
 
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 38 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 38 号）～令和元（2019）年 11 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 38 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」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！ 
○女性への暴力を考える講演会（12/21） 
○「アサーティブ・トレーニング講座」を開催します(全 2 回) 
○「とちぎ結婚応援企業・団体」を募集しています。 
○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（12/11） 
○明日のビジネスを担う女性たちの交流会 in 小山（12/10） 
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「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！ 
 まだまだ参加者の募集をしています。 
 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) 
●参加費 無料 
●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」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 
メリットを設けております。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 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○女性への暴力を考える講演会（12/21） 
 生きることのリアル～身近にある性暴力被害を知る～ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 今回は特に性暴力被害の実態や心身への影響に対する正しい理解のために 
講演会を開催します。性暴力の無い安全な社会づくりを共に考えましょう。 
 
●日時 １２月２１日（土）１３：３０～１５:３０ 
●場所 パルティホール 
●講師 山本 潤 氏 
    一般社団法人Ｓｐｒｉｎｇ代表理事 ＳＡＮＥ（性暴力被害者支援看護師） 
 
●定員 １５０名（申込先着順）※一時保育あり(申込締め切り１２月６日） 
●受講料 無料 ※一時保育の場合５００円／1 人 
●申込期限 １２月２０日（金）※定員になり次第締め切り 
 
内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index_02.html 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「アサーティブ・トレーニング講座」を開催します(全 2 回) 



＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 わかりやすく、たのしく、あたたかい！気持ちをスッキリ伝えるレッスン 
● 開催日 ①１月１１日（土）、②１月１２日（日） 
● 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 ①１０：００～１６：００、②１０：００～１５：００   
● 対象 ２日間とも受講可能な方 
● 定員 ３０名 
● 受講料 ４，０００円（別途教材費） 
● 申込締切１２月１０日（火） 
 
 
講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index_11.html 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「とちぎ結婚応援企業・団体」を募集しています。 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 県、市町、関係団体で構成するとちぎ未来クラブがオールとちぎで運営している「と 
ちぎ結婚支援センター」では、「とちぎ結婚応援企業・団体」を募集しています。 
 
●「とちぎ結婚支援センター」について 
  会員登録制のマッチングシステムによる１対１の出会いをサポートする「とちぎ結 
 婚支援センター」を平成 29 年１月に開設しました。 
  現在は宇都宮市、小山市、那須塩原市の３か所で運営中です。 
  経験豊富な結婚相談員による丁寧なサポートにより、会員様の婚活を支援してお 
 り、令和元年９月末時点で 196 名の会員様がご成婚されました。 
 
●「とちぎ結婚応援企業・団体」について 
  社員様の結婚支援を実施している、または考えている企業・団体様を「とちぎ結婚 
 支援センター」が無料でバックアップします。 
  具体的には、結婚支援事業の情報提供や婚活イベントの共催、助成金支給、他企業 
 との交流会開催のサポート等をいたします。 
  
 随時募集しておりますので、関心のある企業・団体様は「とちぎ結婚支援センター」 
までお問い合わせ下さい！ 
 



「とちぎ結婚支援センター」の詳細はこちらから↓ 
https://www.msc-tochigi.jp/ 
 
「とちぎ結婚応援企業・団体」の詳細はこちらから↓ 
https://www.msc-tochigi.jp/support.php 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○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（12/11） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 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 12 月 11 日（水） 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 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○明日のビジネスを担う女性たちの交流会 in 小山（12/10） 
 ～女性はもっと活躍できる！ 一歩先のキャリアへ～ 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
あなたのキャリアを見つめ直してみませんか？ 
女性として活躍の場を広げてきた先輩たちから貴重な生の声を聞けるチャンスです。 
懇親会では、さまざまな業種の方々との交流もあり、社外ネットワークづくりもできます。 
皆さまのご来場をお待ちしております。 
 
●日時  12 月 10 日（火）14 時 00 分～17 時 15 分 
●会場  小山市立文化センター小ホール（小山市中央町 1-1-1） 
●内容  ・基調講演 テーマ「女性はもっと活躍できる」 
講師 髙松 和子 氏（公益財団法人 21 世紀職業財団業務執行理事） 
・パネルディスカッション「一歩先のキャリアへ」 
コーディネーター 
髙松 和子 氏（同上） 
パネリスト 
藤沼 千春 氏（株式会社カンセキ社外取締役） 
佐藤 恭子 氏（イオンモール株式会社 
イオンモール小山ゼネラルマネージャー） 
北嶋 好美 氏（株式会社小松製作所生産本部栃木工場 
ワーキングギア事業室企画販促グループ長） 
      ・懇親会（登壇者を囲んでの交流会） 
●対象  企業・自治体・団体等で働く女性等 100 名 
●参加費 無料（但し、懇親会に参加される方はお一人様 500 円） 
 
※11 月 29 日（金）までに、小山市役所男女共同参画課まで電話または 
ホームページからＱＲコードの応募フォームで申込みをお願いします。 
 
チラシ、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/16/218651.html 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 



「女性活躍応援メールマガジン」第 38 号をお送りしました。 
 
 
 次号は、１２月１１日（水）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 
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 


