
いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（令和３(2021)年 12 月１日号） 

 

【今月号の内容】 

○栃木労働局「今月（12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 

○栃木県特定最低賃金の改定について 

○12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です 

○「働きやすい職場づくりセミナー」の開催について 

○移住支援金対象法人・求人を募集しています！ 

○とちぎ採用力向上セミナーを開催します 

○男性のワーク・ライフ・バランス講座（第２回） 

○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１回）（Zoom を使用したオ

ンライン開催） 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

栃木労働局「今月（12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。 

 

○令和３(2021)年度 年末年始無災害運動 

（12月１日～１月 31 日） 

○栃木県特定最低賃金が令和３(2021)年 12 月 31 日か 

ら改定されます ～引き上げを予定～ 

○業務によってコロナ感染した場合、労災保険給付の 

対象となります！ 

○雇用維持の確保を支援します！ 

○12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です！ 

 ～ みんなで NOハラスメント ～ 

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/ 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

栃木県特定最低賃金の改定について 

―――――――――――――――――――――――― 

【地域別最低賃金】 

（効力発生日 令和３(2021)年 10 月 1 日） 

 特定最低賃金が適用されない全ての労働者に適用さ 

れます。 

 栃木県最低賃金：882 円 

 

【特定最低賃金】 

（効力発生日 令和３(2021)年 12 月 31 日） 

 18 歳未満又は 65歳以上の労働者は地域別最低賃金 

 が適用されます。 

・塗料製造業 992 円 

・はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具 



 製造業 939 円 

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情 

 報通信機械器具製造業 940 円 

・自動車・同附属品製造業 947 円 

・計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具 

 製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機 

 械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・ 

同部分品製造業 940 円 

・各種商品小売業 令和３(2021)年度改定なし 

         ※令和３(2021)年 10 月１日以降、 

栃木県最低賃金（時間額 882 円） 

が適用されています。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

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

（お問い合わせ先） 

栃木労働局 労働基準部賃金室 028-634-9109 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

12 月は「職場のハラスメント撲滅月間」です 

―――――――――――――――――――――――― 

 厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅 

月間」と定め、集中的な周知・啓発活動を実施してい 

ます。 

大企業では、令和２(2020)年６月からパワーハラス 

メント防止措置が義務化されています。中小企業にお 

いては、現在努力義務ですが、令和４(2022)年４月か 

ら義務化されますので、いますぐにでもハラスメント 

防止措置への取り組みが必要です。 

職場のハラスメントをなくし、みんなが気持ちよく 

働くことができる職場環境づくりに取り組みましょう。 

また、厚生労働省では、令和３(2021)年 12 月 10 日 

(金)13：00～15：15 に「職場のハラスメント撲滅のた 

めのシンポジウム」をオンラインで開催します。専門 

家や先進企業の方によるハラスメント対策のポイント 

や事例紹介、劇団による「ハラスメントの事例再現（ 



ロールプレイ）」を予定していますので、是非、御参 

加ください。 

シンポジウムの詳細・申込みについてはこちら（↓） 

を御覧ください。 

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/symposium 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「働きやすい職場づくりセミナー」の開催について 

―――――――――――――――――――――――― 

栃木労働局では、令和４(2022)年度に施行される「 

改正育児・介護休業法」、「次世代育成支援対策推進法 

に基づく認定基準の改正」、来年４月に中小企業にも 

適用される「労働施策総合推進法のポイント」、今年 

４月から全ての企業で取組が求められている「同一労 

働同一賃金」など、各法改正に対応した取組を支援す 

るため、「働きやすい職場づくりセミナー」を開催し 

ます。各法改正について県内３会場にてわかりやすく 

解説します。 

貴社の働きやすい職場づくりを応援します。是非、 

この機会に御参加ください。 

○日時・場所 

・令和３(2021)年 12 月３日(金) 

14：00～16：00（受付 13：15～） 

  宇都宮市文化会館 大ホール 

（宇都宮市明保野町 7-66） 

・令和３(2021)年 12 月９日(木) 

14：00～16：00（受付 13：15～） 

  那須野が原ハーモニーホール 小ホール 

（大田原市本町 1-2703-6） 

・令和３(2021)年 12 月 16 日(木) 

14：00～16：00（受付 13：15～） 

  佐野市文化会館 小ホール 

（佐野市浅沼町 508-5） 

○参加費 無料 

○テーマ 



・男性の育児休業取得促進と新たなくるみん認定に 

ついて～育児・介護休業法の改正等～ 

・パワハラ防止対策（労働施策総合推進法）につい 

 て 

・同一労働同一賃金（パートタイム・有期雇用労働 

法）について 

○申込方法 HP にある参加申込書に御記入の上、下 

記連絡先に FAX または郵送でお送りくだ 

さい 

○連絡先 〒320-0845 

     宇都宮市明保野町 1-4 

     栃木労働局雇用環境・均等室 

     TEL 028-633-2795 

     FAX 028-637-5998 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/newpage_00566.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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

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 12 月 21 日(火) 

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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

男性のワーク・ライフ・バランス講座（第２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４(2022)年１月 29日(土) 

13：30～15：30 

○場 所 とちぎ男女共同参画センター 

○受講料 無料 

○テーマ・講師 

「男性が介護をするとき～男性介護とワーク・ライ 

フ・バランス～」 

株式会社照和 代表取締役 齋藤 和孝 氏 

○対象者 どなたでも 

○申込締切 令和４(2022)年１月 21日(金) 

○一時保育 満６ヶ月～未就学のお子さん 

（500 円/人） 

      （申込締切：令和４(2022)年１月 14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_04-2.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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

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１回）（Zoom を使用したオンライン開催） 

―――――――――――――――――――――――― 

アドラー心理学とは、20世紀初頭にアルフレッド・ 

アドラーが提唱した、「ほめる」よりも伸びる「勇気 

づけ」を特徴とした心理学のことです。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。是非、御参加ください。 

 

○日 時 令和４(2022)年１月 22日(土) 

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 

○講 師 アドラー心理学 

勇気づけトレーナー 

     産業カウンセラー 北村 優子 氏 

○対象者 女性 

○定 員 20 名 

○申込締切 令和３(2021)年 12 月 21 日(火) 

○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_10.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 


