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１　広聴事業の概要
（１）広聴事業の内容

区分 事業名 目的・方法等 実施時期

知事にアクセス
（知事への提案
・県政への意見）

県民からの県政全般に対する提案や意見等を県政に反映させるとともに、県民の県政への参加意識を高
める。
・受付方法：県ホームページからの専用受付フォーム、県や市町の庁舎に配架した専用用紙、手紙、電子
メール等

通年

「あなたの窓口」
県民相談

・窓口県民相談
広報課県民プラザ室及び９ヶ所の県民相談室において、面談、電話、専用受付フォーム等により行政相
談、生活相談等を行う。
・移動県民相談
国及び市町と協力して、市町の公共施設や大型小売店において、行政相談、生活相談等を行う。

通年

集会広聴 知事と語ろう！
とちぎ元気フォーラム

県民と知事とが県の施策や県の課題について直接話し合い、その声を県政に反映させるとともに、県民
の県政への参加意識を高める。
（参加者）
　　・地域版：県内に通勤・通学する方　・青年版：18歳から40歳代の方（休止中）
　　・大学生版：開催大学の生徒     　　・高校生版：開催高校の生徒    ・テーマ版：テーマに関係する方

６～11月

県政世論調査 県民の県政に対する意識・要望等を的確に把握し、施策の企画、立案及び県政執行の参考に資する。
・調査方法：郵送方式
・調査対象者：満１８歳以上の男女2,000名（県内全域）

５～６月

とちぎネットアンケート インターネットを利用したアンケートによって県民意識の傾向やニーズを把握し、県政に反映させるととも
に、県政への参画や協働による県政の推進等に資する。
・調査協力者：公募による満１６歳以上の男女（県内全域）

４～11月

パブリック・コメント 県の主要な計画や方針の策定に当たって、当該計画等の案を県民に公表して広く意見を求め、提出され
た県民意見を計画等に反映することによって、県民参加による開かれた県政を推進する。 随時

ジュニア知事さん 子どものころからふるさと”とちぎ“への関心と親近感を高めるため、「もし私が知事になったら、こんなこと
をしてみたい」をテーマに県への提案を募集する（小学４，５，６年生対象）。 ７～９月

県庁walk 県の施設等の見学や旬な県政をテーマにしたミニ講座、県政に関するアンケート調査等を通して、県民の
県政への理解を深め、県政への参加意識を高める。 ６～11月

移動広聴 県の施設が主催する公開デー等のイベントに参加した県民に県政に関するアンケート調査等への協力を
求め、県民の県政への参加意識を高める。 年数回

課題広聴

施設広聴

調査広聴

個別広聴
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表１　令和３(2021)年度広聴事業実施結果

実施予定
(回)

実施回数
(回)

参加者数
(人)

広聴件数
（件）

- - 835

手紙 - - 115 　図１ 集会広聴、個別広聴及び施設広聴等に係る広聴事案への対応

電子申請・メール・受付フォーム - - 720

窓口県民相談 - - 1,703

県民プラザ室 - - 1,268

県民相談室 - - 435

移動県民相談 随時 0 - 68

- - - 2,606

集会広聴 9 5 366 205

6 2 38 10

4 1 40 18

- - 444 2,839

随時

1

1,764

4,603

＊広聴件数には、県が窓口として受けた国・市町事案、生活相談を含む。

11テーマ（4～11月)

平均回収率　55.1％ ※回答＝原則として所管部局（各課室、出先機関）で回答（説明等）

意見募集件数１４件
意見提出件数１３４件

ジュニア知事さん 応募総数1,630件

小計

広聴事案対応件数

調査広聴

県政世論調査
17項目　56問

回収数 1,288　（64.4%）

とちぎネットアンケート

課題広聴

パブリック・コメント

知事と語ろう！とちぎ元気フォーラム

施設広聴
県庁walk

移動広聴

個別・集会・施設広聴　計

　広聴事案として受理した県民からの意見・提案等については、
図１のとおり対応しました。

（２）広聴事業の実施状況

区分

個別広聴

知事にアクセス

通年

通年

小計
回答
（説明等）

回答結果
通知

県民（意見・提案、照会・質疑、要望・苦情、相談など）

広報課（広聴担当・
県民プラザ室）・各県民相談室

国・市町 所管部局（各課室・出先機関）

※回答

あっせん 参考送付 回答依頼
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（１）広聴事案の受理件数（個別広聴・集会広聴・施設広聴）

