
検査体制と医療提供体制
新型コロナウイルス感染症

　県では､多数の発熱患者等が適切に相談･診察･検査を受け
られるよう､国の指針を踏まえた本県の最大需要を推計し､こ
れに対応できる診療･検査等の体制整備をしています｡
　10月27日現在､県内では1日当たり推計最大発熱患者数7,000
人を超える約8,600人の診療が可能な体制となっています。

これからの季節はインフルエンザの流行期で、多くの発熱患者等の発
生が想定されます。新型コロナウイルス感染症と区別するためには検
査が必要であり、発熱患者等の増加とともに検査需要が高まるため、
インフルエンザ流行期に備えた体制整備が重要です。

�県健康増進課☎028-623-3089

●院内感染を防ぐため、受診の
際は事前に電話予約をお願い
します
●検査の必要性は医師が判断
します。受診しても必ず検査を
するわけではありません

かかりつけ医等に
連絡できない場合

案内

1冊8,000円(税込)（1,000円券10枚つづり）
11月4日(水)～2021年1月31日(日)
※無くなり次第終了
県内郵便局（311局）､福田屋百貨店（宇都
宮店､インターパーク店）､東武宇都宮百貨
店（宇都宮本店､大田原店､栃木市役所店）、
イトーヨーカドー宇都宮店（ベルモール内）
※福田屋百貨店は11/4～30の限定販売
1人1回2冊（複数回購入可。1日1人10回上限）
※ご本人様のみ購入可（代理購入不可)

　県産農畜産物やこれらを活用した料理を購
入・注文し、スマートフォンでスタンプを集め
て応募すると、抽選で「とちぎ和牛」などの豪華
賞品が当たります。

　県民の県内旅行の宿泊料金等を割引します。
割引対象期間を来年2月13日(土)宿泊分まで
延長しました。申し込みは県内の取扱旅行会社へ
�県民一家族一旅行事務局
☎028-341-6174（平日：午前10時～午後5時)

詳しくは

　県内宿泊施設に宿泊し、応募した方に抽選
で本県特産品等が当たります。
宿泊対象期間を来年1月20日（水）まで延長しました
�とちぎに泊まろうキャンペーン事務局
☎0120-913-448（平日：午前10時～午後5時)

◀スタンプの集め方など、詳しくはこちら

�GoToEatキャンペーン食事券事業栃木県事務局
☎028-341-1647（平日：午前10時～午後5時）

　加盟店に登録するには、感染防

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの
登録商標です

10,000円分の食事券が
8,000円で買える!!

スーパーや
飲食店で

県内の検査・医療提供体制の状況 受診方法が変わります【11月1日から】
　これまで発熱等の症状がある場
合は「栃木県新型コロナウイルス
コールセンター」への連絡をご案内
していましたが、より多くの方が相
談･診療を受けられるよう、身近な
医療機関に問い合わせをする方法
に変更します。発熱等がある場合
は、かかりつけ医等の最寄りの医療
機関に電話相談の上、案内された時
間帯、方法で受診してください。

まずは、
に

を！お電話
かかりつけ医等

熱が出たら…
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受診・相談センター
☎0570-052-092
（24時間対応）

案内先医療機関の
診療時間内に電話
連絡の上、案内さ
れた方法で受診

自院で診療が
できない場合
案内

コロナに負ける
な !!

食べて、泊まって、応援しよう
コロナで落ち込んだとちぎの経済を

販売価格
販売期間

販売窓口

購入上限

11月4日（水）～
2021年2月28日（日）
「加盟店」として登録
されている県内店舗

利用店舗

利用期間

加盟店募集中

�事務局（栃木リビング新聞社）☎028-600-8800

キャンペーン
オンライン飲食予約オンライン飲食予約

キャンペーン
栃木食事券栃木食事券

　県内の加盟店で
使えるお得な食事
券を販売します。

県民一家族一旅行

とちぎに泊まろうキャンペーン

県民限定

スマホか郵送で
応募

GoToEat

最大需要（推計） 整備・確保状況
(10月27日現在)

検査数

確保すべき病床数
（うち重症者用病床数）
確保すべき宿泊療養施設
数（室数）

インフルエンザ

新型コロナウイルス
感染症

7,000件/日 11,509件/日

900件/日 3,957件/日

6,100件/日 7,552件/日

300床
（41床）

313床
（41床）

250室 284室 診療・検査医療機関

かかりつけ医等

案内された
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GoToEat 栃木県 検索

とちぎ旅ネット 検索

実施期間
2021年3月15日（月）まで

止対策を行い、
「とちまる安心
通知」のQRコー
ドを掲示するな
どの要件があり
ます。

◀詳しくは▶

　オンライン飲食予約サイトで予約・来店した方に、次
回以降、キャンペーン参加飲食店で利用できるポイント
が付与されます。詳しくは、農林水産省ホームページで▶

GoToEat

とちぎのうんまいもん スマホ スタンプラリー

対
象
期
間
の
延
長

見　本

25％お得 !!

