
みんなで応援

障害者スポーツ

……「とちぎの元気な森づくり県民税」で森林を整備しています……

マッチングサービス

栃木県ホームページの新着情報や報道発表情報をTwitter「栃木県広報課」（ユーザー名は@pref_tochigi）、LINE「栃木県」（IDは@pref_tochigi）で配信中。県の最新情報をチェック！

●とちぎの元気な森づくり
未来の森整備事業
高齢化した森林を若返らせる
ため、伐採後の苗木の植栽、広
葉樹への樹種転換などを支援
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全国的な障害者スポーツの祭典、第22回全国障害
者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」は、令和4

（2022）年に栃木県で開催されます。新型コロナウ
イルスの影響により県内外の大会の中止が続く中、
選手たちは日々練習に励んでいます。選手たちを
応援し、障害者スポーツを盛り上げましょう。

  いちご一会とちぎ大会概要

  とちぎ大会に向けた県の支援策

実施競技

令和元（2019）年度栃木県強化指定選手任命式

個人競技 団体競技 

第22回全国障害者スポーツ大会

出場枠：身身体障害者　知知的障害者　精精神障害者

●陸上競技 身 知 
●水泳 身 知
●アーチェリー身
●卓球 身 知 精（サウンドテーブ
ルテニス 身 含む）
●フライングディスク 身 知
●ボウリング 知
●ボッチャ 身 ※2021年から正式競技

●バスケットボール 知 
●車いすバスケットボール 身
●バレーボール 身 知 精
●ソフトボール 知
●グランドソフトボール 身
●サッカー 知
●フットベースボール 知

●卓球バレー 身 知 精
●車椅子ダンス 身
●スポーツウエルネス吹矢 身
※正式競技以外に、障害者スポー
ツとして広めていくことに適して
いると判断された競技

植栽の様子

　県では、より多くの選手が大会に参加・活躍できるよう、「第22回全国障害者スポーツ大会栃
木県強化指定選手制度」を設立。県内の大会等で優秀な成績を収めた選手またはチームを強
化指定選手（アスリートゴールドリーダーまたはチーム）に任命し、選手の意欲・競技力の向上
を支援しています。

公式ホームページ

1チーム10人（男女混合）全盲
の選手が4人以上出場が要
件。ルールはソフトボールを
基本とするが、使うボールは
ハンドボールの大きさ。ボール
の転がる音や手をたたく音を
頼りにプレーする

グランドソフトボール 車椅子ダンス 車椅子に乗っている
人と健常者がペアに
なり、社交ダンスを
踊る。一般の社交ダ
ンス同様、ワルツや
ルンバなど、計10種
目で競う

強化指定選手(アスリートゴールドリーダー
またはチーム)に任命自薦

または
他薦

県選手等
育成・強化
委員会で
選考 ●強化練習会の開催

●会場使用料、大会等参加負担金、消耗品等を助成
チーム

（団体競技）

選手
（個人競技）

練習環境を整備

インタビュー
Interview

どんな
競技？

大会期日：令和4（2022）年10月29日（土）～31日（月）

とちぎの元気な森づくりとちぎの元気な森づくりにご協力にご協力をを

………森林は「植える、育てる、伐
き

る、使う」の循環が大切です………

センターのタブレット端末からお相手のプロフィー
ルを閲覧し、会ってみたい人にお引き合わせの申し
込みを。お相手からの承諾が得られれば、実際に会
うことができます

入会登録料10,000円
(登録期間は2年間)
※入会登録料を補助する市
町も。お住まいの市町に問
い合わせを

結婚サポーターがヒアリングし、希望に合いそうな方を
お引き合わせします(利用料無料)

イベントやセミナーで出会い
を支援します
※現在の開催予定はありません

センターを利用し、結婚された方は347名(マッチング会
員と非会員との成婚含む、平成29年4月からの累計)。セン
ターに寄せられたメッセージから抜粋してご紹介します

