
いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（令和元（2019）年９月１日号） 
 
【今号の内容】 
●がん患者の治療と仕事の両立支援セミナーの開催 
●「過重労働解消のためのセミナー」の御案内 
●全国安全衛生週間について 
●「とちぎ女性・高齢者等新規就業支援事業企業セミナー」を開催します 
●「障害者雇用推進トップセミナー」を開催します 
●社会人スキル UP セミナーのお知らせ 
●在職者向け技能講習のご案内 
●男女共同参画セミナー公開講座 2019 の開催 
●ポジティブディシプリン講座～がんばりすぎない前向き子育てを開催します！ 
 
 
―――――――――――――――――――――――― 
がん患者の治療と仕事の両立支援セミナーの開催 
―――――――――――――――――――――――― 
 県内では、毎年１万４千人の方ががんと診断され、 
そのうち３割が働く世代です。 
 医療の進歩等により、治療を受けながら仕事を続け 
ることが可能になってきておりますが、対応に苦慮さ 
れているケースが少なくありません。 
 県健康増進課では、社員ががんになっても治療と仕 
事を両立できる職場環境づくりのため、企業の担当者 
等を対象にセミナーを開催します。是非御参加くださ 
い。 
 
１ 日時 令和元（2019）年 10 月１日（火） 

13：30～15：50 
２ 会場 栃木県庁研修館４階講堂 
３ 内容 

講演「がん治療と仕事の両立」 
講師：中川恵一氏 

（東京大学医学部附属病院准教授） 
事例発表 
発表者：(有)タテヌマテクノ、(株)足利銀行 

 
詳細はこちら（↓）を御覧ください。 
http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/r1ryouritusiennsemina.html 



（問い合わせ先） 
健康増進課がん・生活習慣病担当 
廣瀬、飯島（028-623-3096） 

 
 
―――――――――――――――――――――――― 
「過重労働解消のためのセミナー」の御案内 
―――――――――――――――――――――――― 
 厚生労働省では、過重労働防止対策に必要な知識や 
ノウハウを習得するためのセミナーを開催します。 
企業がどのように課題解決を行ったのか、そのプロ 

セスや改善の状況、業績に与える影響などについて、 
具体的取組の例を講師が御紹介いたします。 
 
詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

 http://partner.lec-jp.com/ti/overwork/ 
 
 
―――――――――――――――――――――――― 
全国安全衛生週間について 
―――――――――――――――――――――――― 

10 月１日（火）から７日（月）までは、令和元年 
度「全国労働衛生週間」です（９月１日～30 日は準 
備期間とされています）。 
 全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境 
の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めると 
ともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康 
を確保することなどを目的としています。 
 それぞれの職場における健康管理や職場環境を見直 
し、だれもが輝くことのできる職場を目指しましょう 
。 
＜スローガン＞ 
健康づくりは 人づくり みんなでつくる 健康職場 
 
詳細はこちら（↓）を御覧ください。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05680.html 
 
 

―――――――――――――――――――――――― 



「とちぎ女性・高齢者等新規就業支援事業企業セミナ 
ー」を開催します 
―――――――――――――――――――――――― 
 人手不足に直面する地域の中小企業等の人材確保策 
として、女性・高齢者等の活用などを御検討いただく 
ためのきっかけとなるような様々なセミナー等を県内 
４地区（県央、県東、県南、県北）で実施します。 
新たな人材確保策に御興味のある企業等の皆様の御 

参加をお待ちしております。 
【県央地区】 
〔第１回〕 
日時：10 月 15 日（火） 13:30～15:30 
会場：ホテル東日本宇都宮 平安の間 

（宇都宮市上大曽町 492-1） 
内容： 
第１部 基調講演 「企業は人なり」を本気で考えた 
講師 株式会社山岸製作所 代表取締役 山岸良一 氏 

第２部 多様な働き方実現セッション 
（パネルディスカッション） 

〔第２回〕 
日時：11 月５日（火） 13:30～15:30 
会場：とちぎ男女共同参画センター 

（宇都宮市野沢町 4-1） 
内容： 
第１部 講座～そろそろやめませんか 

「女性・シニアでもいいかな採用」 
第２部 多様な人材採用ワークショップ 
〔第３回〕 
日時：11 月 21 日（木） 13:30～15:30 
会場：とちぎ男女共同参画センター 

（宇都宮市野沢町 4-1） 
内容： 
第１部 講座～本気で取り組みませんか 

「女性・シニア人材戦力化」 
第２部 多様な人材活躍ワークショップ 
【県南地区】 
〔第１回〕 
日時：９月 13 日（金） 13:30～16:00 
会場：小山市立中央公民館第１研修室 



（小山市中央町 1-1-1 小山市中央市民会館内） 
内容： 
第１部 「働き方改革の進め方と人材採用」 
第２部 「働き方改革の制度解説」 

～同一労働同一賃金 PART1～ 
〔第２回〕 
日時：10 月７日（月） 13:30～16:00 
会場：栃木市役所３階正庁（栃木市万町 9-25） 
内容： 
第１部 「働き方改革の進め方と人材定着」 
第２部 「働き方改革の制度解説」 

～同一労働同一賃金 PART2～ 
〔第３回〕 
日時：10 月 25 日（金） 13:30～16:00 
会場：栃木県庁小山庁舎４階大会議室 

（小山市犬塚 3-1-1） 
内容：「人手不足時代の人材採用と育成」 

ワークショップ 
 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 
【県央地区】 
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kouhou/jyoseikoureisyasinkisyuugyou2.html 
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kouhou/jyoseikoureisyasinkisyuugyou4.html 
【県南地区】 
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kouhou/jyoseikoureisyasinkisyuugyou3.html 
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kouhou/jyoseikoureisyasinkisyuugyou5.html 
 
