
いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（令和２（2020）年 1月 1日号） 

 

【今号の内容】 

●台風 19 号関連の特別相談窓口を開設しています 
●経営戦略としての働き方改革実践講座 
●「働き方改革実践セミナー＆相談会」の開催 

●女性活躍推進法が改正されました 
●従業員が希望する妊娠・出産を実現するために 
●妊活応援セミナーを開催します！ 
●あったらいいな！とちぎものづくりアイデアコンテスト開催結果 

●在職者向け技能講習のご案内 

●生涯を通じた女性の健康を考える講座を開催します 

 

―――――――――――――――――――――――― 
台風第 19 号関連の特別相談窓口を開設しています 
―――――――――――――――――――――――― 
栃木労働局では、今般の台風 19 号の被害に伴う事業 
主・労働者等からの労働関係各種相談に対応するため 
、特別相談窓口を開設しています。 
また、台風の災害に伴う経済上の理由により事業活動 
の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない 
事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を実施し 
ています。 
・特別相談窓口に関する情報はこちら（↓）を御覧く 

ださい。 

https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/000528158.pdf 

・雇用調整助成金に関する情報はこちら（↓）を御覧 
ください。 
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/000536540.pdf 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

経営戦略としての働き方改革実践講座 

―――――――――――――――――――――――― 

「働き方改革」の実践には、経営者や人事労務担当者 

がその必要性を理解することが重要です。 

県では、経営者、人事労務担当者を対象に業務の見直 

し等による“生産性向上の方法”と“明日から実践で 

きる働き方改革の取組”を学ぶ、社労士等を交えた少 



人数型のワークショップ（情報交換、事例検討等） 

を開催します。 

１開催日・会場： 

【宇都宮】令和 2（2020）年２月７日（金） 

    （会場：栃木県庁研修館 4階 402 研修室） 

【矢  板】令和 2（2020）年２月 13 日（木） 

    （会場：栃木県庁塩谷庁舎 4階 401 会議室） 

【足  利】令和 2（2020）年２月 19 日（水） 

    （会場：栃木県庁足利庁舎 4 階会議室） 

【小  山】令和 2（2020）年２月 25 日（火） 

    （会場：栃木県庁小山庁舎 4 階大会議室） 

２時 間：各会場 13：30～16：00（開場：13：00） 

３講 師：株式会社 TMC 経営支援センター 

     代表取締役社長 葛西 美奈子 氏 

４申し込みについて： 

 【申込方法】ＦＡＸ（締切：開催日の１週間前） 

 【申込先】(株)下野新聞社営業局業務推進部 

      FAX：028－625－1132 

５定 員：25社(先着順） ※１社２名まで 

６参加費：無料 

７参加対象：経営者、人事労務担当者 

８問合せ先：(株)下野新聞社営業局業務推進部 

      TEL：028－625－1104 

FAX：028－625－1132 

 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/hatarakikatajissenkouza2019.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「働き方改革実践セミナー＆相談会」の開催 

―――――――――――――――――――――――― 

大田原労政事務所では、来年度より施行されるパート 

タイム・有期雇用労働法を中心に、働き方改革関連法 

の概要や取り組み方について、栃木働き方改革推進支 

援センターのアドバイザーがわかりやすく解説するセ 

ミナーを次のとおり開催いたします。 

また、セミナー終了後に『個別相談会』を実施します 

。是非御参加ください。 



 

１ 日 時 令和 2（2020）年 1 月 28 日（火曜日） 

            午後 1時 30 分～午後 3時 00 分 

２ 場 所 黒磯公民館 3 階 大会議室 

      栃木県那須塩原市桜町 1番 5 号 

℡0287-60-1115) 

３ 講 師 栃木働き方改革推進支援センター 

アドバイザー  樽  陽子 氏 

４ 申込方法 電話・ＦＡＸ 

５ 申込先（締切：1 月 21 日(火)） 

  大田原労政事務所 

〒324-0056 大田原市中央 1-9-9 

  TEL：0287-22-4158 FAX：0287-22-5103              

６ 定 員 30 名(先着順） 

７ 参加費 無料 

８ 参加対象 どなたでも参加できます。（経営者、 

人事労務責任者等にお勧めです。） 

 

 (お問い合せ先) 

大田原労政事務所 大蔵 TEL：0287-22-4158 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 
女性活躍推進法が改正されました 
―――――――――――――――――――――――― 
令和元年５月２９日、女性活躍推進法等の一部を改正 

する法律が成立し、令和元年６月５日に公布されまし 

たが、この度、施行期日が定められました。 

 
１ 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大 
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性 
活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する 
労働者が 301 人以上から 101 人以上の事業主に拡大 
されます。【施行：令和４年４月１日】 
 
２ 女性活躍に関する情報公表の強化 
常時雇用する労働者が 301 人以上の事業主は、情報 
公表項目について、 
(1) 職業生活に関する機会の提供に関する実績 



(2) 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境 
   の整備に関する実績 
 の各区分から１項目以上公表する必要があります。 
【施行：令和２年６月１日】 
 
３ 特例認定制度（プラチナえるぼし(仮称)）の創設 
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方へ 
の認定（えるぼし認定）よりも水準の高い「プラチナ 
えるぼし(仮称)」認定を創設します。 
  【施行：令和２年６月１日】 
 
