
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

女性活躍応援メールマガジン（第 17 号）～平成３０年２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 17 号をお送りします。 

 

☆～～～～～～～～～～～～ 目次 ～～～～～～～～～～～～～～～～★ 

○「とちぎウーマンナビ」に ONE-UP！WOMAN インタビュー追加！ 

○「男女生き活き企業」認定企業、「とちぎ女性活躍応援団」 

 登録企業は、保証料率の割引を受けられます！ 

○平成 30 年度チャレンジショップ女性出店者募集！（2/23～3/9） 

○「平成 29 年度女性の活躍及びキャリア育成に関する研修 

 参加助成金」の申請書受付期限を延長しました！ 

○とちぎジョブモール主催 

 「とちぎの女性活躍企業との交流会」を開催します(2/27) 

○栃木市勤労者総合福祉センター主催 

 「ハローワークによるマザーズセミナー」を開催します（2/21） 

○栃木市・栃木市就業安定対策協議会主催 

 「栃木市ワーク・ライフ・バランス講演会」を開催します（3/8） 

○日光市・日光市男女共同参画社会づくり市民会議主催 

 「平成 29 年度男女共同参画社会づくりフォーラム in 日光」を 

 開催します（3/10） 

★～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☆ 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○「とちぎウーマンナビ」に ONE-UP！WOMAN インタビュー追加！ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 とちぎの女性活躍応援サイト「とちぎウーマンナビ」に 

「ONE-UP！WOMAN インタビュー」を追加しました。 

 

 今回ご紹介するのは、保育園で働く男性保育士さん。 

 「子育ては一人でするものではなく“みんな”でするもの！」と 

働くお母さんに向けた温かいメッセージです。 

  

 ぜひご覧ください♪ 



 

「ONE-UP！WOMAN インタビュー」はこちらから↓ 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/interview/page.php?id=10 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○「男女生き活き企業」認定企業、「とちぎ女性活躍応援団」 

 登録企業は、保証料率の割引を受けられます！ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 栃木県信用保証協会において、 

平成 29 年 12 月１日から新たな保証料率の優遇制度 

「健康・働き方応援保証“はつらつ”」の運用を開始しました。 

 

 国の認定などを条件に、企業が金融機関から融資を受ける際の 

信用保証料率を最大 20％割り引く制度で、 

「男女生き活き企業」認定企業及び「とちぎ女性活躍応援団」 

登録企業も割引の対象となります。 

（「男女生き活き企業」認定企業＝20％割引、 

「とちぎ女性活躍応援団」登録企業＝15％割引） 

 

 ぜひ御活用ください。 

 

※「健康・働き方応援保証“はつらつ”」制度の詳細については、 

 栃木県信用保証協会にお問い合わせください。 

 

詳しくはこちらから↓ 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=410 

リーフレットはこちらから↓ 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/common/sysfile/topics/ID00000410binary1.pdf 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○平成 30 年度チャレンジショップ女性出店者募集！（2/23～3/9） 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 とちぎ男女共同参画センター（パルティ）では、 

「自分のお店を持ちたい」、そんな想いを応援しています！ 

 独立開業を目指す方、やる気のある方、大歓迎です！ 

 出店された方には、商売のノウハウについてアドバイスを 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/interview/page.php?id=10
http://www.tochigi-woman-navi.jp/topics/page.php?id=410
http://www.tochigi-woman-navi.jp/common/sysfile/topics/ID00000410binary1.pdf


受ける機会があります。 

 ぜひ、あなたもチャレンジしてみませんか？ 

 

詳細はこちら↓ 

http://www.parti.jp/katsuyaku/challenge_shop.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○平成 29 年度女性の活躍及びキャリア育成に関する研修 

 参加助成金の申請書受付期限を延長しました！ 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 県では、県内中小企業を対象に、女性の活躍を推進するため 

従業員を研修に参加させる際の費用の一部を助成しています。 

 「管理職を目指す女性のための研修」や「女性の職域を拡大 

するための研修」などが助成対象です。 

 なお、平成 29 年度の申請書受付期限を、平成 30 年３月 15 日まで 

延長しましたので、是非御活用ください！ 

 

１ 募集締切 平成 30 年３月 15 日 

              ※研修開始 10 日前（土日祝日及び閉庁 

       日を除く。）までに申請してください。 

２ 支給対象 

   女性の活躍を推進するために、従業員を研修に参加させる 

      事業主 

３ 支給要件 

    ・ 常時雇用する従業員数が 300 人以下で、栃木県内に 

       本社または主たる事業所があること。 

    ・ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」 

       にかかる一般事業主行動計画を作成しているか、 

       または、平成 29 年度中に策定予定であること。 

       ただし、県の支援（事業主行動計画策定サポート事業） 

       を受けて策定した場合には支給対象とはなりません。 など 

  ※ 詳しくは下記のホームページで御確認ください。 

４ 支給条件 

    1) 支給対象経費 研修及び研修で使用する教材費 

    2) 支給率    1/2 

    3) 支給上限   18 万円/企業 

http://www.parti.jp/katsuyaku/challenge_shop.html


      ① 教育機関へ従業員を派遣する場合 

              １人あたり６万円上限で助成 

      ② 中小企業が自ら企画し研修を実施する場合【H29 新規】 

              １企画あたり６万円上限で助成 

 

