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栃木労働局からのお知らせ①（監督課）

2022 年度　栃木の労働行政（抜粋）
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栃木労働局からのお知らせ②（監督課）
着任のご挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　栃木労働局労働基準部長　　遠藤　　光

4月1日付けで労働基準部長に着任しました遠藤と申します。

会員の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の長期化により厳しい経

済状況が続く中、労働行政、とりわけ法定労働条件の確保に向けた取組につきまし

て、日頃格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、県内の雇用情勢をみますと、有効求人倍率は令和3年12月に1．02倍となっ

て以降上昇しており、一部に厳しさが残るものの、持ち直しの動きが広がりつつある

かと存じます。

労働基準行政についてみますと、長時間労働や賃金不払いに関する相談が依然と

して相当数に上っております。また、労働災害につきましても、令和3年における死亡者数は19名と前年と比

べ2倍以上（10名増）となっており、休業4日以上の労働災害発生件数も2,313件と第13次労働災害防止

計画期間中増加が止まらない状況に至っております。

栃木労働局におきましては、「誰もが働きやすい職場づくり」を目指し、労働者が安全で健康に働くことがで

きる環境の整備、長時間労働の抑制・労働条件の確保等、労災補償制度の適正な運営を重点として、労働基準

行政の施策を展開してまいります。

特に、労働災害の防止に関しましては、第13次労働災害防止計画の最終年に当たる今年度は、栃木県内に

おける死傷災害の約4割を占める、転倒や腰痛といった行動災害の対策といたしまして、管内のリーディングカ

ンパニー等を構成員とする協議会の設置・運営により、企業における自主的な安全衛生活動の機運醸成を図っ

てまいります。

働き方改革の浸透に伴い企業文化の見直しや生産性の向上が求められる一方で、労働者の安全や健康の確

保、法定労働条件の遵守は変わらない課題として取り組む必要があります。皆様におかれましては、当行政に対

する一層のご理解ご協力をお願い申し上げまして就任の挨拶とさせていただきます。
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栃木労働局からのお知らせ③（総務課）
栃木労働局人事異動（令和4年度）　　　　　　　　　　　　（　）内は旧官職・敬称略

《総務課》 
総務企画官 鯉沼　和幸
 （総務部・労働保険徴収室・室長補佐）
会計第一係長 池田　敬行
 （栃木署・労災課・労災保険給付調査官）

《労働保険徴収室》
室長補佐 千明　　厚
 （労働基準部・健康安全課・課長補佐）
労災保険給付調査官 北條　幸子
 （真岡署・労災課長）
労働保険適用指導官 大貫　文子
 （雇用環境・均等室　雇用環境改善・均等推進指導官）

《雇用環境・均等室》
雇用環境・均等室長補佐 渡辺　浩正
 （労働基準部・労災補償課・地方労災補償監察官）

《労働基準部》
部長 遠藤　　光
 （雇用環境・均等局・総務課・労働紛争処理業務室長補
佐）

《監督課》
課長 梅村　渉介
 （福井局・労働基準部・健康安全課長）
主任地方労働基準監察官 大貫　重範
 （真岡労働基準監督・署長）
地方労働基準監察官 森田　祐一
 （宇都宮署・副署長）

《賃金室》
室長補佐 成瀬　弘夫
 （労働基準部・労災補償課・地方労災補償監察官）
賃金係長 木村　百合香
 （労働基準部・健康安全課・健康安全係長）

《健康安全課》
課長 野澤　卓也
 （大田原労働基準監督・署長）
課長補佐 福田　一司
 （宇都宮署・業務課長）

《労災補償課》
労災保険調整官 齋藤　豪徳
 （雇用環境・均等室長補佐）
地方労災補償監察官 片野　弘章
 （総務部・総務課・課長補佐）
地方労災補償監察官 海老沢　広恵
 （栃木署・労災課長）

《宇都宮署》
署長 井口　惠貴
 （労働基準部・健康安全課・課長）

副署長 谷内　　有
 （宇都宮署・第一方面主任監督官）
第一方面主任監督官 刈部　秀一
 （栃木署・第一方面主任監督官）
第二方面主任監督官 鈴木　裕司
 （労働基準部・監督課・監督係長）
第三方面主任監督官 小久　貴大
 （東京局・雇用環境・均等室部　指導課）
安全衛生課長 増渕　　豊
 （大田原署・安全衛生課長）

