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女性活躍応援メールマガジン（第 37 号）～令和元（2019）年 10 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 37 号をお送りします。 
 
☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 
○「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2019」を開催します(12/13) 
○「男女生き活き企業」表彰 受賞企業決定！ 
○11/12～11/25 は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。 
○冊子「輝くとちぎのオトナ女子 TOCHIGI WOMAN 20」を作成しました！ 
○フェスタ in パルティを開催します(11/16) 
○男性のワーク･ライフ･バランス講座 受講者募集中です！（11/30） 
○看護職のための「セカンドキャリア周知セミナー」を開催します（10/31） 
○「たった 5 分でできる最強家事シェアテクニック」男女共同参画推進セミナーを開催し

ます（11/1） 
○令和元年度真岡市男女共同参画社会づくり講演会のお知らせ(11/1) 
○女性による女性のためのワクワク講座＆交流会(10/25・11/6・11/8・11/20) 
○中小企業のための女性活躍推進に関する説明会（11/15） 
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2019」を開催します(12/13) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 県では、「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2019」を開催します。 
 男女がともに生き活きと活躍するためのヒントがいっぱいの 
イベントです！ 
 みなさんのご来場をお待ちしています！ 
 
●日時 12 月 13 日（金）13:30～16:30（開場 13:00） 
●場所 パルティ とちぎ男女共同参画センター 
●内容 
【第１部】「男女生き活き企業」表彰式 
【第２部】「とちぎ女性活躍推進学生会議」提言発表 
【第３部】事例発表 



「我が社における女性活躍推進・働き方改革 
 ～男女共に輝く職場を目指して～」 
【第４部】基調講演 
「ダイバーシティの文脈からみた女性活躍推進の課題ととるべき施策」 
 講師：矢島 洋子 氏 
 (三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 執行役員 主席研究員/中央大学経営

研究科客員教授) 
 
●定員 300 名(先着) 
●申込期限 12 月 5 日（木） 
 
フォーラム内容、申込方法等の詳細はこちら↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=848 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 
○「男女生き活き企業」表彰 受賞企業決定！ 
－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 「男女生き活き企業表彰」の受賞企業が決定しました！ 
 なお、表彰式は 12 月 13 日(金)開催の「とちぎ女性活躍 
応援フォーラム 2019」において行います。 
 みなさまのご来場をお待ちしています！ 
 
●グランディハウス株式会社（宇都宮市） 
・女子社員を紹介したリーフレットの作成や女子学生のみを 
 対象とした会社説明会の開催等によって、女性の採用強化を 
 図るとともに、これまで女性社員の比率が低かった営業職や 
 開発職等へ積極的に女性社員を配置するなど、職域の拡大に取り組んでいる。 
・社内に「女性活躍推進委員会」を設置し、定期的に女性社員に 
 対するアンケート調査等を実施することにより、女性が働きやすい 
 職場環境づくりを推進している。 
・女性設計社員による「ハウスソムリエールプロジェクト」を 
 立ち上げ、女性ならではの感性を取り入れた商品づくりに取り組んでいる。 
 
●東京オート株式会社（小山市） 
・職種による男女の偏りを解消するため、全職種の給与を一律とする 
 制度の導入により、職種間の異動をしやすくするなど、男女問わず 



 社員の活躍の場の拡大を図っている。 
・社員のワーク・ライフ・バランスの実現を推進するため、2016 年度から 
 年間の有給休暇取得５日間を義務化し、以後１年ごとに義務となる 
 取得日数を１日ずつ加算する取組を実施している 
 （2019 年度は８日間の取得を義務化）。 
・全社員が年１回キャリアプランを作成し、上長との面談により 
 自らの働き方や目指す姿を明確にし、プランに基づき資格取得の支援や 
 研修を受講できる制度を導入している。 
 
