
いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（令和２(2020)年 11 月１日号） 

 

【今月号の内容】 

《新型コロナウイルス感染症関係》 

●【助成金】県内中小企業のテレワーク導入に対する助成（とちぎテレワーク環境整備導入

支援補助金）について 

《その他》 

○11月は「過労死等防止啓発月間」です 

○令和２年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間について 

○「テレワーク導入支援セミナー」動画配信のお知らせ 

○「女性が働きやすい企業推進アドバイザー派遣」の募集について 

○「働き方改革・人材確保対策セミナー（助成金、テレワーク対策)」のお知らせ 

○「WEB なんでも相談会」を開催いたします。 

○「足利・佐野合同就職面接会」参加企業を募集いたします。 

○「障害者雇用実務セミナー」を開催します！ 

○技能五輪・アビリンピック選手育成強化等推進基金について 

○アサーティブ・トレーニング講座 

○男性のワーク・ライフ・バランス講座 

○女性への暴力を考える講演会の開催 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

【助成金】県内中小企業のテレワーク導入に対する助 

成（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、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、 

厚生労働省が実施する働き方改革推進支援助成金を活 

用して新規でテレワーク機器の導入・運用等を行う中 

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。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/teleworkhozyokin.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、長時間労働の是正や賃金不払残業な 

どの解消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。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

「過労死等防止啓発月間」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13557.html 

「過労死等防止対策推進シンポジウム」 

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/# 

「とちぎ県政出前講座」 

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

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

令和２年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間について 

―――――――――――――――――――――――― 

大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、 

下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わな 

い短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生 

じさせている場合があります。このため、厚生労働省、 

中小企業庁及び公正取引委員会は、昨年度から 11月を 

「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づけ、「し 

わ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発の取組を行 

っています。 

 



 

―――――――――――――――――――――――― 

「テレワーク導入支援セミナー」動画配信のお知らせ 

―――――――――――――――――――――――― 

栃木県では、企業が柔軟な働き方を可能にする「テレ 

ワーク」を導入するために必要な情報を動画で配信し 

ています。基本編では、テレワークとは何か、どんな 

方法や環境が必要かという概要を御紹介しています。 

是非、御覧ください。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://tmc-soudan.com/about/telework/ 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「女性が働きやすい企業推進アドバイザー派遣」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、 

アンケートやヒアリングによる職場の働きやすさ診断 

を行い、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」の認定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２年９月から令和３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「男女生 

      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。オンラインでの 

      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。 

http://tmc-soudan.com/about/adviser/ 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「働き方改革・人材確保対策セミナー（助成金、テレ 

ワーク対策)」のお知らせ 

―――――――――――――――――――――――― 

新型コロナウイルスの影響下での雇用維持のため、 

各種助成金の活用やテレワークへの対応は急務です。 

環境が激変し、企業が求められる人材戦略も変わりつ 

つあります。今、求められる働き方改革と人材確保対 

策についてのセミナーを開催しますので、是非御参加 

下さい。  

 

○日 時 令和２(2020)年 11 月 25 日（水） 

13:00～16:00（受付 12:30～） 

     セミナー 13:00～15:00  

相談会 15:00～16:00（先着順） 

○場 所 鹿沼市民情報センター 

（鹿沼市文化橋町１982-18） 

○参加費 無料 

○テーマ・講師 

     ・働き方改革セミナー 

（働き方改革、助成金、テレワーク対策） 

      栃木働き方改革推進支援センター  

アドバイザー 

     ・人材確保対策セミナー 

（ウィズコロナ時代の人材確保戦略） 

      栃木県よろず支援拠点コーディネーター  

半田 富男 

○対象者 経営者、人事労務責任者等 

○申込・連絡先 

（要予約、申込〆切り 11 月 18 日（水）） 



      栃木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 

○  参加者はマスクの着用をお願いします。 

○ テレワーク（ミーティング）の体験  

テレワークがどんなものか、こちらで準備した 

パソコン・タブレットで体験いただけます。 

※ZOOM の無料版をダウンロードしてきていただ 

ければ、御自分の端末でテレワークを体験できます。 

○主 催 栃木県宇都宮労政事務所、 

栃木働き方改革推進支援センター 

      栃木県よろず支援拠点 

○共 催 鹿沼市 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f57/hatarakikatakaikakuzinnzaikanuma.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「WEB なんでも相談会」を開催いたします。 

