
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 49 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 49 号）～令和 2（2020）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 49 号をお送りします。 
 
☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 
○11/12～11/25 は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。 
○「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2020」を開催します(11/12) 
○「男女生き活き企業」表彰 受賞企業決定！ 
○「男性のワーク・ライフ・バランス講座」受講者を募集します！(11/28) 
○「防災ママカフェ」 
  ～子どもの“いのち”守れるママになろう～(11/21） 
○妊活応援セミナーを開催します！（10/29） 
○日光市「キャリア・マネジメント講座(全２回)を開催します！（11/5､11/18） 
○宇都宮大学アンケート「新型コロナウイルス渦が女性に及ぼす影響について」 
★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○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.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.html 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2020」を開催します(11/12) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 
 県では、「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2020」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！ 
  
 
●日時 11 月 12 日（木）14:00～16:00（開場 13:30） 
●場所 栃木県庁 東館 4 階講堂 
 
●内容 
【第１部】「男女生き活き企業」表彰式 
【第２部】・事例発表、報告 
     「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～」 
     ・県の女性活躍応援事業(2016～2020)の報告 
【第３部】基調講演 
     「多様性の時代に求められる女性活躍とイノベーション」 
      講師：行木 陽子 氏 
      (日本アイ・ビー・エム株式会社 技術理事) 
 
●定員   ①会場参加の場合・・・80 名(先着順) 
      ②オンデマンド配信参加の場合・・・定員なし 
 
●申込期限 ①10 月 30 日(金） 
      ②11 月 20 日(金) 
 



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=1189 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 
○「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 11 月 12 日(木)開催の 
「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2020」において行います。 
 
●栃木トヨタ自動車株式会社（宇都宮市） 
 
・女性社員の活躍の場を広げることを目的とした「とちおとめプロジェクト」を立ち上 
 げ、より幅広い知識を身に付け役割を広げるための勉強会や研修等を実施しています。 
・配偶者の出産後１か月以内に、最大３日間の休暇有給を取得できる「パパ休暇」を 
 2019 年 10 月から導入することにより、男性社員の育児参加を促進しています。 
・「仕事と育児の両立支援ガイドブック」を作成し、休業取得者本人以外の男性社員等も 
 理解を深められるような体制を整えています。 
・営業日である土日も休日を取得しやすいよう、本部スタッフ 「店舗お助け隊」を派遣す 
 るなど、会社全体で人員をフォローできるような体制づくりを行っています。 
 
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=1190 
 
「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2020」の詳細はこちらから↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=1189 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○「男性のワーク・ライフ・バランス講座」受講者を募集します！(11/28) 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 
 新型コロナウイルス感染症防止対策により、働き方の方法が見直されている現在 
自分らしい人生を実現するために、どのように時間を使ってバランスを取るか考えてみま
せんか！ 



 
●日時：11 月 28 日（土） 13:00～15:00 
 
●会場：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） 
 
●内容及び講師:「子育て世代の父親の今後のワーク・ライフ・バランス 
        ～アフター・コロナの時代を考える～」 
        NPO 法人ファザーリング・ジャパン ファウンダー/代表理事 
        安藤 哲也 氏 
 
●定員：50 名（先着順） 
 
●受講料：無料 
 
●申込方法：電話・HP・FAX・郵送・窓口 
 
●申込締切：11 月 27 日(金) 保育締切 11 月 14 日(土) 
 
●一時保育：満 6 ヶ月から就学前のお子さんが対象（1 人 500 円/1 回） 
 
※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程・内容等が変更になる場合がありますの 
で、予めご了承ください。 
 
講座内容、お申し込み方法等の詳細はこちらから↓ 
http://www.parti.jp/kouza/index_04.html 
 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－－＝－ 
○「防災ママカフェ」 
  ～子どもの“いのち”守れるママになろう～(11/21） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－－＝－ 
 
「防災ママカフェ」は、大震災を経験した乳幼児ママの、震災のリアルな体験談から、 
ママとして知っておきたい防災の知恵を学んで、子どもと生き抜くために備える講座です。 
被災地のママの声と知恵が詰まったママのための防災ブック「その時ママがすることは？」
や 



映像・スライドを使って、分かりやすく伝えます。 
 
● 日時  １１月２１日（土）１０：００～１２：００ 
 
● 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） 
 
● 講師  （一社）スマートサプライビジョン特別講師 かもん まゆ さん 
 
● 対象  子育て中のママ・パパ、プレママ・プレパパ、子育て支援者、関心のある方ど
なたでも 
 
● 定員  ３０名（先着順） 
 
● 受講料 ２００円（テキスト代） 
 
● 申込締切 １１月７日（土） 保育締切１０月３１日（土） 
 
● 満６か月～未就学児の一時保育あり（お子さんひとりにつき 1 回５００円） 
 
 
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 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○妊活応援セミナーを開催します！（10/29） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 
 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。ぜひ、ご参加ください。 
 
