～

県民の日

記念イベント・出展ブース

一覧

～
※出展ブースの位置は別紙「会場案内図」にある番号と名称でご確認ください。

②本館1階
①栃木県議会議事堂1階
＜オープニングセレモニー＞
１０：００～１０：２０
●オープニングセレモニー
知事メッセージ、議長メッセージ
「県民の歌」斉唱

出展内容

所 属 ・ 団 体 名

けんちょうde愛ふれあい直売所
農政課
（別紙チラシをご覧ください）
ナイスハートバザールinけんちょう
障害福祉課
（別紙チラシをご覧ください）
栃木県産農産物の安全・安心PR及び花苗の
1
農政課
プレゼント
2 とちぎ未来大使の紹介

＜♪県民の日記念コンサート♪＞
１０：３０～１１：１０
●栃木県警察音楽隊＆カラーガード隊
による「ミュージックパトロール」

3

総合政策課

「とちぎの百様」PR、ジュニアコンクール
地域振興課
入賞作品展示、クイズの実施

②本館1階企画展示コーナー
4

生活衛生に係る安心と信頼の“Sマーク登
録店”の周知等センターのPR

生活衛生課

衛生害虫の相談、スズメ蜂の巣の展示

生活衛生課

マイナンバー制度及びマイナンバーカード
のPR
選挙に関するパネルの展示、資料配布、選
6
挙動画コンテスト受賞作品の紹介
5

＜ハンガリー民族音楽の紹介＞
１１：２０～１２：００
●ジプシーバイオリニスト古館由佳子
さんによるハンガリー音楽の演奏

＜文化振興基金助成事業団体ｺﾝｻｰﾄ＞
１２：１０～１２：５０
●とちぎ未来大使 沼尾みゆきさんの歌
とピアノ五重奏によるコンサート

＜伝統芸能ステージ＞
１３：００～１４：００
出演：ゆりかご保育園年長児(和太鼓)
宇都宮海星女子学院中学校・
高等学校箏曲部による演奏

＜とちキャラーズまつり＞

7 県の広聴・広報事業の紹介（パネル展示）

＜東京2020オリンピック・
パラリンピック機運醸成イベント＞
１３：３０～１５：００
●東京１９６４オリンピックの聖火トー
チや日本代表ユニフォームの展示、三宅
宏実選手らによるトークショーの開催

8 県政テレビ番組の放映

県庁みつばちプロジェクトの活動の様子を
映像で紹介
人権をテーマに高校生が制作した映像作品
10
の放映
地球温暖化の意識啓発アニメ『ガラスの地
11
球を救え！』を放映します。
栃木県自作視聴覚教材コンクールで入賞し
12
た作品を放映します。
9

13

☆屋外では帽子や日傘を使用してください
☆気分が悪くなったら、無理をしないで、
お近くのスタッフまでお声掛けください

行政改革推進室

ボッチャを原型に考案された「コントロー
ル・アタック」を体験できます。

生涯学習課･総合教育センター

13:45～14:45

障害福祉課
(NPO法人栃木県障害者スポー
ツ協会)

くらし安全安心課

シルバー人材センター・とちぎ生涯現役シ
15
ニア応援センターの紹介、資料配布

高齢対策課

17
18
19

生涯学習ボランティアセンター1日出張相
談
臓器移植制度についての説明、意思表示
カードなど啓発資料の配布
人権・青少年健全育成・男女共同参画の普
及啓発（チラシ配布、パネル展示）
ハンセン病や感染症に関する説明や資料の
配布
とちぎ結婚支援センター、とちぎ保育⼠・
保育所⽀援センターの紹介
生活習慣病の予防や健康づくりに関する
リーフレットなどの配布

22 福祉のお仕事に関する相談お受けします!!

