＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
女性活躍応援メールマガジン（第 35 号）～令和元（2019）年 8 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 35 号をお送りします。
☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★
○「男女生き活き企業」の認定基準を改正しました！
○「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！
○パルティ R 元(2019)年度後期講座 受講者募集中です！
○男女共同参画セミナー公開講座 2019 受講者募集中です！（9/26）
○「パソコン講座～エクセルステップアップ～」を開催します(全 5 回)
○「働き方改革セミナー」を開催します(足利)
○【人手不足解消を支援】とちぎ WORKWORK 就職支援プロジェクト事業
○「令和元年度 地域課題解決型創業支援補助金」の２次公募について
（県経営支援課から）
○小山市 「トップセミナー」開催（10/3）
～経営のプロが語ります！ 経営者の流儀とは～
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○「男女生き活き企業」の認定基準を改正しました！
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
令和元(2019)年 8 月 1 日から、
「男女生き活き企業」の認定基準を改正しました。
＜改正点＞
①認定項目について、分野Ⅰ～Ⅴごとの必要な該当項目数を
全て「1 項目以上」に変更
②女性活躍推進法の改正により、行動計画の策定義務企業の範囲が
拡大(従業員数 301 人以上→101 人以上)したことを 踏まえ、
認定項目「4」の内容を変更
詳細はこちらから↓
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=184
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－

○「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
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○パルティ R 元(2019)年度後期講座 受講者募集中です！
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
パルティ（とちぎ男女共同参画センター、（公財）とちぎ男女共同
参画財団）では、後期講座の受講者を募集しています。
「男女共同参画セミナー公開講座」、
「女性への暴力を考える講演会」
、
「生涯を通じた女性の健康を考える講座」、
「男性のワーク・ライフ・バランス講座」など、
そのほかにも様々な講座を開催しております。
お申込みをお待ちしております。

後期講座のお申し込みはこちら↓
http://www.parti.jp/kouza/index.html
後期講座案内チラシはこちら↓
http://www.parti.jp/kouza/data/h31kouki_kouzaannai.pdf
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○男女共同参画セミナー公開講座 2019 受講者募集中です！（9/26）
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
男女共同参画セミナー公開講座
ジェンダーはビジネスの新教養
～メディアが発するジェンダー問題を考えよう～
ＣＭやメディアなど、分かりやすく身近な素材を使いながら、
固定的な性別役割分担意識を見直すきっかけとする講座を開催します。

●日時 ９月２６日（木）午後１時３０分～午後３時３０分
●会場 宇都宮大学 峰キャンパス ５Ｂ１１教室
●講師 ジャーナリスト
昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員
治部 れんげ

氏

●対象 どなたでも
●定員 １５０名（申込先着順）
●受講料 無料 ※一時保育料(満６か月～未就学児、1 人２００円)
詳細・お申し込みはこちら↓
http://www.parti.jp/kouza/index_01.html
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○「 パソコン講座～エクセルステップアップ～」を開催します(全 5 回)
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
エクセルの理解を深めよう！ 使いこなして作業の効率をアップ!
●開催日

10/10(木)、15(火)、17(木)、24(木)、29(火)

●場所

パルティ とちぎ男女共同参画センター(宇都宮市野沢町 4-1)

●時間

10:00～12:00

●対象

基礎コースを修了している方。四則演算、SUM 関数、
表作成などが出来る方

●定員

20 名

●受講料

6,000 円(別途教材費)

●申込締切 9/12(木)
講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓
http://www.parti.jp/kouza/index_14.html
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○「働き方改革セミナー」を開催します(足利)
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
足利労政事務所では、｢働き方改革｣をテーマにした基調講演のほか、
企業による働きやすい職場環境づくりの取り組み事例を紹介する
セミナーを次のとおり開催いたします。是非御参加ください。
１

日 時 令和元（2019）年 9 月４日（水曜日）13 時 30 分～16 時 00 分

２

場 所 栃木県庁足利庁舎 4 階 会議室

３

内 容 第１部 基調講演

(足利市伊勢町 4-19)