―――――――――――――――――――――――― 

ウイズコロナの時代の働き方、そして働き方改革のツ 

ールとしてもテレワークのニーズが高まっています。 

ZOOM アプリを利用して、導入に当たっての疑問や、導 

入支援の制度、就業規則の変更方法、令和 3年度から 

中小企業にも拡大される同一労働同一賃金制度その他 

様々な課題について、企業の皆様の疑問にお答えしま 

す。通信環境が整っている場所からなら、どこにいて 

も相談可能です。是非この機会に WEB 相談を御体験く 

ださい。 

 

○日 時  

  令和 2年 11 月 9 日(月）～13日（金）  

  ＊各日 10:00～15:00 のうちの 1時間 

○参加費   無料（通信料は参加者の負担です） 

○参加対象  企業の経営者、管理職、 



総務・人事担当者等 

○相談対応者 栃木働き方改革推進支援センター  

専門相談員 

○申込方法  E メールにより、 

栃木働き方改革推進支援センターへ    

○申込期限  11 月 6日(金） 

○申込先   栃木働き方改革推進支援センター 

        support@tochigi-hatarakikata.com 

○主催    栃木県足利労政事務所・ 

栃木働き方改革推進支援センター 

（栃木労働局委託事業） 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f60/index.html 

（お問い合わせ先） 

足利労政事務所 TEL:0284-41-1241 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「足利・佐野合同就職面接会」参加企業を募集いたし 

ます。 

―――――――――――――――――――――――― 

足利労政事務所管内の足利市・佐野市で就職を目指す 

一般求職者、新規学卒予定者の支援及び足利市・佐野 

市の企業の人材確保を目的として、合同面接会を開催 

します。つきましては、面接会に参加する企業を募集 

します。 

 

○日 時  

  令和３年 1月 28 日(木）13 時 30 分～15時 30 分 

（受付 13時～15 時） 

○場 所 足利市民プラザ小ホール 

(足利市朝倉町 264） 

○参加料 無料 

○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 

○申込方法  足利労政事務所に FAX・郵送・Eメール 

で申し込みください。    



○申込期限  11 月 18 日(水）16時必着 

○主 催 栃木県足利労政事務所・ 

足利公共職業安定所・ 

佐野公共職業安定所・足利市・佐野市 

 

○詳しい応募条件や申込方法及び実施方法は、県 HP 

で御確認ください。 

※コロナウイルス感染症の感染状況により中止する 

場合があります。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f60/index.html 

（お問い合わせ先） 

足利労政事務所 TEL:0284-41-1241 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「障害者雇用実務セミナー」を開催します！ 

―――――――――――――――――――――――― 

県内企業における障害者の雇用促進及び職場定着を図 

るため、障害者雇用に関する基礎知識や配慮事項など 

を講義やグループワークをとおして学ぶ、企業の実務 

担当者向けのセミナーです。 

 

○日時 県北地区 11 月 17 日（火） 

     那須野が原ハーモニーホール（大田原市） 

県央地区 11 月 26 日（木） 

栃木県庁北別館（宇都宮市） 

県南地区 11 月 27 日（金） 

ゆうゆうプラザ（栃木市） 

    各地区２部制 午前 10:00～12:00 

午後 13:00～15:30 

（受付 各部開始 30 分前～） 

○対象 企業の人事・実務担当者等 

○定員 各地区 30名程度 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kouhou/r2shougaishakoyoujitsumusemina.html 



（お問い合わせ先） 

労働政策課 雇用対策担当 TEL：028-623-3224 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

技能五輪・アビリンピック選手育成強化等推進基金に 

ついて 

―――――――――――――――――――――――― 

栃木県職業能力開発協会の「技能五輪・アビリンピッ 

ク選手育成強化等推進基金」では、“ものづくり”を 

はじめとする本県産業の人材を育てるため、以下の事 

業を実施しています。 

 

①技能五輪全国大会及び全国アビリンピックを目指す 

選手の育成を行う県内の中小企業・学校等に対する、 

技能向上訓練の経費への助成 

②若年技能者の育成及び技能振興に資するために県内 

で実施するイベント等への助成 

③県内の高等学校等に在籍する高校生等を対象とする 

産業人材の育成を見据えた複数年の教育プログラム 

に対する助成 

 

