
各位  

 

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７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７月１日号） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

【今月号の内容】 

○栃木労働局「今月（７月）のおすすめ情報」の紹介 

○テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰～輝くテレワーク賞～について 

○夏季における年次有給休暇の取得促進について 

○退職金は国の制度を上手に活用 

○不妊症・不育症ピアサポーター等の養成研修について 

○一般社団法人 日本テレワーク協会からのお知らせ 

○「女性が働きやすい企業推進事業アドバイザー派遣」の募集について 

○移住支援金対象法人・求人を募集しています！ 

○働き方改革関連セミナーのお知らせ（日光会場） 

○働き方改革関連セミナーのお知らせ（真岡会場） 

○「佐野地区働き方改革セミナー」を開催します 

○「働き方改革実践セミナー＆個別相談会」のお知らせ（大田原会場） 

○「日光で働こう！！」合同就職説明会・面接会のお知らせ 

○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！ 

○女性と子どものための護身術 ～WEN-DO～ 親子クラス（午前） 

○「男女共同参画セミナー 公開講座２０２２」の受講者募集中！ 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

栃木労働局「今月（７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。 

○業務改善助成金（通常コース・特例コース）は令和 

４年度も実施します！ 

○雇用の維持・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！ 

○行動災害・熱中症を防止しましょう！ 

○求職者・求人者マイページが便利です！ 

○労働保険の年度更新の手続きは電子申請が便利です！ 

○「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 TEL028-633-2795  

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰～輝くテレワ 

ーク賞～について 

―――――――――――――――――――――――― 

厚生労働省では、仕事と育児等の両立や時間の有効 

活用などによって、ワーク・ライフ・バランスの向上 

に繋がるとともに、介護離職等による人材の流出防止 

に資するなど様々なメリットがある働き方であるテレ 

ワークに関し、表彰制度を設けテレワークの活用によ 

って労働者のワーク・ライフ・バランスの実現におい 

て顕著な成果をあげた企業等を表彰しています。是非 

御応募ください。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://kagayakutelework.jp/award/ 

（お問い合せ先） 

一般社団法人日本テレワーク協会内 

｢テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰｣事務局 

TEL03-5577-4572 

 



 

―――――――――――――――――――――――― 

夏季における年次有給休暇の取得促進について 

―――――――――――――――――――――――― 

 ゆったり休暇で、夏を満喫。心身ともに充実を。 

現在新型コロナウイルス感染症対策として実践して 

いる、新しい働き方・休み方をこれからも続けていく 

ためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資す 

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://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/ 

（お問い合せ先） 

厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課 

TEL03-5253-1111 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

退職金は国の制度を上手に活用 

―――――――――――――――――――――――― 

中小企業退職金共済（中退共）制度は中小企業のた  

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。※一部対象外あり                                  

掛金の納付方法は口座振替となっており、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。 

https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/ 

（お問い合わせ先） 

（独）勤労者退職金共済機構  

中小企業退職金共済事業本部 TEL03-6907-1234 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

不妊症・不育症ピアサポーター等の養成研修について 



―――――――――――――――――――――――― 

不妊症・不育症でお悩みの方に身近に寄り添い共感 

できる、ピアサポーター等の養成研修を行います。 

厚生労働省の委託により、日本助産師協会が主催し 

ています。 

研修会の受講料は無料です。 

研修の対象となる方は医療従事者だけでなく一般の 

方々（不妊症・不育症でお悩みの方、不妊治療や流産 

等の経験者やピアサポートに興味のある方・不妊治療 

と仕事の両立支援に取り組む方）も研修対象者となり、 

幅広く支援者を募集しています。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.peersupporter.info/ 

（お問い合わせ先） 

公益財団法人 日本助産師会 TEL0120-973-730 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

一般社団法人 日本テレワーク協会からのお知らせ 

―――――――――――――――――――――――― 

日本テレワーク協会では、ICT(情報通信技術)を活用 

した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方であるテ 

レワークを、広く社会に普及・啓発するため、国の取 

組やシンポジム、セミナー等の最新情報をホームペー 

ジ・メールマガジン等でご案内しています。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://japan-telework.or.jp 

（お問い合わせ先） 

一般社団法人日本テレワーク協会 TEL03-5577-4572 

 

～最新情報～ 

○気軽に無料で相談できる、自治体・企業向け「地方 

創生テレワーク相談窓口」のご案内【内閣府】 

■自治体用相談窓口はこちら(無料)↓ 

https://www.chisou.go.jp/chitele/jichitai/support-center/ 

■企業用相談窓口はこちら(無料)↓ 



https://www.chisou.go.jp/chitele/company/support-center/ 

 

