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日頃よりお世話になっております。 

栃木県産業労働観光部労働政策課です。 

 

今月のいい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（令和４(2022)年６月１日号）をお送りしま

す。 

社内等で転送していただくなど、ぜひ皆様で御覧ください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（令和４(2022)年６月１日号） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

【今月号の内容】 

○栃木労働局「今月（６月）のおすすめ情報」の紹介 

○労働保険のお知らせ 

○令和４(2022)年度｢全国安全週間｣ 

○県内中小企業のテレワーク導入に対する助成（令和４(2022)年度とちぎテレワーク環整 

備導入支援補助金）について 

○とちぎ未来人材応援奨学金支援助成金の対象学生を募集します 

○働き方改革関連セミナーのお知らせ（那須烏山会場） 

○働き方改革関連セミナーのお知らせ（日光会場） 

○令和４(2022)年度「男女生き活き企業」コンテストを実施します！ 

○「男女共同参画セミナー 男女共同参画社会を考える“とちぎ県民のつどい”」の受講募 

集中！ 

○イクメン応援講座（全３回） 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

栃木労働局「今月（６月）のおすすめ情報」の紹介 

―――――――――――――――――――――――― 

栃木労働局では、主要な取り組み、重要なお知らせ 

を「今月のおすすめ情報」として発信しています。 

 

○令和４年度の労働保険の年度更新の手続きが始まり 

ます！ 



（令和４(2022)年６月１日(水)～７月 11 日(月）） 

○令和５(2023)３月高等学校卒業予定者の求人受付に 

ついて 

○行動災害を防止しましょう！ 

○雇用維持の確保を支援します！ 

○新型コロナウイルス感染症に係る小学校休業等に伴 

う保護者の休暇取得を支援します！ 

○人への投資」成長分野などの人材育成や定着に向け 

た支援 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/newpage_00411.html 

（お問い合せ先） 

 栃木労働局 雇用環境・均等室 TEL：028-633-2795  

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

労働保険のお知らせ 

―――――――――――――――――――――――― 

令和４(2022)年度労働保険（労災保険・雇用保険） 

の年度更新期間は､令和４(2022)年６月１日(水)～７ 

月 11 日(月)です。最寄りの労働局・労働基準監督署・ 

金融機関で、申告・納付をお願いします。 

労働保険のお手続きは「電子申請」を是非御活用く 

ださい。自宅やオフィスから 24 時間いつでも申請や 

届出が可能です。また、労働保険料の納付は口座振替 

や電子納付が便利です。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken.html 

（お問い合わせ先） 

栃木労働局 労働保険徴収室 028-634-9113 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

令和４(2022)年度「全国安全週間」 

―――――――――――――――――――――――― 

 労働災害は、長期的には減少しておりますが、就業 



人口の高齢化による高年齢労働者の労働災害や、転倒 

や腰痛などの労働者の作業行動に起因する労働災害が 

顕著に増加しています。これらの災害は、事業者が行 

う対策だけでは防ぐことが困難な場合もあるため、災 

害防止に向け労使一丸となった取組が求められていま 

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４年度「全国安全週間」スローガン 

 「安全は 急がず焦らず怠らず」 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25200.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

県内中小企業のテレワーク導入に対する助成（令和４ 

(2022)年度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、県内中小企業におけるテレワーク導入に向 

けた環境整備を一層促進することを目的とし、厚生労 

働省が実施する人材確保等支援助成金を活用して新た 

にテレワーク導入に取り組む中小企業に対し、上乗せ 

補助を行います。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/tochigiteleworkhojokin.html 

（お問い合わせ先） 

労働政策課 労働経済・福祉担当 028-623-3217 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

とちぎ未来人材応援奨学金支援助成金の対象学生を募 

集します 



―――――――――――――――――――――――― 

県では、県内の製造業、卸売業・小売業、情報通信 

業、宿泊業（大企業の場合は、県内に本社機能がある 

場合に限る。）に就職する大学生等の奨学金返還に係 

る助成制度を設け、将来の栃木県の産業界を担う人材 

を募集します。 

 インターンシップ等に訪れた学生に周知いただき、 

貴社の人材確保に御活用ください。 

 

○募集期間  

 令和４(2022)年５月９日(月)～12 月５日(月) 

○応募対象 

 大学３年生（６年制大学の場合は５年生）、大学院 

修士課程１年生、短期大学１年生、高等専門学校４ 

年生 

○対象となる奨学金制度 

 ・(独)日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種 

奨学金 

 ・(公財)栃木県育英会の一般奨学金 

 ・(独)日本学生支援機構 HP掲載の奨学金事業実施 

団体奨学金 

 ・その他の知事が認める貸与型奨学金 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/work/koyou/koyou/miraijinzaiouensyougakukin.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（那須烏山会場） 