　図２ 受理件数の推移（平成29（2017）年度～令和３（2021）年度） （単位：件）　

（単位：件）

・　令和３(2021）年度の広聴事案（個別広聴・集会
広聴・施設広聴）の受理件数は2,839件で、新型コロ
ナウイルス感染症に関係する内容が多く寄せられま
したが、前年度に比べて減少しました。

・　事業種別にみると、前年度に比べ、集会広聴及
び施設広聴が増加し、個別広聴が減少しました。

・　また、月別の受理件数では、緊急事態宣言が発
令された８月や意見募集アンケート（白鷗大学）を
実施した12月、オミクロン株の感染が拡大した１月
に多くの意見が寄せられました。

　図３  受理件数の月別推移（令和３（2021）年度）

２　広聴事案の分析
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図４　年代別受理状況 図５　居住地別受理状況 （単位：件、％）

図６　受付方法別受理状況(個別広聴のみ） 図７　所管別受理状況

・　年代別（不明を除く）にみると「60歳～64歳」が最も多く373件（13%）、次いで「65歳以上」が300件（11%）となっています。

・　居住地別にみると「県内」の割合が1,871件（66%）と最も多くなっています。

・　受付方法別にみると、「メール」が1,224件（47%）と最も多く、次いで「電話」が794件（30%）となっています。

・　所管別にみると、県所管事案が1,754件（62%）と最も多く、次いで民事事案が1,047件（37%）となっています。

（２）広聴事案の受理状況
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図８　意見種類別件数 （単位：件）

(３)広聴事案の対応結果

表２　対応結果別件数　　

11 384 6 401

(2.7) (95.8) (1.5)

36 20 0 56

(64.3) (35.7) (0.0)

73 1,230 32 1,335

(5.5) (92.1) (2.4)

1,047 0 0 1,047

(100.0) (0.0) (0.0)

1,167 1,634 38 2,839

(41.1) (57.6) (1.3) (100.0)

回答・説明
参考
送付

意見・提案

内　容

　広聴事案2,839件を意見種類別にみると、「要望・苦情」が最
も多く1,335件（47.0％）、次いで「生活相談」が1,047件
（36.9％）、「意見・提案」が 401件（14.1％）、「照会・質
疑」が 56件（2.0％）の順になっています。

・「意見・提案」の広聴事案401件のうち、「参考送付」は384件
(95.8%)、「回答」は11件(2.7%)となっています。

・ 「照会・質疑」の広聴事案56件のうち、「回答」は36件
(64.3%)、「参考送付」は20件(35.7%)となっています。

・「要望・苦情」の広聴事案1,335件のうち、「参考送付」は
1,230件(92.1%)、「回答」は73件(5.5%)、「あっせん」は32件
(2.4%)となっています。

・「生活相談等」の広聴事案1,047件は全て「説明」となってい
ます。

照会・質疑

要望・苦情

生活相談(民事)等

あっせん
受理
件数

結　果

 ※「あっせん」は、国や市町の所管する事案のため、その処理を県の機関以
外に処理依頼したものです。

合　　計

（単位：件、％）

1,047

1,335

56

401

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

生活相談

要望・苦情

照会・質疑

意見・提案

(n=2,839)
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(４)県所管事業にかかる広聴事案

 図９　分類別受理件数 （単位：件）

　図10　県所管部局別受理状況　 （単位：件）

　

　

　

　県所管事案を部局別にみると、「保健福祉部」が所管するものが 817 件（45.9％）と最も多く、次いで「教育委員会」
が183件(10.3％）、「産業労働観光部」が158件（8.9％）、「総合政策部」が149件（8.2％）と続いています。