《足利署》
監督課長 笠井　将寛
 （栃木署・第三方面主任監督官）
安全衛生課長 檜山　正明
 （日光署・地方産業安全専門官）
労災課長 藤田　　薫
 （鹿沼署　労災課長）

《栃木署》
署長 大島　　充
 （労働基準部・監督課・主任地方労働基準監察官）
副署長 中川　　徹
 （宇都宮署 第二方面主任監督官）
第一方面主任監督官 須藤　啓一
 （大田原署・監督課長）
労災課長 二宮　一成
 （足利署・労災課長）

《鹿沼署》
署長 内田　一弘
 （労働基準部 監督課 監察監督官） 
労災課長 星野　　隆
 （総務部・総務課・会計第二係長）

《大田原署》
署長 幸田　和則
 （雇用環境・均等室 雇用環境改善・均等推進監理官）
監督課長 池田　英徳
 （日光署・監督・安衛課長）
安全衛生課長 増渕　孝志
 （足利署・安全衛生課長）

《日光署》
監督・安衛課長 大矢　祟道
 （宇都宮署・労災課・労災保険給付調査官）
補償係長 小川　尊司
 （労働基準部・賃金室・賃金主任）

《真岡署》
署長 常盤　宗孝
 （鹿沼署・署長）
労災課長 藤野　直樹
 （総務部・労働保険徴収室・適用第二係長）



（4）

栃木労働局からのお知らせ④（健康安全課）

労働災害発生状況（令和3年）

※休業4日以上の死傷災害が大幅な増加となっているほか、死亡災害も111.1％増となっています。災害防止対策の徹底をお願いいたします。

栃木労働局からのお知らせ⑤　（雇用環境・均等室）

栃木働き方改革推進支援センターのご案内
～新たに、働き方改革を広く支援する取組を行います～

働き方改革関連法の内容にとどまらない、
中小企業・小規模事業者等の働き方改革の取組を広く支援します！

具体的には・・・・
①働き方改革（長時間労働の抑制、年休の取
得促進、正社員とパート・有期契約等の労
働者との不合理な待遇差の解消など）の取
組支援
②テレワークの定着促進

③改正育児・介護休業法の周知
④男性の育児休業取得促進の取組支援
⑤仕事と育児や介護の両立支援
⑥不妊治療と仕事との両立への取組支援
⑦職場のハラスメント防止の取組支援

などを行います。
栃木働き方改革推進支援センターでは、①～⑦に関する相談対応やセミナーの開催のほか、会社まで専門家がお伺

いして制度の見直しをお手伝いしています。また、生産性向上や労働時間縮減、36協定、賃金引き上げなど働き方
改革全般や利用できる助成金に関する相談も受け付け、中小企業・小規模事業者等の働き方改革の取組を支援してい
ます。
当センターの支援は全て無料、オンライン相談も対応していますので、是非、ご利用ください。

栃木働き方改革推進支援センター（栃木労働局委託事業）
〒320-0075 宇都宮市宝木本町1140-200　　　　　　　　　☎0800-800-8100
（県北出張所）
〒329-3157 那須塩原市大原間西1-10-6　　　　　　　　　　☎0800-800-8103
（県南出張所）
〒323-0023　小山市中央町3-3-10ロブレ632ビルB301　☎0800-800-8104
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栃木労働局からのお知らせ⑥　（雇用環境・均等室）

新たなくるみん認定制度のご案内
子育てサポート企業「くるみんマーク」が新しくなります！

新たな認定制度「トライくるみん認定」・
不妊治療と仕事との両立企業に「プラス」もスタート！

4月 1日から、新たな認定制度「トライくるみん」が創設され、さらに、不妊治療と仕事との両立に取り組む企業
を認定する「プラス」制度が新設されました。

【詳しい認定基準はこちら】https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/jisedai.pdf

【新たなくるみんマーク】

【プラチナくるみんマーク】

【トライくるみんマーク】

※「おくるみ」の色が淡いピンク色

※マークの変更はありません

※「おくるみ」の色が淡い黄緑色

●ポイント1
くるみん認定及びプラチナくるみん認定の認定基準を引き上げます。
■「くるみん認定」は、次世代育成支援対策推進法に基づき、一定の要
件を満たした企業が、子育てサポート企業として受けることができ
る認定制度です。令和4年4月1日から、男性の育児休業等取得率
の引き上げなど認定基準が改正されました。

