
いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（令和２(2020)年 10 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 

●【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 

《その他》 

○10月における年次有給休暇の取得促進について 

○最低賃金の改定について 

○中小企業退職金共済制度(中退共)について 

○「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＆相談会」のお知らせ（那須塩原市） 

○過労死等防止対策推進シンポジウムの開催について 

○「障害者雇用実務セミナー」を開催します！ 

○男性のワーク・ライフ・バランス講座 

○女性のためのインターネットを活用したプチ起業講座 

○妊活応援セミナーを開催します！ 

○エクセルステップアップ（中級）（全２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  

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

【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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

10 月における年次有給休暇の取得促進について 

―――――――――――――――――――――――― 

10 月は「年次有給休暇取得促進期間」です。 

年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みま 

しょう。 

また、新型コロナウイルス感染症対策として、新しい 

生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実 

践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化に 

資する年次有給休暇の計画的付与制度や労働者の様々 

な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単 

位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/soku

shin/ 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

最低賃金の改定について 

―――――――――――――――――――――――― 



栃木県最低賃金が時間額８５４円に！ 

～改正発効は令和２(2020)年 10 月 1日から～ 

栃木県の最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働く 

全ての労働者とその使用者に適用されます。 

一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等 

にも適用されます。なお、特定の産業には特定最低賃 

金が定められています。 

（お問い合わせ先） 

栃木労働局労働基準部賃金室(TEL：028-634-9109) 

又は最寄りの労働基準監督署 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

中小企業退職金共済制度(中退共)について 

―――――――――――――――――――――――― 

中退共は中小企業のための国の退職金制度です。掛金 

は全額非課税の扱いとなり、さらに掛金の一部を国が 

助成します。掛金月額を決めて払い込むだけで、手軽 

に企業の退職金制度が設けられます。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

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

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「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います。 

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「男女生 

      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、是非御参加く 

ださい。  

 

○日時 令和２(2020)年 10 月 21 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） 

○場所 日光市役所本庁舎会議室（日光市今市本町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 10月 14 日（水）） 

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 

○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 日光市 

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＆相談会」のお知らせ 



（那須塩原市） 

―――――――――――――――――――――――― 

労働基準法が順次改正・施行され、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 30 日（金） 

    14:00～16:30（受付 13:30～） 

    セミナー 14:00～15:30 

    相談会   15:30～16:30（先着順） 

○場所 西那須野公民館 会議室３・４ 

（那須塩原市太夫塚 1-194-78） 

○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 

○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、お持ちの端末でテレワーク（リモートミー 

ティング）を体験していただけます。 

○対象者 経営者・人事労務責任者等 

○定員 20 名(先着順） 

○申込期限 10 月 23 日（金） 

○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 

○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 那須塩原市、那須塩原市商工会、 

西那須野商工会 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f59/index.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

過労死等防止対策推進シンポジウムの開催について 

―――――――――――――――――――――――― 

近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題に 

よって、多くの方の尊い命や心身の健康が損なわれ、 

深刻な社会問題となっています。 

厚生労働省では、有識者や過労死でなくなられた方の 

御遺族にも御登壇をいただき、過労死等の現状や課題、 

防止対策についてのシンポジウムを開催します。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/ 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「障害者雇用実務セミナー」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礎知識や配慮事項など 

を講義やグループワークをとおして学ぶ、企業の実務 

担当者向けのセミナーです。 

 

○日時 県北地区 11 月 17 日（火） 

     那須野が原ハーモニーホール（大田原市） 

県央地区 11 月 26 日（木） 

栃木県庁北別館（宇都宮市） 



県南地区 11 月 27 日（金） 

ゆうゆうプラザ（栃木市） 

    各地区２部制 午前 10:00～12:00 

午後 13:00～15:30 

（受付 各部開始 30 分前～） 

○対象 企業の人事・実務担当者等 

○定員 各地区 30名程度 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kouhou/r2shougaishakoyoujitsumusemina.html 

（お問い合わせ先） 

労働政策課 雇用対策担当 TEL：028-623-3224 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

男性のワーク・ライフ・バランス講座 

―――――――――――――――――――――――― 

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 ①10 月 10 日（土）13:00～15:00 

    ②11 月 28 日（土）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 

○保育締切 各回開催日２週間前 

（一時保育 



※満６ヶ月～未就学のお子さん 各回 500 円／人） 

○申込方法 電話・FAX・郵送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、 

     講座の内容を変更（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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

女性のためのインターネットを活用したプチ起業講座 

―――――――――――――――――――――――― 

とちぎ男女共同参画センターでは、起業に興味のある 

女性を対象にした講座「女性のためのインターネット 

を活用したプチ起業講座」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 11 月 7 日（土）13:00～15:00 

○テーマ及び講師 

 「わたしにもできる！ネットではじめるプチ起業」 

  ento 株式会社代表取締役 馬場 早苗 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 起業に興味がある女性 

○申込締切 11 月 6 日（金） 

○保育締切 10 月 23 日（金） 

（一時保育 

※満６ヶ月～未就学のお子さん 500 円／人） 

○申込方法 電話・FAX・郵送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、 

     講座の内容を変更（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_05.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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

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。 

 

○日時 10 月 29 日（木）14：00～16：30 

○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） 

○内容 妊活応援セミナー ～不妊治療は二人三脚～ 

①講演（14：00～15：15） 

『不妊治療のイ・ロ・ハ ～不妊治療は二人三脚、 

 男性不妊を中心に～』 

  講師 自治医科大学 医学部 腎泌尿器外科学講座 

泌尿器科学部門 講師 安東 聡 先生 

②個別相談会（要予約）（15：30～16：30） 

・男性不妊専門医（安東先生）による医療相談 

・栃木県不妊専門相談センター助産師による不妊相談 

○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 

○定員 50 名程度（先着順） 

○参加費 無料 

○申込方法 

 10 月 22 日（木）までに栃木県保健福祉部こども政 

 策課へお申し込みください。 



電話：028-623-3064  FAX：028-623-3070 

MAIL：boshihoken@pref.tochigi.lg.jp 

○その他 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、 

やむを得ず中止又は延期とさせていただく場合がご 

ざいますので、ご了承ください。その際は、県ホー 

ムページ（http://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/kouhou/r02ninkatsu.html） 

にてお知らせいたします。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/kouhou/r02ninkatsu.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

エクセルステップアップ（中級）（全２回） 

―――――――――――――――――――――――― 

四則演算を含めた基本操作の確認、データベース機能、 

COUNTA・RANK.EQ などの関数を活用して「作業の効率 

化・スピードアップ」が図れる実践的な操作を習得し 

ます。 

 

○開催日（全２回）11月 28 日(土)、12 月 5日（土） 

○時間 10:00～15:00 

○会場 パルティ とちぎ男女共同参画センター 

○対象 基礎編修了者、またはエクセルの基本（四則 

演算、SUM 関数など）を理解している方 

○定員 10 名 

○受講料 5,000 円（教材費別途税込 1,100 円） 

○申込締切 11 月 4 日（木） 

○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_15.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 