　県所管事案1,754件を分類別にみると、「高齢対策・医療・福祉」に関するものが 802件（44.4％）と最も多く、
次いで「教育・文化・スポーツ」が 230件（12.7％）、「産業の振興・雇用」が163件（9.0％）と続いています。
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表３　部局別の主な意見・提案等の内容

総合政策部 ・知名度、ブランド力向上について ・農産物のＰＲについて

・地方創生、地域の活性化について ・農産物の活性化について

・県の役割について ・高病原性鳥インフルエンザ、豚熱の発生について

経営管理部 ・県職員の女性管理職の割合について ・道路の整備、補修について

・税金について ・公共交通機関の整備について

・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用について ・都市公園の管理に関すること

県民生活部 ・男女共同参画について ・いちご一会とちぎ国体について

・広報紙について ・いちご一会とちぎ大会について

・防災、危機管理対策について ・陸上競技場の利用について

・交通マナー、交通安全対策について ・県総合運動公園について

・県民の日について ・郡市町対抗駅伝大会について

環境森林部 ・豊かな自然環境の保全について ・教育環境の整備について

・廃棄物対策について ・生涯スポーツの振興について

・林業の促進について ・県立高等学校等の休校について※

保健福祉部 ・医療、健康対策について※ ・県立高校の入試について※

・高齢福祉について ・県立高等学校の部活動の大会実施について※

・障害福祉について ・成人式について※

・出産、子育て応援について 県議会事務局 ・議員の定数について

産業労働観光部 ・ロボットの活用について ・政務活動費について

・企業への補助金、協力金について 警察本部 ・交通安全・取り締まりについて

・観光の活性化について ・地域の安全、防犯について

・雇用の創出について

※新型コロナウイルス感染症関係

・飲食店の時短営業、協力金について※

提　案　内　容

国体・障害者スポー
ツ大会局

教育委員会事務局

県土整備部

農政部
部　局 提　案　内　容 部　局
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（１）集会広聴
①知事と語ろう！とちぎ元気フォーラム

　　県民参加による開かれた県政の推進を図るため、県民と知事との対話集会「知事と語ろう！とちぎ元気フォーラム」を、

　４回（テーマ版１回、高校生版１回、地域版２回）開催し、参加者は計232名 、発言は計50件ありました。

　　また、開催に併せて参加者にアンケートを実施し、会場での発言以外にも、計28件の提言等をいただきました。 

　なお、大学生版はアンケート形式による意見募集を行い、134名から意見等をいただきました。

表４　知事と語ろう！とちぎ元気フォーラム開催状況

回 発言数 ｱﾝｹｰﾄ

第３回 ８件

第４回 ６件

第５回 -

第６回 -

第７回 13件 ８件

50件 162件合　　　　　　　　　　計 366名

第９回 - 134件

64名

第８回 11月27日(土) 那須塩原市（いきいきふれあいセンター） 52名 15件 ６件

３　各種広聴事業の実績（個別広聴を除く）

11件 -

第２回 ８月25日(水)
高校生版（オンライン開催）
（鹿沼東高等学校）

50名 11件 -

実施日（実施予定日） 開催市町等 （会場） 出席者数

第１回

新型コロナウイルス感染状況を踏まえ中止

新型コロナウイルス感染状況を踏まえ中止

11月13日(土) 塩谷町（塩谷中学校アリーナ）

７月５日(月)
テーマ版「知事と語ろう！とちぎ元気
フォーラムin矢板東中」

66名

８月28日(土) 野木町（野木町役場）

10月30日(土) 下野市（下野市役所）

９月11日(土) 芳賀町（芳賀町民会館）

10月23日(土) 佐野市（佐野市中央公民館）

11月22日(水)～12月８日(水) 大学生版（意見募集）（白鷗大学） 134名

新型コロナウイルス感染状況を踏まえ中止

新型コロナウイルス感染状況を踏まえ中止
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第１回：テーマ版（矢板東高附属中） 第２回：高校生版（鹿沼東高等学校（オンライン開催））

