件を満たすことが必要です。

○　訓練コースの一覧については、県の就職支援サイト「WORKWORK（わくわく）とちぎ」内に掲載しております。
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在職者のための職業訓練を実施しています。

お知らせ 栃木県（労働政策課）

　県内各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向上、各種資格

取得を目的とした技能講習を行っております。

　個人の方だけではなく、企業・団体の方にも対応しておりますので、詳しい内容はお問い合わせ先までご連

絡ください。

仕事と家庭の両立に関するメールマガジンの配信開始

とちぎマイスター技能向上塾在職者訓練
在職者対 象 者
企業・団体個人・企業・団体申 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県央・県北・県南　各産業技術専門校講 習 場 所

3時間以上12時間以上
1日6時間程度で2日～3日間講 習 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
3,600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。）

　　　　　　　　　実技主体コース　4,950円
　　　　　　　　　知識主体コース　3,520円
管理監督者コース　　　　　　　　　3,640円

受 講 料

QC（品質管理）、5S（職場環境維持改善）、
安全教育、技能検定対策、壁装作業、建築塗装作業、
タイル張り作業　等

各種資格取得・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　等

コ ー ス

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　028-623-3218

技能向上コース｛

「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>

◆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

　県労働政策課では、各主体における仕事と生活の調和の実現に向けた取組の更なる進展につながるよう、平

成26年4月から、仕事と家庭の両立に関するメールマガジン（愛称：いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信）

を配信することといたしました。

　育児・介護休業法、男女雇用機会均等法等の関係法令の改正、国、県等が主催するセミナーの案内、国及び

県の施策の最新情報などを、毎月お届けいたします。

　このメールマガジンが、仕事と生活の調和に対する理解を一層深めていく際の一助となることを期待してい

ます。

　メールマガジンの配信を希望する場合は、次のメールアドレスまでご連絡ください。その際、メールの表題

に「仕事と家庭の両立に関するメールマガジン配信希望」とご入力願います。

　（お申し込み先）rousei@pref.tochigi.lg.jp

URL：http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/work/fukushi/tsugitsugitochigitsushin.html
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お知らせ 栃木県（労働政策課）

県勤労者生活資金のご案内
～働くみなさまの生活を応援します！～

　みな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。お問合せ・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。

＜一般勤労者向け＞
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　1 1
年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5

用可能
（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

＜失業者向け＞
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4
現に求職活動中【※　】である5

③　離職後　年　ヶ月以内で県内に　1 6 1
年以上居住している

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5

100万円まで）
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5 1

据置可）
そ　の　他　平成26年度中に借り入れた方は利子

及び保証料を還付します。【※　】6

※　　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26年　月　日現在です（実際のご融資金利はお申込時点の金利ではなく、ご融資時点の金利2 4 1

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、中央労働金庫に出資のある労働組合等団体会員の構成員の3

方です。
※　　離職理由が、事業所の倒産やリストラ（重責解雇を除く）、事業主の意思により派遣契約の更新をしな4

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。5
※　　平成26年度新規融資の利子及び保証料の還付は平成31年度までとなります。平成31年度中に完済でき6

なかった場合、平成32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

028－622－4296宇都宮市中戸祭町821
宇都宮支店2階栃木県本部

028－621－3251宇都宮市中戸祭町821宇都宮支店

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

028－661－9531宇都宮市平出工業団地14-2宇都宮東支店

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

0287－43－2424矢板市本町3-8矢板支店
0289－65－3600鹿沼市上野町113-10鹿沼支店

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

0285－83－2111真岡市並木町1-9-6真岡支店

0282－22－2092栃木市泉町13-3栃木支店

0285－22－0597小山市駅東通り2-14-19小山支店

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

0283－24－8185佐野市高萩町1213-1佐野支店
0284－73－0051足利市朝倉町243-13足利支店
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お知らせ 栃木県（経営支援課）

中小企業季節資金（夏季資金）融資のお知らせ
　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、是非ご利用ください。
○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　月　日～平成26年11月　日6 2 4
○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　月12日～平成26年　月31日まで5 7
○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）

　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。

　県では、県民のみなさまが県内のどの地域に住んでいても心身ともに健やかに歳を
重ねていくことのできる「健康長寿日本一とちぎ」の実現を目指し、県を挙げて取り
組むため「健康長寿とちぎづくり推進条例」を制定しました。