１．日時 10 月 29 日（木）14：00～16：30 
 
２．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） 



３．内容 
  妊活応援セミナー ～不妊治療は二人三脚～ 
 
 ①講演（14：00～15：15） 
  『不妊治療のイ・ロ・ハ ～不妊治療は二人三脚、男性不妊を中心に～』 
  講師 自治医科大学 医学部 腎泌尿器外科学講座 
                泌尿器科学部門 講師 安東 聡 先生 
 
 ②個別相談会（要予約）（15：30～16：30） 
  ・男性不妊専門医（安東先生）による医療相談 
  ・栃木県不妊専門相談センター助産師による不妊相談 
 
４．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 
 
５．定員 50 名程度（先着順） 
 
６．参加費 無料 
 
７．申込方法 
  10 月 22 日（木）までに栃木県保健福祉部こども政策課へお申し込みください。 
 
  電話：０２８－６２３－３０６４ 
  FAX：０２８－６２３－３０７０ 
  MAIL：boshihoken@pref.tochigi.lg.jp 
 
８．その他 
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、やむを得ず中止又は延期とさせてい
ただく 
 場合がございますので、ご了承ください。 
 その際は、県ホームページ（http://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/kouhou/r02ninkatsu.html） 
 にてお知らせいたします。 
 
 
セミナーの詳細はこちらから↓ 



http://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/kouhou/r02ninkatsu.html 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
○日光市「キャリア・マネジメント講座(全２回)を開催します！（11／5、11／18） 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 
 
令和２年度日光市「女性の活躍」応援プロジェクト 
「キャリア・マネジメント講座（全２回）」を開催します！ 
 
〇演 題：①リーダーシップコミュニケーション研修「イエスを引き出すネゴシエーション
スキル」 
     ②キャリアビジョン研修「今、私にできること」 
 
〇日 時：①１１月５日（木）１３：００～１６：３０ 
     ②１１月１８日（水）１３：３０～１６：３０ 
 
〇場 所：①日光市中央公民館中ホール 
     ②日光市大沢公民館会議室 
 
〇講 師：（株）あしぎん総合研究所 野内 比佐子（やない ひさこ）氏 
 
〇対象者：日光市内で勤労中の方、日光市内在住の方等 
 
〇定 員：３０名 
 
〇参加費：無料 
 
〇申込期限：１０月２６日（月） 
 
〇申込方法：問合先へ電話、郵送、ＦＡＸ、またはメール 
 
問合先：日光市人権・男女共同参画課 
〒321-1292 日光市今市本町 1 番地 
ＴＥＬ：０２８８－２１‐５１４８  
ＦＡＸ：０２８８－２１‐５１０５ 
メール：jinken-danjo@city.nikko.lg.jp 



 
詳細はこちらから↓ 
http://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanjo/jyoseinokatuyakusuisinn.html 
 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
＝－ 
○宇都宮大学アンケート「新型コロナウイルス渦が女性に及ぼす影響について」 
＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－
＝－ 
 
この度、新型コロナウィルス禍が女性に及ぼす影響がますます深刻になっている中 
栃木県女性の状況を把握し、今後の働き方への対応や必要な取組みを展開することを目的
として 
「新型コロナウィルス禍が女性に及ぼす影響について」アンケートを実施することになり
ました。 
 
〇 対象 栃木県在住の女性 
〇 アンケートは 10 問、所要時間は 5 分程度です。 
〇 アンケート回答期限 ～10 月 26 日(月）までとさせていただきます。 
 
 
下記の URL より、アンケートにお答えいただき、 
率直なご意見・ご要望をお聞かせください。 
 
URL https://questant.jp/q/8SD4W056 
 
 
なお、アンケートの回答は統計的に処理され 
特定の個人が識別できる情報として公表されることはありません。 
 
ご協力よろしくお願い申し上げます。 
 
 
■実施者 ：宇都宮大学ダイバーシティ研究環境推進本部 特任助教 川面充子 
 協力機関：栃木県、公益財団法人とちぎ男女共同参画財団、 
      栃木県労働局雇用環境・均等室 



 
 
■アンケートに関するお問い合わせ先 
宇都宮大学ダイバーシティ研究環境推進本部 特任助教 川面充子 
電話：028-649-5151／メール：mkawazura@cc.utsunomiya-u.ac.jp 
 
詳しくはこちら↓ 
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=1212 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
「女性活躍応援メールマガジン」第 49 号をお送りしました。 
 
 
 次号は、１１月１６日（月）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 
★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 


