
読みやすさ向上のため、文字のデザインを工夫したユニバーサルデザインフォントを使用しています1,922,445人（前月比779人減）世帯数799,948世帯（前月比98世帯増） 〔5月1日現在〕栃木県の人口 読みやすさ向上のため、文字のデザインを工夫したユニバーサルデザインフォントを使用しています
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〔10月1日現在〕栃木県の人口
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便利どんどん に !

鉄道や路線バス、タクシー、デマンド交通によって支えられている本県の公共交通。近年、運転免許証を自主返納
する高齢者や本県を訪れる観光客の増加等により、日常生活や観光における移動手段の確保・充実が求められ、
その重要性が高まっています。今回は、地域の需要に応じて進化する県内の公共交通の取組をご紹介します。

　地域共助型生活交通とは、地域住民が主体となり、自家用車等を使用して
住民を運送するサービスのこと。これまで主に交通事業者や行政が担ってき
た公共交通の運行を地域住民主体で行う新しい形の公共交通で、住民ニーズ
に応じて、よりきめ細やかな運行ができると期待されています。県では、この
ガイドラインを整備し、導入支援を行っています。

　県では、「栃木県ABCプロジェクト」と称して、令和7年度からの自動運転シス
テム(Autonomous)を導入した路線バス(Bus)の本格運行を目指した挑戦
(Challenge)を進めており、県内各地で実証実験を行っています。
　自動運転バスの導入は、運転手の高齢化や人材不足などの課題解決、さら
には地域の活性化など、公共交通の新たな可能性を探る取組として期待が高
まっています。

　6/6～20、「道の駅もてぎ」～「茂木駅」～「ふみの森もてぎ」の区間で自動運
転バスの実証実験を行いました。期間中、多くの方が乗車し、自動運転バスを
体験しました。

　車両の位置を特定する技術や障害物を検知する技術等を
組み合わせることで、安全で快適な運行を実現します。

　R5年3月の開業を目指し、宇都宮駅東口から芳賀、高根沢工業団地の
間で整備が進められている「芳賀・宇都宮LRT」についてご紹介します。

　ライトには、光などの意味とともに、宇都宮市の別名「雷都」
が含まれています。また、道筋などを意味する「ライン」と組
み合わせ、「（未来への）光の道筋」といったメッセージも込め
られています。

経路検索サービスで、路線バスの時刻表・
ルート・運賃・リアルタイムの運行情報など
を調べることが可能に

●実施期間や乗車方法など、詳細は
決まり次第、公式ホームページ等で
お知らせします　

　地元住民による運営組織が主体となり、
「コリンタ号」の運行が開始されました。

自動運転に
不安を感じ
ていた方の
割合が大き
く減少！　

進化する とちぎの公共交通進化する とちぎの公共交通
便利どんどん に !

地域共助型生活交通の導入

自動運転バス
仕組みは？

　MaaSとは、「Mobility as a Service」の略称で、鉄道やバスなど複数の公
共交通やそれ以外のサービスを組み合わせて、経路検索・予約・支払いを一
括で行えるサービスのこと。　
　これまでは、個別に調べ、手配していた目的地までの交通手段や観光施設
のチケット等が、MaaSの普及により、ワンストップで楽に行うことができます。
県では、この普及に向けた取組を推進しています。

