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

  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 63 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 63 号）～令和３（2021）年 12 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 63 号をお送りします。 

 

☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 

○「男女生き活き企業」表彰 受賞企業決定！ 

○「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2021 を開催します」(1/25) 

○予期しない妊娠等に関する相談窓口「にんしんＳＯＳとちぎ」 

 について 

○「男性のワーク・ライフ・バランス講座（第２回）」の受講者を募集します！ 

〇パルティキャリア塾Ⅱ 仕事に生かす！アドラー心理学講座（全 1 回） 

（オンライン Zoom開催） 

○「ヒューマンフェスタとちぎ 2021」WEB サイトを公開！ 

○ 栃木労働局「今月（12 月）のおすすめ情報」の紹介 

○DV に関する相談窓口について 

★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 



○「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、事例発表は 1 月 25日(火)開催の 

「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2021」において行います。 

 

●関綜エンジニアリング（株）（足利市） 

・ 社長との面談で若手社員からの意見を取り入れ生理休暇は無給から有給の 

   特別休暇に変更になり、女性特有の体調に配慮している。 

・ 育児休暇や介護休暇も無給から有給の特別休暇に変更して、全社員の家庭 

   状況に応じた支援態勢を整えている。 

・ 希望によりフレックスタイム制度、リモートワーク体制を導入しており、 

   男女共に仕事に取り組みやすい環境を整えている。 

・ 運動習慣増進、健康管理、リフレッシュを目的としてトレーニングジムを 

   月２回まで、フィットネスが１日５名まで無償で利用可能。食事面では 

   社員食堂を立ち上げ、バランスのよい食事を低価格で提供する等、食事の 

   サポートも行っている。 

 

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=1417 

「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2021」の詳細はこちらから↓ 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=1416 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2021 を開催します」(1/25) 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 県では、「とちぎ女性活躍応援フォーラム 2021」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 令和４(2022)年 1 月 25 日（火）14:00～15:30（開場 13:30） 

●場所 栃木県庁 研修館講堂 

●内容 

【第１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～」関綜エンジニアリング（株） 



【第２部】講演 

「男性育休がダイバーシティに与える価値とは 

～積水ハウスの男性育休取得促進の取組から～」 

 講師：森本 泰弘 氏 

 (積水ハウス株式会社 ESG 経営推進本部 ダイバーシティ推進部 部長) 

 

●定員 80名(先着順) 

●申込期限 １月 18日（火） 

 

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=1416 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○予期しない妊娠等に関する相談窓口「にんしんＳＯＳとちぎ」 

 について 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 県では、令和３（2021）年 11月１日から、予期しない妊娠等に関 

する相談窓口として、「にんしん SOS とちぎ」を開設しています。 

 

 本窓口では、思いがけない妊娠等で不安や悩みを抱える方やその 

関係者（家族・パートナーなど）から、電話またはメールで相談を 

お受けし、専門の研修を受けた相談員（助産師）がその方の置かれ 

ている状況やお気持ちに寄り添いながら対応します。 

 

 詳細は下記のとおりですので、予期しない妊娠等に関するお悩み 

がある方は、ひとりで悩まずにご相談ください。 

 

 また、周囲にそういった方がいらっしゃいましたら、本窓口をご 

紹介いただきますようお願いいたします。 

 

●相談方法 電話またはメール 

●受付日時 

 ・電話相談   火曜日:10 時～14 時 土曜日:14 時～18時 

 ・メール相談  24時間受付   

  ※原則、返信は電話相談受付日に対応 

●電話番号等 



 ・電話相談   050-5526-4662 

 ・メール相談  ninshin-sos-tochigi.com 

  （上記 URL にアクセス後、相談フォームに入力） 

●ホームページ等 

 ・ホームページ（https://ninshin-sos-tochigi.com/） 

 ・インスタグラム（ID：NINSHINSOSTOCHIGI） 

●本事業に関する問合せ先 

 栃木県保健福祉部こども政策課母子保健担当（電話 028-623-3064） 

 

詳細はこちらから↓ 

https://ninshin-sos-tochigi.com/ 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