日時：令和３（2021）年７月５日（月）　午後１時３０分～午後３時１０分 日時：令和３（2021）年８月25日（水）午後１時３０分～午後３時００分

場所：矢板東高等学校附属中学校　教室棟３階東雲ホール 場所：鹿沼東高等学校２階進路学習室　県庁特別会議室１

出席者：在校生（３年生６６名（男性　２７名、女性　３９名）） 出席者：在校生（５０名（男性　３０名、女性　２０名）） 来賓：吉澤　正光 校長

県側出席者：知事、教育長、高校教育課長 県側出席者：知事、教育長、高等教育課長、政策調整監

発言事項 発言事項

№ 発言事項 № 発言事項

1 県民の意見の吸い上げについて 1 栃木県への移住・定住の促進について

2 栃木県の観光の発展について 2 栃木県の過疎化を防ぐ手段について

3 栃木の自然を生かしたイベントについて 3 県内の大学進学先について

4 交通網の発展と安全について 4 人材育成プロジェクトについて

5 LRTの発展について 5 県立高校でのICT機器の活用について

6 6 コロナワクチン接種について

7 性の多様性とジェンダー平等について 7

8 Society5.0に伴うICT教育について 8 魅力度ランキングをあげるための発信について

9 栃木県の子どもの体力向上について 9 とちぎ国体・とちぎ大会のアピールについて

10 これからの栃木県内のコロナ対策の方針について 10 自転車専用道路の整備について

11 11 私たちが栃木県のためにできることについて

広聴事案：１１件（発言　１１件） 広聴事案：１１件（発言　１１件）

令和３（2021）年度『知事と語ろう！とちぎ元気フォーラム』の開催結果について

知事が中学生に望むこと

外国人の生活支援について

新型コロナウイルスによる経営や雇用の支援等について
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第３回：野木町（新型コロナウイルス感染状況を踏まえ中止）　 第７回：塩谷町 

