
いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（令和３(2021)年９月１日号） 

 

【今月号の内容】 

○栃木労働局「今月（９月）のおすすめ情報」の紹介 

○「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 

○「働き方改革推進サポート講座」の参加者募集について 

○【助成金】県内中小企業のテレワーク導入に対する助成（令和３(2021)年度とちぎテレワ

ーク環境整備導入支援補助金）について 

○「無期転換ルール」について 

○移住支援金対象法人・求人を募集しています！ 

○職場実習等の受入れ企業を募集しています！ 

○とちぎ採用力向上セミナーを開催します 

○働き方改革関連セミナーのお知らせ（宇都宮会場） 

○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） 

○働き方改革実践セミナー＆個別相談会のお知らせ（那須塩原会場） 

○働き方改革実践セミナー＆個別相談会のお知らせ（矢板会場） 

○女性への暴力を考える講演会のお知らせ 

○男の料理教室 ～簡単、美味しい、お家ごはん♪（全３回） 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

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。 

 

○最低賃金の引き上げを予定！～皆さまの取組を支援 

します～ 

 令和３(2021)年 10 月１日から、栃木県最低賃金 

（時間額）を現行の 854 円から 28円引き上げ 882 

円に改定します（予定） 

 ・業務改善助成金 ～８月１日から要件が拡充！～ 

 ・雇用調整助成金 ～最低賃金を引き上げた中小企 

業に対する要件緩和～ 

○死亡労働災害の撲滅に向けてのお願い 

○第 72 回全国労働衛生週間（本週間 10月１日～７日、 



準備月間９月１日～30日） 

 ～スローガン「向き合おう！こころとからだの健康 

管理」～ 

○求職者・求人者マイページがさらに便利になります！ 

（令和３(2021)年９月 21日から） 

○同一労働同一賃金の取組調査にご協力ください！ 

（９月１日～９月 30 日） 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

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

（お問い合わせ先） 

栃木労働局 雇用環境・均等室 028-633-2795 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「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、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３(2021)年６月から 

令和４(2022)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/workstyle_support/ 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「働き方改革推進サポート講座」の参加者募集につい 

て 

―――――――――――――――――――――――― 

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・会場 

 ９月 24日(金) 那須与一伝承館多目的ホール 

（大田原市） 

 ９月 28日(火) 県庁河内庁舎５階大会議室 

（宇都宮市） 

 10 月 14 日(木) 県庁足利庁舎４階大会議室 

（足利市） 

 ※時間は全て 14：00～17：05（受付 13：30） 

○内 容 ①課題解決サポート研修 

「働き方改革の推進方法と国等の施策に 

ついて」 

     ②先行事例の紹介 

     ③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 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

http://tmc-soudan.com/workstyle_support/ 

 

 



―――――――――――――――――――――――― 

【助成金】県内中小企業のテレワーク導入に対する助 

成（令和３(2021)年度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、県内中小企業におけるテレワーク導入に向 

けた環境整備を一層促進することを目的とし、厚生労 

働省が実施する人材確保等支援助成金を活用して新た 

にテレワーク導入に取り組む中小企業に対し、上乗せ 

補助を行います。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/r3tochigiteleworkhojokin.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「無期転換ルール」について 

―――――――――――――――――――――――― 

 厚生労働省では、無期転換ルールの導入手順やポイ 

ントなどをまとめた企業向けの「無期転換ルールハン 

ドブック～無期転換ルールの円滑な運用のために～」 

を作成しました。是非御活用ください。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://muki.mhlw.go.jp/business/policy/#handbook 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

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/ 



（お問い合わせ先） 

労働政策課 雇用対策担当 028-623-3224 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

職場実習等の受入れ企業を募集しています！ 

―――――――――――――――――――――――― 

 県では、Web 研修や職場実習等を通じて求職者の正 

社員就職を支援する「離職者等再就職支援プログラム 

事業」を実施しており、実習の受入れ企業を募集して 

います。 

 ミスマッチが少なく人材を採用できる機会となって 

おりますので、ぜひご参加ください。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.pasona.co.jp/blog/area/utsunomiya/202104300x.html 

（お問い合わせ先） 

労働政策課 雇用対策担当 028-623-3224 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

とちぎ採用力向上セミナーを開催します 

―――――――――――――――――――――――― 

 県では、県内企業における即戦力人材の採用ノウハ 

ウ習得を支援するため、企業の人事担当者を対象にセ 

ミナーを開催します。是非御参加ください。 

 

○日 時 令和３(2021)年９月 28日(火) 

13：30～15：30 

             10 月 20 日(水) 

13：30～15：30 

○場 所 栃木県職員会館 

ニューみくら 207・208 会議室 

○参加費 無料 

○参加対象 県内に事業所のある企業 

○申込方法 下記 URL より 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 



https://tochigi-saiyoukoujou.jp 

（お問い合わせ先） 

アデコ株式会社（本事業委託先） 050-2000-7242 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

働き方改革関連セミナーのお知らせ（宇都宮会場） 

―――――――――――――――――――――――― 

改正労働基準法により「同一労働同一賃金」が適用 

になるなど、働き方改革についての再確認が必要とな 

りました。新型コロナウイルスの影響下での雇用維持 

のため、環境が激変している今、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ので、是非御参加 

ください。 

 

○日 時 令和 3(2021)年 11 月 10 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） 

     ※参加者はマスクの着用をお願いいたしま 

す。 

○場 所 栃木県庁河内庁舎 

（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 

「これからの雇用確保に向けて」 

  栃木働き方改革推進支援センター 専門家 

 ・企業事例発表 

  （社福）恩賜財団済生会支部 

栃木県済生会宇都宮病院 

   事務部副部長兼人事課長 山中 康彰 氏 

  ケーブルテレビ（株） 

   管理部人事総務課 課長 石塚 玲子 氏 

  那須興業(株) 

