
いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（令和２(2020)年８月１日号） 

 

【今月号の内容】 

《新型コロナウイルス感染症関係》 

●雇用調整助成金相談窓口の開設及びアドバイザー派遣を実施します 

●新型コロナ感染症の感染拡大に伴う労働者向け特別相談窓口の設置について【栃木県】 

●新型コロナ感染症の影響による特別相談窓口を開設【国・栃木労働局】 

●【助成金】県内中小企業のテレワーク導入に対する助成（とちぎテレワーク環境整備導入

支援補助金）について 

●テレワーク・サポートネットワーク事業の開始について 

《その他》 

○労働委員会委員による労働相談会のお知らせ 

○「テレワーク導入支援セミナー」動画配信のお知らせ 

○「女性が働きやすい企業推進アドバイザー派遣」の募集について 

○「働き方改革推進リーダー養成講座」参加者の募集について 

○「働き方改革・人材確保対策セミナー（助成金、テレワーク対策）」のお知らせ（さくら

市） 

○「働き方改革・人材確保対策セミナー（助成金、テレワーク対策）」のお知らせ（河内庁

舎） 

○中小企業退職金共済制度のお知らせ 

○職場のハラスメント防止対策セミナー 

○「障害者雇用推進トップセミナー」を開催します！ 

○とちぎウーマン応援塾 2020 

○男女共同参画セミナー 公開講座 2020 の開催 

○イクメン応援講座③パパと子どもの料理教室～楽しい美味しい休日ピザ作りから始めよ

う 

 

―――――――――――――――――――――――― 

雇用調整助成金相談窓口の開設及びアドバイザー派遣 

を実施します 

―――――――――――――――――――――――― 

県では、雇用調整助成金等の申請に当たり、御不明な 

点などに専門のアドバイザーがお答えする相談窓口を 

開設しています。また、専門のアドバイザーが直接各 

事業主に訪問し、相談や申請書類作成のお手伝いをさ 

せていただきます。 



詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

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

html 

（お問い合わせ先） 

労働政策課 雇用対策担当 TEL：028-623-3224  

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

新型コロナ感染症の感染拡大に伴う労働者向け特別相 

談窓口の設置について【栃木県】 

―――――――――――――――――――――――― 

県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により 

就労に関して影響を受ける又はその恐れがある労働者 

を支援するため、特別相談窓口を設置しています。 

労働者向け特別相談窓口に関する情報はこちら（↓） 

を御覧ください。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/advice/shigoto/roudou/gd0505011.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

新型コロナ感染症の影響による特別相談窓口を開設 

【国・栃木労働局】 

―――――――――――――――――――――――― 

栃木労働局では、今般の新型コロナ感染症の影響によ 

る事業主・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。 

・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/newpage_00092.html 

・新型コロナウイルスに関する Q＆A(企業の方向け)  

はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00

007.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 



【助成金】県内中小企業のテレワーク導入に対する助 

成（とちぎテレワーク環境整備導入支援補助金）につ 

いて 

―――――――――――――――――――――――― 

県では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、 

厚生労働省が実施する働き方改革推進支援助成金を活 

用して新規でテレワーク機器の導入・運用等を行う中 

小企業に対し、上乗せ補助を行います。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

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

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

テレワーク・サポートネットワーク事業の開始につい 

て 

―――――――――――――――――――――――― 

総務省では、地域の中小企業を支える団体と協力し、 

全国各地域における中小企業や地方公共団体等のテ 

レワーク導入を支援する、テレワーク・サポートネッ 

トワーク事業を開始します。 

○テレワーク導入に向けた相談会・セミナーの開催 

○テレワークに関する相談・問合せ対応 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.teleworksupport.go.jp/ 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

労働委員会委員による労働相談会のお知らせ 

―――――――――――――――――――――――― 

栃木県労働委員会では、「パワハラ」「解雇」「雇止 

め」などの労使関係のトラブルに関する労働相談会を 

開催します。 

当日は、栃木県労働委員会委員（弁護士等）が相談 

に対応します。プライバシーは厳守いたしますので、 

どうぞお気軽にお越しください。 

○日時    ８月 21 日(金) 13:00～19:00 



          ８月 22 日(土) 11:00～17:00 

○場所    オリオンＡＣぷらざ（オリオン通り内） 

        (宇都宮市江野町 3-10 竹川ビル１F ) 