芳賀·宇都宮
LRT情報

鉄道 バス タクシー

　　　手すり等を中心に消毒を徹底し
ています
消毒

　　　鉄道やバスは換気性能が優れて
おり、車内の空気を約5分で入れ替えら
れます。タクシーは約1.5分で入れ替わ
ります

換気

コロナ対策を徹底しています

こ
の
ほ
か
の
コ
ロ
ナ
対
策

安心してご乗車ください

車両の愛称「ライトライン」、各停留場の名称が決定！

TopicTopic

TopicTopic

現　在
個別に調べ、個別に予約・支払い
　

経路検索から予約、支払いまで一括

大変…

MaaSが普及すると…

このほか、詳しくは公式ホームページでご確認ください

取組

自動運転バス本格運行を目指し、実証実験中！取組

取組 移動から観光まで！MaaS
マース

小銭を気にせず、このカードで
バス等の利用が可能に（Suica
を使えるお店で買い物も！）

鉄道・バス（日光地域）
デジタル限定
フリーパス　

歴史・文化施設等 
拝観・入場チケット※

環境に優しい移動手段
EV・PHVカーシェア
リング

鉄道

タクシー 観光施設

レンタカー

シェアサイクルバス

矢板市で県内初導入!

茂木町で自動運転バス実証実験を実施!

MaaS普及に向けた取組が続々！

バス運行情報の見える化

実験の動画など
詳細はこちら→

公式ホームページ→

※乗車した483人に実施

那須塩原市（塩原温泉郷）で
実証実験を実施します！

環境配慮型・観光MaaS「NIKKO MaaS」 サービス開始！

住民の片岡駅への移動や小学生
の

登下校のニーズに対応

詳しくは
こちら↓

↑使用予定の車両

詳しくは
こちら↓

らい と

モビリティ

バスオートノマス

チャレンジ

アズ ア サービス

これ知ってる？

目的地までの経路
宇都宮駅西口 15：00発
5分遅れ 14：55

※イメージ

信号機の色等を
認識するカメラ

障害物等を検知
するセンサー

システムに搭載した高精度な
デジタル地図に基づき走行

車両の位置や障害物等を
検知するセンサー

※茂木町での実証実験で使用した技術

　10/28より、日光地域において環境にも配慮した全国初のサービス
を順次開始します。

※NIKKO MaaSウェブサイト経由での購入。今後サービスを連携する予定です

お得

車両基地に車両が納入！

乗務員の検温乗務員の検温

鉄道車内抗菌コーティング鉄道車内抗菌コーティング

地域ICカード「totora」
ト ト ラ

自動運転に対する安心感へのアンケート

乗車前

乗車後

安心
49％

安心
69％

少し安心
20％

少し安心
27％

少し不安
29％

少し
不安
4％

不安
2％



　これまで、社内販売限定で社員しか買うことのできな
かった幻の逸品を磨き上げ「百年ショーツ」として商品化
　試行、分析、修正、再試行し、お客さまのニーズを新商
品開発に活かすため、工場直売会を定期的に開催

激変する社会経済情勢の中で、「新しい生活様式」に対応したビジ
ネスモデルや新規事業展開等を目指す県内企業。その企業の成長
をサポートするため、県では今年度から新たに実践型のプログラ
ムを実施しています。県内企業の取組成果である商品・サービス
をぜひ体験してみてください。

全11社の中から2社をご紹介！全11社の中から2社をご紹介！

　ITツールを組み合わせて導入し、高齢者の見守りサー
ビスの業務を効率化
　精米仕立てのご飯と出汁にこだわったお弁当の配食
事業を拡大するため、試食会を開催
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チームイノベーション実践プログラムでチームイノベーション実践プログラムで

県内企業の成長を後押し!県内企業の成長を後押し!
チームイノベーション実践プログラムって何？チームイノベーション実践プログラムって何？
イノベーション（innovation）イノベーション（innovation）

＝＝
モノやサービス、組織、ビジネスモ
デルなどに新しい考え方や技術を
取り入れて新たな価値を生み出
し、社会にインパクトのある革新
や刷新、変革をもたらすこと

　社内チームによる主体的な活動により、自社の商品・サービス革新と、IT
活用による生産性向上を実現し、県を代表する魅力ある企業へと成長して
いきます。
　また、プログラム終了後も成長し続ける企業となり、県内企業を触発、
地域経済に影響力を有するモデル企業となることを目指します。