県政テレビ番組　とちぎテレビ｢知っトク！なるとちっ｣ 日 9：00〜9：15・□再火 19：30〜19：45　｢満喫！とちぎ日和｣ 月 19：30〜19：45・□再木 20：00〜20：15

1受験・参加料金
2定員

3応募・申込締切
4問い合わせ・申し込み先

5身障者用駐車場
6身障者用トイレ

7オストメイト対応トイレ
託児サービス

❸

ネーミングライツパートナー募集
●県有施設に愛称が付けられます●対
象施設：①県総合運動公園東エリア運動
施設②武道館●応募要件：法人､法人で
構成されたグループ311/27（金）●詳
しくは問い合わせを
4県行政改革ICT推進課☎028–623–2226

｢とちぎエコ通勤トライ｣参加者募集
●実施期間：11/9（月）〜20（金）●期間
中､ 鉄道・バス等の公共交通や自転車・
徒歩・相乗り等によるエコ通勤に取り
組み､ 専用フォームから結果を報告し
た方に抽選で賞品を贈呈●対象：県内
の事業所等に通勤する方311/30（月）
●報告方法などは問い合わせを
4県交通政策課☎028–623–2187

消費生活相談員募集
●業務内容：消費生活に関する相談､付
随事務など●勤務場所：県くらし安全
安心課●資格要件などは問い合わせを
4同課☎028–623–2134

窯業技術支援センター伝習生募集
●益子焼をはじめとする県内陶磁器
産業を支える後継者を育成（期間：1年） 
●対象：県内で窯業に従事しようとす
る方210名（選
考）※試 験 日：
12/10（木）1無
料311/25（水）
● 応 募 方 法 な
ど は 問い 合わ
せを
4同センター（益子町）☎0285–72–5221

障害者雇用実務セミナー
●障害者雇用に関する基礎知識や配慮
事項などのセミナー
①11/17（火）：那須野が原ハーモニー 
ホール（大田原市）56②11/26（木）：県
庁北別館567③11/27（金）：ゆうゆう
プラザ（栃木市）567※いずれも●午
前10時〜正午、午後1時〜3時30分の2部
構成●対象：企業の人事・実務担当者な
ど2各30名（先着）1無料●申込方法な
どは問い合わせを
4県労働政策課☎028-623-3224

景観講演会� 567
●11/19（木）午後2時30分〜4時30分●県
総合文化セ ン タ ー（宇都宮市）●｢故郷
の風景とその意味について｣と題した講
演2100名（先着）1無料311/9（月）●電
話で申し込みを
4県都市計画課☎028–623–2463

女性への暴力を考える講演会�567
●12/12（土）午後1時30分〜3時30分●パ
ルティ（宇都宮市）●家庭内で起こる暴
力｢DVと児童虐待｣をテーマにした講
演270名（先着）1無料312/11（金）●託
児あり（要予約1人500円）●詳しくは問
い合わせを
4とちぎ男女共同参画センター
☎028–665–8323

住宅性能表示制度講習会
●12/10（木）午後1時30分〜3時30分●長 
期優良住宅認定制度の活用と最新省エ
ネ住宅についてのオンライン講習会
260名（先着）●詳しくは問い合わせを
4県住宅課☎028-623-2484

家庭生活支援員養成研修� 567
●R3/1/16（土）〜2/14（日）期間中の5日
間（土曜コースまたは日曜コース）●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●託児あり（要予約）
2各コ ー ス30名（選考）1無料312/10

（木）●申込方法などは問い合わせを
4栃木県ひとり親家庭福祉連合会（月
曜・祝日は休館）☎028–665–7806

催し・講座催し・講座

案　　　内案　　　内募集・試験募集・試験
栃木県知事選挙のお知らせ
●投票日時：11/15（日）午前7時〜午後8
時（一部地域を除く）●期日前投票：11/14

（土）までの午前8時30分〜午後8時（投
票所により異なる場合があります）●大
切な一票を無駄にすることなく、必ず
投票しましょう
4お住まいの市町選挙管理委員会また
は県選挙管理委員会☎028–623–2126　

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
4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）
●11/9（月）〜15（日）は県庁昭和館、
11/6（金）〜12

（木）は史跡足
利学 校（足 利
市）をブルー
でライトアッ
プします
4県健康増進課☎028–623–3095
◎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
4県税務課☎028–623–2101

地方税の申告はeLTAX（地方税ポー
タルシステム）で
●インターネットで地方税の申告がで
きます●自宅やオフィスから各地方公
共団体へ送信できます●詳しくは地方
税共同機構ホームページで確認を
4県税務課☎028–623–2104

不動産取引法律相談� 567
●11/19（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）1無料311/13

（金）●電話で申し込みを
4県住宅課☎028–623–2488

福祉・介護職関連イベントのご案内
◎福祉のお仕事就職フェア
●求人事業所との合同相談会など
［安足エリア］●11/7（土）：佐野市総合
福祉センター56
［県北エリア］●11/21（土）：矢板イース
タンホテル（矢板市）5 ●託児あり（要
予約311/14（土））
※いずれも●午後1時〜3時30分●対象：
福祉・介護職を希望する方（高校生を除
く）1無料●当日直接会場へ
◎福祉・介護職スタート講座567
●11/21（土）午前10時〜正午●とちぎ
福祉プラザ（宇都宮市）●福祉・介護職に
ついて理解を深めるための講座●対象：
福祉・介護職を希望する方220名（先着）
1無料●電話で申し込みを
4福祉人材・研修センター
☎028–643–5622

保育職関連イベントのご案内
※いずれも●対象：保育職を希望する方
◎保育のお仕事就職フェア（県北エリ
ア）5
●11/21（土）午後1時〜3時30分●矢板
イースタンホテル（矢板市）●保育施設
等との合同相談会●託児あり（要予約
215名程度311/14（土））●当日直接会
場へ
◎保育のお仕事スタート講座567
● 12/3（木）午前 10 時 〜午後 2 時 30 分 
●とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）●保育に
関する知識､技術を再確認するための講
座●託児あり（要予約311/26（木））220
名（先着）1無料●電話で申し込みを
4とちぎ保育士・保育所支援センター
☎028–307–4194

芳賀地区合同公売会� 567
● 入札期間：11/30（月）〜 12/11（金）

（12/5（土）､6（日）を除く）午前8時30分
〜午後5時15分●入札場所：真岡市役所
納税課●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●詳しく
は問い合わせを
4真岡県税事務所☎0285–82–2135