平成26年4月1日から
「健康長寿とちぎづくり推進条例」

が施行されました。

お知らせ 栃木県（健康増進課）
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お知らせ 栃木労働局

雇用保険法の一部改正について
　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、平成26年　月　日から雇用保険法が一部改正されまし4 1
た。主な改正内容は以下のとおりです。
　．育児休業給付金の充実（平成26年　月　日施行）1 4 1

　育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67％となります。（これまでは全期間に
ついて50％） 

　．就業促進定着手当の創設（平成26年　月　日施行）2 4 1
　再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に　か月以上雇用され、再就職先での　か月間の賃金が、離6 6
職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40％を上限として、低下した賃金の　か月分を就6
業促進定着手当として支給します。 

※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4月1日より
　「キャリアアップハローワークおやま」をリニューアルし

「小山わかものハローワーク」を開設
【若者の就職支援を専門的に行う施設です】
対　象　者　　　正社員での就職を目指している若者

（中学・高校・大学等卒業予定者含む）
ご利用時間　　　月～金　　　　9：00～18：00
　　　　　　　　　　　第2・4土曜　10：00～17：00
　　　　所　 在　 地　　〒323－0023
　　　　　　　　　　　　小山市中央町3－3－10　ロブレ632　2階
　　　　　　　　　　　　TEL：0285－37－7127
　　　　支援メニュー　　☆担当者制による個別支援

☆求人情報検索コーナー
☆面接対策などのセミナー
☆専門家による心理的なカウンセリング
☆職場定着支援

6月は「外国人労働者問題啓発月間」『外国人雇用はルールを守って適正に』
　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　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6
ます。

宇都宮市駅前通り1－3－1
フミックスステムビル　F　ハローワーク駅前プラザ内2
TEL 028－623－8609

●ハローワーク宇都宮
真岡市荒町5101
TEL 0285－82－8655

●ハローワーク真岡
【外国人雇用サービスコーナー】

ポルトガル語・スペイン語の通訳を配置し、外国人求職者に対する職業紹介等を行っています。

◆お問い合わせ先　栃木労働局職業安定部職業対策課　TEL：028−610−3557
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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

「労働時間等の設定の改善」※により、職場の士気を高めたり、仕事と生活の調和を積極的に取り組
む中小企業事業主を支援します。

～助成額の増額、助成対象の拡充、申請期間の延長などで利用しやすくなりました～
○支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。
助成額：上限額は最大80万円

助成金の詳細は、栃木労働局労働基準部監督課までお問い合わせください。
TEL 028－634－9115　　FAX 028－632－6585

　事業主団体傘下の中小企業事業主が、年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減、その他労
働時間等の設定の改善※などに意欲的に取り組む場合に団体への支援を行います。
○事業の実施に要した経費の一部を、目標達成の状況に応じて支給します。
助成額：対象経費の合計額（上限400万円）×補助率

　中小企業等事業主において事業場内の最も低い時間給（時間換算額）が800円未満である場合に、申請
の年度内にその時間給（時間換算額）を40円以上引上げ、かつ、労働者の意見を聴取した上で業務改善を
実施した場合に、業務改善に要した経費の　分の　（※）または100万円を限度として、予算の範囲内で助2 1
成する制度です。
（※）企業全体の常時使用労働者の数が30人以下である場合には　分の　となります。4 3

○助成金に関するご相談、その他の申請または支給に関する要件等のご照会は、
　栃木労働局 労働基準部 賃金室　　　　（電話　028－634－9109）
　栃木県中小企業総合相談支援センター　（電話　028－648－5885）
まで、お気軽にお問合せください。

○助成金の申請先は　栃木労働局 労働基準部 賃金室　となります。

　中小企業等事業主が、最低賃金の引上げに対応した賃金の引上げを行うためには、経営改善のほか、賃
金・労働時間の見直しなど様々な課題が生じることから、これら課題を明らかにし、問題解決を支援する
ために、ワン・ストップで無料相談に応じる場として設けています。
　ご要望により、専門家を派遣して事業上の実態を把握・分析した上で、具体的な課題の解決方法を提案
いたします。  ※相談内容や会社の情報が他に漏れることは一切ありません。
○センターの運営・業務は、栃木県社会保険労務士会に委託しています。
○開設日などの詳細は、センター（電話　028－648－5885）までご照会ください。
　または、　 ： 
　でご確認ください。