　県内のサービス事業者（中小企業等）のイノ
ベーションを促進することで、業績・雇用の拡大
や地域経済の活性化を図ることを目的とした、
企業育成・創出プログラム。参加企業間で意見交
換を行う異業種交流型ワークショップや現地伴
走支援などを組み合わせて、企業の成長を支援
しています。

どんな企業に成長できるの？どんな企業に成長できるの？
詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

県はどんなことをサポートするの？県はどんなことをサポートするの？

業務の効率を
上げるIT技術
の活用

商工会議所等
に所属する、
地域の経営指
導員との連携

株式会社小林縫製工業株式会社小林縫製工業 株式会社トレンド株式会社トレンド

サービスの提供先を
企業から一般消費者
へ広げる必要性を感
じている

優れた企画提案力
と確かな技術とい
う自社の強みを再
確認

消費者ニーズに
マッチした新商品
の開発に取り組ん
でいこう！

実践プログラム支援企業の取組例実践プログラム支援企業の取組例

課題課題 気付き気付き 解決策解決策

配送ルートや日報な
どアナログな業務管
理の非効率を感じて
いる

無料で使えるIT
ツールも上手に組
み合わせれば、複
雑な作業が可能

情報共有や効率化を
実現し、サービス向
上と事業拡大に取り
組んでいこう！

課題課題 気付き気付き 解決策解決策

（繊維工業） （生活関連サービス業）

実際にこんなことを始めました！ 実際にこんなことを始めました！

毎年11月9日から15日に、全国で秋の火災予防運動を実
施しています。火災の中でも住宅火災は、築き上げてき
た財産等だけでなく、人の命も失うことがある災害で
す。今回は、住宅防火のポイントをご紹介します。この機
会にご自宅の備えを見直してみましょう。

住宅火災は特に危険
　全国の令和元年における住宅火災の件数は総出火件数の約
3割ですが、死者数は総死者数の約7割を占めています。
　火災の主な要因は、「たばこ」や「こんろ」、「ストーブ」など身近
にあるもので、多くがこれら火気の取り扱い不注意や不始末によ
るものです。普段気を付けていれば防げるものとも言えます。

日頃から意識しよう!
1 2 3 4

1 2 3

4 5 6

　寝たばこは
絶対にし
ない、さ
せない

　火災の発生を防
ぐために、ストーブ
やこんろ等は安全
装置の付いた機器
を使用する

　火災を小さいうちに消
すために、消火
器等を設置し、
使い方を確認し
ておく

　お年寄りや身体の不自由
な人は、避難経路と避難方
法を常に確
保し、備え
ておく

　火災の早期発見のために、
住宅用火災警報
器を定期的に点
検し、10年を目
安に交換する

　火災の拡大を防ぐために、
部屋を整理整頓し、寝具、衣
類およびカーテ
ンは、防炎品を
使用する

　防火防災訓練への参加、
戸別訪問など
により、地域
ぐるみの防火
対策を行う

　ストーブの周りに
燃えやす
いものを
置かない

　こんろ
を使うと
きは火の
そばを離れない

　コンセントは
ほこりを清掃し、
不必要なプラグ
は抜く

※出典：総務省消防庁ホームページ（https：//www.fdma.go.jp/）を基に加工して作成

住宅用火災警報器の設置はお済みですか？
　ご自宅の寝室の天井や壁に右の写真の
ようなものは付いていますか？これが住
宅用火災警報器（住警器）。火災を感知する
と、警報音や音声などにより知らせてくれ
る機器です。消防法ですべての住宅への設
置と維持管理が義務付けられています。

県内住宅の設置率は79.1％
で全国32位。本県は、全国
平均を下回っています
（R3.6.1現在）※

設置効果

入手方法

　住警器が設置されている場合は
設置されていない場合に比べ、死者
数や焼損床面積が約半減。損害額は
約4割減という結果が出ています。

　ホームセンターや家電量販店、ガス事業者
などから購入できます。設置に当たって資格
は不要です。ご自身で取り付けられます。

住宅火災100件当たりの死者数（H29～R元年）※ 

　設置後も定期点検が必要です｡点検方法は住
警器のボタンを押す、ひもを引くなど簡単!電池
切れや故障確認を忘れずに行ってください｡
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全国火災死者数（R元年）※ 

