
いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（令和３(2021)年 11 月１日号） 

 

【今月号の内容】 

○栃木労働局「今月（11月）のおすすめ情報」の紹介 

○「～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 

○11 月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です～一人でも雇ったら、労働保険（労災

保険・雇用保険）の加入手続きが必要です～ 

○11月は「過労死等防止啓発月間」です 

○令和３年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間について 

○移住支援金対象法人・求人を募集しています！ 

○多様な人材確保・活躍セミナーを開催します 

○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） 

○男女共同参画スキルアップ講座（第２回） 

○男性のワーク・ライフ・バランス講座（第１回） 

○アサーティブ・トレーニング講座 【オンライン開催（Zoom 使用）】 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

栃木労働局「今月（11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。 

 

○11 月は「過重労働解消キャンペーン月間」＆ 

「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です！ 

○“あわてず あせらず あなどらず” 

緊急災害防止運動を展開中！ 

○11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です！ 

○雇用維持の確保を支援します！ 

○事業主向け「雇用管理改善セミナー」を開催いたし 

ます！ 

○育児休業が取得しやすい職場づくりを進めましょう！ 

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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「～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 15 社（予定数になり次第終了とします。規 

模や業種に偏りが無いよう調整、選考しま 

す。） 

○支援回数 １事業所あたり５回程度 

○派遣費用 無料 

○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。 

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

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

11 月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です～ 

一人でも雇ったら、労働保険（労災保険・雇用保険） 

の加入手続きが必要です～ 

―――――――――――――――――――――――― 

 労働保険は、政府が管掌する強制保険であり、労働 

者（パート・アルバイト含む）を一人でも雇用してい 

れば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険 

の適用事業となり、事業主は加入手続きを行い、労働 

保険料を納付しなければなりません。しかし、現在に 

おいても小規模零細事業を中心に、相当数の未手続事 

業が存在しているとみられています。 



このため、厚生労働省では、11 月を「労働保険未手 

続事業一掃強化期間」とし、労働保険制度の一層の理 

解、周知を目的とした広報活動を行うとともに、未手 

続事業が多いと思われる業種別の一掃対策を強化する 

等、集中的な活動を実施します。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

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

980916_1.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の自覚 

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、長時間労働の削減や賃金不払残業 

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_20865.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」 

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

 

 



―――――――――――――――――――――――― 

令和３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、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。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

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

ayoseboushi/torikumi.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

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、是非、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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

多様な人材確保・活躍セミナーを開催します 

―――――――――――――――――――――――― 

新型コロナウイルス感染症により企業の経営環境は 



大きく変わり、人材の価値や重要性が増しています。 

コロナ禍における多様な人材の採用・定着・活躍につ 

いて、２回シリーズでお話しますので是非、御参加く 

ださい。 

 

○日 時 

＜第一回＞ 

令和３(2021)年 11 月 17 日(水) 13：30～15：30 

 ＜第二回＞ 

 令和３(2021)年 11 月 24 日(水) 13：30～15：30 

○場 所 栃木県庁河内庁舎５階大会議室 

     （宇都宮市竹林町 1030-2） 

○参加費 無料 

○対象者 企業の経営者、人事担当者、管理職、従業 

員等 

○申込先 株式会社ワークエントリー（本事業委託先） 

     TEL：028-612-8643 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://we-tochigi.sakura.ne.jp/event/2021/tochigi_tayou_seminar.html 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

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 11 月 11 日(木) 

14：00～15：30 

○場 所 Zoom を使用したオンラインセミナー 

○参加費 無料 

○参加対象 県内に事業所のある企業 

○申込先 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。なお、新型コロナウイルスの感染状 

況によりましては、リモート開催への変 

更、あるいは中止の可能性がありますこ 

とを御承知おきください。 

○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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

男女共同参画スキルアップ講座（第２回） 

―――――――――――――――――――――――― 

とちぎ男女共同参画センターでは「男女共同参画ス 

キルアップ講座」を次のとおり開催いたします。是非、 

御参加ください。 

 

○日 時 令和３(2021)年 12 月 14 日(火) 

13:30～15:30 

○場 所 大田原市役所本庁舎 

○受講料 無料 

○テーマ・講師 

「はじめての SDGs」 

有限会社フェードイン 代表取締役 工藤 敬子 氏 

○対象者 どなたでも 

○申込〆切り 12 月４日(土) 

○申込方法 パルティ HP、FAX、電話、来館 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.parti.jp/kouza/index_02-2.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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

男性のワーク・ライフ・バランス講座（第１回） 

―――――――――――――――――――――――― 

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。 

是非、御参加ください。 

 

○日 時 令和３(2021)年 12 月 18 日(土) 

13:30～15:30 

○場 所 Zoom を使用したオンライン講座 

○受講料 無料 

※ただし、講座聴講の通信料は受講者の 

御負担となります。 

○テーマ・講師 

「ライフシフトは楽しい！～人生 100 年時代のライ 

フキャリアをデザインする～」 

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 

○対象者 どなたでも 

○申込〆切り 12 月 10 日(金) 

○申込方法 パルティ HP（下記 URL）から 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.parti.jp/kouza/index_04-1.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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

アサーティブ・トレーニング講座 【オンライン開催 

（Zoom 使用）】 

―――――――――――――――――――――――― 

アサーティブとは、自分と相手とお互いの権利を尊 



重し、シンプルに誠実に伝えあうことで、対等なコミ 

ュニケーションをつくる自己信頼にもとづく自己表現 

です。是非、御参加ください。 

 

○日 時 令和４(2022)年１月 14日(金) 

10：00～12：00 

○場 所 Zoom を使用したオンライン講座 

○受講料 1,000 円（別途テキスト代 1,650 円税込） 

○テーマ・講師 

「わかりやすく、たのしく、あたたかい！ 

気持ちスッキリ伝えるレッスン（体験・実感編） 

タメない、キレない、コモらない、しなやかな 

自己表現と関係づくり」 

NPO 法人 TEENSPOST  

  代表 思春期・家族カウンセラー 

八卷 香織 氏 

○対象者 どなたでも（家族・親しい方同士での参加 

は不可） 

○定 員 20 名 

○申込〆切り 12 月 10 日(金) 

○申込方法 パルティ HP（下記 URL）から 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.parti.jp/kouza/index_11.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 