○テレワークセミナーの開催(第３回) 【厚労省】 

 【日時】令和４(2022)年７月 28 日（木） 

    13:00～16:00（オンライン接続開始 12:50～） 

 【定員】200 名 

 【申込】参加無料/事前登録制   

詳細はこちら（↓）を御覧ください。

https://kagayakutelework.jp/seminar/2022/0728.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「女性が働きやすい企業推進事業アドバイザー派遣」 

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、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」認定の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４年４月から令和５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 

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。 



https://tmc-soudan.com/tochigi/workstyle-support2022/woman/ 

（お問い合わせ先） 

TMC 経営支援センター TEL0287-67-3023 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

移住支援金対象法人・求人を募集しています！ 

―――――――――――――――――――――――― 

県では、就職支援サイト「WORKWORK（わくわく）と 

ちぎ」を運営しており、無料で求人情報を掲載するこ 

とができます。 

また、同サイトにて「移住支援金対象法人・求人」 

に登録すると、栃木県への UIJ ターン就職希望者に求 

人情報が届きやすくなります。貴社の人材確保にぜひ 

御活用ください。  

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://workwork-tochigi.jp/ 

（WORKWORK とちぎトップページ） 

https://workwork-tochigi.jp/project/  

（移住支援金対象法人・求人登録申請ページ） 

（お問い合わせ先） 

労働政策課 雇用対策担当 TEL028-623-3224 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

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下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 

を開催いたします。 

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 

   TEL 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 

県内いずれの地域からも御参加いただけます。 

ぜひお越しください！ 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/f57/r4hatarakikataseminpor.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

働き方改革関連セミナーのお知らせ（真岡会場） 

―――――――――――――――――――――――― 

 新型コロナウイルスの影響下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 



を開催いたします。 

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します。 

○日 時 令和４(2022)年９月 27日（火）  

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 真岡市役所 405 会議室（真岡市荒町 5191） 

○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 

   ・真岡市施策案内 

      真岡市産業部商工観光課 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 

   TEL 028-626-3053 

   FAX 028-626-3054 

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

○申込〆切 ９月 20 日（火） 

○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、真岡市 

県内いずれの地域からも御参加いただけます。 

ぜひお越しください！ 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/f57/r4hatarakikataseminpor.html 

 

 



―――――――――――――――――――――――― 

「佐野地区働き方改革セミナー」を開催します 

―――――――――――――――――――――――― 

働き方改革の取組のポイントと活用できる国等の助 

成金等に係るセミナーを開催します。 

是非御参加ください。 

 

○日 時 令和４(2022)年７月 13日（水）  

13:30～14:50 

○場 所 Web 開催（Zoom 利用） 

○参加費 無料 

○内 容 

  ①働き方改革・取組のポイント 

～国や県の助成金制度とあわせて～ 

   講師：栃木働き方改革推進支援センター  

窓口支援専門家 

  ②佐野市の企業向け支援施策のご案内 

   ～事業所等新しい働き方導入促進補助金 他～ 

   講師：佐野市産業政策課 職員 

  ③個別相談会 希望者のみ 

○対象者 企業の経営者、管理職、総務・人事担当者 

     等 

○申込先 県足利労政事務所 

(TEL：0284-41-1241) 

○申込方法  

  ①FAX：0284-41-1280 

  ②E-mail：ashikaga-roj@pref.tochigi.lg.jp 

  ③郵送：〒326-8555 足利市伊勢町 4-19   

県足利労政事務所 

○申込期限 ７月６日（水） 

○主 催 県足利労政事務所、 

     栃木働き方改革推進支援センター、佐野市 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「働き方改革実践セミナー＆個別相談会」のお知らせ 