詳しくは
消防庁

ホームページで

詳しくは
消防庁

ホームページで

死者数
1,486人

建物以外
の火災
19.4％

建物以外
の火災
19.4％ 住宅火災

67.3％
住宅火災
67.3％住宅以外の

建物火災
13.3％

住宅以外の
建物火災
13.3％

12.0

8.0

4.0

0.0
設置無 設置有

11.0人11.0人
5.3人5.3人

約約 22
11--

付加価値向上の
切り札となる商
品・サービスの
磨き上げ

付加価値向上を
リードし、プロ
グラム終了後も
自走できるチー
ム力の醸成

視覚に障害のある方のために、「とちぎ県民だより」点字版､テープ版､およびデイジー版を発行しています｡ご希望の方は､県広報課（☎028-623-2192）までご連絡ください
2



　  かしこい消費者講座[オンライン]
●11/25（木）～R4/2/28（月）●オンデマ
ンド配信●「エシカル消費」「金融」「情報・
通信」「契約」「表示」の5分野の講座4無料
（通信費等は自己負担）
9全国消費生活相談員協会☎03-5614-0543
※受講希望の方でオンラインでの受講が
できない方は、以下に問い合わせを
9県くらし安全安心課☎028-623-2135

●11/28（日）～12/4（土）●オンデマンド配
信●肝臓病の基礎知識や最新の治療につい
ての講演など4無料（通信費等は自己負担）
9自治医科大学消化器内科☎0285-58-7348

　  女性とシニアのためのミニ合同面接会FG E

●11/29（月）午後1時30分～3時30分●道
の駅日光 日光街道ニコニコ本陣（日光
市）●対象：就業を希望する女性・高齢者
230名（先着）D11/28（日）4無料
9（株）ワークエントリー☎028-612-8643

　  福祉・介護職スタート講座     FG E

●12/4（土）午前10時～正午●とちぎ福
祉プラザ（宇都宮市）●対象：福祉・介護職
を希望する方215名（先着）4無料
9福祉人材・研修センター☎028-643-5622

　  同行援護従事者養成研修　　 FG E

●一般課程：12/6（月）～8（水）228名（選
考）431,500円●応用課程：12/13（月）～
15（水）232名（選考）421,500円
※いずれも●とちぎ福祉プラザ、県庁ほ
か（いずれも宇都宮市）●対象：研修後に
同行援護従事者として従事を希望する

70歳未満の方（応用課程は一般課程修了
者のみ受講可能）D11/15（月）
9栃木県視覚障害者福祉協会☎028-625-4990

　  栃木県医療安全講習会　　　 FG E

●12/16（木）午後1時30分～3時30分●県
総合文化センター（宇都宮市）●演題：上
手な病院のかかり方～医者が教える10の
コツ～260名（先着）4無料D12/6（月）
9県医療政策課☎028-623-3085
　

●12/18（土）午後1時30分～3時30分●ラ
イブ配信●テーマ：ライフシフトは楽し
い!～人生100年時代のライフキャリアを
デザインする～280名（先着）4無料（通
信費等は自己負担）D12/10（金）
9とちぎ男女共同参画センター☎028-665-8323

　  家庭生活支援員養成研修 　FG E

●R4/1/15（土）～2/12（土）期間中の5日
間●パルティ（宇都宮市）●対象：全日参
加が可能で、受講後にひとり親家庭等へ
の支援に従事できる方230名（選考）4無
料D12/10（金）●託児は要予約
9栃木県ひとり親家庭福祉連合会（月曜・
祝日は休館）☎028-665-7806