検 索栃木県社会保険労務士会 検 索栃木労働局

最最最最最最最最最最低低低低低低低低低低賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃金金金金金金金金金金のののののののののの引引引引引引引引引引上上上上上上上上上上げげげげげげげげげげにににににににににに向向向向向向向向向向けけけけけけけけけけたたたたたたたたたた中中中中中中中中中中小小小小小小小小小小企企企企企企企企企企業業業業業業業業業業専専専専専専専専専専門門門門門門門門門門家家家家家家家家家家派派派派派派派派派派遣遣遣遣遣遣遣遣遣遣・・・・・・・・・・相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談等等等等等等等等等等支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援事事事事事事事事事事最低賃金の引上げに向けた中小企業専門家派遣・相談等支援事業業業業業業業業業業業
「「「「「「「「「「栃栃栃栃栃栃栃栃栃栃木木木木木木木木木木県県県県県県県県県県中中中中中中中中中中小小小小小小小小小小企企企企企企企企企企業業業業業業業業業業総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援セセセセセセセセセセンンンンンンンンンンタタタタタタタタタターーーーーーーーーー」」」」」」」」」」ののののののののののごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案「栃木県中小企業総合相談支援センター」のご案内内内内内内内内内内内

お知らせ 栃木労働局

中中中中中中中中中中小小小小小小小小小小企企企企企企企企企企業業業業業業業業業業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団団団団団団団団団団体体体体体体体体体体のののののののののの皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆ささささささささささまままままままままま中小企業事業主団体の皆さまへへへへへへへへへへへ 

「「「「「「「「「「労労労労労労労労労労働働働働働働働働働働時時時時時時時時時時間間間間間間間間間間等等等等等等等等等等設設設設設設設設設設定定定定定定定定定定改改改改改改改改改改善善善善善善善善善善推推推推推推推推推推進進進進進進進進進進助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成金金金金金金金金金金」」」」」」」」」」ののののののののののごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案「労働時間等設定改善推進助成金」のご案内内内内内内内内内内内

中中中中中中中中中中小小小小小小小小小小企企企企企企企企企企業業業業業業業業業業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ささささささささささまままままままままま中小企業事業主の皆さまへへへへへへへへへへへ 

「「「「「「「「「「職職職職職職職職職職場場場場場場場場場場意意意意意意意意意意識識識識識識識識識識改改改改改改改改改改善善善善善善善善善善助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成金金金金金金金金金金」」」」」」」」」」ののののののののののごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案「職場意識改善助成金」のご案内内内内内内内内内内内（（（（（（（（（（職職職職職職職職職職場場場場場場場場場場環環環環環環環環環環境境境境境境境境境境改改改改改改改改改改善善善善善善善善善善・・・・・・・・・・改改改改改改改改改改善善善善善善善善善善基基基基基基基基基基盤盤盤盤盤盤盤盤盤盤整整整整整整整整整整備備備備備備備備備備ココココココココココーーーーーーーーーーススススススススススななななななななななどどどどどどどどどど（職場環境改善・改善基盤整備コースなど）））））））））））

※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業所における労働時間、年次有給休暇等に関する事項を改善す
ることで、長時間労働の抑制等や労働者の生活と健康に配慮するとともに、職場の士気を高め、生産性
を向上し、より良いものとしていくことをいいます。
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平成26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 2 7

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ささささささささささまままままままままま事業主の皆さまへへへへへへへへへへへ
「「「「「「「「「「平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成22222222226666666666年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度のののののののののの労労労労労労労労労労働働働働働働働働働働保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度更更更更更更更更更更新新新新新新新新新新のののののののののの申申申申申申申申申申告告告告告告告告告告・・・・・・・・・・納納納納納納納納納納付付付付付付付付付付ののののののののののおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知ららららららららららせせせせせせせせせせ「平成26年度の労働保険年度更新の申告・納付のお知らせ」」」」」」」」」」」

　平成26年度の年度更新の手続は、　 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 2 7
　労働保険料の算定方法は、平成25年　月　日から平成26年　月31日までに支払った賃金総額に保険料率を4 1 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ず
に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、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

平成26年7月1日から、改正「男女雇用機会均等法施行規則」等が施行！
①男女雇用機会均等法で禁止している「間接差別」の対象範囲が拡大
　すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず、転勤要
件を設けることは、間接差別として禁止されます。
②セクシュアルハラスメント対策の指針をより分かりやすく明示
③コース等別雇用管理の留意事項について指針制定
　⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html

男性の育児参加は、会社にも社会にもプラスです ～支援制度のご案内～
【企 業 向 け】①助成金：子育て期短時間勤務支援助成金、代替要員確保コースなど
　　　　　　　②くるみん税制　⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/29.pdf
【労働者向け】①育児・介護休業法：パパ・ママ育休プラス、短時間勤務制度など
　　　　　　　②育児休業給付金（平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、支給率引き上げ）