障害者の差別解消・虐待防止に関する普及
啓発
こころの健康に関する普及啓発物品等の展
24
示・配布
2022年栃木県で国体・全国障害者スポー
25 ツ大会（いちご一会とちぎ大会）を開催し
ます！
23

((公財)栃木県シルバー人材センター
連合会)

生涯学習課･総合教育センター
健康増進課
((公財)栃木県臓器移植推進協会)

人権・青少年男女参画課
健康増進課
こども政策課
健康増進課

所 属 ・ 団 体 名

ます！
並木杉の年輪展示、パネル・出土品（土器
30
等）展示、パンフレット配布
31 道路事業のPR
32

59 ドライブシミュレーター体験

交通企画課

60 栃木県警察災害派遣隊の活動

警備第二課

61 水力発電の仕組みと企業局電気事業の紹介

電気課

文化財課

総合スポーツゾーン整備室

34 土木学会選奨土木遺産のパネル展示

技術管理課

けんちょうde愛ふれあい直売所
（別紙チラシをご覧ください）
ソフトドリンク、とちまるくんグッズなど
62
の県関係食品・雑貨品の販売

砂防水資源課

63 那須平成の森紹介展示、ブックカバー作り

土砂災害防止に関するパネルの展示、県土
整備部所管の７ダムに関する資料の展示
耐震化の必要性の周知及び木造住宅の耐震
36
診断・改修等に対する補助制度の紹介
展示・パンフレット配布・キャラクター出
演（わ鐵のわっしー・やがぴぃ）

交通政策課
(わたらせ渓谷鐵道株式会社)
(野岩鉄道株式会社)

とちぎの公共交通と芳賀・宇都宮LRTにつ
交通政策課
いて
レッツBuyとちぎに関する普及啓発資料の
39 配布、栃木県優良デザイン商品に関する普 工業振興課
及啓発資料の配布
38

40 経営革新計画承認制度の紹介

経営支援課

⑤昭和館２階
41 統計グラフコンクール応募作品募集

統計課

とちぎボランティアNPOセンターぽ・ぽ・
42
らの紹介
備蓄食料や救助機材の展示、消防防災DVD
43 放映、防災メール登録及び住宅用火災報知
器PR
一億円の重さを体験しよう！（一億円模擬
44 パック、金塊レプリカの展示等）、消費者
被害防止月間の啓発

県民文化課
(とちぎボランティアNPOセンター)

危機管理課
消防防災課
くらし安全安心課
(栃木県金融広報委員会)
(栃木県市町村消費者団体連絡
協議会)

栃木県の友好交流先、栃木県国際交流協
会、JICA青年海外協力隊の紹介

「COOL CHOICE とちぎ」県民運動や省エ
46 ネ･再エネ導入促進に関するPR（みんなの
「COOL CHOICE」でストップ温暖化！）

人権をテーマに中高生が描いたイラストの
展示、人権に関する学習・啓発資料の配布
栃木県なかがわ水遊園の紹介、夏の企画展･
48
イベントのPR
「奥日光清流清湖フォトコンテスト」入賞
49
作品展示
山火事予防・山地防災に関する普及啓発展
50
示（VTR放映、パネル展示等）
47

51 とちぎの元気な森づくり県民税事業ＰＲ

道路愛護作業コンクール受賞団体の紹介、
27 河川愛護ポスターコンクール入選作品の展
示

道路保全課・河川課
(栃木県道路河川愛護連合会)

※都合により内容に変更が生じる場合があります。

64 機織り体験
65 彩色体験
66 ろくろ・てびねり体験
67 和太鼓ストラップづくり

とちぎの伝統工芸
"手仕事体験"コーナー
栃木県立博物館
県民文化課

68 大谷石表札づくり
モクサイ

69 杢彩アクセサリーづくり
70 藍染（絞り染め）づくり
71 竹の小花籠づくり

観光交流課

72

県内の観光パンフレットの配布、JR・東武子ど (｢本物の出会い 栃木｣デスティ
も駅長制服撮影会
ネーションキャンペーン実行委員
会)

国際課
((公財)栃木県国際交流協会)

75 血管年齢測定会

東京海上日動火災保険㈱

地球温暖化対策課

熱中症対策啓発コーナー、ポカリスエットイオ
76 ンウォーター試飲実施、お楽しみゲームコー
ナー

大塚製薬㈱

総務課人権教育室

77

農村振興課
(栃木県なかがわ水遊園)
環境保全課
(奥日光清流清湖保全協議会)