○料金    無料(予約者優先、当日参加も可) 

○申込先   栃木県労働委員会事務局 

       TEL：028-623-3337   

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/k04/kouhou/2020roudousoudan.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「テレワーク導入支援セミナー」動画配信のお知らせ 

―――――――――――――――――――――――― 

栃木県では、企業が柔軟な働き方を可能にする「テレ 

ワーク」を導入するために必要な情報を動画で配信し 

ています。基本編では、テレワークとは何か、どんな 

方法や環境が必要かという概要を御紹介してます。 

是非、御覧ください。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://tmc-soudan.com/about/telework/ 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「女性が働きやすい企業推進アドバイザー派遣」の募 

集について 

―――――――――――――――――――――――― 

女性が働きやすい企業の環境づくりを推進するため社 

会保険労務士等のアドバイザーを派遣（3 回程度）し、 

アンケートやヒアリングによる職場の働きやすさ診断 

を行い、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

の策定、「えるぼし」認定の取得、栃木県の「男女生 

き活き企業」の認定取得の支援を行います。是非、御 

応募ください。 

 

○支援期間 令和２年９月から令和３年３月末 



○対象   栃木県内に本社のある A 又は Bの事業所 

       A 女性活躍推進法に基づく一般事業主 

行動計画を策定しようとする事業所 

※従業員 300 人以下の中小企業 

B「えるぼし」の取得、栃木県の「男女 

活き活き企業」の認定取得を目指す 

事業所※企業規模は問わない 

○費用   無料 

○支援回数 １事業所あたり３回程度 

○支援方法 希望の日程で事業所へ専門家が訪問しア 

ドバイスを実施します。オンラインでの 

Web 会議形式も対応しています。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://tmc-soudan.com/about/adviser/ 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「働き方改革推進リーダー養成講座」参加者の募集に 

ついて 

―――――――――――――――――――――――― 

県内企業において働き方改革を推進する立場の方（経 

営者、人事総務担当者、推進担当者、他）を対象に、 

働き方改革の推進に必要な知識とスキルを身に着ける 

ための連続講座（全 5 回）を開催します。 

第 1 回目は、就任 1年目で優勝を成し遂げた元ヤクル 

トスワローズ監督の真中満氏から、組織改革に必要な 

リーダーシップの極意を学びます。第 2回目以降は、 

県内企業の働き方改革の取組事例や企業訪問、働き方 

改革推進のためのアクションプランの策定などを行い 

ます。是非、御参加ください。 

 

○日時   第 1 回 8 月 21 日(金) 

第 2 回 9 月 25 日(金) 

第 3 回 10 月 23 日(金) 

第 4 回 11 月中旬 



第 5 回 11 月 27 日(金) 

各回 14 時～16 時（受付開始 13 時 30 分） 

○場所   栃木県庁舎東館講堂、宇都宮市内等 

○参加費  無料 

○参加対象 県内企業において働き方改革を推進する 

立場の方（経営者、人事総務担当者、推 

進担当者、他）  

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://tmc-soudan.com/about/leader-training/ 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「働き方改革・人材確保対策セミナー（助成金、テレ 

ワーク対策）」のお知らせ（さくら市） 

―――――――――――――――――――――――― 

新型コロナウイルスの影響下での雇用維持のため、 

各種助成金の活用やテレワークへの対応は急務です。 

環境が激変し、企業が求められる人材戦略も変わりつ 

つあります。今、求められる働き方改革と人材確保対 

策についてのセミナーを開催しますので、是非ご参加 

下さい。 

 