事業主の皆さま　平成26年度　両立支援等助成金をご利用ください！
①代替要員確保コース　②育休復帰支援プラン助成金　③休業中能力アップコース（経過措置）
④期間雇用者継続就業支援コース　⑤継続就業支援コース（経過措置）
⑥事業所内保育施設設置・運営等支援助成金　⑦子育て期短時間勤務支援助成金
⑧ポジティブ・アクション能力アップ助成金（新規）　　　　　※①③④は、女性の活躍促進のための加算対象
　⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

お問い合わせは栃木労働局雇用均等室（028－633－2795）へ

お知らせ 栃木労働局

6666666666月月月月月月月月月月はははははははははは第第第第第第第第第第22222222229999999999回回回回回回回回回回男男男男男男男男男男女女女女女女女女女女雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇用用用用用用用用用用機機機機機機機機機機会会会会会会会会会会均均均均均均均均均均等等等等等等等等等等月月月月月月月月月月間間間間間間間間間間でででででででででで6月は第29回男女雇用機会均等月間ですすすすすすすすすすす
踏踏踏踏踏踏踏踏踏踏みみみみみみみみみみ出出出出出出出出出出そそそそそそそそそそうううううううううう ポポポポポポポポポポジジジジジジジジジジテテテテテテテテテティィィィィィィィィィブブブブブブブブブブ・・・・・・・・・・アアアアアアアアアアククククククククククシシシシシシシシシショョョョョョョョョョンンンンンンンンンン踏み出そう　ポジティブ・アクション！！！！！！！！！！！

～～～～～～～～～～～男男男男男男男男男男女女女女女女女女女女ととととととととととももももももももももにににににににににに力力力力力力力力力力をををををををををを発発発発発発発発発発揮揮揮揮揮揮揮揮揮揮すすすすすすすすすするるるるるるるるるる企企企企企企企企企企業業業業業業業業業業がががががががががが未未未未未未未未未未来来来来来来来来来来をををををををををを担担担担担担担担担担うううううううううう男女ともに力を発揮する企業が未来を担う～～～～～～～～～～～
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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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　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　ヵ月間程度センターに通3
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

休職者の職場復帰支援のご案内

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
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お知らせ 栃木県教育委員会事務局

特別支援学校の就業体験受け入れのお願い
　特別支援学校では、障害のある生徒が、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。

県立特別支援学校一覧
電話番号所　在　地郵便番号学　校　名障害種別

028−652−2331宇都宮市福岡町1297321-0342盲 学 校視覚障害
028−622−3910宇都宮市若草2丁目3-48320-0072聾 学 校聴覚障害
028−665−2281宇都宮市徳次郎町39-1321-2116富 屋 特 別 支 援 学 校

知的障害

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

※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

◆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　TEL：028−623−3428

　栃木県では、軽度の知的障害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。

　軽度の知的障害のある生徒は、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、ご理解とご協力をお願いします。

○開　　校　　　平成28年4月予定

○設置場所　　　宇都宮市京町（宇都宮工業高等学校旧敷地）

○学校規模　　　生徒数240人（1学年80人×3学年）

○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）

栃木県立高等特別支援学校 完成予想栃木県立高等特別支援学校 完成予想図図
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企業OB活用「メンターグループ」事業の概要
　（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。

■利用日数
年度内　延べ120日まで

■支援分野
・開　発　　製品開発、技術開発、工業デザイン、特許管理など
・生　産　　加工技術、生産管理、品質管理、環境管理など
・販　売　　マーケティング、販路開拓など
・経　営　　経営全般、資金調達、労務管理、創業など
・その他　　人材育成、安全衛生管理など

■費用
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。）

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）

■お問い合わせ先
（公財）栃木県産業振興センター　総合相談課
〒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.028-670-2607　Fax.028-670-2611
ホームページ　http://www.tochigi-iin.or.jp/object/sougou/mentor.html
※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。

メンターグループ
助言・支援

申請
登録

申請内容伝達

（公財）栃木県産業振興センター
申請内容の検討・承認

中小企業者

お知らせ 栃木県（産業政策課）



平成26年度平成26年度
「子育てにやさしい事業所」

顕　　彰

平成26年度
「子育てにやさしい事業所」

顕　　彰

平成26年度
「子育てにやさしい事業所」

顕　　彰
実 施 概 要

顕彰の対象

応募方法

選考方法 その他

※「子育てにやさしい事業所」顕彰事業は、栃木労働局雇用均等室の協力のもと実施するものです。

　応募用紙に必要事項を記入の上、育児休業規則の写しを添付し、（公財）とちぎ未来づくり財団あてに郵送又は電子メー
ルで送付してください。なお、応募用紙は（公財）とちぎ未来づくり財団のホームページからダウンロードもできます。