※改正法の内容は厚生労働省ＨＰをご覧ください。 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 

 
 
―――――――――――――――――――――――― 
従業員が希望する妊娠・出産を実現するために 
―――――――――――――――――――――――― 
近年の晩婚化等を背景に不妊治療を受ける夫婦が増加 
しており、働きながら不妊治療を受ける方は増加傾向 
にあると考えられ、仕事と不妊治療の両立に悩み、や 
むを得ず退職する場合も多いと言われています。 
仕事と不妊治療の両立について職場での理解を深め、 
従業員の働きやすい環境を整えることは、有能な人材 
の確保という点で企業にもメリットがあります。 
厚生労働省では、職場内での不妊治療への理解を深め 
ていただくために、不妊治療の内容や職場内での配慮 
のポイント、仕事と治療の両立に役立つ制度を紹介す 
るリーフレットを作成していますので御活用ください。 
 
厚生労働省ホームページはこちら（↓） 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html 
 
 
―――――――――――――――――――――――― 
妊活応援セミナーを開催します！ 
―――――――――――――――――――――――― 
県こども政策課では、これから結婚・妊娠・出産を希 

望する方や不妊治療に関心のある方等を対象に、妊活 



や不妊治療に関する正しい知識等を学ぶセミナーを次 

のとおり開催します。是非、御参加ください。 

 

１．日時 ２月２日（日）13：30～15：00 

２．場所 とちぎ男女共同参画センター（パルティ） 

研修室３０１ 

     （宇都宮市野沢町 4－1） 

３．内容 

結婚前からできる「妊活」への心構え 

～妊娠・出産を希望するあなたへ～ 

①講演 妊活は二人三脚～知っておきたい妊活・不 

妊治療の基礎知識～ 

講師 もちづき女性クリニック 

  院長（医学博士）望月善子先生 

 ②情報提供 栃木県不妊専門相談センターについて 

  講師 栃木県不妊専門相談センター  

     不妊専門相談員（助産師） 

４．対象 

結婚・妊娠・出産を考えている方、不妊治療に関心の 

ある方、不妊相談に携わる方、企業の人事・総務部門 

の担当者等 

５．定員 100 名程度（先着順） 

６．参加費 無料 

７．申込方法 

１月 28 日（火）までに栃木県こども政策課へお申込み 

ください。 

電話：０２８－６２３－３０６４ 

FAX  :０２８－６２３－３０７０ 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

あったらいいな！とちぎものづくりアイデアコンテス 

ト開催結果 

―――――――――――――――――――――――― 

県民の皆さんから、実際に「あったらいいな」と思う 

「ものづくり」のアイデアを募集したところ、大変多 

くの応募をいただきました。そのアイデア一覧と、入 

賞作を県のホームページで紹介していますので、是非 

ご覧ください。 



○応募数 

・一般の部 ３２０点 

(最優秀賞１点、優秀賞２点) 

・小中学生の部 ２４３点 

(最優秀賞１点、優秀賞２点) 

 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/attaraiina.html 

 

(お問い合せ先) 

労働政策課 産業人材育成担当 荒川 

TEL：028-623-3235 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

在職者向け技能講習のご案内 

―――――――――――――――――――――――― 

県立産業技術専門校では、ガス溶接・アーク溶接等の 

技能講習・特別教育、技能検定等の準備講習など、在 

職者の方がスキルアップするための講習会を実施して 

おりますので、ぜひご利用ください。 

 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.tochigi-it.ac.jp 

 

(お問い合せ先) 

 県央産業技術専門校 028-689-6380 

 県北産業技術専門校 0287-64-4000 

 県南産業技術専門校 0284-91-0803 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

生涯を通じた女性の健康を考える講座を開催します。 

―――――――――――――――――――――――― 

ライフステージによって変化する女性の心身の状態と 

ケアの方法を知り、心身ともに健康な生活を送るため 

のヒントを探る講座を開催します。 

○日時 令和２(2020)年２月１日（土） 

午後１時３０分～午後３時３０分 



○会場 とちぎ男女共同参画センターパルティホール 

○内容 ～いつまでも私らしく！ 

女性の心と体のメンテナンス～ 

○講師 (株)ウェルネスライフサポート研究所 

        代表取締役 加倉井 さおり 氏 

○対象  どなたでも 

○受講料 無料（一時保育は１人 500 円） 

○申込締切 １月 31 日(金) 

○保育締切 1月 17 日（金） 

この講座は、とちぎ男女共同参画センターと（公財） 

栃木県シルバー人材センター連合会の連携事業です。 

 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.parti.jp/kouza/index_03.html 

 

(お問い合せ先) 

とちぎ男女共同参画センター 

事業推進課 028-665-8323 

 

 

【配信停止】 

 本メールマガジンの配信の停止を希望する場合は、 

お手数ですが、次のメールアドレスまで御連絡くださ 

い。 

 その際には、件名に「いい仕事いい家庭つぎつぎと 

ちぎ通信」配信停止と御記載ください。 

 

 栃木県産業労働観光部労働政策課 

  rousei@pref.tochigi.lg.jp 

  TEL 028-623-3218 

  FAX 028-623-3225 


