
----------------------------------------------------------------------------- 

  本メールは、個人情報保護の観点から BCC で送信しています。 

  なお、栃木県のシステムの仕様上、TO には差出人のメールアドレスが入力されます。 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

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 61 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 61号）～令和３（2021）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 61 号をお送りします。 

 

☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 

○「こどもを守る！防災講座」 

      ～災害時、大切ないのちを守るために、今できることは？～ 

○性的マイノリティ専門相談窓口「とちぎにじいろダイヤル」を開設しました 

○「ヒューマンフェスタとちぎ２０２１」を 11 月 13 日（土）に開催します 

○男女共同参画推進フォーラムの開催について 

○11/12～11/25 は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。 

○栃木労働局「今月（１０月）のおすすめ情報」の紹介 

○DV に関する相談窓口について 

★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－－＝－ 

○「こどもを守る！防災講座」 



    ～災害時、大切ないのちを守るために、今できることは？～ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－－＝－ 

大震災を経験した乳幼児の親のリアルな体験談から、親・支援者として知っておきたい 

防災の知恵を学び、子どもと生き抜くために備える講座です。 

被災地の親の声と知恵が詰まった防災ブックと映像・スライドを使って、分かりやすく伝

えます。 

（Zoom を使用したオンライン開催。ご自宅のパソコンやスマートフォン等で受講してく

ださい。 

通信にかかる費用は受講者様のご負担となります。） 

 

● 開催日  １１/２０（土） 

● 時 間  １０：００～１２：００ 

● 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、子育て支援者など、 

関心のある方どなたでも 

● 定 員  ４０名 ※先着順 

● 受講料  無料 

● 申込締切  １１/6（土）  

 

講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 

https://www.parti.jp/kouza/index_08.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○性的マイノリティ専門相談窓口「とちぎにじいろダイヤル」を開設しました 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 県では、性的マイノリティに関する専門相談窓口「とちぎにじいろダイヤル」を開設しま

した。 

 専門相談員が性的指向や性自認に関する様々な悩みや不安などの相談に電話で応じます。  

 ご本人だけでなく、ご家族やご友人などからの相談もお受けします。 

  お気軽にご相談ください。  

 

～ご相談の例～ 

    自分の性別に違和感がある 

    同性を好きになったが、誰にも相談できない 

    性的マイノリティであると打ち明けられたが、どう接したらよいか   など 

 

https://www.parti.jp/kouza/index_08.html


●直通ダイヤル  028-665-8724 

●相談受付日時 

  毎月 第 1・第 3 金曜日（祝休日及び年末年始を除く） 

  午後 5 時 30 分から午後 7時 30分まで 

（相談無料、秘密厳守） 

 

チラシはこちらから↓ 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/jinken/r3nijiiro-tell.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○「ヒューマンフェスタとちぎ２０２１」を 11 月 13 日（土）に開催します 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 県民一人ひとりに人権尊重に対する理解を深めていただくことを目的に、 

「ヒューマンフェスタとちぎ２０２１」を開催します。 

 講演やトークショー等で、人権について楽しく学ぶことができます。（事前申込が必要、10

月 27 日（水）まで） 

 なお、参加者全員に「人権の花」をプレゼント！（お一人様一鉢） 

  

1  日時  令和 3(2021)年 11月 13日（土）10時から 15時 30 分まで 

2  会場      とちぎ福祉プラザ多目的ホール[宇都宮市若草 1-10-6] 

3  内容 

【午前の部】（10時～12時、テーマ「スポーツと人権」、定員 150 名） 

 パラリンピアン、オリンピアンに聞こう！「勝ち負けよりも大切なこと」 

 ○講演：増渕 倫巳さん 

 ○スペシャル対談：増渕 倫巳さん／増田 成幸さん 

【午後の部】（13時 30 分～15 時 30 分、テーマ「働く人の人権」、定員 150 名） 

 ○ヒューマントークショー：弁護士 大渕 愛子さん 

 誰もが生き生きと働ける環境づくり「幸せな職場のつくり方」 

  

申込方法、チラシはこちらから↓ 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/kouhou/r3human-festa.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○男女共同参画推進フォーラムの開催について 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

男女共同参画の推進に関心のある人々が課題を共有し 、共に解決策を探る研修機会として 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/jinken/r3nijiiro-tell.html
https://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/kouhou/r3human-festa.html


令和３年度「男女共同参画推進フォーラム」（愛称：ＮＷＥＣ）フォーラムを実施します。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、インターネット配信によるオンライ

ン形式です。 

ぜひご参加ください。 

 

テーマ：ジェンダー平等を実現しよう 

主 催：独立行政法人国立女性教育会館 （ＮＷＥＣ） 

開催期間：令和３年 12 月 1日（水）９：００～12 月 21 日（火）１４：００ 

プレオープン：令和３年 11月 24日（水）９：００ 

       特設サイトを公開し、事前参加登録を受け付けます。 

会場：令和３年度「男女共同参画推進フォーラム」特設サイト 

   ＵＲＬは後日ＮＷＥＣホームページで発表します。 

参加者：行政、女性関連施設、企業、大学、学校、ＮＰＯ、その他の任意団体等において 、 

    男女共同参画推進に携わる方、及び男女共同参画推進に関心のある方 

    １，０００名 

参加費：無 料（ただし、通信にかかる費用は参加者負担） 

 

詳細はこちらから↓ 

https://www.nwec.jp 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○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 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○栃木労働局「今月（１０月）のおすすめ情報」の紹介 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 栃木労働局では、主要な取り組み、重要なお知らせを「今月のおすすめ情報」として発信

しています。 

 

https://www.nwec.jp/
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.html


 ①最低賃金を引き上げました！ ～皆さまの取組を支援します～ 

 令和３年 10 月１日から、栃木県最低賃金（時間額）を現行の 854 円から 28 円引き上げ

882 円に改定しました 

  ・業務改善助成金 ～賃金引き上げにご活用ください～ 

  ・雇用調整助成金 ～最低賃金を引き上げた中小企業に対する要件緩和～ 

 ②新型コロナウイルス感染症に係る小学校休業等に伴う保護者の休暇取得を支援しま

す！ 

  ～小学校休業等対応助成金・支援金を再開～ 

  ③死傷災害の撲滅に向けてのご協力のお願い・緊急災害防止運動を展開中！ 

  ④求職者・求人者マイページがさらに便利になります！（令和 3年 9 月 21日から） 

 

  詳細はこちら↓をご覧ください。 

https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/newpage_00411.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 

○DV に関する相談窓口について 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 

新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安・ストレスから 

DV 被害の深刻化が懸念されています。 

 

DV に悩んでいる方は、ためらうことなく相談してください。 

 

栃木県のホームページでは DV に関する相談窓口について 

詳細を掲載しています。  

 

栃木県ホームページはこちらから↓ 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/system/honchou/honchou/danjokyoudousankakugyousei

jouhou.html 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

「女性活躍応援メールマガジン」第 61 号をお送りしました。 

 

 次号は、令和３(2021)年 10月 15 日（月）発行予定です。 

 

☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★ 

https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/newpage_00411.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/system/honchou/honchou/danjokyoudousankakugyouseijouhou.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c07/system/honchou/honchou/danjokyoudousankakugyouseijouhou.html


【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 

★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 