（1）応募書類の審査のほか、必要に応じて書面又は面接による調査を行います。
（2）調査結果等をもとに、選考委員会において、各賞の選考を行います。

（1）選考結果については、（公財）とちぎ未来づくり財団からお知らせします。
（2）顕彰式は、「ワーク・ライフ・バランス推進月間」（11月）に行う予定です。
（3）顕彰事業所には、商工中金の「とちぎ仕事と家庭の両立応援企業ローン」
　  をご利用いただけます。

・育児教室や授業参観への父母の参加促進
・家族と一緒に過ごすリフレッシュ休暇
・夏祭り、職場見学、お年寄りとの交流の促進
・花壇づくりなど地域への貢献
・事業所施設の地域への開放

・短時間勤務制度
・フレックスタイム制度
・在宅勤務制度
・所定外労働をさせない制度
・年次有給休暇の積立制度
・事業所内託児所の整備
・保育サービス利用に対する助成制度

子育てにやさしい取組の具体例

など

など

など

送付先
公益財団法人とちぎ未来づくり財団「子育てにやさしい事業所」係
〒320-8530　宇都宮市本町1-8　栃木県総合文化センター内
 HP http://tmf.or.jp/　　　　　 E-mail ikusei@tmf.or.jp

趣　旨

出産後も働くことのできる育児支援体制

子どもや地域と
ふれあう機会の充実

子育てと仕事の両立に配慮した
柔軟な働き方ができる体制の整備

応募の締め切りは、平成26年8月4日（月）です。

子育てと仕事の
両立支援に
取り組んでいる
事業所を
募集します。

法律に準拠した
育児休業制度

　少子化の進行が大きな社会問題になっています。
　その背景として、結婚観、価値観等の意識の変化と併せて、根強い男女の役割分担意識や職場を優先する企業風土等に
よる子育てと仕事の両立への負担感などが指摘されています。
　栃木県及び（公財）とちぎ未来づくり財団では、子育てと仕事の両立支援に取り組む優れた事業所を「子育てにやさし
い事業所」として顕彰することにより、これらの取組の普及を図っています。
　平成２６年度の顕彰に当たって、子育てと仕事の両立支援に取り組んでいる事業所を募集します。

　顕彰の対象は、法律に準拠した育児休業制度を設けているほか、子育てと仕事の両立を容易にする制度を設けたり、従
業員に配慮した柔軟な雇用管理を行っている事業所です。
　顕彰には、「栃木県知事賞」と「公益財団法人とちぎ未来づくり財団理事長賞」があります。

・育児休業や子どものための看護休暇制度を取得しやすい  
職場環境づくり
・妊娠中、育児休業中の従業員への相談指導
・育児休業中の従業員への経済的援助
・育児休業中の従業員への事業所内情報の提供
・育児休業後のスムーズな職場復帰のための研修の実施

子育てと仕事事の

平成26年度
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お知らせ 栃木県（こども政策課）
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お知らせ 栃木県（工業振興課）

　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26年　月　日（金）～　月13日（金）5 9 6

　■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工業振興課　地域産業担当
 TEL:028-623-3199　FAX:028-623-3945　E-mail:kougyou＠pref.tochigi.lg.jp
 ホームページ:http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/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ご覧いただけます。

　■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26年6月13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26年8月1日 → 有効期間：平成26年8月1日～平成30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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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。

　月開催コース　　　　建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建7
　・タッチパネルを活用したFAライン管理
　・TIG溶接技能クリニック
　・製品設計のための3次元検証技術　（ソリッド編）
　・実験計画法を活用した生産プロセスと品質の改善
　　　　　　　　　　　　　　（実験計画と分散分析）
　・設計ツールによるモデリング技術
　・有接点シーケンス制御の実践技術

　月開催コース　　　　建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建8
　・サーフェスによる高品質モデリング　（サーフェス編）
　・PLCによる実践的FAセンサ活用技術
　・高齢者配慮住宅の実践計画技術
　・有接点シーケンス制御による電動機制御の実務
　・高精度形状測定技術