例）全国アビリンピック出場選手が在籍する特別支援 

学校に対し、練習に使用する備品や材料費等の購入 

経費を支援しています。令和元年度、栃木県の選手 

が製品パッキング部門で見事、全国優勝しました！ 

例）全国高校ロボット競技大会への上位入賞を目指す 

県立高校へ、資材購入等の経費を助成しています。 

 

これらの事業を将来にわたり継続して実施していくた 

めには、産業界や県民の皆様のお力添えをいただく必 

要があります。つきましては、趣旨をご理解いただき、 

基金への寄付にご協力を賜りますよう、お願い申し上 

げます。 

◆寄附の金額（口数に制限はございません。） 



  法人・企業としてのご寄付 1口 3 万円 

 個人としてのご寄付    1 口 1 万円 

御寄付いただいた方のお名前（または団体名など）は 

希望の有無を確認の上、ホームページに掲載させてい 

ただきます。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/work/koyou/shokunou/kikin2019.html 

（お問い合わせ先） 

栃木県職業能力開発協会  

  TEL: 028-643-7002  FAX: 028-600-4321 

 栃木県産業労働観光部 労働政策課 産業人材育成担当 

  TEL: 028-623-3235  FAX: 028-623-3225 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

アサーティブ・トレーニング講座 

―――――――――――――――――――――――― 

タメない、キレない、コモらない しなやかな自己表 

現とこじれない関係づくり 

 

○開催日 1 月 8 日(金) 

○時 間  10:00～15:00 

○会 場  パルティ とちぎ男女共同参画センター 

○対 象  どなたでも 

（家族・親しい方同士での参加は不可） 

○定 員  20 名 

○受講料   2,000 円（別途教材費 1,650 円） 

○申込締切 12 月 8 日（火） 

○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） 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.parti.jp/kouza/index_13.html 

（お問い合わせ先） 

（公財）とちぎ男女共同参画財団 028-665-7706 

 

 



―――――――――――――――――――――――― 

男性のワーク・ライフ・バランス講座の開催 

―――――――――――――――――――――――― 

とちぎ男女共同参画センターでは、「男性のワーク・ 

ライフ・バランス講座」を次のとおり開催いたします。 

女性の方の御参加も可能ですので、是非お申込みくだ 

さい。 

 

○日 時  11 月 28 日（土）13:00～15:00 

○会 場  とちぎ男女共同参画センター 

パルティホール 

○「子育て世代の父親の今後のワーク・ライフ・バラ 

ンス～アフター・コロナの時代を考える～」 

○講 師 NPO 法人ファザーリング・ジャパン  

ファウンダー／代表理事  

     安藤 哲也 氏 

○参加料  無料 

○参加対象 どなたでも 

○申込締切 11 月 27 日（金） 

○一時保育 満 6 ヶ月～未就学のお子さん  

500 円/人（11月 14 日（土）締切） 

○申込方法 電話・FAX・郵送などで 

お申込みください。 

○その他 新型コロナウイルス感染症の状況により、 

講座の内容を変更（中止・延期を含む）することが 

ありますので、御了承ください。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

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

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

女性への暴力を考える講演会の開催 

―――――――――――――――――――――――― 

とちぎ男女共同参画センターでは、「女性への暴力を 



考える講演会」を次のとおり開催いたします。是非お 

申込みください。 

 

○日 時 12 月 12 日（土）13:30～15:30 

○会 場 とちぎ男女共同参画センター 

パルティホール 

○テーマ 暴力による「心の支配」 

～DVと児童虐待を防ぐために必要なこと～ 

○講 師 武蔵大学社会学部社会学科  

教授 千田 有紀 氏 

○参加料 無料 

○参加対象 どなたでも 

○申込締切 12 月 11 日（金） 

○一時保育 満 6 ヶ月～未就学のお子さん  

500 円/人（11月 27 日（金）締切） 

○申込方法 電話・FAX・郵送などで 

お申込みください。 

○その他 新型コロナウイルス感染症の状況により、 

講座の内容を変更（中止・延期を含む）することが 

ありますので、御了承ください。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://www.parti.jp/kouza/index_02.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 

 

 

【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 


