
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９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９月１日号） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

【今月号の内容】 

○「働く女性に届けたい！とちぎ五・七・五のエール」川柳を募集しています！ 

○「働く女性にエール！カフェ」の参加者募集について 

○「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 

○「～はじめてのテレワーク～テレワーク導入支援事業（専門家派遣）」の募集について 

○「働き方改革推進サポート講座」を開催します！ 

○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（真岡会場） 

○働き方改革関連セミナーのお知らせ（宇都宮会場） 

○労務管理セミナー 職場のパワーハラスメントとメンタルヘルス  

～変形労働制と長時間労働是正のポイントとあわせて～を開催します。 

○「理工系女子のキャリアデザインセミナー」を開催します 

○男の料理教室 ～体にやさしい健康料理♪（全２回） 

○「女性への暴力を考える講演会」の受講者募集中！ 

○一般社団法人 日本テレワーク協会からのお知らせ 

○栃木労働局「今月（９月）のおすすめ情報」の紹介 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「働く女性に届けたい！とちぎ五・七・五のエール」 

川柳を募集しています！ 

―――――――――――――――――――――――― 

県では、第一生命保険株式会社との包括連携協定の 



取組の一環として、とちぎの女性活躍を推進するため 

「働く女性に届けたい！とちぎ五・七・五のエール」 

と題した川柳を下記のとおり募集しています。女性・ 

男性問わず、皆さまからのユニークな作品をお待ちし 

ております！是非、御応募ください。 

 

○応募期間 令和４(2022)年７月１日（金）～９月 15 

日（木） 

○テーマ 忙しい毎日を送る働く女性の日常のあるあ 

るや、がんばる女性への応援など 

○プレゼント 選出された優秀作品（31 作品）に栃木 

名産品を贈呈します！ 

○発表 優秀作品については 10 月下旬に発表します。 

○応募方法 下記 URL の応募用紙に必要事項を記入の 

上、第一生命保険株式会社栃木支社の生 

涯設計デザイナーにお渡しいただくか、 

郵送にて第一生命保険会社栃木支社の担 

当窓口まで送付してください。 

（下記 URL の 2次元コードからも応募い 

ただけます。） 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/houdou/documents/jokatsusenryu.pdf 

（お問い合せ先） 

労働政策課 労働経済・福祉担当 TEL 028-623-3217 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「働く女性にエール！カフェ」の参加者募集について 

―――――――――――――――――――――――― 

女性活躍推進に取り組む企業の人事労務担当者や女 

性社員の皆様を対象に、女性が働きやすい環境づくり 

への理解を深めるための、セミナー及びワークショッ 

プをオンラインで開催します。是非、御応募ください。 

 

○開催日 第１回  令和４年(2022)９月 13日（火） 

13：30～15：50 



第２回  令和４年(2022)10 月 20 日（木） 

13：30～15：50 

○テーマ 第１回 セミナー「働きやすい」職場とは 

         ワークショップ 課題洗い出し編 

第２回 セミナー 働きやすい職場に変え 

ていくためには 

         ワークショップ ステップアップ 

         編 

○対 象 女性活躍推進に取り組む企業の人事労務担 

当者・女性社員等 

○定員 各回 30 名 

○参加費 無料 

○申込期限 第１回 ９月９日（金） 

第２回 10 月 17 日（月） 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://we-tochigi.sakura.ne.jp/Yell/2022/ 

（お問い合せ先） 

労働政策課 労働経済・福祉担当 TEL 028-623-3217 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「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 

の取得に向けた支援を行います。是非、御応募くださ 

い。 

 

○支援期間 令和４(2022)年４月から令和５(2023)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 TEL 0287-67-3023（県委託先） 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「～はじめてのテレワーク～テレワーク導入支援事業 

（専門家派遣）」の募集について 

―――――――――――――――――――――――― 

県では、テレワークを新たに導入する中小企業に対 

して、社会保険労務士等の労務管理の専門家及びシス 

テム等の専門家を派遣し、課題点・解決策の助言など、 

導入に向けた支援を行います。是非、御応募ください。 

 

○対象 栃木県内の新規にテレワーク導入を希望する 

中小企業 

○募集数 10 社 

○支援回数 １事業所あたり５回程度 

○派遣費用 無料（システム機器導入費用、就業規則 

      改定等に要する費用は含まれません。） 

○派遣方法 訪問又はリモート 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

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

（お問い合せ先） 

TMC 経営支援センター TEL 0287-67-3023(県委託先) 

 



 

―――――――――――――――――――――――― 

「働き方改革推進サポート講座」を開催します！ 

―――――――――――――――――――――――― 

県では、企業において働き方改革を推進する方を対 

象に、働き方改革の推進に必要な課題の把握や、解決 

に向けた具体的な方策の検討を行う講座を開催します。 

是非、御参加ください。 

 

○開催日 

 ①令和４(2022)年 10 月 14 日(金)  