日時：令和３（2021）年８月２８日（土）　 日時：令和３（2021）年11月13日（土）午後１時35分～午後３時32分

場所：塩谷中学校アリーナ

広聴事案：８件（アンケートのみ実施） 出席者：一般参加者６４名　（男性３３名、女性３１名）

来賓：見形　和久 町長、冨田　達雄 町議会議長、小菅　哲夫 県議

県側出席者：知事、県民生活部長、環境森林部長、政策企画監

第４回：芳賀町（新型コロナウイルス感染状況を踏まえ中止） 活動報告団体：塩谷町地域おこし協力隊　近藤　良亮　様

日時:令和３（2021）年９月１１日（土） ○発言事項

場所:芳賀町民会館 № 発言事項

広聴事案：６件（アンケートのみ実施）
1

2 農業後継者について（アンケート）

3 若者が働ける場について（アンケート）

第５回：佐野市（新型コロナウイルス感染状況を踏まえ中止） 4 農産物のネーミングについて

日時:令和３（2021）年１０月２３日（土） 5 教育環境、子育て環境の整備について（アンケート）

場所:佐野市中央公民館 6 子どもの体力向上について（アンケート）

7 知事の政治姿勢等について

8 指定廃棄物最終処分場(1)について

9 指定廃棄物最終処分場(2)について

第６回：下野市（新型コロナウイルス感染状況を踏まえ中止） 10 スプレーマム農家への支援について

日時:令和３（2021）年１０月３０日（土） 11 地球温暖化防止活動推進員の活動について

場所:下野市役所 12 ニラの生産振興について

13 塩谷町について

広聴事案：２１件（発言　１３件、アンケート　８件）

農業・農村の振興（中山間地域の農業・農村の振興）に
ついて（アンケート）

場所：野木町役場
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第８回　　那　須　塩　原　市

日時:令和３（2021）年１１月２７日（土）　午後１時３０分～午後４時０２分

場所:いきいきふれあいセンター（黒磯公民館）

出席者:一般参加者：５２名　（男性３９名、女性１３名）

来賓：渡辺　美知太郎 市長、松田　寛人 市議会議長、阿部　寿一 県議、

　　　関谷　暢之 県議、相馬　政二 県議

県側出席者：知事、県民生活部長、総合政策部長、政策企画監

活動報告団体：東那須野地区ふれあい推進協議会

○発言事項                                                            

№ 発言事項 № 発言事項

1 9

2 高齢者の生きがいづくりについて（アンケート） 10

3 高齢化と人口減少、地球温暖化について 11

4 若者の社会参画、福祉職の常勤採用について 12

5
13

6 中山間地域で行う活動等への支援について 14

7 子育て環境づくりについて 15

8 特別支援学校の寄宿舎の存続について

広聴事案：２１件（発言　１５件、アンケート　６件）

県の高齢者施策、地域包括ケアシステムについて（アンケート） 高齢者に対する補聴器の助成、磁気ループ設備の整備について

男女共同参画、女性活躍について

日本語教育の支援について

企業誘致（高林工業団地）について

国体のPRと県のブランドイメージ向上について

子育て費用、国道400号塩谷トンネルのアクセス道路について

産業廃棄物処分場の県指導要綱の厳格化について

妊娠から出産、子育て支援期までの切れ目ない
支援について（アンケート）
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第９回　　白　鷗　大　学（意　見　募　集）

募集期間：令和３（2021）年１１月２２日（月）～１２月８日（水）

募集方法：栃木県電子申請システム（専用フォーム）による意見募集

回 答 者：学生１３４名　（男性６５名、女性６９名、不明９名）

○意見の内訳

　№ 項目 件数 　№ 分野 項目 件数

県政運営 7 公共交通の整備 16

ふるさと納税 2 通学路等の整備 7

交通安全 5 教育・文化 4

防犯 3 スポーツ振興 2

防災 2 とちぎの魅力・PR 24

3 循環型社会・環境保全 2 移住定住 10

結婚・子育て支援 3 地域づくり 16

性の多様性 2 広聴広報 11

5 医療・健康 4 その他 2

観光の振興・PR 20

産業の振興・雇用 12

農業の振興 4

外国人の支援 2

商業施設 4

５　意見の多かった項目

１位・・・とちぎの魅力・PR（24件）、２位・・・観光の振興・PR(20件)、３位・・・地域づくり(16件)、

４位・・・公共交通の整備(16件)、産業の振興・雇用(12件)、６位・・・広報広聴(11件)、７位・・・移住定住(10件)

８位・・・県政運営(7件)、９位・・・通学路等の整備(7件)、10位・・・交通安全(5件)

分野

6

4

2

1

教育・文化・スポーツ

とちぎブランド・地域づくり

その他

計　１６４

地方分権・行財政改革

安全・安心な地域社会

7

8

9

10

道路・河川・公園等の整備

環境

少子化・子育て・男女共同参画

産業の振興・雇用

高齢者対策・医療・福祉
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（２）調査広聴

　① 県政世論調査
　県民の意識を的確に把握し、施策に反映するため、県政世論調査を実施しました。その結果概要については、「令和３(2021)年度栃木
県政世論調査結果の概要」（令和３(2021)年10月広報課発行）により、既に報告していますが、昭和46(1971)年度から時系列調査として
行っている「暮らしの変化」及び「県政への要望」について、抜粋して掲載します。
ア　調査の概要
（ア）調査の目的
　現在あるいは今後解決すべき課題について、県民の県政に対する意識・要望 などを的確に把握し、県政施策の企画・立案及び県政執行
上の参考にしました。
（イ）調査項目　18項目（全53問）   　（エ）調査の設計
  ① 暮らしの変化について〔時系列〕   　　① 調査地域：栃木県全域
　② 県政への要望について〔　〃　〕 　  　② 調査対象：満18歳以上の男女個人
　③ 日常生活について　　〔　〃　〕 　　  ③ 標本数　：2,000
　④ 栃木県への愛着と誇りについて 　  　④ 抽出方法：層化二段無作為抽出法
　⑤ SDGsについて 　  　⑤ 調査方法：郵送法（郵送配布－郵送回収）
  ⑥ 第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」及び第22回全国　　  ⑥ 調査時期：令和３（2021）年５月24日～６月15日