■「プラチナくるみん認定」は、くるみん認定を受けた企業が、より高
い水準の取組を行い、一定の要件を満たした場合受けることができ
る認定制度です。令和4年4月1日から、男性の育児休業等取得率
の引き上げなど認定基準が改正されました。

●ポイント2
新たな認定制度 ｢トライくるみん｣ が新設されました。
トライくるみんの認定基準は、現行のくるみん認定と同様です。

●ポイント3
不妊治療と仕事との両立がしやすい環境整備に取り組む企業を認定す
る制度が新設されました。3種類のくるみんマークに、それぞれ「プラ
ス」が追加されます。

とちぎ労基連トピックス①

栃木労働局からの要請事項等一覧（前回掲載以降分）

624年2月15日付け　栃木労働局長
　（趣旨）春季における年次有給休暇の取得促進について周知協力依頼
634年2月16日付け　栃木労働局長
　（趣旨）除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等の改正について周知協力依頼
644年2月28日付け　栃木労働局長
　（趣旨）移動式クレーン構造規格で引用する日本産業規格の改正について周知依頼
654年3月1日付け　栃木労働局長
　（趣旨）令和4年「STOP！熱中症　クールワークキャンペーン」の実施について周知協力依頼
664年3月2日付け　栃木労働局健康安全課長
　（趣旨）規格不適合の墜落制止器具に関する注意喚起について周知依頼
67令和4年3月7日付け　　栃木労働局長
　（趣旨）事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について周知協力依頼
68令和4年3月17日　　　栃木労働局長
　（趣旨）栃木県衣服製造業最低工賃の改正について広報依頼
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栃木労働局からのお知らせ⑦（徴収室）　「令和4年度労働保険年度更新と料率改正のお知らせ」
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中災防からのお知らせ　「ストップ熱中症クールワークキャンペーン」（5月1日～9月30日）
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とちぎ労基連トピックス②

令和 4 年度衛生管理者免許試験の準備講習・模擬試験開催のお知らせ
栃木地区出張特別試験が、今年は11月 3日（木）宇都宮大学峰キャンパスで実施する予定で準備が進められてい

ます。（詳細は、関東安全衛生技術センターHPでご確認ください。）
昨年、栃木地区で出張特別試験が実施された際の衛生管理者免許試験の合格率は、
第一種衛生管理者　40.9％、第二種衛生管理者　45.4％
と第一種、第二種衛生管理者ともに、全国平均を下回る状況が続いています。原因としては、新傾向問題が増加す

るなど出題が難問化していることに加え、栃木地区会場受験者に準備不足で受験された方が多かったためと分析して
います。
このため当連合会では、各科目について過去の試験の出題傾向を参考にしつつ、新傾向問題への対応も含めて合格

率アップに重点をおいた受験準備講習会を下記の要領で開催することとしましたので、事業主の皆様には、受験希望
者の受講についてご配慮下さいますようご案内致します。

記
1　準備講習及び模擬試験開催日
①第一種衛生管理者試験準備講習
　7月19日（火）～21日（木）　（3日間連続の講習）　　　　申込受付5月19日（木）～
　8月17日（水）～19日（金）　（3日間連続の講習）　　　　申込受付6月17日（金）～
②第二種衛生管理者試験準備講習
　8月25日（木）～26日（金）　（2日間連続の講習）　　　　申込受付6月24日（金）～
③第一種衛生管理者模擬試験
　9月20日（火）　午前・午後で2回の模試と解説を実施　　　申込受付5月19日（木）～

2　会　場
　栃木県宇都宮市簗瀬町1958-1　栃木県建設産業会館4階
3　受講料（テキスト代・問題集代・消費税を含む）
①第一種衛生管理者試験準備講習　　　28,820円
②第二種衛生管理者試験準備講習　　　20,240円
③模擬試験　準備講習受講者　　　　　  6,600円
　　　　　　準備講習未受講者　　　　  7,700円+テキスト代（希望者）6,820円

4　申込方法　電話で受講枠を確認し仮予約の上、当連合会のホームページから申込用紙をダウンロードし、FAXに
てお申し込み下さい。URL【 http://www.tochikiren.or.jp 】