 ②令和５(2023)年１月 19 日(木) 

 ※時間はどちらも 13：30～16：00 

（13：00 から接続可能、受付開始） 

○開催方法 

 ①オンライン開催（ZOOM ミーティング） 

 ②会場開催（県庁河内庁舎３階中会議室（宇都宮市）） 

○内容 

 ・課題解決サポート研修「働きやすい環境の整備と 

生産性向上のポイントについて」 

 ・先行事例の紹介 

 ・ワークショップ  

○対象 栃木県内の企業において働き方改革を推進す 

る立場の方 

（経営者、人事総務担当者、推進担当者等）   

○受講料 無料 

○定員 40 名 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

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

（お問い合せ先） 

TMC 経営支援センター TEL 0287-67-3023(県委託先) 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

移住支援金対象法人・求人を募集しています！ 

 



―――――――――――――――――――――――― 

県が運営している就職支援サイト「WORKWORK（わく 

わく）とちぎ」では、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） 

（お問い合せ先） 

労働政策課 雇用対策担当 TEL 028-623-3224 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

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。 

 ※新型コロナウイルス感染拡大状況により変更・中 

止となる場合がありますので御了承ください。 

 

○日 時 令和４(2022)年９月 30日（金）  

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 

     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 

    電話 028-626-3053 

    FAX 028-626-3054 

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

○申込〆切 ９月 23 日（金）  

○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/hatarakikataseminor202207.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

働き方改革関連セミナーのお知らせ（宇都宮会場） 

―――――――――――――――――――――――― 

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 

を開催します。 

当日は働き方改革に関する制度説明のほか、県内３ 

企業が取組事例を発表します。 

 ※参加者はマスクの着用をお願いします。 

 ※新型コロナウイルス感染拡大状況により変更・中 

  止となる場合がありますので御了承ください。 



 

○日 時 令和４(2022)年 11 月９日（水）  

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 県庁河内庁舎 5 階大会議室 

（宇都宮市竹林町 1030-2） 

○参加費 無料 

○テーマ・講師 

   ・働き方改革セミナー 

｢これからの雇用の確保に向けて」 

      栃木働き方改革推進支援センター  

窓口支援専門家 

   ・企業事例発表 

      ＊株式会社関口  

      専務 関口大二郎氏 

     ＊株式会社壮関 

      管理部総務人事課 課長 薄井美雪氏 

     ＊関綜エンジニアリング株式会社 

      管理本部総務人事部主任 金井真里子氏 

○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） 

    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 11 月２日（水）  

○主 催 栃木県内４労政事務所 

(宇都宮・小山・大田原・足利) 

     栃木働き方改革推進支援センター 

 

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！ 

近日中に宇都宮労政事務所 HPでも公表しますので 

御覧ください。 



 

 

―――――――――――――――――――――――― 

労務管理セミナー 

 職場のパワーハラスメントとメンタルヘルス 

～変形労働制と長時間労働是正のポイントとあわせて～ 

を開催します。 

―――――――――――――――――――――――― 

ハラスメント防止対策とメンタルヘルスの基礎知識、 

及び変形労働制や長時間労働対策について、企業の皆 

様に取組を進めていただくための２回シリーズの 

セミナーです。 

是非御参加ください。 

 

○日 時 第１回 令和４(2022)年 10 月 13 日（木） 

 13:30～15:00 

    第２回 令和４(2022)年 10 月 20 日（木） 

 13:30～15:00 

○開催方法 ZOOM MEETING による WEB 開催 

○参加費 無料 

○内 容 

第１回 ・職場におけるハラスメント防止対策 

        ～パワハラ対策義務化、事業主の講 

ずべき措置～ 

      講師：栃木労働局 雇用環境・均等室  

室長補佐 川村 繁子氏 

    ・変形労働制の取り扱い～労務の実務～ 

      講師：栃木働き方改革推進支援センタ 

ー 窓口支援専門家 

第２回 ・職場のメンタルヘルス～周囲の気づき 

と援助～ 

       講師：栃木県精神保健福祉センター  

所長（医学博士・精神保健指定 

医）島田 達洋氏 

・長時間労働是正のポイント～企業の 

労務管理～ 



       講師：栃木働き方改革推進支援センタ 

ー 窓口支援専門家 

○対象者 企業の経営者、管理職、総務・人事担当者 

     等 

○定員  30 名（先着順） 

○申込先 県足利労政事務所 

(電話：0284-41-1241) 

○申込方法  

(詳細は、県のホームページを御覧ください。) 

   ・FAX： 0284-41-1280 

   ・郵送： 〒326-8555 足利市伊勢町 4-19 

     県足利労政事務所 

   ・e-mail： ashikaga-roj@pref.tochigi.lg.jp 

○申込期限  10 月６日（木） 

○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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「理工系女子のキャリアデザインセミナー」を開催し 

