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

  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 70 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 70 号）～令和４（2022）年７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 70 号をお送りします。 

 

☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 

○「男女生き活き企業」に係る栃木県建設工事入札参加資格 

  （令和 5・6 年度名簿登載分）における技術評価点数の加点を 

   希望する場合の申請期限について 

○「理工系女子の WORK フェスタ 2022」を開催します（8/9、23、24） 

○マドレボニータの「産後の心と体のセルフケア」を開催します(全２回) 

○男女共同参画セミナー 公開講座２０２２の受講者を募集します！ 

○離職中の看護職を対象とした就職相談のご案内 

○栃木労働局「今月（７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」に係る栃木県建設工事入札参加資格 



  （令和 5・6 年度名簿登載分）における技術評価点数の加点を 

   希望する場合の申請期限について 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 「男女生き活き企業認定」を受けると、栃木県建設工事入札参加資格の 

技術評価点数が加点になります。 

 

 令和 5・6 年度名簿登載分において「男女生き活き企業」による加点を 

希望する場合は、期限までに事務局へ申請書類を提出してください。 

 

〇STEP1「とちぎ女性活躍応援団」 

 → 令和 4(2022)年 8 月 19 日（金）〆 

〇STEP2「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」 

→ 令和 4(2022)年 8 月 19 日（金）〆 

※STEP1,STEP2 は同時申請可能です。 

 

〇STEP3「男女生き活き企業」 

→ 令和 4(2022)年 9 月 12 日（月）〆 

 

※  期日までに申請された場合であっても、「男女生き活き企業」 

認定基準を満たさない場合は、認定に至らないことがある旨、 

御了承ください。 

※ 上記期限は新規認定となる企業が対象となります。 

   既に認定を受けている企業については 12 月末までに更新作業を 

お願いいたします。（更新作業については別途お知らせします。） 

 

詳細はこちらから↓ 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=1507 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○「理工系女子の WORK フェスタ 2022」を開催します（8/9、23、24） 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 県では、女子中・高校生の理工系分野への進路選択を促進するため、 

理工系女子の WORK フェスタ 2022 を開催します。 

 

県央会場 

●日時 令和４(2022)年８月９日（火） 13:30～16:00（受付 13:00～） 



●場所 とちぎ青少年センター（宇都宮市駒生 1-1-6） 

 

県南会場 

●日時 令和４(2022)年８月 23 日（火） 13:30～16:00（受付 13:00～） 

●場所 佐野市文化会館（佐野市浅沼町 508-3） 

 

県北会場 

●日時 令和４(2022)年８月 24 日（水） 13:30～16:00（受付 13:00～） 

●場所 トコトコ大田原（大田原市中央 1-3-15） 

 

●内容 

【第１部】理工系トップリーダーのミニ講演会「理工系の未来地図」 

【第２部】理工系 WORK 女子との交流会 

●対象   女子中高校生、学校関係者、保護者（見学のみ）等 

●定員   各回 40 名程度 

●申込〆切 各回前日 

 

フェスタの内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=1506 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○マドレボニータの「産後の心と体のセルフケア」を開催します(全２回) 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 子育てには、母の心と身体の健康が必要です！ 

 

● 開催日 10/6・13（木） 

● 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 １０：００～１２：００   

● 対象 産後 2 ヶ月以降（産後は何年まででも OK）の女性  

生後 6 ヶ月未満の赤ちゃんは同伴で参加可能 

● 定員 14 名 

● 受講料 2,000 円 

● 申込締切 9/6（火） 

※「マドレボニータ」とは、スペイン語で「美しい母」の意。 

産後ヘルスケアプログラムの開発・研究・普及をしている NPO 法人です。 

 



講座内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 

https://www.parti.jp/kouza/index_zen11.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○男女共同参画セミナー 公開講座２０２２の受講者を募集します！ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 アンコンシャス・バイアスとは、「無意識の偏ったモノの見方」のことで 

あり、誰にでもあるものです。アンコンシャス・バイアスに気づくことで、 

自分の可能性を広げてみませんか？ 

 

●日時 ９月１５日（木）１３：３０～１５：３０ 

●開催方法 Zoom を使用したオンライン講座 

●テーマ 「アンコンシャス・バイアス」を知る、気づく、対処する 

     ～ひとりひとりが活躍するために必要なこと～ 

●講師 一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所 

    代表理事 守屋 智敬 氏 

●受講料 無料 

●定員 １５０名 

●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_zen05.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○離職中の看護職を対象とした就職相談のご案内 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

《ハローワークにおける看護職の就職相談》 

栃木県ナースセンター（栃木県委託事業）の看護職相談員が、 

就職や進学の相談、研修の案内、仕事の悩み等を伺います。 

 求職活動中の看護職や、看護職への転職を考えているご家族や 

お知り合いがいらっしゃいましたら、是非ご案内ください。 

 

●日程及び会場 ７月１９日（火） ハローワーク宇都宮駅前プラザ 

７月２０日（水） ハローワーク小山 

７月２７日（水） ハローワーク大田原 

８月１７日（水） ハローワーク宇都宮 

https://www.parti.jp/kouza/index_zen11.html


●開催時間 １３:３０～１５：３０（当日予約可、予約優先） 

●料金 無料 

 

《お問い合せ》 

公益社団法人栃木県看護協会ナースセンター 

（電話０２８－６２５－３８３１） 

 

ハローワークにおける看護職の就職相談チラシはこちらから↓ 

http://www.t-kango.or.jp/nurse6.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○栃木労働局「今月（７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業務改善助成金（通常コース・特例コース）は令和４年度も実施します！ 

 ②雇用維持の確保を支援します！ 

 ③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！ 

 ④行動災害・熱中症を防止しましょう！ 

 ⑤求職者・求人者マイページが便利です！ 

 ⑥労働保険の年度更新の手続きは電子申請が便利です！ 

 ⑦「人への投資」成長分野などの人材育成や定着に向けた支援 

 

   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 70 号をお送りしました。 

 

 次号は、令和４(2022)年８月 15 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 

★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～★～～～☆ 


