いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（令和２(2020)年９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
●新型コロナとの闘いを乗り越えるオールとちぎ宣言について
●【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【国】
●【助成金】雇用調整助成金の特例措置等が延長されます【国】
●小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間が延長されます【国】
《その他》
○「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・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
○「働き方改革実践セミナー」のお知らせ（矢板市）
○「働き方改革実践セミナー」のお知らせ（大田原市）
○「足利・佐野地区テレワーク推進セミナー」を開催いたします。
○「障害者雇用推進トップセミナー」を開催します！
○男女共同参画セミナー 公開講座 2020 の開催
○男性のワーク・ライフ・バランス講座の開催
○男の料理教室 ～簡単、美味しい、お家ごはん♪（全 3 回）
――――――――――――――――――――――――
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

――――――――――――――――――――――――
新型コロナとの闘いを乗り越えるオールとちぎ宣言に
ついて
――――――――――――――――――――――――
県と市町では新型コロナウイルス感染症に関連した差
別事案の発生の未然防止にオールとちぎで取り組んで
いくとした「新型コロナとの闘いを乗り越えるオール
とちぎ宣言」を共同で発出しました。県民のみなさま
と一緒に、大切な人やくらしを守るため、「思いやり」
と「やさしさ」を持って、新型コロナとの闘いを乗り
越えていくことを宣言します。
詳細はこちら（↓）を御覧ください。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/system/honchou/honchou/jinkensesakusuisinsitugyoseijouhou.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【国】
――――――――――――――――――――――――

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/

――――――――――――――――――――――――
【助成金】雇用調整助成金の特例措置等が延長されま
す【国】
――――――――――――――――――――――――
雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新
型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金につ
いて、期限が９月末から 12 月末まで延長されます。
詳細については、こちら（↓）を御覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou201231.html

――――――――――――――――――――――――
小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間が延長さ
れます【国】
――――――――――――――――――――――――
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助
成金・支援金について、期限が９月末から 12 月末ま
で延長されます。
詳細については、こちら（↓）を御覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13261.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・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
――――――――――――――――――――――――

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
非御参加下さい。
○日

時 令和２(2020)年 10 月７日（水）
13:00～16:00（受付 12:30～）
セミナー 13:00～15:00
相談会

○場

15:00～16:00（先着順）

所 栃木県庁芳賀庁舎（真岡市荒町 116-1）

○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
（要予約、申込〆切り 9 月 30 日（水））
栃木県宇都宮労政事務所
電話
FAX

０２８－６２６－３０５３
０２８－６２６－３０５４

e-mail
utsunomiya-roj@pref.tochigi.lg.jp
○ 参加者はマスクの着用をお願いします。

○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 真岡市

詳細はこちら（↓）を御覧ください。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f57/hatarakikatakaiaku-zinnzaikakuhotaisaku1.html

――――――――――――――――――――――――
「働き方改革実践セミナー」のお知らせ（矢板市）
――――――――――――――――――――――――
労働基準法が順次改正され、中小企業でも時間外労働
の上限規制が適用されるなど、本格的に働き方改革に
取り組む必要があります。また、新型コロナウイルス
と共生するウィズコロナ時代への対応も必要になって
きています。本セミナーでは、働き方改革関連法の改
正内容を周知するとともに、新型コロナウイルスの影
響下で今必要とされている「テレワーク」の取組につ
いて、わかりやすく解説しますので、是非御参加くだ
さい。
○日 時 令和 2 年 9 月 30 日（水）
13:30～16:00（受付 13:00～）
セミナー 13:30～15:00
相談会

15:00～16:00（先着順）

○場 所 矢板市生涯学習館 研修室１
（矢板市矢板 106-2）
○内 容 ・「働き方改革（時間外労働規制・年休取
得義務化）について」
講師：大田原労働基準監督署 職員

・「テレワークの取組について」
講師：栃木働き方改革推進支援センター
アドバイザー
○対象者 経営者・人事労務責任者等
○申込・問合せ先
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
Ｅ-mail:otawara-roj@pref.tochigi.lg.jp
○定 員 20 名(先着順）
○申込期限 9 月 23 日（水）
○テレワークの体験
会場に準備したパソコン等で実際に体験していただ
けます。
※事前に ZOOM 無料版をダウンロードしていただけれ
ば、御自身の端末でテレワーク（ミーティング）を体
験していただけます。
○主 催 栃木県大田原労政事務所
栃木働き方改革推進支援センター
○共 催 矢板市、矢板市商工会

――――――――――――――――――――――――
「働き方改革実践セミナー」のお知らせ（大田原市）
――――――――――――――――――――――――
労働基準法が順次改正され、中小企業でも時間外労働
の上限規制が適用されるなど、本格的に働き方改革に
取り組む必要があります。また、新型コロナウイルス
と共生するウィズコロナ時代への対応も必要になって
きています。 本セミナーでは、働き方改革関連法の
改正内容を周知するとともに、新型コロナウイルスの
影響下で今必要とされている「テレワーク」の取組に
ついて､わかりやすく解説しますので、是非御参加く
ださい。
○日 時 令和 2 年 10 月 15 日（木）