（問い合わせ先） 
労働政策課 雇用対策担当 TEL：028-623-3224 

 
 
―――――――――――――――――――――――― 
『障害者雇用推進トップセミナー』を開催します！ 
―――――――――――――――――――――――― 
 県内企業における障害者の雇用及び職場定着の促進 
を図るため、障害者雇用に関する基調講演及び県内企 
業による事例発表を行う企業の経営者・人事担当者向 
けのセミナーです。 
 日時：令和元(2019)年 9 月 13 日（金） 



13 時 30 分～16 時（受付 13 時～） 
 場所：栃木県庁研修館 4 階講堂 

（宇都宮市塙田 1-1-20） 
 対象：企業の経営者・人事担当者等障害者雇用に 

関心のある方 
 定員：100 名程度 
 参加費：無料 
 申込期限：9 月 10 日（火） 
 
詳細はこちら（↓）を御覧ください。 
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kouhou/2019shougaishakoyousuishintopusemina.htm

l 
（問い合わせ先） 
労働政策課 雇用対策担当 坪井 
０２８－６２３－３２２４ 

 
 
―――――――――――――――――――――――― 
社会人スキル UP セミナーのお知らせ 
―――――――――――――――――――――――― 
とちぎジョブモールでは、社会人のための各種スキ 

ル UP セミナーを開催いたします。是非御参加くださ 
い。 
【日時等】 
第３回 10 月９日（水）   14：00～16：00 

     「職場のビジネスマナー基礎編」 
  第４回 10 月 23 日（水）  14：00～16：00 
     「職場のビジネスマナー上級編」 
【場所】とちぎジョブモール 

宇都宮市駅前通り 1-3-1 
ＫＤＸ宇都宮ビル１Ｆ 

【参加費】無料 
【参加対象】次のステップを目指す若手社員など  
【申込方法】来所・電話・FAX・E メール 
【申込先】とちぎジョブモール 
 TEL：028-623-3226 
 FAX：028-623-3236 
 E メール：c.support01@workentry.co.jp 
 



 
―――――――――――――――――――――――― 
在職者向け技能講習のご案内 
―――――――――――――――――――――――― 
 県立産業技術専門校では、ガス溶接・アーク溶接等 
の技能講習・特別教育、技能検定等の準備講習など、 
在職者の方がスキルアップするための講習会を実施し 
ておりますので、ぜひご利用ください。 
 
問合せ先 
 県央産業技術専門校 028-689-6380 
 県北産業技術専門校 0287-64-4000 
 県南産業技術専門校 0284-91-0803 
 
 詳細はこちら（↓）を御覧ください。 
 http://www.tochigi-it.ac.jp 
 
 
―――――――――――――――――――――――― 
男女共同参画セミナー 公開講座 2019 の開催 
―――――――――――――――――――――――― 
とちぎ男女共同参画センターにおいて、男女共同参 

画セミナー公開講座 2019 を次のとおり開催いたしま 
す。是非お申込みください。 
 
１ 日時 令和元(2019)年９月 26 日（木） 

13 時 30 分～15 時 30 分 
２ テーマ ジェンダーはビジネスの新教養 
  ～メディアが発するジェンダー問題を考えよう～ 
３ 講師 ジャーナリスト 
     昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員 
     治部 れんげ 氏 
４ 場所 宇都宮大学 

峰キャンパス５Ｂ11 教室(５号館Ｂ棟１階) 
５ 参加費 無料  
６ 参加対象 どなたでも 
７ 申込締切 ９月 25 日(水) 
８ 保育締切 ９月４日(水) 
９ 申込方法 FAX・郵送・メールなどでお申込みく 



ださい。 
 
 詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.parti.jp/kouza/index_01.html 
（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 

 
 
―――――――――――――――――――――――― 
ポジティブディシプリン講座～がんばりすぎない前向 
き子育てを開催します！ 
―――――――――――――――――――――――― 
イライラしたり、どなってしまったり・・・ひとり 

で子育てがんばりすぎていませんか？子育てストレス 
を軽くし、楽な気持ちで子育てに向かう方法を一緒に 
考えましょう。 
 
● 開催日・内容 
①10/30（水） ②11/6(水) 
同じ目線で向き合って、子どもの自信と親子の信頼 

関係を築く、自分らしい子育てについて考えます。様 
々な状況を想定して、ポジティブ・ディシプリンの４ 
つのフレームワークを用いながら、長期的なヴィジョ 
ンで子どもの自主性を伸ばします。 
１．長期的なゴール（大人になったとき、こうあって 

ほしい）を考える 
２．温かさ（支え）と枠組み（情報やガイド）を与え 

る（なぜダメなのか、どうすればいいのかを説明 
する） 

３．発育段階に応じた子どもの気持ちを理解する 
４．課題解決型の手法を取る 

（今日の課題は今日解決） 
● 時間 10：00～12：00 ※両日とも 
● 会場 パルティ とちぎ男女共同参画センター 
● 対象 小学校低学年くらいまでの父母・祖父母 

・子育て支援者 
● 定員 25 名 
● 受講料 2,000 円 



● 申込締切 10/1（火） 
● 満 6 ヶ月～未就学児の一時保育あり 
 
 詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.parti.jp/kouza/index_12.html 
（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 