5　申込先
（一社） 栃木県労働基準協会連合会（営業時間　平日9：00～ 17：00）
〒321-0933　 栃木県宇都宮市簗瀬町1958-1　栃木県建設産業会館4階
TEL：028-678-2771　FAX：028-678-2775　（Email：info@tochikiren.or.jp）

とちぎ労基連トピックス③（中災防・中小企業無災害記録証授与制度）

中小企業無災害記録第5種（金賞）が達成されました！
今年度、下記の事業場が無災害記録の認定を受けて、中小企業無災害記録証（表彰状）と副賞（表彰盾）が授与さ
れました。
無災害記録の達成おめでとうございます。達成した事業場にはこれからも無災害の継続に向けて、更に活発な安全
管理活動の取り組みをお願いいたします。
なお、この制度についての詳細、申請方法は（一社）栃木県労働基準協会連合会（028-678-2771）にお問い合
わせください。

所在地 事　業　場　名 種　別 期　　　間 労働者数

大田原市 NNY株式会社那須事業所 第五種
（金賞）

　平成 23 年 8 月 4 日
～令和 3 年 12 月 3 日 42 名

塩 谷 町 エーシーエム栃木株式会社
塩谷工場

第五種
（金賞）

　平成 25 年 3 月 10 日
～令和 3 年 10 月 4 日 56 名
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とちぎ労基連トピックス④　「職長教育は最寄りの労働基準協会をご利用下さい」

労働安全衛生法施行令の改正により令和 5 年 4 月 1 日から
職長等の安全衛生教育の対象業種が拡大されます

「食料品製造業」「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに安全
衛生教育の対象業種に追加

労働安全衛生法第60条の規定により、事業者は、その事業場の業種が労働安全衛生法施行令第19条で定めるも
のに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者直接指導又は監督する者に対し、
安全衛生教育を行わなければならないこととされています。
労働安全衛生法施行令の改正により、令和5年4月1日より、職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に、

これまで対象外であった「食料品製造業（すでに対象となっているうまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業を除
く。）」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わります。
該当する事業場の方は、最寄りの労働基準協会でお早めに受講申し込みを頂きますようお願いいたします。

2022年度各種技能講習等実施計画表（5～8月）　　  （一社）栃木県労働基準協会連合会

実 施 月 日 講  習  科  目  等 会  場 受付開始 締  切

5
9（月）～ 10（火） 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習③ 建設産業会館  3/  9（水）   4/25（月）

16（月） ～ 17（火） 有機溶剤作業主任者技能講習② 〃  3/11（金）  5/  2（月）

6

2（木）～ 3（金） プレス機械作業主任者技能講習① 〃  4/  1（金）  5/19（木）
6（月）～ 7（火） 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習④ 〃  4/  7（木）  5/23（月）
9（木）～ 10（金） 安全管理者選任時研修① 護 国 会 館  4/  8（金）  5/26（木）
13（月）～ 15（水） 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習② 建設産業会館  4/14（木）  5/30（月）
16（木）～ 17（金） 有機溶剤作業主任者技能講習③ 〃  4/15（金）  6/  2（木）
21（火）～ 22（水） 安全衛生推進者講習①（一般①） 護 国 会 館  4/21（木）  6/  7（火）

28（火）～ 30（木） 外国人技能実習制度養成研修① 建設産業会館 全　基　連 全　基　連

7

4（月）～ 5（火） 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習⑤ 〃  5/  6（金）  6/20（月）
11（月）～ 12（火） 有機溶剤作業主任者技能講習④ 〃  5/11（水）  6/27（月）
19（火）～ 21（木） 第一種衛生管理者試験準備講習① 〃  5/19（木）  7/12（火）
26（火）～ 27（水） 安全衛生推進者等養成講習②（市町職員①） 栃木県自治会館  5/26（木）  7/12（火）
28（木）～ 29（金） 乾燥設備作業主任者技能講習① 建設産業会館  5/27（金）  7/14（木）

8

1（月）～ 3（水） 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習③ 〃  6/  1（水）  7/19（火）
4（木）～ 5（金） 安全衛生推進者等養成講習③（市町職員②） 栃木県自治会館  6/  3（金）  7/21（木）
8（月）～ 9（火） 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習⑥ 建設産業会館  6/  8（水）  7/25（月）
17（水）～ 19（金） 第一種衛生管理者試験準備講習② 〃  6/17（金）  8/  3（水）
25（木）～ 26（金） 第二種衛生管理者試験準備講習 〃  6/24（金）  8/17（水）
29（月）～ 30（火） 有機溶剤作業主任者技能講習⑤ 〃  6/29（水）  8/17（水）

