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とちぎものづくりフェア2016のお知らせとちぎものづくりフェア2016のお知らせ

　来年11月に栃木県で、第55回技能五輪全国大会・第37回全国アビリンピックが開催されます。
　技能五輪全国大会は、若手技能レベル日本一を競う大会で、大会期間中は41職種の競技が行われます。
競技に参加できるのは、23歳以下の人です。
　全国アビリンピックは、全国障害者技能競技大会のことで、大会期間中は22種目の競技が行われます。
競技に参加できるのは、15歳以上の人です。
　大会期間中は、どなたでも自由に競技を観戦することができますので、皆さま是非、お越しください。

　平成29年11月に開催予定のとちぎ技能五輪・アビリンピック2017の1年前カウントダウンイベントを以下のと
おり開催します。当日は参加自由・無料ですので、皆さま是非、お越しください!
○日時：平成28年11月19日（土）　10時～15時
○場所：宇都宮市オリオン市民広場（オリオンスクエア）及びオリオン通り／下野新聞NEWS CAFE
○内容：オリオンスクエアステージイベント・飲食ブース、ものづくり・伝統工芸品体験コーナー、公開練習コーナー、
　　　  下野新聞NEWS CAFEイベント　など

9月は「障害者雇用支援月間」です9月は「障害者雇用支援月間」です9月は「障害者雇用支援月間」です9月は「障害者雇用支援月間」です

とちぎ技能五輪・アビリンピック2017が開催されます!とちぎ技能五輪・アビリンピック2017が開催されます!とちぎ技能五輪・アビリンピック2017が開催されます!とちぎ技能五輪・アビリンピック2017が開催されます!

とちぎから　未来へ翔く　技と夢
技能五輪全国大会：平成29年11月24日（金）～11月27日（月）
全国アビリンピック：平成29年11月17日（金）～11月19日（日）

検 索とちぎ技能五輪

◆お問い合わせ先　とちぎ技能五輪・アビリンピック2017推進協議会（事務局：栃木県労働政策課）
　　　　　　　　　TEL：028－623－2631
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人・
春 夏 秋 冬

HITO・SYUNKASYUTO

日立アプライアンス株式会社　栃木事業所勤務

銀賞　 松  本 　 拓  也 
まつ もと たく や

銅賞　 厚  木 　 勇  人 
あつ き はや と

　さん

【取材：小山労政事務所】

　さん

　今回は、昨年度千葉県で開催された第53回技能五輪全国大会で、ミクロン（　.001㎜）単位の精度をめざ0
すプレス金型の一種「抜き型」職種において、見事入賞された松本拓也さん（銀賞）と厚木勇人さん（銅賞）
にお話を伺いました。（以降敬称略）
　新入社員は、入社後　年間は事業所内にある訓練校で基礎技能を学び、翌年　月には技能五輪出場候補選手1 4
が選抜され、その後、候補選手は年間を通して厳しい訓練を受けます。　 年目は挑戦の年として入賞をめざし、1
　年目は金賞を目標に技能五輪全国大会に臨むそうです。2
＜今後の技能五輪全国大会＞　2016年度第54回大会：山形県開催　2017年度第55回大会：栃木県開催

Q　技能五輪出場候補選手に選ばれた時の感想をお聞かせください。
松本：他の人に負けたくないなという思いはありましたが、日立の代表になるということでの責任は重く、う

れしいというよりはプレッシャーの方が大きかったです。技能だけでなく責任ある行動も指導され、その
当時はかなり苦しい思いもしましたが、今振り返ってみるとやってよかったと思っています。

厚木：技能五輪をめざし厳しい訓練を受けている先輩達を見ていたので、候補選手にはなりたくないと思って
いましたが、候補選手に選ばれた時には、すぐに気持ちを切り替え、やるからには結果を残そうと思いま
した。

Q　技能五輪に参加した感想をお聞かせください。
松本：　年目は体調不良により参加できず、　 年間の訓練の成果を　回で示さなければなりませんでした。結1 2 1

果を残せないと　年間が無駄になってしまうという重圧もありましたが、関係者の皆さんからの応援がと2
ても励みになりました。機械仕上げで一度失敗してしまい、今までの自分であればそこであきらめてしま
うところでしたが、最後まで集中してやり遂げられたことは、訓練の成果であり、自分も成長したなと思
いました。