　  伝習生等募集のお知らせ
◎窯業技術支援センター伝習生募集
●対象：県内で窯業に従事しようとする
方●育成期間：1年210名（選考）※試験
日：12/9（木）4無料D11/24（水）
9同センター（益子町）☎0285-72-5221
◎紬織物技術支援センター伝習生等募集
●対象：県内で製織業務に従事しようと

する方●育成期間：1年2伝習生：6名（選
考）､研究生：2名（選考）※試験日：12/
22（水）4無料D12/3（金）
9同センター（小山市）☎0285-49-0009

　  公立学校共済組合栃木支部職員採用試験
●試験日：12/11（土）●対象：H4/4/2～H12/
4/1に生まれた方（大学卒業程度）●募集職
種：事務職●出願期間：11/10（水）～30（火）
9同支部（県学校安全課内）☎028-623-3432

●11/21（日）まで●暮らしの中で癒やし
効果がある植物を展示4大人410円､子
ども200円
9とちぎ花センター（栃木市）☎0282-55-5775

　  EAST AREA Sports Day2021FG E

●11/23（火・祝）午前9時～午後9時●日
環アリーナ栃木（宇都宮市）●スポーツ教
室や飛び込みプール体験会、ボルダリン
グ体験会など4無料（一部を除く）※要
予約
9同施設☎028-658-5900

●11/28（日）午前9時30分
～正午●対象：本県在住の
中学生以上212名（先着）
41,000円D11/12（金）
9県民の森管理事務所（矢板市）☎0287-43-0479

　  わくわくハッピーピザ作り　　FG

●12/18（土）、19（日）いずれも午前9時～
午後1時●対象：3歳以上の子を含む家族

2各回30名（抽選）4500円D11/15（月）
9太平少年自然の家（栃木市）☎0282-24-8551

　  開運!海浜初日の出　　　　　  FG

●12/31（金）～R4/1/1（土・祝）1泊2日
●対象：本県在住の方2 150名（抽選）
4年齢により異なるD11/15（月）
9とちぎ海浜自然の家（茨城県鉾田市）
☎0291-37-4004

　  不動産取引法律相談　　　　 FG E

●11/18(木)午後1時30分～4時●県庁昭
和館多目的室2●弁護士などによる不動
産取引の法律相談(宅地建物取引業法の
範囲)23件(先着)4無料D11/11(木)
9県住宅課☎028-623-2488

　  芳賀地区合同公売会 　　　　　FG

●入札期間:11/29(月)～12/10(金)(12/
4(土)､5(日)を除く)午前8時30分～午後
5時15分●入札場所:真岡県税事務所●県
と県内の市町が地方税の滞納により差し
押さえた物品を売却する公売会※出品中
止の場合あり
9真岡県税事務所☎0285‒82‒2135

　  県立宇都宮高校通信制学校説明会
●12/19(日)午前10時～午後1時●同校講
堂および通信棟●対象:入学・転入学・編
入学希望者およびその保護者D12/10(金)
9同校通信制☎028-633-1427

　  令和4年版栃木県民手帳の販売開始
●県統計協会(県庁本館
7階統計課内)や県内の
書店等で販売4550円
9同課☎028-623-2242

 

　　森の集い「森の香りのクリスマススワッグ
　　づくり」　　　　                  FG

　　インドアグリーン展～おうちで楽しむ
　　癒やしの植物たち～            FG E

イースト エリア スポーツ デイ

男性のワーク・ライフ・バランス講座
[オンライン]

市民公開講座「肝ぞう病の原因と治療
2021ｰ肝がん撲滅運動ｰ」［オンライン］

　食事券が使える加盟店を募集しています｡新たに加盟店
登録する場合は､｢とちまる安心認証｣の取得などが条件と
なっています。
　既に登録している飲食店は､｢とちまる安心認証｣の取得
は必須条件とはなっていませんが､積極的な認証取得をお願いします｡

