
いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（令和元（2019）年 11 月１日号） 
 
【今号の内容】 
●台風 19 号関連の特別相談窓口を開設しています 
●「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2019」を開催します 
●11 月は「テレワーク月間」です 
●11 月は「過労死等防止啓発月間」です 
●職場のハラスメントについて 
●「佐野・足利合同就職面接会」を開催します。（参加企業募集） 
●在職者向け技能講習のご案内 
●令和元(2019)年度栃木県脳卒中啓発プロジェクト研修会の開催 
●パルティキャリア塾Ⅱ 仕事に生かす！アドラー心理学講座（全２回） 
●レンジを使った、かんたん「時短料理」の講座を開催します。 
 
―――――――――――――――――――――――― 
台風第 19 号関連の特別相談窓口を開設しています 
―――――――――――――――――――――――― 
 栃木労働局では、今般の台風 19 号の被害に伴う事 
業主・労働者等からの労働関係各種相談に対応するた 
め、特別相談窓口を開設しました。 
 また、台風の災害に伴う経済上の理由により事業活 
動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得な 
い事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を実施 
しています。 
 
・特別相談窓口に関する情報はこちら（↓）を御覧く 
ださい。 

https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/000528158.pdf 
・雇用調整助成金に関する情報はこちら（↓）を御覧 
ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/page
L07.html 

 
 
―――――――――――――――――――――――― 
「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2019」を開催しま 
す。 
―――――――――――――――――――――――― 
県では、「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2019」を 



開催します。男女がともに生き活きと活躍するための 
ヒントがいっぱいのイベントです！ 
 みなさんのご来場をお待ちしています！ 
●日時 12 月 13 日（金）13:30～16:30（開場 13:00） 
●場所 パルティとちぎ男女共同参画センター 
●内容 
【第１部】「男女生き活き企業」表彰式 
【第２部】 
 「とちぎ女性活躍推進学生会議」提言発表」 
【第３部】事例発表 
 「我が社における女性活躍推進・働き方改革 
   ～男女共に輝く職場を目指して～」 
【第 4 部】基調講演 
  「ダイバーシティの文脈からみた女性活躍推進の課 
題ととるべき施策」 

  講師：矢島 洋子 氏 
 （三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 
 執行役員主席研究員 中央大学経営研究科客員教授） 
●定員 300 名(先着) 
●申込期限 12 月 5 日（木） 
※定員に余裕があれば、当日も受け付けます。 
 
 詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=848 
 
 
―――――――――――――――――――――――― 
11 月は「テレワーク月間」です 
―――――――――――――――――――――――― 

テレワーク推進フォーラムでは、11 月を「テレ 

ワーク月間」として、テレワークの普及促進に向け 

た広報等を集中的に行っています。 

 これをきっかけに未来につながる働き方のひとつ 

であるテレワークについて考え、実践してみません 

か。 

 なお、今般、厚生労働省が策定する「テレワークに 
おける適切な労務管理のためのガイドライン」が改訂 
されましたので、併せて御確認ください。 
 



・テレワーク月間については、こちら（↓）を御覧 
ください。 

http://teleworkgekkan.org/about 
・テレワークにおける適切な労務管理のためのガイド 
ラインについてはこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/
guideline.html 

 
 
―――――――――――――――――――――――― 
11 月は過労死等防止啓発月間です 
―――――――――――――――――――――――― 
 厚生労働省では、過労死等防止対策推進法に基づ 

き過労死等を防止することの重要性について国民に 

自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年 11月 

を「過労死等防止啓発月間」と定めています。 

 月間中は、各都道府県において「過労死等防止対 

策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消 

キャンペーン」として、著しい過重労働や悪質な賃 

金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導な 

どを行います。 

 また、栃木県では、「とちぎ県政出前講座」のひ 

とつとして、過労死等がなく、仕事と生活を調和さ 

せ、健康で充実して働き続けることのできる社会の 

実現に寄与するため、行政担当者から過労死等防止 

対策について説明を行う講座を実施しています。 

 是非御活用ください。 

 

・「STOP！過労死サイト」はこちら（↓）を御覧く 

ださい。 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/karou

shizero/index.html 

・「とちぎ県政出前講座」の詳細はこちら（↓）を 

御覧ください。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/pref/kouhou/kouza/demae.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 
職場のパワーハラスメントについて 



―――――――――――――――――――――――― 
 厚生労働省では、職場のパワーハラスメントの予防 
・解決のためのパンフレット及びパワーハラスメント 
対策導入マニュアル(第 4 版)を作成しましたので、御 
活用ください。 
 
・「あかるい職場応援団」サイトはこちら（↓）を御 

覧ください。 

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/ 
 
 
―――――――――――――――――――――――― 
「佐野・足利合同就職面接会」を開催します。 
（参加企業募集） 
―――――――――――――――――――――――― 
足利市・佐野市での就職を目指す方々の支援及び足 

利市・佐野市の企業の人材確保を目的として、合同就 
職面接会を開催いたします。 
１主催  
足利労政事務所・足利公共職業安定所・佐野公共職 
業安定所・足利市・佐野市 
２日時 
 令和２(2020)年１月 28 日（火） 
 13 時 30 分～15 時 30 分（受付 13 時～15 時） 
３場所 
 栃木県庁足利庁舎 4 階 会議室 
（足利市伊勢町 4-19) 

