
 
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 40 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 40 号）～令和 2（2020）年 1 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 40 号をお送りします。 
 
☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 
〇とちぎ女性活躍応援フォーラム 2019 を開催しました。 
〇生涯を通じた女性の健康を考える講座を開催します（2/1） 
〇経営戦略としての働き方改革実践講座 
〇「働き方改革実践セミナー＆相談会」の開催(1/28） 
〇妊活応援セミナーを開催します！（2/2） 
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○とちぎ女性活躍応援フォーラム 2019 を開催しました。 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 県では、12 月 13 日(金)に「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2019」を 
開催しました。 
 とちぎウーマンナビに、当日の様子などを掲載しましたので、 
ぜひご覧ください！ 
 



～プログラム～ 
●第１部「男女生き活き企業」表彰式 
 【優秀賞】 
 ・グランディハウス株式会社 
 ・東京オート株式会社 
 ・社会福祉法人 美明会 
 
●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 
    
 
当日の様子など、詳しくはこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=911 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○生涯を通じた女性の健康を考える講座を開催します（2/1） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 ～いつまでも私らしく！女性の心と体のメンテナンス～ 
 
●開催日時 令和 2 年 2 月 1 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分 
●講師 加倉井 さおり 氏 
    （株）ウェネスライフサポート研究所代表取締役  
     東邦大学看護学部非常勤講師 
●定員 150 名（先着順） 
●受講料 無料 
●申込締切 令和 2 年 1 月 31 日（金） 
●一時保育 満 6 ヶ月から未就学児 500 円/1 人 
 
 申込方法、一時保育の詳細はこちら↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index_03.html 



 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○経営戦略としての働き方改革実践講座 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 
「働き方改革」の実践には、経営者や人事労務担当者がその必要性を理解することが重要で
す。 
 
 県では、経営者、人事労務担当者を対象に業務の見直し等による“生産性向上の方法”と“明
日から実践で 
 きる働き方改革の取組”を学ぶ、社労士等を交えた少人数型のワークショップ（情報交換、
事例検討等）を開催します。 
 
 
●開催日・会場： 
 
【宇都宮】令和 2（2020）年２月７日（金） 
（会場：栃木県庁研修館 4 階 402 研修室） 
 
【矢 板】令和 2（2020）年２月 13 日（木） 
（会場：栃木県庁塩谷庁舎 4 階 401 会議室） 
 
【足 利】令和 2（2020）年２月 19 日（水） 
（会場：栃木県庁足利庁舎 4 階会議室） 
 
【小 山】令和 2（2020）年２月 25 日（火） 
（会場：栃木県庁小山庁舎 4 階大会議室） 
 
●時 間：各会場 13：30～16：00（開場：13：00） 
 
●講 師：株式会社 TMC 経営支援センター 
     代表取締役社長 葛西 美奈子 氏 
 
●申し込みについて： 
 
【申込方法】ＦＡＸ（締切：開催日の１週間前） 



【申込先】(株)下野新聞社営業局業務推進部 
 FAX：028－625－1132 
 
●定 員：25 社(先着順） ※１社２名まで 
 
●参加費：無料 
 
●参加対象：経営者、人事労務担当者 
 
●問合せ先：(株)下野新聞社営業局業務推進部 
 TEL：028－625－1104 
 FAX：028－625－1132 
 詳細はこちら（↓）を御覧ください。 
 http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/hatarakikatajissenkouza2019.html 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
〇「働き方改革実践セミナー＆相談会」の開催(1/28） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 
大田原労政事務所では、来年度より施行されるパートタイム・有期雇用労働法を中心に、働
き方改革関連法の概要や取り組み方について、栃木働き方改革推進支援センターのアドバ
イザーがわかりやすく解説するセミナーを次のとおり開催いたします。 
 
また、セミナー終了後に『個別相談会』を実施します。是非御参加ください。 
 
●日 時 令和 2（2020）年 1 月 28 日（火曜日） 
     午後 1 時 30 分～午後 3 時 00 分 
 
● 場 所 黒磯公民館 3 階 大会議室 
     栃木県那須塩原市桜町 1 番 5 号 ℡0287-60-1115 
 
● 講 師 栃木働き方改革推進支援センター アドバイザー 樽 陽子 氏 
 
● 申込方法 電話・ＦＡＸ 
 
● 申込先（締切：1 月 21 日(火)） 



     大田原労政事務所 
     〒324-0056 大田原市中央 1-9-9 
     TEL：0287-22-4158 FAX：0287-22-5103 
 
● 定 員 30 名(先着順） 
 
● 参加費 無料 
 
●参加対象 どなたでも参加できます。（経営者、人事労務責任者等にお勧めです。） 
 
 (お問い合せ先) 
 大田原労政事務所 大蔵 TEL：0287-22-4158 
 
 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○妊活応援セミナーを開催します！（2/2） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 
県こども政策課では、これから結婚・妊娠・出産を希 
望する方や不妊治療に関心のある方等を対象に、妊活 
や不妊治療に関する正しい知識等を学ぶセミナーを次 
のとおり開催します。是非、御参加ください。 
 
●日時 ２月２日（日）１３：３０～１５：００ 
 
●場所 とちぎ男女共同参画センター（パルティ） 
    研修室３０１ 
   （宇都宮市野沢町４－１） 
 
●内容 
 結婚前からできる「妊活」への心構え 
  ～妊娠・出産を希望するあなたへ～ 
 
 ①講演 妊活は二人三脚～知っておきたい妊活・不妊治療の基礎知識～ 



   講師 もちづき女性クリニック 
      院長（医学博士）望月善子先生 
 
 ②情報提供 栃木県不妊専門相談センターについて 
   講師 栃木県不妊専門相談センター 
      不妊専門相談員（助産師） 
 
●対象 
 結婚・妊娠・出産を考えている方、不妊治療に関心のある方、 
 不妊相談に携わる方、企業の人事・総務部門の担当者等 
 
●定員 １００名程度（先着順） 
 
●参加費 無料 
 
●申込方法 
 
 １月２８ 日（火）までに栃木県こども政策課へお申込みください。 
 
  電話：０２８－６２３－３０６４ 
  FAX : ０２８－６２３－３０７０ 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
「女性活躍応援メールマガジン」第 40 号をお送りしました。 
 
 
 次号は、２月１４日（金）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 
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 