●社会福祉法人美明会（足利市） 
・ロールモデルとなる女性管理職と女性職員との交流会を開催するなど、 
 女性職員のキャリア意識の向上を図っており、現在は管理職 
 （課長級以上）の４割以上が女性である。 
・男性職員の育児参加に向けた意識を高めるため、配偶者出産休暇の 
 積極的な取得を奨励しており、近年の対象者の取得率は 100％である。 
・年末年始やゴールデンウィークなど保育所や学童保育が休みの時期に、 
 子どもを預ける場所がない職員を支援するため、期間限定の託児所を開設している。 
 
とちぎウーマンナビ掲載ページはこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=856 
 
「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2019」の詳細はこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=848 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○11/12～11/25 は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 
 毎年 11 月 12 日から 11 月 25 日を「女性に対する暴力をなくす運動」の 
実施期間として、関係機関・団体が連携・協力して、女性に対する 
暴力の根絶に向けた取組を一層強化しています。 
 
詳細はこちらから↓  
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/life/jyosei/dv/r1_torikumi.html 
 
 



＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○冊子「輝くとちぎのオトナ女子 TOCHIGI WOMAN 20」を作成しました！ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 
 県では、女性活躍の更なる機運醸成を図るため様々な分野でいきいきと活躍されている

県内の女性 20 人を紹介する冊子 
「輝くとちぎのオトナ女子 TOCHIGI WOMAN 20」を作成しました！ 
 
 詳細はこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=862 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○フェスタ in パルティを開催します（11/16） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 
今年のテーマは『つながろう 笑顔で、つなげよう 未来へ。』と題し、誰もが安心して暮

らせる未来のために歩みを進め、地域の元気を希望へとつなげようという企画が出展され

ます。グループ・団体による発表・展示・販売のほか、「防災ママカフェ」を開催します。

ご家族・お友達お誘いの上、ぜひお越しください。 
● 開催日 １１月１６日（土） 
● 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 １０：００～１5：００   
● 入場無料・申込不要 
 
 
講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
http://www.parti.jp/ 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○男性のワーク･ライフ･バランス講座 受講者募集中です！（11/30） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
男性のワーク・ライフ・バランス講座 
 男女が共に暮らしやすい社会にしていくには、男性の家事参画がとても重要です。 
 家庭も仕事もバランス良く充実させるため、楽しく効率的に家事をするためのテクニッ



ク等を学び、暮らし方を見直すきっかけにしてみませんか？ 
 
 
 日時 １１月３０日（土）午前１０時００分～午後１時００分 
 会場 宇都宮文星短期大学 
 講師 宇都宮文星短期大学 教授 藤生 惠子 氏 
 内容 とってもかんたん「時短料理」～料理の段取り、時短料理、食器洗いまで～ 
 
○対象 働く男性 ※ご夫婦での参加も受け付けております。 
○定員 ３０名（申込先着順） 
○受講料 無料(材料費５００円) 
○申込締切 １１月１６日(土) 
 
 
詳細・お申し込みはこちら↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index_04.html 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○看護職のための「セカンドキャリア周知セミナー」を開催します（10/31） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 栃木県ナースセンターでは、看護職のための「セカンドキャリア周知セミナー」を開催。 
 その中で「プラチナナース（定年退職前後の看護職等）を職場の力に！」をテーマに施設

向けセミナーを開催します。 
  
●日時 10 月 31 日（木） 14:00～16:00（受付 13:30） 
●場所 とちぎ健康の森 大会議室 
●内容 
 ○栃木県内の看護職の動向 
  講師：公益社団法人栃木県看護協会 会長 渡邊 カヨ子 氏 
 ○プラチナナースの雇用のメリットについて 
  講師：社会保険労務士法人作道事務所 特定社会保険労務士 作道 淑泰 氏 
 ○事例紹介 プラチナナースを職場の力に！ 
  社会福祉法人とちぎＹＭＣＡ福祉会 常務理事 塩澤 達俊 氏ほか 
 ○求人のポイントと伝わる！求人票の書き方 
  講師：宇都宮公共職業安定所 求人・事業所部門 浦沼 博 氏 



