
いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（令和３(2021)年６月１日号） 

 

【今月号の内容】 

●令和３年度「全国安全週間」 

●労働契約等解説セミナーについて 

●職場実習等の受入れ企業を募集しています！ 

●働き方改革関連セミナーのお知らせ（日光会場） 

●働き方改革・経営支援セミナーのお知らせ（鹿沼会場） 

●イクメン応援講座（全 3回） 

●男女共同参画社会を考える"とちぎ県民のつどい"県民講座 

●とちぎウーマン応援塾 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

令和３年度「全国安全週間」 

―――――――――――――――――――――――― 

 労働災害は、長期的には減少しており、令和２年の 

労働災害による死亡者数は３年連続で過去最少となる 

見込みですが、休業４日以上の労働災害による死傷者 

数は、高齢者の労働災害、転倒災害や「動作の反動・ 

無理な動作」による労働災害が年々増加していること 

に加え、新型コロナウイルス感染症の罹患による労働 

災害の増加により、平成 14年以降で最多となる見込 

みです。 

 厚生労働省では、7 月 1日から 7日までを「全国安 

全週間」、6月 1日から 30日までを準備期間として定 

め、産業界における自主的な労働災害防止活動を推進 

するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動 

の定着を図る機会としています。 

 

令和３年度「全国安全週間」スローガン 

「持続可能な安全管理 未来へつなぐ安全職場」 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17450.html 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17450.html


―――――――――――――――――――――――― 

労働契約等解説セミナーについて 

―――――――――――――――――――――――― 

 厚生労働省委託事業 労働契約等解説セミナー2021 

が開催されます。 

 労働契約法・労働基準法で定められていることなど、 

労働者の皆様が安心して働くために知っておくべき重 

要なルールや、労働者・使用者それぞれの権利・義務 

などをわかりやすく解説いたします。 

 無期転換ルールの具体的な導入方法や副業・兼業の 

促進についての説明もございますので、ぜひご参加く 

ださい。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/event/2020_00005.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

職場実習等の受入れ企業を募集しています！ 

―――――――――――――――――――――――― 

 県労働政策課では、Web研修や職場実習等を通じて 

求職者の正社員就職を支援する「離職者等再就職支援 

プログラム事業」を実施しており、実習の受入れ企業 

を募集しています。 

 ミスマッチが少なく人材を採用できる機会となって 

おりますので、ぜひご参加ください。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.pasona.co.jp/blog/area/utsunomiya/202104300x.html 

（お問い合わせ先） 

労働政策課 雇用対策担当 028-623-3224 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

働き方改革関連セミナーのお知らせ（日光会場） 

―――――――――――――――――――――――― 

改正労働基準法により「同一労働同一賃金」が適用 

になるなど、働き方改革についての再確認が必要とな 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/event/2020_00005.html
https://www.pasona.co.jp/blog/area/utsunomiya/202104300x.html


りました。また、新型コロナウイルスの影響下での雇 

用維持のため、各種助成金活用やテレワークへの対応 

は重要な取組の一環といえます。環境が激変している 

今、求められる働き方改革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３(2021)年 7月 14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いたし 

ます。 

○ 場 所 日光市役所（日光市今市本町 1） 

○ 参加費 無料 

○ テーマ・講師 

  ・ハラスメント対策講座 

   栃木労働局雇用環境・均等室 職員 

  ・働き方改革セミナー 

   栃木働き方改革推進支援センター 

アドバイザー 

  ・「ワーケーション実証実験を踏まえた 

今後の取り組み」 

   NTT東日本栃木支店副支店長 斉藤公明 氏 

  ・日光市施策案内 

   日光市企画総務部総合政策課 職員 

○ 対象者 中小企業・小規模事業の経営者、 

人事担当者、管理職、従業員 等 

○ 申込・連絡先（要予約） 

（申込〆切り 7月 7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 

○ 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 

○ 共 催 栃木労働局雇用環境・均等室 

mailto:utsunomiya-roj@pref.tochigi.lg.jp


NTT東日本栃木支店 

日光市 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

働き方改革・経営支援セミナーのお知らせ（鹿沼会場） 

―――――――――――――――――――――――― 

改正労働基準法により「同一労働同一賃金」が適用 

になるなど、働き方改革についての再確認が必要とな 

りました。また、新型コロナウイルスの影響下での雇 

用維持のため、各種助成金活用やテレワークへの対応 

は重要な取組の一環といえます。環境が激変している 

今、求められる働き方改革と経営支援についてのセミ 

ナーを開催しますので、是非御参加ください。 

 