４参加企業数 
 足利市・佐野市に就業場所がある企業等 15 社程度 
５面接対象者 
 足利市・佐野市で就職を希望している一般求職者、 
新規学卒予定者 

６企業の参加方法等 
 (1) 申込要件 
  ア 就業場所が足利市・佐野市を含むものである 

こと。 
  イ 正社員の求人であること（雇用期間の定めが 

ある求人は、正社員の求人と併せて行うもの 
に限り可とする。）。 



 (2) 申込方法 
   参加申込書に記載の上、栃木県足利労政事務所 

に FAX・郵送・E メール等で、令和元（2019） 
年 11 月 15 日（金）までにお申し込みください 
。 

 (3) 参加決定 
  ア 申込多数の場合は、抽選となります。 
  イ 参加の可否等については、後日連絡します。 

なお、参加が決定した企業の方は、面接会用の 
求人票を 11 月 27 日 （水）までに管轄のハロ 
ーワークへ提出することになりますので御留意 
ください。 

 (4) 参加料  無料 
７ お問い合わせ・申込先 
   足利労政事務所  〒326-8555 足利市伊勢町 4-19 
   TEL：0284-41-1241 FAX 番号：0284-41-1280 
    Email:ashikaga-roj@pref.tochigi.lg.jp 
 
参加申込書は、こちら（↓）を御覧ください。 
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f60/mennsetukai/20200128.html 

(お問い合せ先) 
足利労政事務所 林 0284-41-1241 
 
 
―――――――――――――――――――――――― 
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。 
 詳細はこちら（↓）を御覧ください。 
 http://www.tochigi-it.ac.jp 
(お問い合せ先) 
 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 
 
 



―――――――――――――――――――――――― 
令和元(2019)年度栃木県脳卒中啓発プロジェクト研修 
会の開催 
―――――――――――――――――――――――― 
 栃木県は、脳卒中による死亡率がとても高い県です 
。脳卒中は、発症してからすぐに医療機関を受診すれ 
ば、死亡や重い後遺症を防げる可能性が高くなります 
。そのためには、脳卒中を発症したときに現れる初期 
症状について理解しておくことがとても重要です。 
 県健康増進課では、脳卒中の初期対応や、脳卒中医 
療の最新事情に関するセミナーを開催します。ぜひご 
参加ください。 
 
１．日時 

令和元(2019)年 11 月 27 日(水)14：00～16：00 
２．場所  栃木県庁 研修館４階講堂 
３．参加費  無料 
４．参加対象 興味のある方はどなたでも 
５．内容 
講演① 
「脳卒中経験者に聞く～様子見は一生の悔やみ。 
初期対応の大切さについて～」 

  講師：公益社団法人日本脳卒中協会 
理事 川勝 弘之 氏 

 講演② 
「脳卒中の初期症状と急性期治療の最新事情」 

  講師：獨協医科大学病院 
 脳卒中センター長 竹川 英宏 氏 

 
 詳細は、こちら（↓）をご覧ください。 
http://www.kenko-choju.tochigi.jp/topics/page.php?id=469 
(お問い合せ先) 
健康増進課 がん・生活習慣病担当 
荒井（028-623-3095） 
 
 
―――――――――――――――――――――――― 
パルティキャリア塾Ⅱ 仕事に生かす！アドラー心理 
学講座（全２回） 



―――――――――――――――――――――――― 
自分も相手も認める「勇気づけ」で、対人関係がラ 

クになる！元気に働くコツを学びます。 
●日程：令和２年１月１８日（土）、１月２５日（土） 

１０：００～１５：００ 
●場所：パルティとちぎ男女共同参画センター 
●対象：２日間とも受講可能な女性 
●受講料：４，０００円 
●保育：満１歳以上の未就学児 

（１回保育料５００円） 
●申込締切：１２月１0 日（火） 
●定員：２５名 
 
 詳細は、こちら（↓）をご覧ください。 

http://www.parti.jp/kouza/index_09.html 
(お問い合せ先) 
(公財）とちぎ男女共同参画財団 028-665-7706 
 
―――――――――――――――――――――――― 
レンジを使った、かんたん「時短料理」の講座を開催 
します。 
―――――――――――――――――――――――― 
レンジを使った、誰でも・すぐに・簡単に作れる「 

時短料理」を学んでみませんか。 
○日時 １１月３０日（土） 

午前１０時００分～午後１時００分 
○会場 宇都宮文星短期大学 

第２キャンパス栄養士実習棟 
○内容 とってもかんたん「時短料理」 
    ～料理の段取り、時短料理、食器洗いまで～ 
○講師 宇都宮文星短期大学 教授 藤生 惠子 氏 
○対象 働く男性（興味のある方どなたでも） 
○受講料 材料費 500 円 
○申込締切 11 月 16 日(土) 
※「男性のワーク・ライフ・バランス講座」の第２回 
目です。 
 詳細は、こちら（↓）をご覧ください。 

http://www.parti.jp/kouza/index_04.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 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 
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 


