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

  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 72 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 72 号）～令和４（2022）年９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 72 号をお送りします。 

 

☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 

○「理工系女子のキャリアデザインセミナー」を開催します（9/23） 

○女性への暴力を考える講演会の受講者を募集します！ 

○「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？～ 

○「働く女性にエール！カフェ」の参加者募集について 

○「女性が働きやすい企業推進事業アドバイザー派遣」の募集について 

○無料労働相談会のお知らせ【栃木県労働委員会】 

○「育休を考える日」の紹介について 

○栃木労働局「今月（９月）のおすすめ情報」の紹介 

○DV に関する相談窓口について 

★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 



○「理工系女子のキャリアデザインセミナー」を開催します（9/23） 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 理工系分野で働く女性はまだ少数派。今後のキャリアビジョンについて、 

県内の理工系同士で情報交換しませんか？女性社員の方、女子大学生の方、 

気軽に参加してみてください。 

皆様の御参加をお待ちしております。 

 

●日時 9 月 23 日（金） 13:00～16:00（開場 12:30） 

●場所 栃木県庁本館 6階大会議室 1 

●内容 

【第１部】理工系トップリーダーの講演会 

「理工系のキャリアデザイン」 

講師：中央大学特任教授 行木陽子氏 

【第２部】参加者の交流会 

「理工系のキャリアカフェ」 

●定員   50名程度 

●対象 県内の理工系職種で働く女性社員、 

理工系職種への就職に興味がある女子大学生等 

企業の理工系部門を所管する責任者や人事担当者（男性も可 

●申込期限 9 月 20 日（火） 

 

セミナー内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=1531 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 

○女性への暴力を考える講演会の受講者を募集します！ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝ 

 被害者と加害者では、暴力に対する受取方には決定的な断裂があります。 

加害者は自分の暴力をどのように意味づけ正当化しているのか。加害者の 

実像と、それを助長している社会背景、そして日本における加害者対策等 

について学ぶ講座です。 

 

●日時：１０月２９日（土）１３：３０～１５：３０ 

●開催方法：Zoomを使用したオンライン講座 

●テーマ：「親密な関係における暴力と男性問題～ＤＶ被害者支援として 

      の加害者対策について～」 



●講師：立命館大学大学院人間科学研究科 立命館大学産業社会学部 

    教授 中村 正 氏 

●受講料：無料 

●定員：１２０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_kou02.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○「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。 

 

● 日 時：11月 26 日（土）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：２００円（防災ブック代） 

● 申込締切：１１/５（土） 

● 保育締切：１０/２９（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_kou08.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○「働く女性にエール！カフェ」の参加者募集について 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 県では、女性活躍推進に取り組む企業の人事労務担当者や女性社員の 

みなさまを対象に、女性が働きやすい環境づくりへの理解を深めるための、 



セミナー及びワークショップをオンラインで開催します。是非、御応募ください。 

 

●開催日：10 月 20 日（木） 13：30～15：50 

●テーマ：セミナー「働きやすい職場に変えていくためには」 

      ワークショップ「ステップアップ編」 

●対象：女性活躍推進に取り組む企業の人事労務担当者・女性社員等 

●定員：30名 

●参加費：無料 

●申込期限：10月 17 日（月） 

 

内容、申込み方法等の詳細はこちらから↓ 

https://we-tochigi.sakura.ne.jp/Yell/2022/ 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○「女性が働きやすい企業推進事業アドバイザー派遣」の募集について 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 県では、女性が働きやすい企業の環境づくりを推進するため、 

社会保険労務士等のアドバイザーを派遣し、女性活躍推進法に 

基づく一般事業主行動計画の策定や公表、「えるぼし」認定の取得、 

栃木県の「男女生き活き企業」認定の取得の支援を行います。 

是非、御応募ください。 

 

●支援期間：令和５年３月末まで 

●対象：栃木県内に本社のあるＡ又はＢの事業所 

    Ａ女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定 

     しようとする事業所 ※労働者 300 人以下の中小企業 

    Ｂ「えるぼし」の取得、栃木県の「男女生き活き企業」 

     の認定取得を目指す事業所 ※企業規模は問わない 

●費用：無料 

●支援回数：１事業所あたり３回程度 

●支援方法：希望の日程で事業所へ専門家が訪問しアドバイスを 

      実施します。オンラインでのWeb 会議形式も 

      対応しています。 

 

内容、申込方法等の詳細はこちらから↓ 

https://tmc-soudan.com/tochigi/workstyle-support2022/woman/ 



 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○無料労働相談会のお知らせ【栃木県労働委員会】 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 栃木県労働委員会では、「個別労働関係紛争処理制度周知月間」である 

10月に、無料相談会を開催します。 

  解雇、雇止め、パワハラ等の労使関係のトラブルに関する相談に応じます。 

  相談会は予約者が優先ですので、WEB 予約又は電話でお申込みください。 

 

●会場 

 （宇都宮会場） 

   日 時：10 月 15 日（土） 11:00～17:00  

   場 所：イトーヨーカドー宇都宮店 ２階ライトオン前特設会場 

       （宇都宮市陽東６－２－１） 

   相談員：栃木県労働委員会委員（弁護士等） 

 （佐野会場） 

   日 時：10 月 20 日（木） 13:00～19:00 

   場 所：イオンモール佐野新都市 １階イオンホール 

       （佐野市高萩町 1324－１） 

   相談員：栃木県労働委員会委員（弁護士等） 

       法テラス栃木（弁護士） 

●相談内容：労使関係のトラブル 

      ※ 事業主の方も、御遠慮なく御相談ください。 

●その他：予約者優先（当日参加も可） 

 オンラインによる相談を希望の場合は、要相談 

 相談時間は、30 分（目安） 

●予約：WEB 及び電話（028-623-3337） 

●問合せ先：栃木県労働委員会事務局（028-623-3337） 

 

WEB 予約はこちらから↓ 

s-kantan.jp/pref-tochigi-u/reserve/offerList_detail.action?tempSeq=4148 

詳細はこちらから↓ 

https://www.pref.tochigi.lg.jp/k04/2022soudankai.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○「育休を考える日」の紹介について 



＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

とちぎ女性活躍応援団の登録団体である積水ハウス株式会社 

の取組を紹介いたします。 

 

積水ハウスグループでは、男性の育児休業について、社会と 

ともに考えていくきっかけをつくりたいという想いから、 

９月 19日を「育休を考える日」と記念日制定し、企業における 

男性育休を広める活動を毎年行っております。 

 

取組内容の詳細は下記ＨＰで確認いただけますので、是非ご覧ください。 

https://www.sekisuihouse.co.jp/ikukyu/ 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○栃木労働局「今月（９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産後パパ育休（出生時育児休業）等が 10 月１日から施行されます！ 

  ～規定の整備はお済ですか？改正育児・介護休業法が、令和４年４月 

1 日から段階的に施行中?～ 

 ②行動災害・熱中症を防止しましょう！ 

 ③業務改善助成金（通常コース）は令和４年度も実施します！ 

 ④「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 

 ⑤雇用維持の確保を支援します！ 

 ⑥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！ 

    

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 72 号をお送りしました。 

 

 次号は、令和４(2022)年 10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 

★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～★～～～☆ 