　日開始（　日間）2 2
16日開始（　日間）2
16日開始（　日間）3
24日開始（　日間）2

28日開始（　日間）3
29日開始（　日間）2

　日開始（　日間）4 3
　日開始（　日間）5 3
25日開始（　日間）3
27日開始（　日間）2
28日開始（　日間）2

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。遠慮なくお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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
　栃木障害者職業センター（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

　第13回
　とちぎアビリンピック（障害者技能競技大会）のお知らせ

　障害者が日ごろ職場で培った職業技能を競うことにより、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、その雇用の促進と地位の向上を図ることを目的としています。

日　　程　平成26年7月28日（月）　　AM9：00～PM3：30

会　　場　とちぎ健康の森　　宇都宮市駒生町3337－1

競技種目　ワード・プロセッサ　　　表　計　算
　　　　　紙製品再利用　　　　　　喫茶サービス
　　　　　ビルクリーニング　　　　Ｄ　Ｔ　Ｐ
　　　　　製品パッキング

申込期間　平成26年5月19日（月）～平成26年6月13日（金）

主　　催
栃木県、（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　

後　　援
栃木労働局、栃木県教育委員会、栃木県職業能力開発協会、社会福祉法人とち
ぎ健康福祉協会、公益社団法人栃木県ビルメンテナンス協会、宇都宮ビジネ
ス電子専門学校、NHK宇都宮放送局、下野新聞社、とちぎテレビ、栃木放送



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

◆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）
　　　　　　　　・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

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6日（金）

15:00～17:001

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

セルフケア
リラクゼーションと自律訓練法

6月13日（金）
14:00～16:002

宇都宮市文化会館
第 2 会 議 室

関係法令担当
大森良雄　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

6月19日（木）
14:00～16:003

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

呼吸用保護具の有効な使い方
～管理の仕方～

6月25日（水）
15:00～17:004

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
倉富靖子　相談員

職場における熱中症対策
（H26年夏を迎えるにあたって）

6月26日（木）
15:00～17:005

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7月4日（金）

15:00～17:006

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
湯川　悟　相談員騒音作業による健康障害の防止対策7月9日（水）

15:00～17:007

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

有害物質や有害エネルギーを正しく評価
する基準（ものさし）について

7月10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
岡本由利子　相談員

どこから取り組む
『我が社のメンタルヘルス対策』

7月15日（火）
14:00～16:009

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
小林　淳　相談員

禁煙への動機付け
（禁煙の生理・心理と禁煙支援のポイント）

7月23日（水）
15:00～17:0010

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
杉澤誠祐　相談員産業医の職務（職場巡視の実際）7月24日（木）

15:00～17:0011

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8月1日（金）

15:00～17:0012

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

産業医学担当
倉富靖子　相談員女性労働者の健康管理8月21日（木）

15:00～17:0013

宇都宮市文化会館
第 2 会 議 室

関係法令担当
大森良雄　相談員

労働安全衛生関係法令の改正情報と
安全衛生配慮義務

8月28日（木）
14:00～16:0014

Ｍ Ｓ Ｃ ビ ル
５階共用会議室

カウンセリング担当
坂寄和弘　相談員

大人の発達障害とメンタルヘルス
理解と対応

8月29日（金）
14:00～16:0015

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！

（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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お知らせお知らせ 栃木県労働委員会事務局

