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女性活躍応援メールマガジン（第 22 号）～平成 30（2018）年７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 22 号をお送りします。 
 
☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 
○男女生き活き地域活動コンテストを実施します 
○貴社の女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定取得や 
「一般事業主行動計画」策定を支援します！！ 
○平成 30 年度「女性の活躍及びキャリア育成に関する研修参加助成金」の 
御案内 
○「看護職員再就業支援研修」を開催します 
○佐野市・人権・男女共同参画課 主催 
 働きたいママの再就職準備セミナー 
「教えて！仕事探しのはじめの一歩！」を開催します！（8/1(水)） 
○映画「サバイバルファミリー」上映！～男女共同参画のつどい in しもつけ～ 
○蔵の街とちぎビジネスプランコンテスト 2018 の開催について 
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○男女生き活き地域活動コンテストを実施します 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
栃木県では、地域において男女共同参画社会を推進する活動を募集し、 
優れた取組を表彰しています。 
次のとおり候補事例を募集しますので、ぜひ御応募ください！ 
 
●対象 
・地域における男女共同参画社会の推進に貢献する活動 
・個人、団体不問 
・過去２ヵ年度以内の活動 
 
●表彰数 
 優秀賞３件程度 
 
●募集期間 



 平成 30(2018)年６月１日（金）から８月３１日（金） 
 
●要綱、応募用紙等 
 ・実施要綱 
 ・実施要領 
 ・応募用紙（様式１） 
 ・男女生き活き地域活動コンテストチラシ 
 ※下記のリンク先からダウンロードできます  
 
●審査基準 
 地域貢献度、波及性、モデル性、独自性を評価し、優秀賞を決定します。 
 
●表彰式 
 平成 31(2019)年１月１９日（土）１３時００分～ 
 
実施要綱や応募用紙等、詳しくはこちらから↓ 
 http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=219 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○貴社の女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定取得 
や「一般事業主行動計画」策定を支援します！！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 県では、女性の活躍を推進するため、新たな助成金 
制度（「女性が輝く企業「倍増」プロジェクト事業」） 
を設けました。 
 具体的には、県内企業が外部コンサルタント事業者 
の支援を受けて、①女性活躍推進法に基づく一般事業 
主行動計画の策定や②「えるぼし」認定取得をした場 
合、その取組に要した経費の一部を助成します。 
是非御活用ください！ 
 
１ 支給対象 
 県内に本社又は主たる事業所を有する企業 
 ①については、常時雇用する従業員数が 300 人以下の企業 
 ②については、「えるぼし」を新規で取得した企業 
 が対象となります。 



２ 助成内容 
  外部コンサルタント事業者の支援経費の１／２（１企業あたり 25 万円上限） 
 
 申込方法等の詳細はこちら（↓）をご覧ください。 
 http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kagayakukigyou_baizou_project.html 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○平成 30 年度「女性の活躍及びキャリア育成に関する研 
修参加助成金」の御案内 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 県では、県内中小企業を対象に、女性の活躍を推進 
するため従業員を研修に参加させる際の費用の一部を 
助成しています。 
 「管理職を目指す女性のための研修」や「女性の職 
域を拡大するための研修」などが助成対象です。 
 
１ 募集締切 平成 31 年 3 月 15 日 
              ※研修開始 10 日前（土日祝日及び閉庁 
       日を除く。）までに申請してください。 
２ 支給対象 
   女性の活躍を推進するために、従業員を研修に 
   参加させる事業主 
３ 支給要件 
    ・ 常時雇用する従業員数が 300 人以下で、栃木県 
   内に本社または主たる事業所があること。 
    ・ 「女性の職業生活における活躍の推進に関す 
   る法律」にかかる一般事業主行動計画を作成し 
   ているか、または、平成 30 年度中に策定予定で 
   あること。ただし、県の支援（事業主行動計画 
   策定サポート事業）を受けて策定した場合には支 
   給対象とはなりません。 など 
  ※ 詳しくは下記のホームページで御確認ください。 
４ 支給条件 
    1) 支給対象経費 研修及び研修で使用する教材費 
    2) 支給率    1/2 
    3) 支給上限   18 万円/企業 



      ① 教育機関へ従業員を派遣する場合 
              １人あたり６万円上限で助成 
      ② 中小企業が自ら企画し研修を実施する場合 
              １企画あたり６万円上限で助成 
 
 申込方法等の詳細はこちら（↓）をご覧ください。 
 http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kensyuusankajyoseikin.html 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「看護職員再就業支援研修」を開催します 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 県では、看護協会に委託し、看護職の求職・求人に関する相談や研修など、 
就業等に関する支援を総合的に行っています。 
 今回看護職の方で、再就業をするにあたり、知識や技術に不安がある方等を 
対象に「再就業支援研修」を開催します。 
 皆様のご参加をお待ちしております。 
 