〇パルティキャリア塾Ⅱ 仕事に生かす！アドラー心理学講座（全 1 回） 

（オンライン Zoom開催） 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 自分も相手も認める「勇気づけ」で、対人関係がラクになる！元気に働くコツを学びます。 

 

● 開 催 日   令和４(2021)年１月 22日（土） 

● 時 間  １０：００～１２：００ 

● 講 師  アドラー心理学 勇気づけトレーナー 

    産業カウンセラー 北村 優子 

● 対 象  女性 

● 定 員  ２０名（定員を超えるお申込みの場合は、抽選となります。） 

● 受 講 料   １，０００円 

● 申込締切  12月 21 日（火） 

 

※アドラー心理学とは、２０世紀初頭にアルフレッド・アドラーが提唱した、 

「ほめる」よりも伸びる「勇気づけ」を特徴とした心理学のこと。 

 

※講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 

https://www.parti.jp/kouza/index_10.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－－＝－＝ 

○「男性のワーク・ライフ・バランス講座（第２回）」の受講者を募集しま 

  す！ 



＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－－＝－＝ 

男女が協力して介護を担い、介護と仕事との両立を図りながら、経済的自立 

や自己実現をし、生涯にわたって自立した生活を維持することの大切さを学 

ぶ講座です。 

 

●日時：令和４（2022）年１月 29 日（土）13:30～15:30 

●会場：とちぎ男女共同参画センター 

●テーマ：「男性が介護をするとき～男性介護とワーク・ライフ・バランス～」 

●講師：株式会社 照和 代表取締役 齋藤 和孝 氏 

●対象：どなたでも 

●定員：24名 

●受講料：無料 

●申込方法：パルティ HP 

 

講座内容、お申し込み方法等の詳細はこちらから↓ 

https://www.parti.jp/kouza/index_04-2.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○「ヒューマンフェスタとちぎ 2021」WEB サイトを公開！ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 県では、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」WEB サイトを公開しました。 

  令和 3(2021)年 11月 13 日（土）に宇都宮市の「とちぎ福祉プラザ」 

で開催したイベントの動画などを配信しています。 

 ぜひご覧ください！アンケートに答えてくれた方に抽選でオリジナル 

啓発グッズをプレゼントします！ 

 

●公開期間 令和 4(2022)年 1月 31日（月）まで 

●主な内容 

 ①ステージイベント動画（4 本） 

  テーマ：「スポーツと人権」 

   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」 

   配信１（講演）ロンドンパラリンピック 車いすバスケットボール 男子  

日本代表 増渕倫巳さん 

   配信２（スペシャル対談）増渕倫巳さん／東京オリンピック 自転車競技・男子個人 

ロードレース 日本代表 宇都宮ブリッツェン所属 増田成幸さん 



    

   テーマ：「働く人の人権」 

   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」 

   配信３（ヒューマントークショー）弁護士 大渕愛子さん 

   配信４（特別コーナー）弁護士 大渕愛子さん／タレント 井上マーさん（司会進行） 

 

 ②人権に関する作文・絵画・イラストの受賞作品紹介 

  R3 全国中学生人権作文コンテスト栃木県大会 

（主催：宇都宮地方法務局・栃木県人権擁護委員連合会） 

   R3 子どもの人権絵画コンテスト 

（主催：宇都宮地方法務局・栃木県人権擁護委員連合会） 

   R3 人権に関する作品コンクール（イラスト） 

（主催：栃木県教育委員会） 

 

 ③人権に関する活動紹介 

 

  ④人権○×クイズ 

 

ホームページアドレスはこちらから↓ 

https://humanfesta-tochigi2021.jp 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○ 栃木労働局「今月（12 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。 

 

 ①令和 3 年度 年末年始無災害運動（12月 1 日～1 月 31 日） 

 ②栃木県特定最低賃金が令和 3 年 12 月 31 日から改定されます ～引き上げを予定～ 

 ③業務によってコロナ感染した場合、労災保険給付の対象となります！ 

 ④雇用維持の確保を支援します！ 

 ⑤12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です！  

   ～ みんなでNO ハラスメント ～ 

 

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 63 号をお送りしました。 

 

 次号は、令和４(2022)年１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 

★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～★～～～☆ 