9同事業栃木県事務局☎028-341-1647（平日：午前10時～午後5時）

　10月31日現在の12歳以上の接種率
は､右記のとおりです。
　11月以降も市町では引き続き接種
を行っています｡希望される方は､お住
まいの市町にお問い合わせください。

83.23％83.23％
85.76％85.76％ 78.57％78.57％

77.97％77.97％

県内旅行代金の割引　県内土産物店等で使える地域限定クーポン

基本的な感染
防止対策の実
施を忘れずに！

県民の県内宿泊旅行または日帰り旅行

感染防止対策が徹底された｢とちまる安心認証店｣(認証ステッ
カーが目印)をご利用ください

安全･安心な旅を楽しむために安全･安心な旅を楽しむために 安全･安心な外食を楽しむために安全･安心な外食を楽しむために

最大
  1人7,000円相当

最大
  1人7,000円相当

1冊2,000円分1冊2,000円分

　　　　　　　　　 12月31日（金）宿泊分または出発分（日帰り旅行）まで
※売り切れ等により早期終了する場合があります
　　　　  指定の県内旅行会社または旅行予約サイト
※宿への直接予約は対象となりません

6,000円～
10,000円未満

宿泊旅行
(1人1泊につき)

日帰り旅行
(1人につき)

10,000円以上

5,000円以上

3,000円

5,000円

2,000円

2,000円分

1,000円分

対象
割引額等 販売価格

申込方法

対象(販売)期間

旅行代金 割引金額 限定クーポン

10,000円で → 12,000円分の食事券

キャンペーン
栃木食事券

1冊10,000円（税込）（1,000円券12枚つづり）

1人1回2冊まで

販売期間 11月10日（水）～12月15日（水）※売り切れ次第終了
利用期間 購入日～12月15日（水）
※販売期間･利用期間ともに終了日は延長となる可能性があります
利用店舗
販売窓口

購入上限

おトクおトク おトクおトク

みんなで
とちぎの経済を元気に

旅行前にワクチン2回接種をお済ませください。未接種の方
は、PCR検査等をお願いします

9同事業事務局☎028-614-7207(平日：午前10時～午後5時)

9県感染症対策課☎028-623-3077

詳しくは
こちら

ホームページ
はこちら

ワクチン関連情報
の詳細はこちら

県内の加盟飲食店で使える食事券の販売

※加盟店･販売窓口はホームページでご確認ください

「加盟店」として登録されている県内店舗
県内郵便局（311局）ほか

県主導で設置した接種会場は、新規の
予約受付を終了しました

新型コロナワクチンの県内接種状況 新規「加盟店」募集
1回目 2回目

栃木県
全　国

認証ステッカー

加盟店について
認証について 9事務局☎028-341-9715（平日：午前10時～午後5時）

9事務局☎028-341-2550（平日：午前10時～午後5時）
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　マークの説明 2定員　4受験・参加料金　D応募・申込締切　9問合せ・申込先　F身障者用駐車場　G身障者用トイレ　Eオストメイト対応トイレ

県のSNSは
こちら

詳しくは
県HPで！募集・試験

講座
お知らせ（4面に続く）
イベント・催し

　託児サービス

Information
県政



　本県が誇る“いち
ご”にちなみ、レッド
をベースに、首元に
はグリーンを指し色
に使用。栃木県の形がモチーフのグ
ラフィック柄もポイントです！　　

　ユニフォームの展示のほか、
10月号で紹介した「いちご一会ス
タンプラリー」のスポットになって
ます。広報ボランティ
ア作成の「ぬりえカレ
ンダー」も入手可能！

　県内企業の世界初の技術力を生かし、ペットボトル再生繊維を採用。軽
量で通気性に優れた生地で、選手のパフォーマンスをサポートします！

　中綿には吸湿発熱素材を使用
し、水分を熱に変え、衣服内の水蒸
気を外に排出し、少ない衣服で快
適に過ごすことを可能に。また、防
水性能が高く、高撥水機能で汚れ
にくい生地です！　　　　　　　