厚木：挑戦　年目だったのでプレッシャーもなく、気軽に大会を楽しもうと思っていましたが、機械の前に1
立った時にはさすがに緊張しました。今年は　年目となり、昨年以上の成績をというプレッシャーが強く2

なっています。
Q　今後の抱負をお聞かせください。
松本：技能五輪の訓練を終え、今年　月から現場に入りました。まだまだ未熟4

で先輩から教えられることが多いのが現状です。今、先輩から教えても
らっていることを、今後は後輩に教えられるように頑張っていきたいと
思っています。

厚木：現在、成績が少し伸び悩んでいますが、訓練生同士で切磋琢磨すること
により、あと　ヶ月で更に精度のいいものを作れるよう頑張りたいと思っ4
ています。目標は高く、10月に行われる技能五輪全国大会で金メダルを
とり、来年実施される金メダリス
トのみが参加できる世界大会をめ
ざしたいです。

Q　技能五輪をめざす若者に向けてメッセージをお願いします。
　普段の生活や仕事では味わえない貴重な経験でした。他の人には理
解されないような苦労もありましたが、どんなにつらくてもしっかり
やり抜くことがとても大切だということを学びました。壁にぶつかり
悩んだ人の方が強い人間になれると思います。知名度は低い大会です
が、とてもやりがいがありますので、是非皆さんにも興味を持ってもら
い、チャレンジして欲しいと思います。

第53回  技能五輪全国大会「抜き型」

（左から厚木さん、松本さん）
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障害者就業体験事業の受け入れ協力事業所を募集しています

◆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 労働政策課 TEL：028－623－3225

　県では、障害者に　週間程度の就労を体験する機会を提供し、働くことの体2
験から就労意欲の向上へ繋げ、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います。
○就業体験期間中の賃金は発生いたしません。
○受入　人につき　日あたり1,000円の謝金をお支払いします。1 1
○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。

　障害者就業・生活支援センターは、就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害
をお持ちの方に対し、センター窓口での相談や職場・家庭訪問等を実施し、障害をお持ちの方
の就職や職場定着を支援しています。就職を希望している障害をお持ちの方やその家族、障害
をお持ちの方を雇用している、あるいは雇用を考えている企業の方など、下記センターにご相
談ください。

担当市町電話番号所在地名　称

宇都宮市028（678）3256宇都宮市平出工業団地
43－100宇都宮圏域障害者就業・生活支援センター

鹿沼市、日光市0289（63）0100鹿沼市武子1566
（福）希望の家内

県西圏域障害者就業・生活支援センター
「フィールド」

真岡市、益子町、茂木町、
市貝町、芳賀町0285（85）8451真岡市荒町111－1県東圏域障害者就業・生活支援センター

「チャレンジセンター」
栃木市、小山市、下野市、
上三川町、壬生町、野木町0282（86）8917壬生町あけぼの町5－6県南圏域障害者就業・生活支援センター

「めーぷる」
大田原市、矢板市、那須塩原市、
さくら市、那須烏山市、塩谷町、
高根沢町、那須町、那珂川町

028（681）6633さくら市櫻野1270県北圏域障害者就業・生活支援センター
「ふれあい」

足利市、佐野市0284（44）2268足利市真砂町1－1
安足健康福祉センター内両毛圏域障害者就業・生活支援センター

「障害者就業・生活支援センター」のご紹介！

平成27年　栃木の労働環境事情
　県では、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。調査結果の一部をご紹介します。

 調査結果の概要 
　.育児休業制度の規定の有無・・・「規定がある」79.　％（84.　％）1 8 1
　.育児休業制度の利用状況・・・・男性　　.　％（　.　％）／女性　91.　％（95.　％）2 4 3 0 8 9 5
※（　）は、平成26年度同調査結果

平成27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。
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検 索栃木の労働環境事情 で ！