受 講 申 込 案 内
◆  申込方法・申込用紙につきましては当連合会のホームページに詳細・書式がございますので、最新のものをダウンロード
してご利用下さい。（※インターネットがご利用できない方は直接お問い合わせ下さい。）

URL 【 http://www.tochikiren.or.jp 】
（一社）栃木県労働基準協会連合会 （平日 9：00～ 17：00　土日祝は休業）
〒321-0933　栃木県宇都宮市簗瀬町1958-1　栃木県建設産業会館4階
　TEL：028-678-2771  FAX：028-678-2775  Email：info@tochikiren.or.jp　　　　　　　　　 （QRコード）
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地区労働基準協会情報

1（一社）宇都宮労働基準協会（028-633-4133）① 5月10日（火）～12日（木）
　特殊健康診断（全日本労働福祉協会による巡回健診）
② 5月12日（木） 化学物質のリスクアセスメント実務研修
 栃木県護国会館
③ 5月20日（金） 定時総会 コンセーレ
④ 5月30日（月） 特別教育の講師等打合せ会議
 宇都宮市文化会館会議室
⑤ 6月13日（月） 宇都宮地区産業安全大会
 宇都宮市文化会館小ホール
⑥ 6月20日（月） 大谷地区一般・じん肺健康診断
 城山地区市民センター
⑦ 6月21日（火） 氏家地区一般健康診断
 氏家商工会
⑧ 6月23日（木）～24日（金）　第 1回職長教育
 栃木県護国会館
⑨ 7月11日（月） 有機溶剤作業主任者能力向上教育
 栃木県護国会館

2（一社）足利労働基準協会（0284-41-1190）① 5月14日（土）～15日（日）、22日（日）
　玉掛け技能講習会（開催協力）
 わたらせ技能講習センタ
② 5月20日（金） 令和 4年度通常総会
 ニューミヤコホテル本館
③ 6月 2日（木）・ 3日（金）
　安全管理者選任時研修 足利市民プラザ
④ 6月 4日（土）～ 5日（日）、11日（土）
　床上操作式クレーン運転技能講習（開催協力）
 わたらせ技能講習センタ
⑤ 6月 9日（木） 労働安全研修会 足利市民プラザ
⑥ 6 月18日（土）～19日（日）、25日（土）～26日（日） 
　フォークリフト運転技能講習（開催協力）
 わたらせ技能講習センタ
⑦ 6月20日（月） 足利地区ＴＨＰ・ＭＳ研究会総会
 足利市民プラザ
⑧ 7月 6日（水） 労働災害半減運動キャンペーン
 足利市民プラザほか
⑨ 7月 9日（土）～10日（日）、16日（土）
　玉掛け技能講習会（第 2回）（開催協力）
 わたらせ技能講習センタ

3（一社）栃木労働基準協会（0282-24-7758）① 5月13日（金） 通常総会 サンプラザ
② 5月13日（金） 第 2 回理事会 サンプラザ
③ 5月26日（木）～27日（金）　安全管理者選任時研修
 栃木商工会議所
④ 6月 2日（木） 安全管理研修会
 栃木市文化会館小ホール
⑤ 6月14日（火）～15日（水）　職長教育（第一回）
 栃木商工会議所
⑥ 6月28日（火） リスクアセスメント実務担当者研修
 栃木商工会議所
⑦ 6月予定（日程等未定）
　栃木地区THP推進協議会総会・研修会
⑧ 7月29日（金）
　フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育  
 栃木商工会議所