78
79

森林整備課

80

環境森林政策課

81

こども政策課
((公財)ひとり親家庭福祉連合会)
((一財)栃木県里親連合会)

⑤昭和館４階
暴力団排除活動の紹介、外国人共生活動の
紹介
パネルや図書の展示、貴重書画像データ紹
56
介、ワークショップ

組織犯罪対策第一課

57 サイバーセキュリティ対策の普及啓発

サイバー犯罪対策課

55

⑦県民広場

太平少年自然の家

54

医療政策課
(栃木県訪問看護ステーション協
議会)

(那須平成の森フィールドセン
ター)

74 青少年教育施設PRとクラフト活動体験

障害福祉課
障害福祉課

(栃木県職員生活協同組合)

都市整備課・公園事務所

52

里親制度の紹介、ひとり親家庭への支援制
度等の紹介

職員厚生課

県営都市公園の案内、ハーブフェスタ等イ
73
ベント情報の発信

⑤昭和館３階
45

農政課

自然環境課

建築課

障害福祉課

訪問看護に関する啓発（「訪問看護を知っ
26
て、活用してもらう」のPR）

⑥昭和館前庭

道路保全課

33 総合スポーツゾーン整備事業の紹介

35

経営企画課
水道課

国体準備室

3Rの紹介（ごみ分別ゲーム、リサイクルの
廃棄物対策課
流れ、とちぎ食べきり15運動等）
児童虐待防止の広報・啓発（パネル展示、 こども政策課
53
リーフレットやグッズの配布等）
(カンガルーOYAMA)

保健福祉課
(栃木県社会福祉協議会)

県民ゴルフ場の紹介（パターゴルフの体
験）、水道事業の紹介

所 属 ・ 団 体 名

58

道路整備課

道路施設の老朽化対策の取り組み、県内の
道の駅の紹介

出展内容

農地整備課

2022年栃木県で国体（いちご一会とちぎ
29 国体）・全国障害者スポーツ大会を開催し

広報課

14 自転車シミュレーター体験

16

28 とちぎの農業農村整備のＰＲ

37

広報課
10:00～10:45
畜産振興課(栃木県養蜂組合)
11:00～11:45
総務課人権教育室
12:00～12:45
地球温暖化対策課
12:55～13:35

⑤昭和館４階

出展内容

市町村課(選挙管理委員会)

④本館15階

21

☆こまめな水分補給をお願いします

(栃木県ペストコントロール協会)

③本館２階

20

熱中症に注意

(栃木県生活衛生営業指導センター)

②本館1階ガイダンスビジョン

１４：１５～１４：４５
●とちキャラーズが県庁に大集合！

⑧東館4階講堂

④本館15階

(栃木県暴力追放県民センター)

栃木県立図書館

82
83

ドローンの展示、ドローン関連の映像放
映、ジャパンダ着ぐるみ
作文コンクール紹介、クジによる商品配
布、マスコットキャラ「エコロン」
青少年教育施設PR及び活動プログラム体験
コーナー
県産牛乳の試飲、バター作りの体験、ミル
クバスボム（入浴剤）作りの体験
県央産業技術専門校の紹介、訓練生製作品
によるアトラクション
青少年交流、ニュースポーツ、射的競技の
体験
子犬とのふれあい及び犬猫の適正飼養の普
及啓発

損害保険ジャパン日本興亜㈱

㈱ファミリーマート
芳賀青年の家
畜産振興課
(栃木県牛乳普及協会)
県央産業技術専門校
人権・青少年男女参画課
(栃木県青少年団体連絡協議会)

動物愛護指導センター

燃料電池自動車（FCV）、電気自動車EV）、
84 プラグインハイブリッド自動車（PHV）等の展 環境森林政策課
示など
ユニバーサルデザインタクシー及びノンステッ 交通政策課
85
(栃木県タクシー協会)
プバスの展示紹介
(栃木県バス協会)