「平成28年度　障害者雇用優良事業所表彰」と「障害者雇用推進トップセミナー」を行いました
　県では、障害者を積極的に採用し、安定した障害者雇用を
達成している事業所で、その成果が特に顕著である事業所を
表彰しております。今年度は、　月　日に栃木県庁にて障害9 1
者雇用優良事業所表彰式を開催し、医療法人宏仁会本庄記念
病院様を表彰しました。受賞おめでとうございます。
　また、障害者雇用を推進するため、有限会社真京精機の武
田浩之社長を講師にお迎えし、トップセミナーを開催しました。
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◆お問い合わせ先　とちぎ難病相談支援センター
　　　　　　　　　〒320－8503　宇都宮市駒生町3337－1　とちぎ健康の森1階
　　　　　　　　　TEL：028－623－6113　　FAX：028－623－6100

難病の方への就労支援について
　とちぎ難病相談支援センターでは、地域で生活する難病の方が安心して療養生活を送れるよう、療養や日常生活に関
する相談はもとより、就労に関する相談もお受けしています。
　また、下記のとおり関係機関と連携した就労相談も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
◆　とちぎ難病相談支援センターでのハローワーク出張相談
　　毎月第　月曜日の午後、ハローワークに配置されている難病患者就職サポーターが出張相談を行っています。

識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫
4

　　（事前予約が必要です。）
◆　「なんびょうサポートとちぎのつどい」での就労相談

10月22日（土）に「とちぎ健康の森」で開催予定の「なんびょうサポートとちぎのつどい」でも就労相談を行い
ます。（定員　名、事前予約が必要です。）5

　母子家庭等就業・自立支援センターには、無料職業紹介所（厚生労働大臣の許可）を併設しております。求人票用紙は当センター
のホームページ［http://www.tochiboshicenter.jp/］からダウンロード可能です。登録は、郵送又はFAXで受付けています。
◆お問い合わせ先　母子家庭等就業・自立支援センター
　〒320－0071　宇都宮市野沢町4－1　パルティ男女共同参画センター内（TEL　028－665－7801　FAX　028－665－7802）

ひとり親家庭のお母さん・お父さんの就職をご支援ください
　県では、ひとり親家庭を支援するため、就業相談・職業訓練・求人情報の提供・職業紹介などを総合的に支援する、
「母子家庭等就業・自立支援センター」の事業を（公財）栃木県ひとり親家庭福祉連合会に委託して実施しています。
　また、雇用に際して、以下のとおり厚生労働省による各種助成制度があります。是非、求人をご検討ください。

ひとり親を雇用する事業主が活用できる助成金等
○特定求職者雇用開発助成金　ハローワークなどの紹介で、ひとり親を雇い入れた事業主に、賃金の一部を助成します。
・短時間労働者以外　中小企業：60万円　大企業：50万円
・短時間労働者　　　中小企業：40万円　大企業：30万円
○トライアル雇用奨励金　ハローワークなどの紹介で、ひとり親を一定期間（3ヶ月）試行雇用する事業主に奨励金を支給します。
・月額　最大5万円
※これらの助成金等の対象となる「ひとり親」は、母子家庭の母と児童扶養手当を受給している父子家庭の父です。
※詳しい支給要件は、栃木労働局または最寄りのハローワークへお問い合わせください。

事業主の方に　骨髄バンクドナー休暇制度に関するお願いです
　ドナーが安心して骨髄または末梢血幹細胞を提供できるよう、ドナー休暇制度（骨髄提供のための有給休暇制度）の
導入にご協力ください！
　骨髄バンクを介して骨髄または末梢血幹細胞を提供する場合、通院や入院などで10日間程度の休暇が必要であり、
ドナーにとって大きな負担となります。ドナー休暇制度によるバックアップがないために、登録したくてもできない、
提供したくてもできないという方がたくさんいます。
　ドナー休暇制度は、ここ数年、企業・団体での導入も少しずつ増えてきています。ドナー休暇制度導入企業・団体に
ついては、日本骨髄バンクのホームページ（http：//www.jmdp.or.jp/）で紹介されています。