   代表取締役社長 矢澤 剛志 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 

申込〆切り 11 月４日（木） 

        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 

○主 催 栃木県内の全労政事務所 

（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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

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） 

―――――――――――――――――――――――― 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライ 

ン開催へ変更しました。 

 

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、昨年は改正 

労働施策総合推進法等も施行され、職場におけるハラ 

スメント対策の義務化など、中小事業主にも順次適用 

されることとなりました。中小事業主における働き方 

改革、ハラスメント対策について詳しく解説します。 

是非ご参加ください。 

 

○日 時 令和３(2021)年９月９日(木） 

  13:30～16:00（受付 13:00～） 

     セミナー 13:30～15:00 

     相談会  15:00～16:00（希望者） 

○場 所 Zoom によるオンライン開催 

○テーマ・講師 

・ハラスメント対策 

  栃木労働局雇用環境・均等室 職員 



・働き方改革（同一労働同一賃金） 

栃木働き方改革推進支援センター 専門家 

〇対象者 経営者・人事労務責任者 等 

○定 員 20 名 

〇申込・連絡先 要予約 

        申込〆切り ９月３日(金) 

栃木県大田原労政事務所 

     電話 0287-22-4158 

FAX  0287-22-5103 

     e-mail otawara-roj@pref.tochigi.lg.jp 

〇主 催 栃木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。 

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

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

働き方改革実践セミナー＆個別相談会のお知らせ（那 

須塩原会場） 

―――――――――――――――――――――――― 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライ 

ン開催へ変更しました。 

 

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、昨年は改正 

労働施策総合推進法等も施行され、職場におけるハラ 

スメント対策の義務化など、中小事業主にも順次適用 

されることとなりました。中小事業主における働き方 

改革、ハラスメント対策について詳しく解説します。 

是非ご参加ください。 

 



○日 時 令和３(2021)年９月 13日(月) 

  13:30～16:00（受付 13:00～） 

     セミナー 13:30～15:00 

     相談会  15:00～16:00（希望者） 

○場 所 Zoom によるオンライン開催 

○テーマ・講師 

・ハラスメント対策 

  栃木労働局雇用環境・均等室 職員 

・働き方改革(テレワークと生産性向上） 

栃木働き方改革推進支援センター 専門家 等 

〇対象者 経営者・人事労務責任者 等 

○定 員 20 名 

〇申込・連絡先 要予約 

        申込〆切り ９月９日(木) 

栃木県大田原労政事務所 

     電話 0287-22-4158 

FAX  0287-22-5103 

     e-mail otawara-roj@pref.tochigi.lg.jp 

〇主 催 栃木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 那須塩原市 

那須町 

那須塩原市商工会 

  西那須野商工会 

那須町商工会 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

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

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

働き方改革実践セミナー＆個別相談会のお知らせ（矢 

板会場） 

―――――――――――――――――――――――― 

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、昨年は改正 



労働施策総合推進法等も施行され、職場におけるハラ 

スメント対策の義務化など、中小事業主にも順次適用 

されることとなりました。中小事業主における働き方 

改革、ハラスメント対策について詳しく解説します。 

是非ご参加ください。                                       

     

○日 時 令和３(2021)年 10 月６日(水） 

  13:30～16:00（受付 13:00～） 

     セミナー 13:30～15:00 

     相談会  15:00～16:00（希望者） 

○場 所 矢板市生涯学習館 2 階研修室１ 

○テーマ・講師 

・ハラスメント対策 

栃木労働局雇用環境・均等室 職員 

・働き方改革（長時間労働を是正するために） 

  栃木働き方改革推進支援センター専門家 

〇対象者 経営者・人事労務責任者 等 

〇定 員 20 名 

〇申込・連絡先 要予約 

        申込〆切り ９月 30日(木) 

     大田原労政事務所 

     電話 0287-22-4158 

FAX  0287-22-5103 

e-mail otawara-roj@pref.tochigi.lg.jp 

〇主 催 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 矢板市 

塩谷町 

矢板市商工会 

塩谷町商工会 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

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

 

 

―――――――――――――――――――――――― 



女性への暴力を考える講演会のお知らせ 

―――――――――――――――――――――――― 

 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 令和３(2021)年 10 月 23 日(土) 

13:30～15:30 

○テーマ 若年女性を取り巻く現状 

～ステイホームできない少女たち～ 

○講 師 NPO 法人 BOND プロジェクト代表 

橘 ジュン 氏 

○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 15 日(金) 

○申込方法 HP から 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.parti.jp/kouza/index_03.html 

（お問い合わせ先） 

とちぎ男女共同参画センター 相談支援課 

028-665-8723 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

男の料理教室 ～簡単、美味しい、お家ごはん♪（全 

３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 

令和３(2021)年 10 月 23 日(土) 

家族が喜ぶお家ごはん♪ 

講師：料理研究家 矢口 英子 

令和３(2021)年 11 月 27 日(土)  

お家で café 気分～キッシュ＆ポトフ～ 

  講師：料理研究家 宮内 澄眞子  



令和３(2021)年 12 月 11 日(土) 

師走は手打ちそば 

  講師：いろりの会 手塚 俊男 

○時 間 10：00～14：00 ※全３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 1,500 円 

（別途材料費 1,500 円 ※全３回分） 

○申込締切 ９月 24 日(金) 

○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ご確認くださ 

い。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.parti.jp/kouza/index_12.html 

（お問い合わせ先） 

（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 