4（一社）佐野労働基準協会（0283-24-6470）① 5月10日（火） 令和 4年度通常総会・第 2回理事会
 ホテルサンルート佐野
② 5月18日（水）～19日（木）　安全管理者選任時研修
 佐野市勤労者会館
③ 6月 3日（金） 産業安全部会・委託団体役員会
 佐野市勤労者会館
④ 6月15日（水）～16日（木）
　特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者講習
（開催協力） 佐野市勤労者会館
⑤ 6月21日（火） 全国安全週間準備説明会
 佐野市勤労者会館
⑥ 6月23日（木）～24日（金）　職長教育
 佐野市勤労者会館
⑦ 6月28日（火） 委託団体合同通常総会（会場未定）
⑧ 7月 6日（水）～ 7 日（木）
　特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者講習
（開催協力） 佐野市勤労者会館
⑨ 7月12日（火） リスクアセスメント構築講座
 佐野市勤労者会館
⑩ 7月27日（水） フルハーネス型作業特別教育
 佐野市勤労者会館

5（一社）鹿沼労働基準協会（0289-62-8633）① 5月13日（金） 通常総会 ㈱福田屋百貨店鹿沼店
② 5月26日（木） 鹿沼地区プレス災害防止協議会
  通常総会 鹿沼市職業訓練センター
③ 6月 7日（火） 林災防鹿沼分会　通常総会
 鹿沼市職業訓練センター
④ 6月14日（火） 全国安全週間準備説明会
 鹿沼市職業訓練センター
⑤ 6月24日（金） 鹿沼木材木工業災害防止協議会
  通常総会 鹿沼市職業訓練センター
⑥ 7月 7日（木） 林災防鹿沼分会安全パトロール
 鹿沼署管内
⑦ 7月28日（木） 鹿沼地区大会実行委員会 未定

6（一社）塩那労働基準協会（0287-22-7100）① 5月13日（金） 理事会　（書面決議）
② 5月27日（金） 総務部会
 カシマウエディングリゾート
③ 5月27日（金） 総会及び理事会
 カシマウエディングリゾート
④ 6月 7日（火）～ 8日（水）
　事務組合年度更新手続き TOKOTOKOおおたわら
⑤ 6月 9日（木） 全国安全週間説明会
 那須野が原ハーモニーホール 
⑥ 6 月16日（木） 第 2 回雇入れ時等教育
 県北体育館研修室
⑦ 6月28日（火）～29日（水）　第 1回職長教育
 県北体育館研修室
⑧ 7月 7日（木）～ 8日（金）　安全管理者選任時研修
 県北体育館研修室
⑨ 7月13日（水） 事業場パトロール （未定）
⑩ 7月28日（木） 
　第 1回職長の能力向上教育（製造業）
 県北体育館研修室
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7日光労働基準協会（0288-21-2047）① 5月18日（水） 理事会・通常総会
 日光市大沢公民館会議室
② 5月24日（火） 低圧電気取扱者特別教育
 日光市大沢公民館会議室
③ 5月24日（火）～26（木）
　伐木等の業務特別教育（林災防協力） 宇都宮市内
④ 5月30日（月） 職長の能力向上教育
 日光商工会議所日光事務所会議室
⑤ 6月 2日（木）～ 4日（土）
　伐木等の業務特別教育（林災防協力） 宇都宮市内
⑥ 6月10日（金） 全国安全週間説明会
 日光市大沢公民館会議室
⑦ 6月10日（金）
　荷役運搬機械等によるはい作業従事者安全教育
（林災防協力） 宇都宮市内
⑧ 6月14日（火） フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
 日光市大沢公民館会議室
⑨ 6月15日（水）～17日（金）
　玉掛け技能講習（那須クレーン教習所協力）
 日光市市民活動支援センター
⑩ 6月28日（火）～ 7月 1日（金）
　フォークリフト運転技能講習（林災防協力）
 日光市大沢公民館会議室他
⑪ 7月13日（水）
　第 2種酸素欠乏危険作業に係る特別教育 日光市内
⑫ 7月27日（水）～28日（木）
　安全管理者選任時研修 日光市内
⑬ 7月28日（木）～29日（金）
　木材加工用機械作業主任者技能講習（林災防協力）
 宇都宮市内

8（一社）真岡労働基準協会（0285-82-5185）
① 5月16日（月） 定時総会及び第 2回理事会
 真岡市公民館西分館
② 5月25日（水）～26日（木）　職長教育
 真岡市公民館西分館
③ 6月 1日（水） 刈払い機取扱い安全衛生教育
 真岡市公民館
④ 6月15日（水）～16日（木）　安全管理者選任時研修
 真岡市公民館
⑤ 6月17日（金） 全国安全週間説明会
 真岡市青年女性会館
⑥ 7月 5日（火）～ 6日（水）
　はい作業主任者技能講習（林災防協力）
 真岡市公民館
⑦ 7月14日（木） リスクアセスメント実務研修
 真岡市公民館