職　　業氏　　名職　　業氏　　名

（－社）栃木県経営者協会専務理事石塚　洋史 ※元栃木県環境森林部長三浦　義和 ※

栃木カネカ㈱執行役員豊田　　弘 ※宇都宮大学教授末廣　啓子 ※

栃木トヨタ自動車㈱総務部長　鈴木　正好 ※弁護士白井　裕己 ※

前栃木県労働委員会委員小沼　洸一郎弁護士　横山　幸子 ※

前栃木県労働委員会委員杉原　弘修　弁護士蓬田　勝美 ※

前栃木県労働委員会委員佐藤　芳久　
情報産業労働組合連合会
栃木県協議会特別幹事　

柴　　里子 ※

前栃木県労働委員会委員青木　義明　
日本労働組合総連合会
栃木県連合会副会長　

上村　敏朗 ※

前栃木県労働委員会委員印南　幸裕　
自治労全国一般栃木地方労働組合
専従役員　

石崎　茂雄 ※

前栃木県労働委員会委員保坂　正之　
日本労働組合総連合会
栃木県連合会副会長

小森　　肇 ※

栃木県労働委員会事務局長山中　　晃　
日本労働組合総連合会
栃木県連合会副会長

伊東　晴美 ※

栃木県労働委員会事務局
審査調整課長

五十嵐　一彦北総産業㈱代表取締役社長青木　　章 ※

栃木県労働委員会事務局
審査調整課長補佐（総括）

駒場　栄一　㈱ベル三幸取締役片柳　明子 ※

～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！

◆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）　TEL:028-623-3334/3337

労働委員会の「あっせん」

あっせんは四者構成で行います あっせんは無料です

労働委員会のあっせんの特徴

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。

費用はかかりません。お気軽にお
問い合わせください。

※栃木県労働委員会委員

 栃木県労働委員会あっせん員候補者名簿（平成26年4月3日現在）
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Ｑ　勤務態度や協調性に欠ける社員がいます。その社員は、規則や上司の指示に従わず他の社員との協
調性にも欠け、自分勝手な行動が多く困っており、上司が再三指導していますが改善されません。この
まま放置すれば、他の社員のモチベーション低下にもつながるので処分（解雇を含む。）できますか。

勤務態度不良と解雇

A　業務への支障が出ており、本人に勤務態度の是

正に対する教育的指導を行い、さらに、それ以外の

方法でも改善を促すなどの十分な対応をしても勤務

態度が改善されず、矯正が困難だと判断されるとき、

はじめて解雇が有効とされます。

　なお、解雇するには以下の点を十分に検討する必

要があります。

　　解雇権の行使が濫用でないこと1
　次の　つの点に該当しない限り、解雇権の濫用と2

されます。（労働契約法第16条）

（　）客観的に合理的な理由の存在1

　労働者が働けない、あるいは適格性を欠くと

き。

（　）社会通念上相当であること2

　　　労働者の情状（反省の態度、過去の勤務態度・

処分歴、年齢・家族構成等）、他の労働者の処分

との均衡、使用者側の対応・落ち度等に照らし

て解雇がやむを得ないと評価できること。

　　労働者の不適格性2
　労働者の適格性を欠く態様には、遅刻や欠勤を繰

り返すなどの勤務態度の不良などがあり、職場の輪

を乱すような協調性の欠如も、広くは勤務態度の不

良の一態様ととらえることができるでしょう。

　本件での協調性に欠け、自分勝手な行動が多いと

いっても、それが通常の個性の範囲内に収まる程度

なのか、それとも社員としての適格性が問われる程

度なのか。さらに、どの程度具体的な業務遂行など

の支障となったのかを見極める必要があります。

　また、主観的に決めつけず、周囲の社員にも問題

がないかなど、本人の言い分も十分聴取して、客観

的に事実確認をすることが重要です。

　　解雇がやむを得ないこと3
　使用者が労働者に改善を促すなどの十分な努力を

したうえで、なお改善の見込みがないと判断される

場合などをいいます。

　具体的には、次のような対応が求められます。

（　）教育的指導1

　　　教育指導して、周囲との協調性を保つことの

重要性を理解させることが重要です。口頭で注

意しても改善しない場合は、書面で教育指導し

ます。書面等での客観的な証拠があれば、訴訟

においても十分な教育指導をしたことを立証す

ることができます。

（　）配転2

　　　周囲の社員に問題がある可能性があるので、

配転の余地があるのであれば、配転させ、配転

先での協調性の有無について確認した方が無難

です。配転先でも同様なら、本人に問題がある

可能性が高くなります。

（　）懲戒処分3

　　　就業規則に懲戒処分の種類及び事由が定めら

れていれば、その規定に従って、譴責、減給と

いった軽い懲戒処分を行い、それでも改善しな

い場合は、出勤停止、降格処分と次第に重い処

分にしていくことになります。

（　）他の労働者との均衡4

　　　解雇予定者より勤務態度が悪い者を不問にし

ていないこと。

　　その他の留意事項4
　なお、解雇をしようとする場合は、少なくとも30

日前にその予告をするか、予告をしない場合は、30

日分以上の平均賃金を支払わなくてはなりません。

（労働基準法第20条第　項）1

　また、就業規則に勤務態度不良などによる解雇が

認められる旨の根拠となる記載が必要です。

連載 宇都宮労政事務所
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株式会社 サカエ工業株式会社 サカエ工業株式会社 サカエ工業株式会社 サカエ工業株式会社 サカエ工業企業Report

　今回は、「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」登録
企業の株式会社サカエ工業を御紹介します。株式会社
サカエ工業を含む栃木市内の4社で立ち上げた有限責任
事業組合「ASIとちぎ」は、ペットボトルキャップを片
手で開けられる補助器具「スマイルオープナー」を開発
し、「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表
彰内閣府特命担当大臣奨励賞」を受賞されました。