    （オ）回収結果
  ⑦ 地域防災について 　  　① 回収数（率）：1,288人（64.4％）
  ⑧ 男女平等意識について 　　　② 回答者の内訳
　⑨ 男女間の暴力について 　　　　　○性別　　　 ○職業
　⑩ とちぎの元気な森づくり県民税について 　 男性 　  45.7％    農林漁業　　　　　　　　　　 2.3％
　⑪ 地域のつながり・住民同士の支え合いについて 　 女性   　52.9％  　商工サービス業・自由業　　　11.3％
  ⑫ 生活習慣等や健康意識について 　 無回答    1.4％  　管理職・事務職・専門技術職　31.0％
　⑬ 里親制度について ○年齢  　労務職　　　　　　　　　　　17.7％
  ⑭ 食の安全・安心について    18､19歳　 1.5％  　家事　　　　　　　　　　　　19.2％
  ⑮ 食に関する意識と実践について    20歳代　 10.2％  　その他の無職・学生　　　　　14.2％
　⑯ グリーン・ツーリズムに関する情報発信について    30歳代　 12.1％  　無回答                       4.3％
　⑰ 犯罪と治安対策について    40歳代   15.6％
（ウ）調査機関    50歳代　 15.3％

   60～64歳 10.0％
   65～69歳  9.2％
   70歳以上 24.2％
　 無回答　　1.9％

　　 障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」の開催について

  株式会社タイム・エージェント
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　表５　県政への要望の推移　
１　位 ２　位 ３　位 ４　位 ５　位

令和３(2021)年 高齢者福祉対策　 医療対策 防災対策 雇用の安定と勤労 子育て・少子化対策
53.3% 51.9% 38.5% 者の福祉　　　36.3% 35.2%

令和２(2020)年 防災対策 雇用の安定と勤労 子育て・少子化対策
53.3% 40.1% 者の福祉　　　36.3% 31.9%

令和元(2019)年 高齢者福祉対策　　 医療対策    子育て・少子化対策　雇用の安定と勤労 防犯対策
59.1% 50.7% 37.5% 者の福祉　　　36.5% 34.7%

平成30(2018)年 高齢者福祉対策　　 医療対策    雇用の安定と勤労者　子育て・少子化対策 防犯対策
58.4% 49.9% の福祉 36.7% 30.9%

平成29(2017)年 高齢者福祉対策　　 医療対策    雇用の安定と勤労者　　子育て・少子化対策 学校教育の充実
58.8% 50.8% の福祉 37.0% の充実　  　　34.1% 31.1%

イ 調査の結果 図11　暮らしの変化
（ア）暮らしの変化   
「かなり良くなった」（2.9％）と「少し良くなった」（12.3％）の２つ
を合わせた『良くなった』（15.2％）は１割半ばとなっている。一方、
「少し悪くなった」（26.5％）と「かなり悪くなった」（9.1％）の２つを
合わせた『悪くなった』（35.6％）は３割半ばとなっている。また、
「変わらない」（47.1％）は５割近くとなっている。

（イ）暮らしの満足度 図12　暮らしの満足度
「満足している」（8.3％）と「まあ満足している」（38.1％）の２つ
を合わせた『満足している』（46.4％）は４割半ばとなっている。一方、
「やや不満がある」（19.0％）と「不満がある」（9.4％）の２つを合わ
せた『不満がある』（28.4％）は３割近くとなっている。
また、「どちらともいえない」（23.0％）は２割を超えている。