ます 

―――――――――――――――――――――――― 

理工系分野で働く女性はまだ少数派。今後のキャリ 

アビジョンについて、県内の理工系同士で情報交換し 

ませんか？女性社員の方、女子大学生の方、気軽に参 

加してみてください。 

皆様の御参加をお待ちしております。 

 

○日時 令和４(2022)年９月 23 日（金） 

13:00～16:00（開場 12:30） 

○場所 栃木県庁本館６階大会議室 1 

○内容 

【第１部】理工系トップリーダーの講演会 

「理工系のキャリアデザイン」 

講師：中央大学特任教授 行木陽子氏 

【第２部】参加者の交流会 



「理工系のキャリアカフェ」 

○定員 50 名程度 

○対象 県内の理工系職種で働く女性社員、理工系 

職種への就職に興味がある女子大学生等 

企業の理工系部門を所管する責任者や人事担 

当者（男性も可） 

○申込期限 ９月 20 日（火） 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=1531 

主催 栃木県人権・青少年男女参画課  

TEL 028-623-3074 

申込・問合せ先  

（株）ワークエントリー栃木事業部 

 TEL 028-612-8643 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

男の料理教室 ～体にやさしい健康料理♪（全２回） 

―――――――――――――――――――――――― 

楽しく、美味しく、健康に！料理の基本を学びます。 

○開催日・内容 

➀令和４(2022)年 10 月 22（土） 

レンジで簡単おいしいごはん               

②令和４(2022)年 12 月 10（土） 

おしゃれな洋風料理 ～ピラフ＆煮込み～ 

○講師：管理栄養士 肥満症生活習慣改善指導士  

南木 彩 

○時間 10：00～14：00 ※全２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 20 名 

○受講料 1,000 円（別途材料費 1,000 円※全２回分） 

○申込〆切 ９月 21 日（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） 

※新型コロナ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_kou12.html 

（お問い合せ先） 

(公財）とちぎ男女共同参画財団 TEL 028-665-7706 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「女性への暴力を考える講演会」の受講者募集中！ 

―――――――――――――――――――――――― 

 被害者と加害者では、暴力に対する受取方には決定 

的な断裂があります。加害者は自分の暴力をどのよう 

に意味づけ正当化しているのか。加害者の実像と社会 

背景、そして日本における加害者対策等について学ぶ 

講座です。 

 

○日時 令和４(2022)年 10 月 29 日（土）  

13：30～15：30 

○テーマ「親密な関係における暴力と男性問題～ＤＶ 

被害者支援としての加害者対策について～」 

○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 

○申込締切 10 月 19 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_kou02.html 

（お問い合せ先） 

とちぎ男女共同参画センター  

事業推進課 TEL 028-665-8323 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

一般社団法人 日本テレワーク協会からのお知らせ 



―――――――――――――――――――――――― 

～最新情報～  

テレワーク推進賞表彰 応募受付中！! 

 ～あなたの会社のテレワークの取り組みを応募して 

みませんか？ 

 

日本テレワーク協会では「テレワーク推進賞」の募 

集を 7月 1日(金)にスタートしました。 

皆様、応募の準備は進んでいらっしゃいますか？ 

「テレワーク推進賞」は、22年前の 2000 年(平成 

12 年)にスタートした国内でもっとも歴史のあるテレ 

ワークに関する表彰事業です。これまでに延べ 339 の 

企業、団体、個人を表彰しその取り組みを広く社会に 

周知してきました。開始当時は大企業のサテライトオ 

フィス活用など現在に比べると限られた中での表彰で 

した。しかしこの数年は中小企業や地域で活動する企 

業・団体も多くご応募いただき、昨年度は受賞 15企業・ 

団体のうち、7つが中小企業、地方自治体の受賞とな 

りました。 

 テレワーク活用による柔軟な働き方実現のための取 

組み、工夫は各社様々です。是非、従業者が「わくわ 

く」「いきいき」する御社の取組みをご紹介いただけれ 

ばと存じます。 

 

○募集期間  

令和４(2022)年 7月 1 日(金)～9 月 15 日（木） 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

 https://japan-telework.or.jp/associationactivities/suishin/ 

（お問い合わせ先） 

一般社団法人 日本テレワーク協会（JTA）事務局 

 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1-8-11 東京 

YWCA 会館 3 階 

             TEL 03-5577-4572  FAX 03-5577-4582 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 



栃木労働局「今月（９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。 

○産後パパ育休（出生時育児休業）等が 10月１日か 

ら施行されます！ 

～規定の整備はお済ですか？改正育児・介護休業法 

が、令和４年４月 1日から段階的に施行中‼～ 

○行動災害・熱中症を防止しましょう！ 

○業務改善助成金（通常コース）は令和４年度も実施 

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 

○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！ 

詳細はこちら↓をご覧ください。 

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

（お問い合わせ先） 

 栃木労働局 雇用環境・均等室 

 TEL 028-633-2795  

 

 

【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 

 

 

 



 

 

 

 

 