○ 日 時 令和３(2021)年７月 29日（木） 

13：30～16：30（受付 13：00～） 

      セミナー 13：30～15：30 

相談会  15：30～16：30（先着順） 

      ※参加者はマスクの着用をお願いいたし 

ます。 

○ 場 所 鹿沼市民情報センター 

（鹿沼市文化橋町１９８２－１８） 

○ 参加費 無料 

○ テーマ・講師 

  ・ハラスメント対策講座 

   栃木労働局雇用環境・均等室 職員 

  ・働き方改革セミナー 

   栃木働き方改革推進支援センター 

アドバイザー 

  ・経営支援セミナー（経済産業省関連補助金対策） 

   栃木県よろず支援拠点コーディネーター 

半田 富男 氏 

○ 対象者 中小企業・小規模事業の経営者、 

人事担当者、管理職、従業員 等 

○ 申込・連絡先（要予約） 



（申込〆切り 7月 22日（木）） 

   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 

○ 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 栃木労働局雇用環境・均等室 

鹿沼市 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

イクメン応援講座（全 3回） 

―――――――――――――――――――――――― 

 仕事も子育ても頑張りたいパパとママを応援！パー 

トナーと一緒に、産後ケアや子育てについて考えたり、 

パパと子どもで休日ご飯作りを体験します。 

※希望の回のみの参加も可能です。 

○ 開催日 ①７/17（土） 

②９/４（土） 

③９/25（土） 

○ 時 間 ①10：00～12：00 

②10：00～11：30 

③10：00～13：00  

○ 会 場 パルティ とちぎ男女共同参画センター 

○ 対 象 ①子育て中・出産を予定＆希望している 

カップル、子育て支援者 

              （産後女性は２ヶ月以降の方、  

パパのみ・ママのみの参加も可） 

②父子（子どもは 1歳～未就学くらい 

まで）※ママの参加も可 

      ③父子又はパパのみ（子どもは年長～ 

小学４年生くらいまで） 

○ 定 員 ①30名（夫婦 15組） 

②30名 

mailto:utsunomiya-roj@pref.tochigi.lg.jp


③20名（父子 10組） 

○ 受講料 無料 ※③回目のみ材料費あり 

パパ 300円 子 200円 

○ 申込締切 ①６/22（火） 

②８/４（水） 

③８/25（水） 

※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。 

https://www.parti.jp/kouza/index_10.html 

（お問い合わせ先） 

(公財）とちぎ男女共同参画財団   028-665-7706 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

男女共同参画社会を考える"とちぎ県民のつどい"県民 

講座 

―――――――――――――――――――――――― 

 とちぎ男女共同参画センターでは、「男女共同参画 

社会を考える"とちぎ県民のつどい"県民講座」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 令和３（2021）年６月 26日（土） 

13：15～15：00 

○ テーマ 「めざそう！女性の参画で切り拓く未来」 

○ 会 場 とちぎ男女共同参画センター 

○ 受講料 無料 

○ 参加対象 どなたでも 

○ 申込締切 ６月 18日（金） 

○ 一時保育 満６ヶ月～未就学のお子さん 

（500円/１人） 

       （保育締切：６/11（金）） 

○ 申込方法 電話・FAXでお申込みください。 

※詳細はパルティ HPをご覧ください。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.parti.jp/kouza/index_02.html 

（お問い合わせ先） 

https://www.parti.jp/kouza/index_10.html
https://www.parti.jp/kouza/index_02.html


(公財）とちぎ男女共同参画財団   028-665-7706 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

とちぎウーマン応援塾 

―――――――――――――――――――――――― 

 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。 

是非お申込みください。 

 

○ 日 程 全７回 ①７/10(土) 

②８/21(土) 

③９/10(金) 

④９/11(土) 

⑤10/９(土) 

⑥10/30(土) 

⑦11/13(土) 

○ 会 場 とちぎ男女共同参画センター 

○ 受講料 無料 

○ 参加対象 地域活動・社会活動に参画する意欲 

のある女性 

○ 申込締切 ６月 18日（金） 

○ 一時保育 満６ヶ月～未就学のお子さん 

（500円/１人）（保育締切：6/18(金)） 

○ 申込方法 郵送・Eメール・FAX 

※詳細はパルティ HPをご覧ください。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.parti.jp/kouza/index_03.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 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 

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


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 

mailto:rousei@pref.tochigi.lg.jp