の充実　  　　34.5%

高齢者福祉対策／医療対策　
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（ウ）今後の暮らしで力を入れる点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（エ）県政への要望
「健康づくり」（50.1％）が５割で最も高く、次いで「仕事（家 「高齢者福祉対策」と「医療対策」（53.3％）がともに５割を超え
事、学業）」（35.4％）､「家族との団らん」（33.7％）、「趣味 て高く、次いで「防災対策」（40.1％）、　「雇用の安定と勤労者
やスポーツ」（28.2％）、「貯蓄」（25.9％）の順となっている。 の福祉」（36.3％）、「子育て・少子化対策」（31.9％）、「学校

教育の充実」（31.0％）、「防犯対策」（30.6％）、「食料の安定
              図13 今後の暮らしで力を入れる点 供給の確保・食の安全確保」（23.3％）の順となっている。

 
　

図14　県政への要望
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② とちぎネットアンケート

　県民の皆さんの意識やニーズを把握し、県民協働による県政の推進を図るため、インターネットを利用した「とちぎネットアンケート」
事業を平成22（2010）年度から実施しています。　年８回程度のアンケート調査を通じて、県が直面している重要な課題について、
協力者の方が日頃感じていることや、考えていること、意見などを聴き、施策推進等の参考としています。　　　

　表６　とちぎネットアンケート実施状況（平均回収率:55.1％） ア　応募資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※ただし、次の方は除く
・国または地方自治体の議員
・常勤の国家公務員
・教員を除く、常勤の栃木県職員

イ　 定員・任期
　なし

ウ　ネットアンケート協力者数
 令和３（2021）年度　845名(Ｒ４.３月末時点)

　栃木県内在住の満16歳以上の方で、インター
ネットのウェブサイトの閲覧、日本語による電子
メールの利用が可能な方
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（３）課題広聴　　　　

①パブリック・コメント
　　  県民の多様な意見を県政に反映させるため、「栃木県パブリック・コメント制度実施要綱」に基づき、県が策定する主要な計画等に
　　ついて案の段階で内容を公表し、意見募集を行いました。
　　  また、提出された意見は、計画等の策定に反映するとともに、意見内容とそれに対する県の考え方を公表しました。
　表７　パブリック・コメント実施状況　　　　　　
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② ジュニア知事さん

ア　募集期間

令和３(2021)年７月１日（木）～９月10日（金）

イ　応募状況 

表８　応募件数 表９　 応募内容の傾向（※）  （単位：件）

その他 33 69 55

※１つの作文に複数のテーマがある場合もあるため、項目の合計数は
　応募件数とは一致しない。

157

合　計 491 742 653 1,886

子ども・教育 47 62 60 169

文化・スポーツ 30 72 54 156

産業の振興・雇用 22 47 40 109

社会資本の整備 69 57 46 172

72 209

合計 　 1,630　件 安全・安心な地域社会 50 66 65 181

６年生 601 （36.9％） 高齢者対策・医療・福祉 43 94

175 489

５年生 592 （36.3％） 環境 67 91 86 244

４年生 437 （26.8％） 観光・とちぎの魅力発信 130 184

　子どもの頃からふるさと“とちぎ”について考えてもらい、県への関心と親近感を高めるため、小学校４・５・６年生を対象に、
「もし私が知事になったら、こんなことをしてみたい」をテーマとした作文を募集しました。
　応募総数1,630点のうち優秀作品15点を選出し、知事賞として表彰を行いました。また、優秀作品は県ホームページに掲載するとと
もに、作品集を作成し、受賞者及び受賞校に配布しました。

学年 件数 （％） 項　目 ４年 ５年 ６年 合　計
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ウ　実施結果

表10　 ジュニア知事さん知事賞受賞作品

エ　表彰式

令和３(2021)年12月13日（月）午前10時30分～午前10時50分

栃木県公館

知事賞受賞者及び保護者、選考委員、知事、県民生活部長、広報課長出 席 者

地産地消で暮らしやすい栃木県 大田原市立紫塚小学校 増居　音愛

選考委員　　栃木県おもちゃ図書館連絡会会長　　大家　薫　　　文星芸術大学名誉教授　　　　林　　香君
　　　　　　栃木県小学校教育研究会国語部会長　高島　俊幸　　栃木県子ども総合科学館館長　香川　眞史
　　　　　　栃木子どもの本連絡会会長　　　　　大音　由里