ペットボトルを水
洗いし、ラベルや
キャップも
外す

粉砕してフレーク
状にする

フレークから糸に
加工する

糸 か ら
布を織り
あ げ て
完成！

　

　　
　この模様

は
…

○県民だよりの発行経費の一部に充てるため広告を掲載しています。広告の内容については、広告主にお問い合わせください この広報紙は、古紙パルプ配合率100％再生紙を使用しています 環境にやさしい大豆油インキを使用しています
4

本紙に掲載しているイベント等のお知らせは、状況により変更・中止となる場合があります。お出掛けの際は、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします

本大会　令和4（2022）年10月1日（土）～11日（火）
冬季大会　令和4（2022）年1月24日（月）～30日（日） 令和4（2022）年10月29日（土）～31日（月）

“とちぎらしさ”が
　　　　　　　　　　　つまったデザイン

環境に配慮した“メイド・イン・とちぎ”の本大会・障スポユニフォーム 県庁本館1階県政展示コーナー

機能性も抜群の
　　冬季大会用ユニフォーム

第 157 回 知事コラム

　本年産の米（コシヒカリ）の概算金（1俵＝60kg）が9,000円

（昨年12,400円）となっており、関係者に衝撃が走っている。

　元々栃木の米は美味しいので、中食・外食産業からの引

き合いが強いことから取り引きが進んできた（販売量の約

60％）。ところが、コロナ禍で大幅に需要減となり、一気に在

庫量が増加した結果、昨年同期比2.8万トン、県民1人当たり

約160食分の余剰米が発生してしまったことが要因の一つと

なっている。

　そんな中、ＪＡ共済連栃木から「一口おにぎり調理グッ

ズ」16,000個が寄贈された。小学校入学を控える5歳児が元

気に学校生活を送れるよう、食事の大切さと食べることの楽

しさを体験できる食育啓発資材だ。ごはんを入れて振ること

で、ミニおにぎり3個ができあがる。

　おやつと言えば、手製の味噌むすびの時代を経験した関

係者と話が弾んだ。

　栃木の温かく美味しいごはんも食べてください。

～コロナと米価～

抽選で
5名様 プレゼントコーナー

　郵便番号、住所、氏名、年齢、意見・感
想を記入の上、はがきまたは栃木県電
子申請システムでご応募ください。
宛先

締切

〒320-8501　
栃木県広報課
「とちぎ県民だより」係

11/26（金）※12月中旬発送予定

ご意見募集！

「新幹線箸置きと
令和4年版栃木県
民手帳のセット」を
プレゼント！

※個人情報はプレゼント発送以外には使用しません

JR東日本商品化許諾済

     普及啓発・推進月間のお知らせ
◎児童虐待防止推進月間（11月）
●虐待かもと思ったら☎189（全国共通・
通話料無料）へ
9県こども政策課☎028-623-3061
◎糖尿病予防・重症化防止強化月間（11月）
●「1に予防、2に健診、しっかり治療で糖
尿病阻止」この機会に、糖尿病の予防や治
療について考えてみませんか
9県健康増進課☎028-623-3095
◎計量記念日（11/1）、計量強調月間（11月）
●「はかること それは未来をつくること」身
近にある「はかり」に注目してみましょう
9計量検定所☎028-667-9425
◎税を考える週間（11/11～17）
●税は、私たちが豊かで健康に暮らすた
めに、社会の一員として負担しなければ
ならないものです。この機会に、税の役割
などについて考えてみませんか
9県税務課☎028-623-2101
◎全国一斉「女性の人権ホットライン」強
化週間（11/12～18）
☎0570-070-810（午前8時30分～午後7時）
●期間中、女性の人権問題に詳しい人権擁
護委員が相談対応します
9県人権・青少年男女参画課☎028-623-3027
◎犯罪被害者週間（11/25～12/1）
●誰もが犯罪被害者になる可能性があり
ます。皆で支え合える社会を作りましょう
9県くらし安全安心課☎028-623-2154