（大田原会場） 

―――――――――――――――――――――――― 

令和元(2019)年より働き方改革関連法が順次施行さ 

れ、働き方が大きく見直されるとともに、今年度は職 

場におけるハラスメント対策の義務化が、中小企業に 

も適用されることとなりました。 

中小企業における働き方改革、ハラスメント対策に 

ついて詳しく解説します。 

○日時 令和４(2022)年７月 28 日(木） 

    13:30～15:30（受付 13:00～） 

○場所 トコトコ大田原３階大会議室 

（大田原市中央 1-3-15） 

○内容 「ハラスメント対策」 

     講師 栃木労働局雇用環境・均等室  職員    

「助成金を活用した働き方改革」 

     講師 栃木働き方改革推進支援センター  

窓口支援専門家 

○個別相談会（15:30～）希望者 

〇対象者 経営者、労務管理担当者 等 

〇定員 20 名 

〇申込〆切 ７月 21 日（木） 

○申込先 県大田原労政事務所（〒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 

〇主催 県大田原労政事務所 

栃木働き方改革推進支援センター 

（栃木労働局委託事業） 

〇共催 大田原市、大田原市商工会議所、黒羽商工会 

湯津上商工会 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

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

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「日光で働こう！！」合同就職説明会・面接会のお知 



らせ 

―――――――――――――――――――――――― 

「日光で働こう!!」合同就職説明会・面接会を以下 

のとおり開催します。 

※参加の際は会場入口での検温・マスクの着用をお願 

いします。 

☆参加無料＆入退場自由、企業から説明を聞くだけで 

も OKです。 

☆午前の部・午後の部の 2 部制になっています。 

☆キャリアカウンセラーによる相談コーナーもありま 

す。 

☆無料託児(要予約)もあるので、小さなお子様をお連 

れの方も安心です。 

 

○日 時 令和４(2022)年８月４日（木）  

       第１部 10:00～12:00  

(受付 9:30～11:30) 

       第２部 14:00～16:00  

(受付 13:30～15:30) 

○場 所 道の駅日光 日光街道ニコニコ本陣 

（ニコニコホール） 

     （日光市今市 719-1） 

○対 象 日光市の企業に興味がある方 

     （年齢制限なくどなたでも御参加いただけ 

ます。） 

○問合先 日光市 商工課 しごとづくり推進係 

     TEL 0288-21-5136 

     FAX 0288-21-5121 

     ※予約なしでも御参加いただけますが、事 

前に申込書を提出すると受付がスムーズ 

です。 

○主 催 日光市、日光雇用協会 

○共 催 日光公共職業安定所、県宇都宮労政事務所、 

日光商工会議所、足尾町商工会、産業雇用 

安定センター栃木事務所 

皆様の御参加をお待ちしております! 



詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

(日光市 HP)  

 https://www.city.nikko.lg.jp/shoukou/setsumeimensetsukai2022.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

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け付けております。 

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  

TEL028-623-3074 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

女性と子どものための護身術 ～WEN-DO～ 親子クラ 

ス（午前） 

―――――――――――――――――――――――― 

女性、子どもの力でいざという時に自分で自分を護 

る！ 

危険な場面を回避する方法や、現場からとにかく逃 

げて、助けを求める方法を学びます。 

 



○開催日 令和４(2022)年８月 27日(土) 

     10:00:～12:00   

○内容 実際にロールプレイ体験を通して、自分の身 

    を守る方法を、親子で学びませんか？  

① 講義 護“心”術（暴力に気付く・避ける、 

自分を大切にするには） 

② 実技 護身術（行動を起こす、体の中の急所、 

防御の方法、手首をつかまれた時のはずし方 

など) 

○講師 リアライズ YOKOHAMA 代表 橋本 明子 

○会場 パルティ とちぎ男女共同参画センター 

○対象 小学校 1 年生～小学校 3 年生の児童と女性の 

    保護者      

○定員 10 組（20名）  

○申込〆切 ７月 27 日（水） 

○受講料 小学生 500 大人 1,000 円  

○一時保育 お子様一人につき 1回 500 円（満６ヶ月 

      以上の未就学児 

※新型コロナウイルス感染症の状況により講座が中止・ 

延期・内容変更・オンライン開催になることがありま 

す。 

最新の情報についてはホームページで御確認ください。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.parti.jp/kouza/index_zen12.html 

（お問い合わせ先） 

(公財）とちぎ男女共同参画財団  TEL028-665-7706 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「男女共同参画セミナー 公開講座２０２２」の受講 

者募集中！ 

―――――――――――――――――――――――― 

アンコンシャス・バイアスは無意識の思い込みとも 

呼ばれ、無意識の行動や発言で相手を傷つけたりハラ 

スメントの増加を招くこともあります。アンコンシャ 

ス・バイアスの知識や対処法を学び、偏見の解消を進 



めるための講座です。 

 

○日時：９月 15 日（木）13:30～15:30 

○テーマ：「アンコンシャス・バイアス」を知る、気 

づく、対処する 

    ～ひとりひとりが活躍するために必要なこと～ 

○開催方法：Zoom を使用したオンライン講座 

○受講料：無料 

○参加対象：どなたでも 

○申込〆切：９月７日（水） 

○申込方法：パルティ HP 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.parti.jp/kouza/index_zen05.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  

TEL028-665-8323 

 

 

【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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