栃木労働局からのお知らせ⑧（賃金室）

家内労働者のみなさま及び家内労働を委託されている方へ

栃木県衣服製造業最低工賃が令和4年4月21日から改正されました。
1　適用する家内労働者および委託者の範囲
栃木県の区域内で衣服製造業に係る業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者。
2　最低工賃額
衣服製造業の2の品目、35の工程・規格のうち、以下の2の品目、4の工程・規格の区分におけるそれぞれの金

額欄に掲げる金額に改正されました。

品　目 工　　　程 規　　　格 金　　　　額
背
広
上
衣

男
子
既
製
洋
服

わき裏まつり（わきの一部分
について行うものに限る。）

針目が 3 センチメートル
間隔に 5 針以上 1 枚につき 46 円

ベンツ止め 2 本糸で×印しつけ
止め 1 か所につき 7 円

既
製
洋
服

婦
人
・
子
供

見返し星入れ 針目が 3 センチメートル
間隔に 3 針以上 10 センチメートルにつき 17 円

そで付け裏まつり 針目が 3 センチメートル
間隔に 7 針以上 10 センチメートルにつき 24 円

栃木県衣服製造業最低工賃の一覧（2の品目、35の工程・規格）については、栃木労働局ホームページに掲載し
ております。
栃木県衣服製造業最低工賃について、詳しくお聞きになりたい方は、栃木労働局労働基準部賃金室（028-634-

9109）、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
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とちぎ労基連トピックス⑤（中災防安全衛生相談事業のお知らせ）

無料「安全衛生相談」利用案内
～中小企業の安全衛生担当者の皆さん、職場の安全・衛生管理で疑問
やお困りのことはありませんか？～
当連合会では、昨年度より中央労働災害防止協会から中小企業安全衛生相談事業を受託し、安全衛生に係
る専門知識やノウハウを有する労働基準監督官OBの相談員による、中小企業を対象とした電話、ファック
ス、メール、来所等による「無料安全衛生相談」を実施しております。
「法改正があったが、対応について教えてほしい」
「新規受注で新たな業務が生じるが、法的に必要な資格者や安全対策を教えてほしい」
「うちの会社に必要な健康診断や安全衛生関係の手続きについて確認したい」
等々、中小企業の事業主や安全衛生担当者の皆さんの疑問やお悩みに、労働基準監督官OBの相談員が懇
切丁寧にお答えしておりますので、お気軽にご利用ください。
※ファックス、メールでのご相談は24時間受け付けております。
※電話によるご相談は、平日の午前9時から午後4時30分の間に受付けております。
※来所によるご相談は、平日の午前9時から午後4時までの間に当連合会事務所までお越しください。
 （なお、来所相談をご希望の方は事前に電話予約をお願いいたします。）

（一社）栃木県労働基準協会連合会（〒 321-0933 宇都宮市簗瀬町 1958- 1 　栃木県建設業会館 4F）
TEL028-678-2771　FAX028-678-2775（E-mail : info@tochikiren.or.jp）

～令和3年度安全衛生相談事業実施結果～
昨年度は、事業初年度にも拘わらず、一年間に86件もの多くのご相談を頂きました。
昨年度は特にアーク溶接に係る特化則改正への対応方法に関するものが多かったほか、安衛管理体制の整
備、安衛教育から法解釈や各種ガイドラインの問い合わせなど、多岐にわたる相談が寄せられました。
相談結果の概況は以下の通りです。今年度も多くの皆様のご利用をお待ちしております。

41%

13%
23%

6%

17%

45%

50
299
39%

16%

32%

22%
21%

8%

8%

9%

安全衛生推進者又は衛生推進者の選任はお済ですか？
常時10人以上50人未満の労働者を使用する製造、建設、運輸、ホテル等の事業所では、安全衛生推進者、そ
れ以外の商店、スーパー、飲食、医療福祉、保健金融等の業種では衛生推進者を選任し、安全衛生又は衛生に関す
る一定の業務を担当させることが労働安全衛生法で事業主に義務付けられており、未選任は法違反となります。
未選任の事業主の皆様は、お早めに各推進者養成講習の受講手続きをお願い致します。
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