●日時・場所 ８月３日（金）、４日（土）地方独立行政法人栃木県立がんセンター 
       ９月 21 日（金）、22 日（土）地方独立行政法人栃木県立がんセンター 
       10 月 15 日（月）、16 日（火）国際医療福祉大学塩谷病院 
       11 月６日（火）、７日（水）とちぎメディカルセンターとちのき 
       12 月４日（火）、５日（水）とちぎメディカルセンターとちのき 
 
●内容    急変時の看護、医療安全、薬物療法の補助技術 
●定員    各日約 20 名 
●申込期限  開催 7 日前まで 
 
 
研修内容や研修費用、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
【http://www.t-kango.or.jp/nurse8.html】 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○佐野市・人権・男女共同参画課 主催 
 働きたいママの再就職準備セミナー 
「教えて！仕事探しのはじめの一歩！」を開催します！（8/1(水)） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 



 佐野市では、子育てでブランクがあり 
「再就職したいけど、どうしたら？」 
「子育てと仕事の両立ってできるの？」など、 
一歩踏み出すための心得や準備、ハローワークの活用方法など 
悩んでいる方をサポートするための講座を開催します。 
 
 ご興味のある方はお気軽にぜひお申し込みください。 
  
 
１ 日 時 ８月１日（水）午前１０時～正午 
２ 場 所 パレットプラザさの（佐野市男女共同参画推進センター） 
     （佐野市田沼町９７４－３） 
３ 対 象 再就職したいと考えている子育て中の女性 
４ 講 師 足利公共職業安定所就職支援ナビゲーター・佐野市保育課職員 
５ 参加費 無料（先着１０名） 
 
詳しくは、佐野市ホームページへ↓ 
http://www.city.sano.lg.jp/topics/recruit/re170630-06.html 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○映画「サバイバルファミリー」上映！～男女共同参画のつどい in しもつけ～ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 下野市では、男女共同参画社会の実現について考えることを目的に 
「男女共同参画のつどい in しもつけ」を開催いたします。つどいでは、 
映画「サバイバルファミリー」を上映します。ある日突然東京から一切の 
電気が消えてしまい、生活がままならなくなった家族の物語です。 
「家族の絆」をテーマに、時には喧嘩しながら家族が協力し合う姿がコミカルに描かれてい

ます。 
 また、上映前には、プチセミナーで、映画の男女共同参画のポイントや見どころを紹介し

ます。 
 笑いあり、ハラハラあり、感動ありの「サバイバルファミリー」。 
この機会に家族の役割や思いやりについて、もう一度考えてみませんか。 
皆様お誘いあわせのうえ、ご来場ください。 
 
○日時 7 月 28 日（土）午後 1 時開場 



○場所 下野市グリムの館（下野市下古山 747 番地） 
○定員 250 名 入場無料・申込不要 
 
↓詳細はこちら↓ 
https://www.city.shimotsuke.lg.jp/0386/info-0000004314-3.html 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○蔵の街とちぎビジネスプランコンテスト 2018 の開催について 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
昨年に引き続き、”蔵の街とちぎビジネスプランコンテスト”を 
開催します！この機会に、あなたの創業の夢を応募してみませんか？ 
栃木市が、あなたの創業計画を全力でサポートします！ 
 
１ 応募資格 
 今後１年以内に栃木市内において創業を目指している方、 
または創業後３年以内の方 
 
２ 募集期間 
 平成３０年７月２日（月）～９月２８日（金） 
 提出書類、提出方法は下記のリンク先から御覧ください。 
 
３ 表彰・奨励金 
 最優秀賞：８０万円 
 若者創業者特別賞：３０万円 
 女性創業者特別賞：３０万円 
 優秀賞×２：５万円×２ 
 
４ 開催内容 
・創業支援特別講演会 
 ～蔵の街とちぎビジネスプランコンテスト 2018 プレイベント～ 
・ブラッシュアップセミナー【基礎編】 
・書類審査会 
・若手経営者との意見交換会 
・ブラッシュアップ個別相談会【応用編】 
・最終審査会（プレゼンテーション審査会）・表彰式 ※一般公開 
・ステップアップ個別相談会 



 
詳しくはこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/index.php?c=1 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
「女性活躍応援メールマガジン」第 22 号をお送りしました。 
 
 さて、最近はワールドカップで日本中が盛り上がりましたね。 
 みなさんも日本代表の活躍に感動したのでは？ 
 私たちも夏の暑さに負けず、日々頑張りましょう♪ 
 
 次号は、８月１４日（火）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 
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 