◆事業内容についてお聞かせください。
　家電製品・自動車部品・食品容器・雑貨類・衣料品な
どのプラスチック製品の開発・設計・製造・販売を行っ
ています。
　今までの事業は他社の下請けのみでしたが、お客様に
価値を提案していける企業になりたいと考え、自社製品
「スマイルオープナー」の開発を手がけました。
◆スマイルオープナーの開発から完成までのエピソー
ドをお聞かせください。
　佐野短期大学の学生の発表会で、「ペットボトルの
キャップがなかなか開けられなくて困っている方がい
る」という発表を聴いたのが開発のきっかけです。
　自社製品の開発には様々なことについて考える必要
があり、これは自社の成長につながると感じました。こ
れを機に、社内に新製品開発チームを立ち上げたほか、
「あったらいいなアイデアコンテスト」を開催し、第2
弾、第3弾の自社製品を出すためのアイデア創出に会社
全体で取り組んでいます。

所 在 地

設 立

事 業 内 容

従 業 員 数

代　表　者

栃木市大平町西野田614

1973年5月16日

プラスチック製品の開発・設計・

製造・販売

70人（平成26年3月現在）

代表取締役　池添　亮

企業概要

　また、従業員にも、自分たちがやったことが形になる
喜びを知ってもらえたと思います。
◆「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」登録による
効果があれば教えてください。
　地域に貢献する活動をすることは、多くの人と交流す
ることにつながりますし、そこで得た経験を会社に還元
してもらえることは有意義なので、従来からこのような
活動を推奨してまいりましたが、今回の宣言を通じて、
より積極的に参加できるきっかけになったのではない
かと思っています。
◆地域での活動について
　ゴミ拾いなどの活動を行っているほか、地元の中学生
の職場体験、高校生等のインターンシップや、とちぎ
ジョブモールの若者就業体験などの受入れを積極的に
行っています。体験した方にものづくりの楽しさを
知ってもらえるし、会社としても外部の方が来ることは
刺激になります。
　このような活動を通じ、この場所にサカエ工業があっ
て良かったね、と周りから言われるような会社になりた
いと思っています。
　また、地元の活性化を目指し、「とちぎ映像コンクー
ル」の開催や、ビール祭りなど市内で開催するイベント
の企画なども実施しているほか、栃木ウーヴァFCのス
ポンサーとして支援も行っています。いつかは県南か
らJリーグ入りすることを期待しています。
◆今後の課題や抱負について
　人のために役立つような自社製品を開発して販売し、
売上のうち1～2割を自社製品で占められるようにした
いと思っています。常に新しいことに取り組み、今何が
できるか考えて行動できる企業、地元でずっと愛される
企業としてここで存在し続けることが当社の使命だと
思っています。そのためにも、従業員100人体制を目指
し、組織の活性化を図りたいと考えています。

お話：代表取締役　池添　亮　氏
【取材：小山労政事務所】
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  とちぎジョブモールは、
  県内中小企業の求職者向けの情報発信を支援しています！

就職を希望する人と企業の出会いの場として、
県の就職支援サイト「 WORKWORK とちぎ」をご利用ください！

わ　く　わ　く

　就職支援サイト「WORKWORKとちぎ」は、就職活動に役立つセミナーやイベントの案内のほか、

県内の企業情報・求人情報をお届けするサイトです。

企　業 出会いの場 求職者

就職支援サイト

WORKWORK（わくわく）とちぎ

（月平均1万件アクセス）

企業向け機能
・企業情報登録
・求人情報登録
・企業の紹介映像公開
・合同説明会や面接会の
　情報提供

求職者向け機能
・企業情報閲覧
・求人情報閲覧
・企業の紹介映像閲覧
・とちぎジョブモールのセミ
ナー、イベント等の情報収集
・合同説明会や面接会の情報
　収集等

　とちぎジョブモールでは、企業連携推進員が県内企業を訪問し、企業が求める人材等に関する情報収

集を行うほか、収集した企業情報を求職者に提供する企業研究セミナーを定期的に開催し、求職者と県

内中小企業のマッチングの促進を図る事業を行います。

　求人のために会社をPRしたい企業を募集しますので、とちぎジョブモールまでお問い合わせ下さい。

企業連携推進員 企　業 企業研究セミナー

県内中小企業と求職者のマッチング促進を支援します！

・企業情報の収集
・合同説明会等の県
が実施する事業
の情報提供

求職者に
・収集した企業情報
の提供

・企業研究の支援
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