◆お問い合わせ先　栃木県保健福祉部薬務課　TEL：028－623－3119

※実際に骨髄・末梢血幹細胞を提供でき
る年齢は20歳以上、55歳以下です。

とちぎ女性活躍応援団に登録しませんか?
　県では、官民協働で、働き方改革や女性の活躍を様々な角度から支援する「とちぎ女性活躍応援団」を
9月14日に設立しました。応援団では、趣旨に賛同する企業・団体等に会員として登録いただき、登録企
業等の名称や女性活躍に関する取組等を専用サイトに掲載したり、メルマガによる情報提供を行うことと
しています。ぜひ、応援団に参加いただき、働き方改革や女性活躍に取り組んでいきましょう。
○　対象となる企業・団体等は?
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
　県内に所在し、働き方改革や女性の活躍を推進する企業・団体等です。（企業、各種法人のほか、法人
格のない団体も対象です。また、事業所や工場単位でも登録いただけます。）
○　登録の方法は?
幻 弦験験験験験験験験験験験験験
　女性活躍応援専用サイト「TOCHIGI　WOMAN　NAVI」からお申込みください。

◆お問い合わせ先　栃木県人権・青少年男女参画課　TEL：028－623－3074　FAX：028－623－3150

 ドナー登録できる方　18歳以上54歳以下の健康な方
●　骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容を十分に理解している方
●　体重が男性45kg以上、女性40kg以上の方



5労政とちぎ2016　9月号

 すべての事業主の皆さまへ 　　　　　　　 平成28年4月1日から施行 

雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、
合理的配慮の提供が義務となりました。

①　募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別
を禁止します。
②　事業主は、個々の場面において、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場
合に、実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮
を提供しなければなりません。合理的配慮として、例えば以下の措置を提供していただく必要があります。
＜募集・採用時＞
　◆視覚障害がある方に対し、点字や音声などで採用試験を行うこと
　◆聴覚・言語障害がある方に対し、筆談などで面接を行うこと
　◆肢体不自由がある方に対し、机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと
　◆知的障害がある方に対し、図などを活用した業務マニュアルを作成したり、業務指示は内容を明確にして

ひとつずつ行ったりするなど作業手順を分かりやすく示すこと
　◆精神障害がある方などに対し、出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること　など
③　事業主は、相談窓口の設置など、障害者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備が求められ
ます。また、事業主は、障害者からの苦情を自主的に解決することが努力義務とされています。

ご不明な点は、管轄のハローワーク・栃木労働局にお問い合わせください。

女性活躍推進法に基づく認定制度について
　平成28年4月1日に全面施行された女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）で
は、一般事業主行動計画の策定及び策定した旨の届出を行った企業のうち、一定の基準を満たし、女性の活躍
推進に関する状況等が優良な企業について、厚生労働大臣の認定を受けることができる制度が創設されています。
　認定は、基準を満たす項目数に応じて3段階あり、
認定を受けた企業は、認定マーク（愛称「えるぼし」）
を商品や広告、名刺、求人票などに使用することがで
き、女性の活躍を推進している事業主であることを
アピールすることができます。
　また、「公共調達における加点評価」と「日本政策
金融公庫による低利融資」の対象になります。

＜1段階目＞＜2段階目＞＜3段階目＞

労働局で実施する認定制度について
　女性活躍推進法に基づく認定マーク（えるぼし）の他、「働きやすい企業」のマークとして下記の認定マーク
もあります。

認定を受けた企業は以下のホームページをご覧ください。
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/20160630hatarakiyasuikigyou.pdf

○くるみん
「子育てサポート企業」として認
定を受けた企業が使用できるマー
クです。

○ユースエール
若者の採用・育成に積極的で若者
の雇用管理の状況が優良な企業と
して認定を受けた企業が使用でき
るマークです。

○安全衛生優良企業
労働者の安全や健康確保の対策に
積極的に取り組んでいる企業とし
て認定を受けた企業が使用できる
マークです。
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◆お問い合わせ先　栃木労働局労働基準部監督課　TEL：028－634－9115

長時間労働の解消に向けて
　長時間労働などの過重労働は、脳・心臓疾患を発症させるリスクが高まることが医学的に知られています。
また、過重労働のストレスは、メンタルヘルス面においても悪影響を及ぼすことが知られています。
　栃木労働局は、長時間労働の解消に向け、積極的に取り組みます。

　長時間にわたる過重な労働を防止するためには、①経営者が「過労死や過重労働による健康障害を生じさせ
ない」という方針を表明し、②過重労働対策推進計画を作成しこれに基づき取り組むことなどが大切です。