○日時  令和２(2020)年８月 26日（水）  

13:00～16:00（受付 12:30～） 

     セミナー 13:00～15:00  

相談会 15:00～16:00（先着順） 

     ※ 参加者はマスクの着用をお願いします。 

○場所  さくらテラス（駅前情報館） 

多目的室（さくら市氏家１８５７－５） 

○参加費 無料 

○テーマ・講師 

   ・働き方改革セミナー 

（働き方改革、助成金、テレワーク対策） 

   栃木働き方改革推進支援センターアドバイザー 

   ・人材確保対策セミナー 



（ウィズコロナ時代の人材確保戦略） 

   栃木県よろず支援拠点コーディネーター 

半田 富男 

○対象者 経営者、人事労務責任者等 

○申込・連絡先 

   栃木県宇都宮労政事務所 

   電話   ０２８－６２６－３０５３ 

   FAX   ０２８－６２６－３０５４ 

   e-mail  utsunomiya-roj@pref.tochigi.lg.jp 

  （要予約、申込〆切り ８月 19 日（水）） 

○テレワーク（ミーティング）の体験  

   テレワークがどんなものか、こちらで準備した 

パソコン・タブレットで体験いただけます。 

※ZOOM の無料版をダウンロードしてきていた 

だければ、御自分の端末でテレワークを体験 

できます。 

○主催  栃木県宇都宮労政事務所、 

栃木働き方改革推進支援センター 

     栃木県よろず支援拠点 

○共催  さくら市 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「働き方改革・人材確保対策セミナー（助成金、テレ 

ワーク対策）」のお知らせ（河内庁舎） 

―――――――――――――――――――――――― 

新型コロナウイルスの影響下での雇用維持のため、 

各種助成金の活用やテレワークへの対応は急務です。 

環境が激変し、企業が求められる人材戦略も変わりつ 

つあります。今、求められる働き方改革と人材確保対 

策についてのセミナーを開催しますので、是非ご参加 

下さい。 

 

○日時  令和２(2020)年９月９日（水）  

13:00～16:00（受付 12:30～） 

セミナー 13:00～15:00  



相談会 15:00～16:00（先着順） 

     ※ 参加者はマスクの着用をお願いします。 

○場所  栃木県庁河内庁舎 

（宇都宮市竹林町１０３０－２） 

○参加費 無料 

○テーマ・講師 

   ・働き方改革セミナー 

（働き方改革、助成金、テレワーク対策） 

   栃木働き方改革推進支援センターアドバイザー 

   ・人材確保対策セミナー 

（ウィズコロナ時代の人材確保戦略） 

   栃木県よろず支援拠点コーディネーター 

半田 富男 

○対象者 経営者、人事労務責任者等 

○申込・連絡先 

   栃木県宇都宮労政事務所 

   電話   ０２８－６２６－３０５３ 

   FAX   ０２８－６２６－３０５４ 

   e-mail  utsunomiya-roj@pref.tochigi.lg.jp 

  （要予約、申込〆切り ８月 19 日（水）） 

○テレワーク（ミーティング）の体験  

   テレワークがどんなものか、こちらで準備した 

パソコン・タブレットで体験いただけます。 

※ZOOM の無料版をダウンロードしてきていた 

だければ、御自分の端末でテレワークを体験 

できます。 

○主催  栃木県宇都宮労政事務所、 

栃木働き方改革推進支援センター 

     栃木県よろず支援拠点 

○共催  さくら市 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

中小企業退職金共済制度のお知らせ 

―――――――――――――――――――――――― 

中退共制度は、昭和 34年に中小企業退職金共済法に 



基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度で 

す。中退共制度を利用することで、安全・確実・有利 

で、管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.chutaikyo.taisyokukin.go.jp/ 

（お問い合わせ先） 

労働政策課 労働経済・福祉担当 028－623－3217 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

職場のハラスメント防止対策セミナー 

―――――――――――――――――――――――― 

令和２（2020）年６月１日より、職場におけるハラス 

メント防止対策が強化されました。ハラスメント防止 

措置が事業主の義務となります。（中小事業主は、令和 

４（2022）年４月１日より義務化されます。） 

当セミナーでは、ハラスメント対策制度の概要、ハラ 

スメントの個別事例紹介、ハラスメントが起こったと 

きの対応などを説明します。 

 

○日時  令和２(2020)年９月１５日（火） 

       午後１時 30 分～３時 

○会場  栃木県庁足利庁舎４階会議室 

（足利市伊勢町４－１９） 

○講師  栃木労働局 雇用環境・均等室  

労働紛争調整官 須藤 啓一 氏 

○対象  経営者、管理職、総務・人事担当者等 

におすすめです。 

○定員  ２０名（申込先着順）  

○参加費  無料 

○申込方法  電話、ファックス、郵送、E メール、 

栃木県ホームページ掲載の電子申請 

（ https://s-kantan.jp/pref-tochigi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2845 ） 