申込方法等の詳細はこちらから↓ 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kensyuusankajyoseikin.html 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○とちぎジョブモール主催 

 「とちぎの女性活躍企業との交流会」を開催します(2/27) 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 女性は選択肢がいっぱい！ 

  ライフスタイルに合わせた多様な生き方を実現し、女性が 

イキイキと働く代表的な県内企業（アルファクラブ(株)、 

(株)ポーラ）２社が登場。 

  担当者の話を聞いて女性の働きやすさ、キャリアを考えて 

みましょう。 

 

●日時 ２月 27 日（火）14:00～16:00 

●場所 とちぎジョブモール 

   （宇都宮市駅前通り１－３－１ ＫＤＸ宇都宮ビル１階） 

●対象 女性 

●定員 10 名 

●申込先 栃木県産業労働観光部労働政策課ジョブモール担当 

 

交流会のチラシはこちらから↓ 

http://www.tochigi-work2.net/shisaku/shinsotu/0227.pdf 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○栃木市勤労者総合福祉センター主催 

 「ハローワークによるマザーズセミナー」を開催します(2/21) 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 栃木市勤労者総合福祉センターでは、これからお子様を 

預けて働きたい方の就職準備セミナーを開催します。 

 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/kensyuusankajyoseikin.html
http://www.tochigi-work2.net/shisaku/shinsotu/0227.pdf


●日時 ２月 21 日(水)10:00～11:30 

●場所 栃木市勤労者総合福祉センター 

   （栃木市今泉町 1－２－７） 

●対象 子育て中の女性  

●定員 10 名 

●申込先 栃木市勤労者総合福祉センター 

    （０２８２－２７－７１４０）へ 

●その他 託児をご希望の方は、お申込み時にお知らせください。 

 

セミナーのチラシはこちらから↓ 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/common/sysfile/topics/ID00000429binary1.pdf 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○栃木市・栃木市就業安定対策協議会主催 

 「栃木市ワーク･ライフ・バランス講演会」を開催します(3/8) 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 栃木市・栃木市就業安定対策協議会では、 

ワーク･ライフ・バランスの実現に向けて講演会を開催します。 

 

●日時 ３月８日(木)15:00～16:40（受付 14:30～) 

●場所 サンプラザ 

   （栃木市片柳町２－２－２） 

●対象 栃木市内事業所の事業主、勤労者及び 

    ワーク･ライフ・バランスに関心のある方 

●定員 100 名 

●申込先 栃木市産業振興部商工振興課へ、 

     FAX、e-mail、または電話でお申込みください。 

●申込期限 ２月 23 日(金) 

 

セミナーのチラシ、申込書はこちらから↓ 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/common/sysfile/topics/ID00000430binary1.pdf 

 

＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

○日光市・日光市男女共同参画社会づくり市民会議主催 

 「平成 29 年度男女共同参画社会づくりフォーラム in 日光」を 

 開催します（3/10） 

http://www.tochigi-woman-navi.jp/common/sysfile/topics/ID00000429binary1.pdf
http://www.tochigi-woman-navi.jp/common/sysfile/topics/ID00000430binary1.pdf


＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－＝－ 

 日光市・日光市男女共同参画社会づくり市民会議では、 

平成 29 年度男女共同参画社会づくりフォーラム in 日光を開催します。 

 

 男女共同参画推進事業者表彰、男女共同参画都市宣言文唱和、 

日光市「女性の活躍」応援プロジェクト事業報告、 

アトラクションとして歌手の下司愉宇起(しもじゆうき)氏の歌や 

国際協力・ジェンダー専門家/関西学院大学客員教授の大崎麻子 

(おおさきあさこ)氏による講演を実施します。 

 

●日時：３月 10 日（土）13:10 

●場所：日光市今市文化会館大ホール 

●講師：大崎麻子氏 

●演題：誰もが生きやすい社会とは 

   ～世界から見た日本はどんな国？～ 

 

●その他 

・10:00～15:30 

 今市文化会館ホワイエにおいて女性起業応援ブースを設置します。 

 チョークアート体験やアイシャドウ作りなど素敵なお店が出店します 

 ので、ぜひお立ち寄りください。 

・お子様を無料で預かります。 

 託児希望の場合は３月２日(金)までに問合せ先にお申し込み下さい。 

 

イベントの詳細はこちらから↓ 

http://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanjo/fo-ramu.html 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「女性活躍応援メールマガジン」第 17 号をお送りしました。 

 

 立春も過ぎ、暦の上では春…ですが、まだまだ寒い日が続きますね。 

 今年はインフルエンザが猛威を振るっているとのことです。 

 体調をくずさないよう、お気を付けてお過ごしください。 

 

 次号は、３月 14 日（水）発行予定です。 

 

http://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanjo/fo-ramu.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 

★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆ 