～雇用のトラブル　まず相談～

◆問い合わせ先　栃木県労働委員会事務局
　　　　　　　　〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20（県庁南館5階）TEL 028-623-3337

労働委員会の「あっせん」

長時間に
わたる過
重な労働

○　従業員の職務に対す
る満足感の低下

○　脳・心臓疾患や精神
障害の発症のリスクの
増加

ケースによっては
○　労働災害の認定
○　民事訴訟

○　人事の定着など
人事活用に影響

○　企業イメージの
低下⇒人材採用へ
の悪影響

閣閣 閣閣 閣閣
ニッポン一億総活躍プラン（H28.　.　閣議決定）の「働き方改革の方向」6 2
●　長時間労働は、仕事と子育てなどの家庭生活の両立を困難とし、少子化の原因や女性のキャリアアップ
形成を阻害、男性の家庭参画を阻む原因となっていることから、働き方の価値観の見直し、労働の質を高
めることにより、多様なライフスタイルを可能にし、ひいては生産性の向上につながる。今こそ、長時間
労働の是正に向けて背中を押していくことが重要である。

日時　10月13日（木）　13時～19時
　　　10月14日（金）　13時～19時
　　　10月16日（日）　11時～17時
場所　福田屋百貨店宇都宮店
　　　　階大催事会場前特設会場3
　　　（宇都宮市今泉町237）

労使間トラブルについて、労働委員会委員による無料相談会を開催します
　経験豊富な労働委員会委員（弁護士等）が、解雇、雇止め、パワハラ、セクハラ、賃金引
下げなど、労使間トラブルに関する相談に対応します。相談は無料です。

労働相談会のお知らせ

「解雇」、「嫌がらせ」、「配置転換」など労使間トラブルでお悩みの方は・・・

労働委員会が「あっせん」によりトラブル解決のお手伝いをします！

労働委員会のあっせんの特徴

あっせんは無料です

費用はかかりません。
お気軽にお問い合わせ
ください。

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）の三者と事務局職員で行います。

あっせんは三者構成で行います

　予約者優先ですが、当日参加も可能です。
　下記の番号までお気軽にお電話ください。

日時　10月21日（金）　13時～19時
場所　イオンモール小山　2階みんなの広場
　　　（小山市中久喜1467－1）
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ポリテクセンター栃木からのお知らせ
（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木支部　栃木職業能力開発促進センター）

　「人材情報」をホームページに掲載しています。
　職業訓練（機械系・電気電子系・居住系）の在
籍者の一部と修了した方で未就職者を紹介いた
します。
　採用希望の人事ご担当者の方はご連絡くださ
い。

　当センターのホームページに、平成28年度能
力開発セミナーパンフレット掲載しています。
　御社の人材育成にお役立てください。
　冊子をご希望の場合は、遠慮なくお申し出く
ださい。
　連絡をお待ちしています。

職業訓練修了生の採用企業の募集、企業の人材育成のお手伝いをします。

ポリテク栃木 検索

実践的な知識と技術を習得した職業訓練
修了生を採用していただける企業を募集
しています。

　職業訓練の中で行う企業実習（1カ月
程度）を受入れていただける企業を募集
しています。（テクニカルオペレーション
科、組込みマイコン技術科）

当センターでは、企業の人材育成ニーズ
に対応した能力開発セミナーを実施して
います。

ホームページで訓練風景の動画配信中！スマホでもOK！
YouTubeでも動画配信中です。

お問い合わせ
訓練課　Tel：028－621－0689

平成28年度高年齢者雇用　地域ワークショップのご案内
～生涯現役社会の実現に向けた職場環境の創成～

　生涯現役社会の実現に向けた高年齢者雇用「地域ワークショップ」については、「平成28年度高年齢者雇用
開発コンテスト」の受賞企業による、『高年齢者雇用に先進的に取り組んでいる事例の紹介』と、年齢にかか
わりなくいきいきと働くことができることに関する『当地域の実情を踏まえた具体的且つ実践的な情報』の発
信を目的に開催いたします。
　　　　　　　　　日　時　平成28年10月27日（木）　13：30～16：301
　　　　　　　　　場　所　栃木職業能力開発促進センター　（宇都宮市若草1－4－23）2
　　　　　　　　　定　員　50名（参加無料・先着順）3