 
●対象 看護職の求人を希望する看護管理者、人事・採用担当者の方など 
●定員 30 名程度 
●申込期限 開催日の 7 日前 
●参加費 無料 
●お問い合わせ先 
 公益社団法人栃木県看護協会 ナースセンター課  
 TEL：028-625-6141 FAX：028-625-8988 
 
※個人向けセミナーも開催しております！詳細はホームページをご覧ください。 
 
内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
http://www.t-kango.or.jp/nurse9.html 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「たった 5 分でできる最強家事シェアテクニック」男女共同参画推進セミナーを開催し

ます（11/1） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 仕事だけではなくて、生活そのものを楽しんでいける時代。 
下野市では、家事シェア研究家の三木智有氏を講師にお招きして、家庭からのワーク・ライ

フ・バランスの実現をテーマに男女共同参画推進セミナーを開催します。 
『家事分担がうまくできない』『家族の家事嫌いを改善したい』  
『精一杯手伝ってるんだけど、手応えがないし、家族は不満そう？！』 
『もっと家族で家事育児を協力して楽しみたい！』 
こんな悩みを解決し、ストレス解消にもなるテクニックをお伝えします。 
皆様お誘いあわせのうえ、ご参加ください。 
 
○日時 11 月 1 日（金）午後 1 時開場 
   午後 1 時 30 分～午後 3 時 
○講師 三木 智有（みき ともあり）氏 
    家事シェア研究家・NPO 法人 tadaima!代表理事 
○場所 下野市 3 階会議室＝－ 
○定員 120 名 先着順・事前申込制・参加無料 
○その他 託児有 
 
↓詳細はこちら↓ 



https://www.city.shimotsuke.lg.jp/0143/info-0000005231-0.html 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○令和元年度真岡市男女共同参画社会づくり講演会のお知らせ(11/1) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
真岡市では、男女が家庭、地域、職場において、いきいきと活躍する男女共同参画社会を目

指して講演会を開催いたします！ 
 
【日時】令和元年 11 月 1 日（金）午後６時開場／午後６時３０分開会 
第 1 部 真岡市男女共同参画推進事業者表彰 
 
第 2 部 講演 
イクメン・カジダンのすすめ 
～キッチンで育む人間力～ 
講師：コウケンテツ氏（料理研究家） 
 
【会場】市民“いちご”ホール（真岡市民会館） 大ホール 全席自由 入場無料 
【主催】真岡市・真岡市 PTA 連絡協議会・真岡市子ども会育成会連絡協議会 
    
                                            
詳しくは、真岡市ホームページへ↓ 
https://www.city.moka.lg.jp/toppage/shisei/11/3/index.html 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 
○女性による女性のためのワクワク講座＆交流会(10/25・11/6・11/8・11/20) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 
ワークショップや交流会、講座を栃木県内の各市町で開催します! 
 
●女性のためのプチ起業講座です！ 
●経済産業省の補助事業です！ 
●主催 スリーアクト他 
 
 詳細、申込方法はこちらから↓ 
【http://three-act.com/kigyou/event】 
 
 



－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○中小企業のための女性活躍推進に関する説明会（11/15） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
一般事業主行動計画の策定に向けて、何から始めればよいか 
どう取り組めばよいかなど、専門家がわかりやすく説明します！ 
 
●日時 11 月 15 日（金）14：00～16：00 ※開場 13：30 
●場所 栃木県総合文化センター3 階 第 3 会議室 
●内容 
【第 1 部】説明会 
   講師 早川 美由紀 氏（女性活躍推進アドバイザー） 
【第 2 部】情報交換会 
   グループワークにより、自社で抱える課題や他社の状況について 
   話し合いを行います 
【第 3 部】個別説明会  
    
●定員 30 名 
●参加費 無料 
 
内容、申込方法等の詳細はこちら↓ 
http://www.josei-suishin.mhlw.go.jp/seminar/explan/kanto.html#tochigi 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
「女性活躍応援メールマガジン」第 37 号をお送りしました。 
 
 
 次号は、１１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 
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 