日 時

場 所

「栃木止まリンピック計画」開始 小山市立小山第一小学校 鈴木　夏陽

おさがりでみんな仲良く 栃木市立栃木中央小学校 寺内　寛哉

北関東三県同盟計画 壬生町立壬生小学校 鈴木　宜勝

６
年
生

いざという時のために、今できること さくら市立氏家小学校 青木　茉依

ＳＤＧｓかるたで地球環境に優しい栃木県にしたい 下野市立祇園小学校 齊藤　愛

５
年
生

自転車の都、栃木県 大田原市立西原小学校 佐藤　亜胡

自動運転の車を広めたい 下野市立石橋小学校 島野　愛菜

栃木県にとまって栃木県の朝を楽しもう 下野市立古山小学校 増渕　湊

みんなが人の成功や楽しみを共に喜べる栃木県に 小山市立小山第一小学校 市村　倖

フードロスゼロで笑顔に 小山市立小山城東小学校 小池　輝珀

４
年
生

あったらいいな、リサイクルオリンピック 栃木市立大平西小学校 小松原 行人

かんきょう実けん街作り 那須塩原市立南小学校 篠田　佐知

家族幸せ、ごはんクラブ 作新学院小学部 鈴木　悠太

魚の住みやすい河川 栃木市立皆川城東小学校 栃木　心太朗

作品名 学校名 氏名
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①県庁walk

　県民が県庁舎及び周辺施設の見学や旬な県政をテーマにしたミニ講座を通じて県政への理解を深め、
県民参加による県政の推進を図ることを目的として、「県庁walk」を実施し、参加者から県政への意見等を聴取しました。

表11　県庁walk実施状況

②移動広聴

　県の施設が主催する公開デー等のイベントに参加した県民に、県政に関するアンケート調査等への協力を求め、
県民の県政への理解を深め､県政への参加意識を高める事を目的に実施しました。

表12　移動広聴実施状況

回 実 施 日 人数県政ミニ講座見学先

4

６月22日（一般県民版） 県庁舎本館・議会議事堂・公館

広聴件数

広聴件数

いちご一会とちぎ国体について

38 10

2 ７月28日（親子版） 県庁舎本館・議会議事堂 18

実 施 日回

（４）施設広聴

合  計

合  計

18

18

参加人数

林業センター本館1階ホール

林業センター体験ツアー

実施イベント・実施会場

1 10月30日

40

40

20 61
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       発行／栃木県    発行日／令和４(2022)年8月

       〒320-8501  栃木県宇都宮市塙田1-1-20

      　            栃木県県民生活部広報課  

      　            TEL：028-623-2158  FAX：028-623-2160

      　            E-mail：kocho@pref.tochigi.lg.jp

　◇各担当機関の連絡先

担当機関 電　話　番　号

広報課広聴担当

広報課県民プラザ室

所 在 地

宇都宮市塙田1-1-20    県庁舎本館３階 028-623-2158

宇都宮市塙田1-1-20    県庁舎本館２階 028-623-3765

上都賀県民相談室 鹿沼市今宮町1664-1    上都賀庁舎内 0289-64-9419

芳賀県民相談室 真岡市荒町116-1       芳賀庁舎内 0285-82-5888

下都賀県民相談室 栃木市神田町6-6       下都賀庁舎内 0282-24-5665

小山県民相談室 小山市犬塚3-1-1       小山庁舎内 0285-22-9164

塩谷県民相談室 矢板市鹿島町20-22　　 塩谷庁舎内 0287-43-2142

那須県民相談室 大田原市中央1-9-9　　 那須庁舎内 0287-23-1555

足利県民相談室 足利市伊勢町4-19　 　 足利庁舎内 0284-42-9700

南那須県民相談室 那須烏山市中央1-6-92  南那須庁舎内 0287-83-1555

安蘇県民相談室 佐野市堀米町607 　 　 安蘇庁舎内 0283-24-2603