※　詳細は、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木支部ホームページにてご確認ください。

　　講演「高年齢者の雇用の現状と雇用施策について」1
　　　　　　　栃木労働局職業安定部職業対策課高齢者対策担当官　　岩﨑　三千江　氏
　　事例発表2
　　　　・「生涯現役を目指して全員参加による職場環境の改善活動」
　　　　　　　株式会社テクノスチールダイシン取締役営業管理部長　小野　貴洋　氏
　　　　・「高年齢者のための新たな職務の創出による職員の労働意欲の向上」
　　　　　　　社会福祉法人足利むつみ会　　　　　　　　　施設長　阿由葉　弘美　氏
　　トークセッション3
　　　　 「生涯現役社会の実現に向けた職場環境の創成」
　　　　　　　パネリスト：事例発表者　氏2
　　　　　　　コーディネーター：高年齢者雇用アドバイザー　　　　山下　信　氏
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退職しても残業代は請求できますか?

Q　食品製造関係の会社に勤めていますが、今までどんなに残業しても毎月の給料が変わらず、おかしいと思って
いました。事情があって来月退職することにしましたが、退職後でも未払いの残業代は請求できるでしょうか?
　　また、請求できるなら、いつからの残業代を請求できますか?

回答
　時間外労働をさせた場合や、休日労働をさせた場合には、使用者は、割増賃金を支払わなければなりません。これら
の賃金を支払わずに労働させること（いわゆる「サービス残業」）は、労働基準法違反となりますので、以下の論点から
整理してみます。

　　時間外・休日及び深夜の割増賃金について1
　労働基準法第32条で規定する労働時間（「法定労働時間」といいます。）は、週40時間、　 日　時間（常時10人未満1 8
の労働者を使用する商業等の特例措置対象事業場を除く。）となっています。これを超えて時間外労働を行わせた場合に
は、下記の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。（労働基準法第37条）
　なお、使用者が時間外・休日労働をさせる場合には、「36（さぶろく）協定」の締結や就業規則への明示等が必要と
なります。
　　　割増賃金率

注）＊時間外労働が深夜に及んだ場合：時間外労働（　割　分以上）＋深夜労働（　割　分以上）＝　割以上2 5 2 5 5
　　＊休日労働が深夜に及んだ場合：休日労働（　割　分以上）＋深夜労働（　割　分以上）＝　割以上3 5 2 5 6
　　＊深夜の時間帯に月60時間を超えた場合：深夜労働（　割　分以上）＋60時間超の時間外（　割以上）＝　割　分以上2 5 5 7 5

連載　労働相談 大田原労政事務所

　割　分以上2 5時間外労働

　割　分以上3 5法定休日労働（　週間で　日、又は　週間で　日の休日）1 1 4 4

　割　分以上2 5深夜労働（午後10時～午前　時）5

　割以上5月60時間を超える時間外労働＊中小企業には適用が猶予されています。

　　時効と遅延利息2
　労働基準法第115条では、時間外手当を含む賃金の請求権は　年で時効により消滅すると定められています。賃金請2
求の消滅時効の起算点は、労働契約上の賃金支払日の翌日です。賃金支払が「毎月20日締め、25日支払」と定められ
ている場合、賃金請求権は26日が起算点となり、翌々年同月の25日の経過で消滅時効が完成します。
　また、未払い残業代には「遅延利息」が請求でき、賃金の支払いの確保等に関する法律第　条の規定により、退職の6
翌日から年率14.6％となっています。なお、在職者の場合は、商法の規定により、年率　％となります。6

　　残業を立証する証拠等3
　実際に退勤した時刻が打刻されたタイムカード・労働した時間が記録された業務日誌・日報等のコピーや写真、メー
ルの履歴等は客観的に証拠能力が高いと言えます。証拠能力は低くなりますが、退勤時間等を記録したメモ等も参考に
なります。
　また、労働契約書、就業規則、給与明細書等の請求の根拠となる書類も準備しておくと良いでしょう。