　東京富士美術館（東京都八王子市）の
西洋絵画コレクションは、16世紀のイタ
リア・ルネサンスから20世紀までの西洋
絵画史をほぼ一望できるほどの極めて
充実したものとして、国内のみならず国
外でも知られています。
　本展では、その珠玉のコレクションか
ら厳選した約80点の作品を展示。世界中
の美術愛好者を魅了する、ルノワール、セ
ザンヌ、ゴッホ、ゴーギャン、シャガール等
の近代の人気作家に加え、それ以前の歴

史をたどるた
め、ルネサン
スの画家ティ
ントレット、イ
ギリスの巨匠
レノルズ、ゲイ
ンズバラ等の
日本ではあま
り見る機会の
ない巨匠たち
の作品もご紹
介します。

栃木県立美術館

TOCHIGI 文化ガイド

企画展

ー珠玉の東京富士美術館コレクション」
「名画でたどる西洋絵画400年 

東京富士美術館蔵
ⓒ東京富士美術館イメージアーカイブ/DNPartcom

▲ノエル=ニコラ・コワペル
「ヴィーナスの誕生」

会期：12/26（日）まで   月曜
9同館（宇都宮市）☎028-621-3566

休

県議会からのお知らせ
①次回の通常会議
11/30（火）：本会議（開議、議案上程）
12/ 2（木）､6（月）､7（火）
　　　　 ：本会議（質疑･質問）
12/ 9（木）：常任委員会
12/14（火）：予算特別委員会（総括質疑）
12/15（水）：常任委員会、予算特別委員会
　　　　  （採決）
12/17（金）：本会議（採決、散会）
※予算特別委員会（採決）は午後2時､そ
の他は午前10時開始予定。なお、日程は
変更となる場合があります。詳細は県議
会ホームページでご確認ください

②県議会傍聴
　本会議や委員会はどなたでも傍聴で
きます。※傍聴人数を制限しています
③県議会中継・広報テレビ番組
　本会議（質疑･質問）と予算特別委員会
（総括質疑）は、とちぎテレビ、栃木放送
（ラジオ）、県議会ホームページで、本会
議（開議､議案上程､採決､散会）は県議会
ホームページで生中継します。また､県議
会ハイライト（とちぎテレビ）の次回放送
は､11/14（日）午後5時20分～6時です。
9県議会事務局
①議事課☎028-623-3761
②総務課☎028-623-3753
③政策調査課☎028-623-3772◎11/20（土）・23（火・祝）は閉館日です

栃木県本庁舎のお知らせ

▲ここから
　チェック
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第77回国民体育大会 第22回全国障害者スポーツ大会

県職員が直接出向いて分かりやすい説明を行う「とちぎ県政出前講座」をぜひご活用ください。教育、福祉、産業、くらし、環境のことなど183の講座があります9県広報課☎028-623-2192

9県気候変動対策課 ☎028-623-3186

対象 家庭､商店､小規模オフィス等
参加登録期間 令和4年1月31日（月）まで

参加登録は無料。見積りを確認
してから切替えできます！

自然の電気30％以上または
100％メニューが選択可能！

共同購入のため割安な料金となり　
電気代が節約できます！

お得で環境にも優しい自然の
電気に切り替えてみませんか？
お得で環境にも優しい自然の
電気に切り替えてみませんか？

電気の共同購入キャンペーン電気の共同購入キャンペーン

み い 電

▲お披露目の様子（左から知事、榎本選手（シンクロ板
飛び込み）、髙柗選手（車いすバスケットボール）、古橋
選手（H.C.栃木日光アイスバックス）、粉川日光市長）


