
いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ通信（令和４(2022)年５月１日号） 

 

【今月号の内容】 

○栃木労働局「今月（５月）のおすすめ情報」の紹介 

○働き方改革関連セミナーのお知らせ（那須烏山会場） 

○「足利地区働き方改革セミナー」を開催します 

○「とちぎウーマン応援塾」受講者募集中！ 

○「キャリア・マネジメント講座」の受講者募集中！ 

○エクセル・ワード基礎編 平日コース（初級）（全６回） 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

栃木労働局「今月（５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４年度雇用保険料率が変更になります。 

○「人への投資」成長分野などの人材育成や定着に向 

けた支援 

○５月は労働保険電子申請利用促進月間です 

○新たなくるみん認定制度が始まりました！ 

○求職者・求人者マイページがさらに便利になりまし 

た！（令和４(2022)年３月 22日から） 

○年度始めに「確かめよう労働条件！」、「36 協定届 

の提出前にまずチェック！」 

○行動災害を防止しましょう！ 

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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

働き方改革関連セミナーのお知らせ（那須烏山会場） 

―――――――――――――――――――――――― 



新型コロナウイルスの影響下で労働環境が激変して 

いる現在、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。 

当日は働き方改革推進支援助成金に加え、今年度か 

ら中小企業・小規模企業にも義務化されたハラスメン 

ト防止措置等についても御説明します。 

 

○日 時 令和４(2022)年６月 23日(木) 

 13:30～16:00（受付 13:00～） 

     セミナー 13:30～15:30 

  相談会  15:30～16:00（先着順） 

  ※参加者はマスクの着用をお願いいたします。 

○場 所 烏山公民館（那須烏山市中央 2－13－8） 

○参加費 無料 

○テーマ・講師 

・ハラスメント対策講座 

  栃木労働局雇用環境・均等室 職員 

・働き方改革セミナー(助成金関係) 

  栃木働き方改革推進支援センター 

 窓口支援専門家 

・那須烏山市施策案内 

  那須烏山市商工観光課 職員 

○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 

○申込期限 ６月 16 日(木) 要予約 

○申込先 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 栃木県宇都宮労政事務所 

栃木働き方改革推進支援センター 

○共 催 栃木労働局雇用環境・均等室 

那須烏山市 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 



「足利地区働き方改革セミナー」を開催します 

―――――――――――――――――――――――― 

 働き方改革の取組のポイントと活用できる国等の助 

成金等に係るセミナーを開催します。是非御参加くだ 

さい。 

 

○日 時 令和４(2022)年５月 31日(火) 

13:30～15:15 

○場 所 WEB 開催（Zoom 利用） 

○参加費 無料 

○テーマ・講師 

 ・働き方改革・取組のポイント 

～国や県の助成金制度とあわせて～ 

   栃木働き方改革推進支援センター 

窓口支援専門家 

・働き方改革に係る足利市の補助金制度について 

  ～事務所等環境整備に係る補助金 他～ 

足利市産業ものづくり課 職員 

 ・個別相談会 希望者のみ 

○対象者 企業の経営者、管理職、 

総務・人事担当者等 

○申込先 栃木県足利労政事務所 

     FAX：0284-41-1280 

     e-mail：ashikaga-roj@pref.tochigi.lg.jp 

     郵送：〒326-8555 足利市伊勢町 4-19   

○申込期限 ５月 24 日(火) 

○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 

○後 援  足利市 

（お問い合わせ先） 

栃木県足利労政事務所 0284-41-1241 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「とちぎウーマン応援塾」受講者募集中！ 

―――――――――――――――――――――――― 



 とちぎ男女共同参画センターでは、女性リーダーと 

して必要な情報やスキルを身につけるための講座「と 

ちぎウーマン応援塾」を次のとおり開催しますので、 

是非お申込みください。 

 

○日 程 全６回 

【①７月 16 日(土)、②８月６日(土)、 

③８月 20日(土)、④９月 15日(木)、 

      ⑤10 月 22 日(土)、⑥11月５日(土)】 

○会 場 パルティとちぎ男女共同参画センター 

○受講料 無料 

○参加対象 地域活動・社会活動に参画する意欲の 

ある女性 

○申込締切 ６月 17 日(金) 

○一時保育 満６ヶ月～未就学のお子さん 

（500 円/１人、保育締切：６月 17日(金)） 

○申込方法 郵送・E メール・FAX 

詳細はパルティ HP（↓）を御覧下さい。 

https://www.parti.jp/kouza/index_zen03.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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

「キャリア・マネジメント講座」の受講者募集中！ 

―――――――――――――――――――――――― 

 とちぎ男女共同参画センターでは、企業等で活躍が 

期待される女性を対象に、企業間ネットワーク構築の 

支援・能力開発・意識改革の機会の提供を目的とした 

「キャリア・マネジメント講座」を次のとおり開催し 

ますので、是非お申込みください。 

 

○日 程 全６回 

【①７月１日(金)、②７月 15日(金)、 

③８月 19日(金)、④９月 15日(木)、 



      ⑤10 月 14 日(金)、⑥12月 19 日(月)】 

○テーマ キャリアビジョン研修、 

巻き込み力向上研修、 

リーダーシップ研修など 

○会 場 パルティとちぎ男女共同参画センターほか 

○受講料 5,000 円 

○参加対象 企業等での活躍が期待される女性 

（先着 24名） 

 ※企業等からの推薦を受けて、全６回受講できる方 

（原則として、１企業等からの推薦は１名としてくだ 

さい。） 

○申込期限 ６月 10 日(金) 

○申込方法 FAX・郵送 

詳細はパルティ HP（↓）を御覧ください。 

https://www.parti.jp/kouza/index_zen04.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 

 

 

―――――――――――――――――――――――― 

エクセル・ワード基礎編 平日コース（初級）（全６ 

回） 

―――――――――――――――――――――――― 

エクセルとワードを今よりもっと使いこなして、再 

就職活動や社会活動への参画にチャレンジしましょう 

！わかりやすいテキストと実習をふんだんに取り入れ 

たレッスン構成で、ベテランのパソコンインストラク 

ターが分かりやすく丁寧に指導します。託児付き講座 

なので小さなお子さんのいる方も安心です。 

 

○開催日 ６月８日(水)～６月 10日(金)、 

６月 15 日(水)～６月 17日(金) 

○時 間 10：00～12：00  

○会 場 パルティ とちぎ男女共同参画センター 

○対 象 マウス操作と文字入力が可能な方 



○定 員 20 名 

○受講料 7,000 円（別途教材費 2,200 円程度） 

○申込締切 ５月 10 日(火) 

※定員を超えるお申込みの場合は、抽選となります。 

詳細はこちら（↓）を御覧ください。 

https://www.parti.jp/kouza/index_zen15.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 