テーマ：
「働き方改革」は企業の魅力化プロジェクト
講 師：株式会社ワークエントリー 宇都宮営業所長 野崎 千晶 氏
第２部 パネルディスカッション
４

申込方法 ＦＡＸ・郵送･インターネット・Ｅメール

５

申込先（締切：8 月 28 日(水)）
足利労政事務所 （〒326-8555 足利市伊勢町 4-19）
TEL：0284-41-1241 FAX：0284-41-1280
Ｅ-mail：ashikaga-roj@pref.tochigi.lg.jp
インターネット申込：https://tochigi-network.com/event/853

６

定 員 80 名(先着順）

７

参加費 無料

８

参加対象
労働者、使用者、労務担当者、そのほか興味のある方はどなたでも参加できます。

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○【人手不足解消を支援】とちぎ WORKWORK 就職支援プロジェクト事業
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
◆栃木県では、県外からの移住促進や県内企業の人手不足解消等のため、
今年度から新しい事業を始めました。
◆東京圏から栃木県内に移住し、県が運営する「企業情報掲載サイト」に
求人情報を掲載した企業に就職した場合、移住支援金

（世帯 100 万円、単身 60 万円）を移住した方に支給するものです。
◆県では、このサイトに求人情報を掲載する企業を随時募集しているので、
人手不足等でお困りの企業等には、是非、掲載をお願いします。なお、掲載に係る費用は
無料です。
詳細はこちらから↓
https://workwork-tochigi.jp/
連絡先：労働政策課 雇用対策担当 TEL 028-623-3224
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○「令和元年度 地域課題解決型創業支援補助金」の２次公募について
（県経営支援課から）
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
栃木県（執行団体：
（公財）栃木県産業振興センター）では、
標記補助金の２次公募を８月６日より開始いたしました。
この補助金は、県内各地域における諸課題の解決を目的として新たに
創業する方に対して、その創業に要する経費の一部を補助するものです。
◇公募期間：令和元年８月６日(火)～９月２日(月）
◇補助上限額：２００万円

補助率：１／２

◇補助対象経費：人件費、店舗等借入費、設備費・借料、原材料費、
知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費等
詳細はこちら↓をご覧下さい。
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/2/5/1.html
※応募にあたっては募集要項を十分にご確認ください。
【お問合せ】
（公財）栃木県産業振興センター 経営支援部 総合相談グループ
TEL：028-670-2607

FAX：028-670-2611

E-mail：shien@tochigi-iin.or.jp
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
○小山市 「トップセミナー」開催（10/3）
～経営のプロが語ります！ 経営者の流儀とは～
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
元カルビー会長 来る！
今年のトップセミナーは、ＲＩＺＡＰグループ株式会社特別顧問の

松本 晃さんをお迎えし、講演会を開催します。仕事以上に楽しいこ
とはない、成果を出せば午後２時に退社してもいいと話す経営のプロ
が語る９０分間です。どなたでも入場できます。
8 月 1 日に設立した「おやまイクボス評定協議会」によるイクボス
取組発表も行います。
皆様の御来場をお待ちしております。
●日時 10 月 3 日（木） 13:00～15:00（開場 12:45）
●場所 小山市立文化センター大ホール
●内容
【第１部】イクボス取組発表 13:10～13:30
おやまイクボス評定協議会による発表
【第２部】講演会 13:30～15:00
「Ｃｈａｎｇｅ，ｏｒ Ｄｉｅ！」
講師：松本 晃さん
ラディクールジャパン株式会社代表取締役会長 ＣＥＯ
●定員

700 名 入場無料

●雇用保険受給中の方へ 「受講修了書」の交付が可能です。
●託児を希望する方へ 9/20（金）までにお申し込みください。先着 10 名
チラシ、申込方法等の詳細は小山市ホームページをご覧ください。
↓こちらから
https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/16/2859.html
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
「女性活躍応援メールマガジン」第 35 号をお送りしました。
連日は猛暑が続いており、屋内との寒暖差に驚く方も
多いのではないでしょうか。
体調を崩さないよう、温度調節のできるものを持っておくと便利ですね！
次号は、９月１７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
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆

