
----------------------------------------------------------------------------- 
本メールは、個人情報保護の観点から BCC で送信しています。 
なお、栃木県のシステムの仕様上、TO には差出人のメールアドレスが入力されます。 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
とちぎ女性活躍応援団 運営団体及び登録団体 ご担当者 様 
 
 日頃より大変お世話になっております。 
 とちぎ女性活躍応援団事務局（県人権・青少年男女参画課）です。 
 
 女性活躍応援メールマガジン（第 20 号）をお送りします。 
 ぜひ、職員や社員の方にもお読みいただきたいと思いますので、 
内部での転送等、ご対応いただければ幸いです。 
 お手数をおかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 
 
※担当者・配信先変更については、事務局宛てメールで御連絡ください。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
女性活躍応援メールマガジン（第 20 号）～平成 30（2018）年５月発行～ 
 
 とちぎ女性活躍応援団の登録団体＆運営団体のみなさん、こんにちは。 
 女性活躍応援メールマガジンの第 20 号をお送りします。 
 
☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 
○平成 30(2018)年度「男女生き活き企業」コンテストを実施します！ 
○「男女生き活き企業」認定企業、「とちぎ女性活躍応援団」 
 登録企業は、保証料率の割引を受けられます！ 
○「男女共同参画社会を考える"とちぎ県民のつどい"」を開催します！(6/23) 
○「ワーク＆ライフデザイン講座」を開催します（６/９～７/２１） 
○「イクメン講座」を開催します（７/２８・８/２５・９/２９） 
○チャレンジショップ第１期オープン！（5/8～7/31） 
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○平成 30(2018)年度「男女生き活き企業」コンテストを実施します！ 



＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 県では、女性の活躍推進や働き方の見直しを通じて、 
誰もがいきいきと働ける環境づくりに積極的に取り組む企業等を、 
「男女生き活き企業」として認定する制度を実施しています。 
 
 また、認定企業を対象に、女性の活躍推進及び働き方の見直し等に 
関する優れた特色ある取組を行っている企業等を募集し、企業規模別に 
表彰します。 
 4 月 20 日(月)から今年度の募集を開始しました。 
 みなさまの御応募をお待ちしています！ 
 
１ 対象 
  「男女生き活き企業」の認定を受けている企業等のうち、女性の活躍 
 推進及び働き方の見直し等に関する優れた取組みを行っている企業 
 
※ 次のいずれかに該当する場合は対象としない。 
 (1)応募時に県税の滞納がある場合 
 (2)表彰結果及び取組内容の公表に同意しない場合 
 (3)直近３年間に営業停止処分以上の行政処分を受けたことがある場合 
 (4)前各号の他、重要な法令違反など、きわめて不適切な事由がある場合 
 
２ 表彰数 
  企業規模別に、最優秀賞１件、優秀賞２件程度（知事表彰） 
 
３ 応募書類（様式等） 
 ・実施要綱 
 ・実施要綱（別表） 
 ・公募要領 
 ・応募調書（様式１） 
 ※下記のリンク先からダウンロードできます 
 
４ 応募方法 
  様式１に必要事項を記載し、関係書類を添付の上、以下の宛先へ郵送 
 または持参してください。 
   
  〒320-8501 宇都宮市塙田 1-1-20 



  栃木県県民生活部人権・青少年男女参画課 男女共同参画担当 
 
  ①提出書類等につきましては、御返却いたしません。 
  ②提出書類に不備等がある場合は、 
   説明や追加書類の提出を求めることがあります。 
 
５ 募集期間 
  平成 30 年 4 月 20 日（金）～7 月 13 日（金）まで 
 
６ 表彰式 
  「とちぎ女性活躍応援フォーラム２０１８」において実施します。 
  日時：平成 30 年 11 月 8 日(木)14:00～16:00 
  場所：パルティとちぎ男女共同参画センター 
 
７ 表彰のメリット 
  ・表彰企業には、賞状、記念品及びステッカーを交付します。 
  ・表彰企業及びその取組について、各種媒体（とちぎウーマンナビ、 
   県ホームページ、紹介リーフレット等）により、県内に広く 
   PR します。 
 
 
実施要綱や応募様式、その他詳細についてはこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=478 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「男女生き活き企業」認定企業、「とちぎ女性活躍応援団」 
 登録企業は、保証料率の割引を受けられます！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 栃木県信用保証協会において、保証料率の優遇制度 
「健康・働き方応援保証“はつらつ”」を運用しております。 
 
 国の認定などを条件に、企業が金融機関から融資を受ける際の 
信用保証料率を最大 20％割り引く制度で、 
「男女生き活き企業」認定企業及び「とちぎ女性活躍応援団」 
登録企業も割引の対象となります。 
（「男女生き活き企業」認定企業＝20％割引、 



「とちぎ女性活躍応援団」登録企業＝15％割引） 
 
 ぜひ御活用ください。 
 
 また、「男女生き活き企業」の認定企業に対しては、この他にも 
インセンティブを設けております。是非、認定を目指してください。 
 
 
※「健康・働き方応援保証“はつらつ”」制度の詳細については、 
 栃木県信用保証協会にお問い合わせください。 
 
詳しくはこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=410 
リーフレットはこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/common/sysfile/topics/ID00000410binary1.pdf 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「男女共同参画社会を考える"とちぎ県民のつどい"」を開催します！(6/23) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
毎年 6 月 23 日～29 日の 1 週間は、「男女共同参画週間」です。 
下記の通りイベントを開催します！ 
 
●日程 6 月 23 日(土) 
 
●場所 パルティ男女共同参画センター 
 
●内容 
    10:00～12:00 映画「折り梅」の上映 
    13:00～13:25 式典 
    13:30～15:00 松井久子さん講演会 
    「自立して生きるとは？～女性として、監督として」 
 
●定員 360 名 
 
●参加費 無料 
 



●申込締切 当日受付もできますが、事前申込をおすすめします。 
 
講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=479 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「ワーク＆ライフデザイン講座」を開催します（６/９～７/２１） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 大学生や短大生、新社会人(2～3 年目)の方を対象として、仕事と 
子育ての両立や今後のキャリアについて、子育てインターンシップ 
体験等を通して学ぶことができる講座です。 
 最近ホットな話題「働き方改革」。働き方を考え、仕事と家庭の 
両立をより具体的に考えてみませんか？ 
 将来のことが気になる大学生、職場にいらっしゃる若手社員等に 
積極的にお声掛けください！ 
 
●日程 ６月９日（土）～７月２１日（土） 
    （講座４回、子育てインターンシップ１回） 
 
●場所 パルティ（宇都宮市野沢町 4-1）など 
 
●内容  
【第１回】６/９（土）13:00～16:00 
  「なりたい姿ワーク」 
【第２回】６/16（土）13:00～16:00 
  「ロールモデルとの交流」 
  「子育てインターンシップ準備」など 
【子育てインターンシップ】６月中旬～下旬 夕方～20:00 
  子育て家庭などでの働くパパやママへの取材や子育て体験など   
【第３回】７/７（土）13:00～16:00 
  「子育てインターンシップ体験のシェア」 
  「なりたい姿の見直し」    など 
【第４回】７/21（土）13:00～16:00 
  「なりたい姿マップ作成」 
  「わたしの未来宣言」     など 
 



●定員   ２４名 
 
●申込期限 ５月３１日（木） 
 
講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=476 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「イクメン講座」を開催します（７/２８・８/２５・９/２９） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 仕事も子育ても頑張りたいパパとママを応援！そんな講座はこれ！ 
 ママの産後ケア・パパの仕事と家庭の両立・ママの産休・育休等 
からの復職、再就職について、パパとママで一緒に考えませんか？ 
 
●日時 第１回 ７月２８日（土）１３：００～１５：３０ 
    第２回 ８月２５日（土）１３：００～１５：３０ 
    第３回 ９月２９日（土）１３：００～１５：３０ 
 
●場所 パルティ（宇都宮市野沢町 4-1） 
 
●内容  
【第１回】夫婦で学ぶ産後ケア 
   （産後のママの気持ちの理解、産後エクササイズ体験など） 
【第２回】パパの働き方革命 
   （家族時間を生みだすﾀｲﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ術、家事育児ｼｪｱの秘訣など） 
【第３回】イクメン＆ワーママ応援講座 
   （職場復帰後の育児と仕事の両立、円滑な職場復帰など） 
 
●定員   １５組（３０名） 
 
●対象 子育て中の夫婦など、出産を予定・希望する夫婦など 
 
●申込期限 第１回 ６月２８日（木） 
      第２回 ７月２５日（水） 
      第３回 ８月２９日（水） 
 
講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 



http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=483 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－－＝－ 
○チャレンジショップ第１期オープン！（5/8～7/31） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
  とちぎ男女共同参画センターでは、平成２８年度から女性活躍 
推進の一環として、商品等の販売や、カフェ・レストラン経営など 
の起業を目指す女性を対象としたチャレンジショップを開設してい 
ます。 
 第１期の５月から７月までは、次の２店舗がオープンします。 
お近くにおいでの際は、ぜひお立ち寄りください！ 
 
● Cafe プチママン 
    ～親子でゆっくり食事ができる親子カフェ～ 
   営業：火曜日～日曜日 １１時３０分～１５時 
    ５月８日（火）からオープン 
 
● キッズルームゆりかご 
    ～託児付き親子セミナー～ 
    営業：火曜日～日曜日 １１時３０分～１５時 
  ５月８日（火）からオープン 
 
※両店舗とも臨時で休業する場合があります。 
 
↓詳細はこちら 
http://www.parti.jp/katsuyaku/challenge_shop_2018%20.html 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
「女性活躍応援メールマガジン」第 20 号をお送りしました。 
 
 こちらのメールマガジンでは、女性の活躍を応援するイベント・ 
講座のお知らせや、働き方の見直しに役立つ様々な情報など、 
タイムリーな話題を毎月 14 日にお届けしています。 
 メルマガとあわせて「とちぎウーマンナビ」も御活用いただけると 
幸いです。 
 



ＧＷはいかがお過ごしでしたか？ 
最近は気温の変化が激しいので、体調管理にも気をつけてくださいね！ 
 
 次号は、6 月 14 日（木）発行予定です。 
☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★ 
【発行】 とちぎ女性活躍応援団事務局 
 栃木県 県民生活部 人権・青少年男女参画課 男女共同参画担当 
 〒320-8501 宇都宮市塙田 1－1－20 県庁本館７階 
  電話番号：028-623-3074 
  FAX 番号：028-623-3150 
  メールアドレス：seishonen-danjo@pref.tochigi.lg.jp 
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 