○申込期限 令和２(2020)年９月７日（月） 

○お問い合わせ 栃木県足利労政事務所 

(〒326-8555 足利市伊勢町 4-1) 



TEL：0284－41－1241 

      FAX：0284－41－1280 

      E ﾒｰﾙ：ashikaga-roj@pref.tochigi.lg.jp  

○主催 栃木労働局・栃木県足利労政事務所 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「障害者雇用推進トップセミナー」を開催します！ 

―――――――――――――――――――――――― 

県内企業における障害者の雇用促進及び職場定着を図 

るため、障害者雇用に関する基調講演及び県内企業に 

よる事例発表を行う、企業の経営者・人事担当者向け 

のセミナーです。 

○日時   令和２（2020）年９月 11 日（金）  

13 時 30 分～16時（受付 13 時～） 

○場所   栃木県庁研修館 4階講堂 

（宇都宮市塙田 1-1-20） 

○対象   企業の経営者・人事担当者等障害者雇用 

      に関心のある方 

○定員   50 名程度 

○参加費  無料 

○申込期限 ９月４日（金） 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kouhou/r2shougaishakoyousuishin.html 

（お問い合わせ先） 

労働政策課雇用対策担当 TEL：028-623-3224 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

とちぎウーマン応援塾 2020 

―――――――――――――――――――――――― 

とちぎ男女共同参画センターでは、女性リーダーとし 

て必要な情報やスキルを身につけるための講座「とち 

ぎウーマン応援塾」を次のとおり開催いたします。 

連続講座ですが、各回とも聴講が可能ですので是非 

お申込みください。 



○日程   ①8/22(土)、②9/12(土)、③10/3(土)  

※聴講のみ可 

○場所   パルティとちぎ男女共同参画センター 

○参加費  無料 

○参加対象 地域・社会活動の参画に興味のある女性 

○申込締切 各回前日まで 

○保育締切 各回 2週間前までにお申込みください。 

○申込方法 電話・HPからお申込みください。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.parti.jp/kouza/index_zen03.html 

（お問い合わせ先） 

とちぎ男女共同参画センター 事業推進課  

TEL：028-665-8323 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

男女共同参画セミナー 公開講座 2020 の開催 

―――――――――――――――――――――――― 

とちぎ男女共同参画センターでは、「男女共同参画 

セミナー公開講座 2020」を次のとおり開催いたしま 

す。是非お申込みください。 

 

○日時  令和 2(2020)年 9 月 16 日（水）  

13:00～15:00 

○テーマ ジェンダーがつなぐ 

科学技術イノベーション 

  ～ジェンダー平等から SDGs、 

そしてすべての人の幸福のために～ 

○場所  パルティとちぎ男女共同参画センター 

（パルティホール） 

○参加費 無料 

○参加対象 どなたでも 

○申込締切 9月 15 日（火） 

○保育申込 9月 2 日（水） 

○申込方法 FAX・郵送・メールなどでお申込みくだ 

さい。 



詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.parti.jp/kouza/index_01.html 

（お問い合わせ先） 

とちぎ男女共同参画センター 事業推進課  

TEL：028-665-8323     

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

イクメン応援講座③パパと子どもの料理教室～楽しい 

美味しい休日ピザ作りから始めよう 

―――――――――――――――――――――――― 

仕事も子育ても頑張りたいパパとママを応援！パパと 

子どもで休日ご飯作りを体験します。 

 

○開催日・内容 

９月２６日（土） 

料理が初めてのパパも子どもと一緒に食育・共食を学び 

ます！ 

〈メニュー〉生地から作るパパ子合作ピザ、簡単！ 

野菜チキンスープ、バナナアイスクリーム 

○時間  １０：００～１３：００ 

○会場  パルティ とちぎ男女共同参画センター 

○対象  父子（年長～小学 4年生くらいまで） 

またはパパのみ 

○受講料 無料 別途材料費  

パパ 300 円・子ども 200 円 

○定員 5組 10 名 

○申込締切 9月 1日（火） 

※定員を超すお申し込みがあった場合は抽選。 

締切後、1週間程度で抽選結果を郵送します。 

※この講座の保育料は 200 円です。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.parti.jp/kouza/index_zen10.html 

（お問い合わせ先） 

(公財）とちぎ男女共同参画財団   028-665-7706 

 



 

【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 

 