13:30～16:00（受付 13:00～）
セミナー 13:30～15:00
相談会

15:00～16:00（先着順）

○場 所 トコトコ大田原

大会議室

（大田原市中央 1-13-5）
○内 容 ・「働き方改革（時間外労働規制・年休取
得義務化）について」
講師：大田原労働基準監督署 職員
・「テレワークの取組について」
講師：栃木働き方改革推進支援センター
アドバイザー
○対象者 経営者・人事労務責任者等
○申込・問合せ先
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

Ｅ-mail：otawara-roj@pref.tochigi.lg.jp
○定 員 20 名(先着順）
○申込期限 10 月 8 日（木）
○テレワークの体験
会場に準備したパソコン等で実際に体験していただ
けます。
※事前に ZOOM 無料版をダウンロードしていただけれ
ば、御自身の端末でテレワーク（ミーティング）を体
験していただけます。
○主 催 栃木県大田原労政事務所
栃木働き方改革推進支援センター
○共 催 大田原市、大田原商工会議所、黒羽商工会、
湯津上商工会

――――――――――――――――――――――――
「足利・佐野地区テレワーク推進セミナー」を開催い
たします。
――――――――――――――――――――――――
ウィズコロナの時代の働き方として、ニーズの高まっ

ているテレワーク。その活用方法、実施に必要なツー
ル、導入支援の制度や就業規則の変更方法など、企業
の皆様の疑問に答えるセミナーを実施します。セミナ
ー終了後、テレワークのアプリを使った体験会も行い
ます。是非御参加ください。
○日時・会場
①足利会場 令和 2 年 9 月 25 日(金）
１３：３０～１５：００
栃木県足利庁舎 4 階会議室
（足利市伊勢町 4-19）
②佐野会場 令和 2 年 10 月 2 日(金）
１３：３０～１５：００
栃木県安蘇庁舎 5 階会議室
（佐野市堀米町 607）
＊内容は、どちらの会場も同じです。
○参加費

無料

○参加対象

企業の経営者、管理職、
総務・人事担当者等

○定員

各会場 20 名

○申込方法

FAX、郵送、E メールにより、栃木県足
利労政事務所へ※栃木県の HP から電子
申請も利用できます。

○申込期限

9 月 15 日(火）

○申込先

栃木県足利労政事務所
（足利市伊勢町 4-19）

○主催

栃木県足利労政事務所
栃木働き方改革推進支援センター

詳細はこちら（↓）を御覧ください。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f60/index.html
（お問い合わせ先）
足利労政事務所 TEL：0284-41-1241

――――――――――――――――――――――――
「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

――――――――――――――――――――――――
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（2020）年 9 月 16 日（水）
13:00～15:00
○テーマ及び講師
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～
国立研究開発法人

科学技術振興機構

副理事/ダイバーシティ推進室長

渡辺 美代子 氏
○場所 パルティとちぎ男女共同参画センター
○参加料

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。
○その他

新型コロナウイルス感染症の状況により
、講座内容を変更（中止・延期を含む）
することがありますので、ご了承くださ
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

――――――――――――――――――――――――
男性のワーク・ライフ・バランス講座の開催
――――――――――――――――――――――――

とちぎ男女共同参画センターでは、「男性のワーク
・ライフ・バランス講座」を次のとおり開催いたし
ます。どちらかのみの受講も可能ですので、是非お
申込みください。
○日時 全２回 ①10 月 10 日（土）
②11 月 28 日（土）
各回

13:00～15:00

○テーマ及び講師
①「在宅勤務のお悩み解決法」
自立塾 代表

市川 潤子 氏

②「子育て世代の父親の今後のワーク・ラ
イフ・バランス～アフター・コロナの時

代を考える～」
NPO 法人ファザーリング・ジャパン
ファウンダー/代表理事 安藤 哲也 氏
○場所 パルティとちぎ男女共同参画センター
○参加料

無料

○参加対象

どなたでも（女性も可）

○申込締切

各回開催日前日

○保育申込

各回開催日２週間前

○申込方法

FAX・郵送・メールなどでお申込みく
ださい。

○その他

新型コロナウイルス感染症の状況によ
り、講座内容を変更（中止・延期を含
む）することがありますので、御了承
ください。

詳細はこちら（↓）を御覧ください。
http://www.parti.jp/kouza/index_04.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

――――――――――――――――――――――――
男の料理教室 ～簡単、美味しい、お家ごはん♪（全
3 回）
――――――――――――――――――――――――

楽しく、美味しく、健康に！料理の基本を学びます
。（初心者大歓迎！）
○開催日・内容
①10/24（土） 家族が喜ぶお家ごはん
講師：料理研究家 矢口
②11/28(土)

英子

Cafe のキーマカレー

講師：Cafe＆Dining Rimorimo 店長 矢倉 亮
③12/12（土） 生地から作るピザと野菜スープ
講師：料理研究家 宮内
○時間

澄眞子

10：00～14：00 ※全 3 回

○会場 パルティ

とちぎ男女共同参画センター

○対象 男性
○定員

10 名

○受講料 1,500 円
（別途材料費 1,500 円 ※全 3 回分）
○申込締切

9/23（水）

○満 6 ヶ月～未就学児の一時保育あり
（お子さんひとりにつき 1 回 500 円）
詳細はこちら（↓）を御覧ください。

http://www.parti.jp/kouza/index_14.html
（お問い合わせ先）
(公財）とちぎ男女共同参画財団
TEL: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