　　請求の方法等4
　上記のことを整理して時間外手当の未払いがある場合は、在職中でも、退職後であっても　年以内のものであれば、2
過去に遡って残業代の請求が可能です。請求の方法は次のようなものが考えられます。
（1）　会社と直接交渉する。
　　会社（使用者）に未払い残業代を請求し、直接交渉（話し合い）する方法です。まず、口頭で請求し、会社と話し
合ってください。話し合いが進まない場合は、内容証明郵便で未払い分を請求すると効果的な場合もあります。

（2）　労働基準監督署に申告する。
　　残業代の未払いは労働基準法第24条違反になりますので、労働基準監督署に相談し、労働基準法違反を申告するこ
とにより、労働基準監督署が調査の上、未払いを確認した場合は、使用者に対し指導を行います。

（3）　裁判所を利用する。
　　会社との交渉や労働基準監督署への申告以外の方法として、裁判所を利用する方法があります。「民事調停」、「民事
通常訴訟」、60万円以下の請求の場合の「少額訴訟」、「支払督促」のほか、　 回以内の期日で審理し簡易・迅速に解3
決しようとする「労働審判」を利用する方法があります。
　　なお、少額訴訟や支払督促等は裁判所にひな型が準備されています。



栗田煙草苗育布製造  株式会社栗田煙草苗育布製造  株式会社
くり た びょう いく ふ せい ぞうた ば こ

企業Report

◆主な業務内容についてお聞かせください。
　創業当初は社名の文字通り、霜害防止と発育促進に効果を発揮する煙草の苗を育てる布を製造していまし
た。その製造技術を活かして、現在は主にポリエステル繊維を原料とした目の粗い織物である紗織物を製造
しています。紗織物は、畑の作物に対して遮光・防寒・防霜・防虫などの効果があります。その他、通気性
を有することを利用した建築物屋上の防水副資材や、薄いことを利用した屋内の壁の補強材などに使用され
ています。売上高は農業用が約　割程度で建築資材用がほとんどです。1

◆「薄葉紗 」を開発されたきっかけをお聞かせください。
　建築資材として使用する場合、施工のしやすさ等を考慮すると、できるだけ薄い方が良いと取引先様から
依頼がありました。そこで衣料用の布地に光沢や滑らかな風合いを出すために使用するカレンダーロールによ
る加工をしたらどのように変化するか試してみました。カレンダーロールとは、熱と圧力により材料を押し潰す
加工機械です。衣料用の布地の場合、目が詰まっているため薄くすることは困難ですが、紗織物の場合、目が
粗く糸が動きやすいため、繊維が扁平になると共に縦糸と横糸の交点部分はお互いに喰い込みあって一体化
し、厚さが加工前に較べて約半分（0.12ミリメートル）と非常に薄くすることができました。これにより、防水下
地などは塗る材料の量を削減でき、壁の塗装なども容易になるなどのメリットが発現しました。

◆「薄葉紗複合品」についてお聞かせください。
　「薄葉紗 」は接着剤を使用しないで別の素材と圧着させることができるためいろいろな「複合品」が製造
可能です。和紙を組み合わせれば破れにくく通気性の良い障子紙になり、不織布と組み合わせれば耐久性の
高い医療用マスクなども実現可能です。また、「薄葉紗 」は表面が平らで滑らかになるため、印刷すること
が出来、タペストリーやのれんなどの使用も考えられます。
　たくさんの使用法を考えて商品化したいと思っています。

◆その他の商品でおすすめのものはありますか。
　部屋の壁に貼る吸音シートがあります。表面が凹凸の　次元構造で吸音性とデザイン性に優れています。3
海外の企業も関心を示しています。工場の壁に貼ると中で会話がしやすくなり、外部に音が漏れにくくなり
ます。また、一般家庭のピアノ室などにも適しています。

◆最後に今後の抱負等をお聞かせください。
　今年10月には名古屋で行われる「第46回建築総合展NAGOYA2016」に、来年　月には東京ビッグサイ3
トで開催される「建築・建材展2017」に出展する予定です。海外の企業にも製品の良さがわかってもらえ
るように情報を発信していきたいと思っています。また、新しい技術の開発も進めていきたいと考えていま
す。当社は比較的若い社員が多いので自由な発想でより良い製品が生まれることを期待しています。