―――――――――――――――――――――――― 

新型コロナウイルスの影響で労働環境が激変してい 

る現在、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。 

当日は働き方改革推進支援助成金に加え、今年度か 

ら中小企業・小規模企業にも義務化されたハラスメン 



ト防止措置等についても御説明します。 

※参加者はマスクの着用をお願いいたします。 

 

○日 時 令和４(2022)年６月 23日(木)  

13:30～16:00（受付 13:00～） 

       セミナー 13:30～15:30   

相談会  15:30～16:00（先着順） 

○場 所 烏山公民館（那須烏山市中央２－13－８） 

○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(助成金関係) 

    栃木働き方改革推進支援センター 窓口支援 

    専門家 

   ・那須烏山市施策案内 

    那須烏山市商工観光課 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）  

   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 

○申込〆切 ６月 16 日（木） 

○主 催 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、那須烏山市 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

働き方改革関連セミナーのお知らせ（日光会場） 

―――――――――――――――――――――――― 

新型コロナウイルスの影響で労働環境が激変してい 

る現在、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。 



当日は働き方改革推進支援助成金に加え、今年度か 

ら中小企業・小規模企業にも義務化されたハラスメン 

ト防止措置等についても御説明します。 

 ※参加者はマスクの着用をお願いいたします。 

 

○日 時 令和４(2022)年７月 14日(木)  

13:30～16:00（受付 13:00～） 

       セミナー 13:30～15:30   

相談会  15:30～16:00（先着順） 

○場 所 日光市役所中会議室 203（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(助成金関係) 

    栃木働き方改革推進支援センター 窓口支援 

    専門家 

   ・日光市施策案内 

    日光市観光経済部商工課 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） 

   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 

○申込〆切 ７月７日（木） 

○主 催 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、日光市 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

令和４(2022)年度「男女生き活き企業」コンテストを 

実施します！ 



―――――――――――――――――――――――― 

県では、女性の活躍推進や働き方の見直しを通じて、 

誰もがいきいきと働ける環境づくりに積極的に取り組 

む企業等を、「男女生き活き企業」として認定する制 

度を実施しています。 

こうした認定企業を対象に、女性の活躍推進及び働 

き方の見直し等に関する優れた特色ある取組を行って 

いる企業等を募集する、「男女生き活き企業コンテス 

ト」の公募を開始しました。応募期間は、令和４(202 

2)年７月 29 日(金)までです。 

みなさまの御応募お待ちしております！ 

☆男女生き活き企業認定は随時受付ております。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=1485 

（お問い合わせ先） 

人権・青少年男女参画課 男女共同参画担当  

028-623-3074 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「男女共同参画セミナー 男女共同参画社会を考える 

“とちぎ県民のつどい”」の受講者募集中！ 

―――――――――――――――――――――――― 

 「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」の開催にあ 

わせ、スポーツ分野における男女共同参画、その現状 

と課題を考え、男女共同参画社会の実現に向けた理解 

を深めるための講座を開催します。 

 スポーツの世界でのジェンダー平等を知り、あらゆ 

る分野で女性が活躍していくためのヒントを学びまし 

ょう！ 

 

○日時 令和４(2022)年７月９日(土) 

13:15～15:30 

○テーマ 「スポーツから考えるジェンダー平等～ 

女性リーダーの役割～」 

○会場 パルティ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 

○申込〆切 ７月１日(金) 

○一時保育 満６ヶ月～未就学のお子さん（500 円 

       /１人）（保育〆切 ６月 24日(金）) 

○申込方法：パルティ HP、FAX、電話、来館 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.parti.jp/kouza/index_zen01.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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

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、産後ケアや性教育について考えたり、 

パパと子どもでもっと楽しく遊ぶ子育てのコツなどを 

学びます。 

※希望の回のみの参加も可能です。 

○開催日   ①７月 23日(土)  

②９月３日(土) 

        ③９月 24日(土） 

○時  間   ①10:00～12:00  

②10:00～11:30  

③10:00～12:00  

○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、子育て支援者等 

            （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 

       ③３歳～10歳くらいまでの子を持つパパ、 

子育て支援者等 ※ママの参加も可 



○定  員    ①30 名（夫婦 15組）  

②30 名  

③30 名 

○受講料   無料  

○申込〆切 ①６月 28日(火)  

②８月３日(水） 

③８月 24日(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_zen09.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 

 

 

 