【取材：足利労政事務所】

所 在 地

設 立
事業内容

従業員数
代 表 者

佐野市堀米町1636
TEL：0283－22－3101
昭和23年設立
建築資材用紗織物及び粘着加工製品の製
造、農業用紗織物の製造販売　他
64名（平成28年　月現在）8
代表取締役社長　栗田　昌幸

企業概要

9労政とちぎ2016　9月号

　今回は、平成28年　月にスイスジュネーブで開かれた世界的な発明展「第44回ジュネーブ国際発明展」4
で、自社開発し特許を取得した産業用シート「 薄  葉  紗  」（商標登録）と「薄葉紗複合品」が金賞に輝いた栗

うす よう しゃ

田煙草苗育布製造株式会社様にお話を伺いました。



10 労政とちぎ2016　9月号

　栃木県への就職を希望する方（学生・社会人）のUIJターン就職に関する様々な相談をワンストップで支援する
「とちぎUIJターン就職サポートセンター（とちぎ暮らしサポートセンター併設）」
がJR・東京メトロ　有楽町駅前にオープンしました！
　■利用時間　　火曜日～日曜日　10：00～18：00
　　　　　　　　※月曜日・祝日・夏季休業期間・年末年始は閉館
　■連 絡 先　　TEL：070－4376－3151
　　　　　　　　FAX：03－6273－4404
　　　　　　　　E-mail:tochigi-uij@workentry.co.jp
　■住　　所　　東京都千代田区有楽町2－10－1　東京交通会館8階
　　　　　　　　※JR・東京メトロ　有楽町駅から徒歩　分1

◆お問い合わせ先　栃木県労働政策課雇用対策担当　TEL：028－623－3224　FAX：028－623－3225

　県では、県内製造業（大企業の場合は、県内に本社機能がある場合に限る。）に就職する大学生等の奨学金返還に係
る助成制度を設け、将来の栃木県の産業界を担う人材を募集します。
　●対象者：大学　年生・大学院修士　年生・短期大学　年生・高等専門学校　年生3 1 1 4
　●対象奨学金：日本学生支援機構第一種奨学金、栃木県育英会奨学金
　●募集人数：50名
　●募集期間：平成28年10月　日（月）～10月31日（月）3
　●詳細：http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/work/koyou/koyou/miraijinzaiouensyougakukin.html

が開催されます！
　来場者の方 に々、ものづくり体験教室などを通しても
のづくりに対する理解を深めていただくとともに、各種
模擬店、アトラクション等多彩なイベントを実施します。

「とちぎUIJターン就職サポートセンター」がオープンしました「とちぎUIJターン就職サポートセンター」がオープンしました!!

平成28年度とちぎ未来人材応援奨学金支援助成金の対象学生を募集しま平成28年度とちぎ未来人材応援奨学金支援助成金の対象学生を募集しますす

平成28年11月　日（土）　10：00～15：005
（とちぎものづくり技能競技大会と併催）

日　時

栃木県立県央産業技術専門校
（宇都宮市平出工業団地48－4）

会　場

①ものづくり体験教室、②アトラクション、
③デモンストレーション、④模擬店　など

内　容

◆お問い合わせ先　栃木県立県央産業技術専門校
　　　　　　　　　TEL：028－689－6374

平成28年平成28年度度
「栃木県職業能力開発促進大会「栃木県職業能力開発促進大会」」開催!!開催!!
　栃木県における職業能力開発の一層の促進と技能尊
重機運の高揚を図るため、各種表彰や記念講演を行い
ます。

平成28年11月15日（火）　13：30～16：00日　時

栃木県総合文化センターサブホール
（宇都宮市本町1－8）

会　場

栃木県、栃木県職業能力開発協会主　催

栃木県技能士会連合会、
栃木県共同高等産業技術学校連絡協議会

後　援

●栃木県知事表彰、栃木県職業能力開発協
　会長表彰及び感謝状贈呈
●記念講演講師　
　日産自動車株式会社　車両生産技術本部
　車体技術部　車体整備製作課

三品　英則　氏

大　会
内　容

◆お問い合わせ先
　栃木県労働政策課　職業能力開発担当
　　TEL：028－623－3238
　　FAX：028－623－3225
　栃木県職業能力開発協会
　　TEL：028－643－7002
　　FAX：028－600－4321