不特定多数とやり取りする
マッチングアプリ等よりも、
県の運営で安心できるセン
ターを選びました

同センター（小山）
住所：小山市中央町
3-7-1ロブレ6階
☎0285-38-7213

同センター（那須塩原）
住所：那須塩原市本
町1-1那須塩原市図
書館 みるる内
☎0287-74-2004

同センター（足利）
住所：足利市伊勢町
1-118 足利市移住・
定住相談センター
Aidacco内
☎0284-22-3417

自分の希望条件に合った人を探せるので
良かったです。相談員の方にも温かく見
守っていただけたので、プレッシャーに
ならず利用できました

詳しくは同センターホームページをご確認ください

閲覧はセンターでの
み。ビッグデータ(ご利
用履歴)から好みの方
をお薦めする機能も

お引き合わせは、
センター相談員が
立ち会います

お引き合わせ
後、交際の意
思があれば交
際スタート！

●とちぎの元気な森づくり
里山林整備事業
地域資源の利活用など持続可
能な地域づくりに貢献するた
め、里山林整備・管理を支援

4県環境森林政策課☎028-623-3302 4県こども政策課☎028-623-3068

県民税均等割額に
加算して納付

納税義務者

主な取組

個人：年額700円
法人：県民税均等
　　 割額の7％

税率

結婚サポーターがお引き合わせ！

入会・会員登録♥1 ♥2 お相手探し ♥3 お引き合わせ ♥4 交際へ…

納税方法

  まずはお試し検索！
条件に見合うお相手の
登録人数が分かります

県の森林は県土面積の約54％を占め、木材となるほか、環境保全や災害防止など、私た
ちの暮らしや環境を守る上で大切な役割を果たしています。県では、森林を健全な状
態で次世代に引き継ぐため、県民の皆さまにご協力いただき、整備に取り組んでいます。

植える

植林
下刈り

間伐

育てる

伐る（収穫）
CO₂

CO₂

O₂

主伐
使う

O₂CO₂を吸収し､
地球温暖化を
防止

住宅用建材や
木製品、紙製品、
木質バイオマス
への利用

●木が十分に成長でき
ない
●光が行き届かず、他
の植物が育たなくな
り、土が流れやすくなる
などの問題が生じる恐
れがあります。
　森林の機能を十分に
発揮するためには、「植
える、育てる、伐る、使
う」の循環でバランスを
保つことが重要です。

手入れを行わない森林は

林齢の若い木の方が二酸化炭素を多く吸収します。
木製品を利用することで若返らせましょう！

　平成20年度より導入している「とちぎの元気な森づくり県民税」を、森林を整備するた
めのさまざまな取組に活用しています。今後ともご理解のほどよろしくお願いします。

結婚された方の

“声”をお届け

とちぎ結婚支援センター

とちぎ
結婚支援センター

住所：宇都宮市大通り
2-1-5　明治安田生命
宇都宮大通りビル6階
☎028-688-0880

縁 結 び の お 手 伝 い

とちぎ結婚支援センター

　アスリートゴールドチームに任命さ
れた「栃木県聴覚障害者協会女子バレー
ボール部」で監督兼選手として活躍さ
れ、過去にはデフ※ビーチバレーボール
日本代表として世界大会にも出場され
た横山 奈々絵さんにお話を伺いました。

※聴覚障害者

栃木県聴覚障害者協会女子バレーボール部
令和元年度大会成績
★関東ろうあ者体育大会 第3位
★全国障害者スポーツ大会関東ブロック予
選会 第2位
★全国ろうあ者体育大会 ベスト8

個人：県内に住所・家屋敷などを有する人
法人：県内に事務所・事業所などを有する
　　 法人

結婚を希望される方を支援する、「とちぎ結婚支援センター」。
センターでの主な取り組みについてご紹介します。

オープン競技 ※

自分が会ってみたい人を見つけられる、
会員登録制システム

縁結び事業 イベント・セミナー

　聴覚障害者のバレーボールは、声を出して指示を出したり、ボー
ルを打った音で判断したりすることができないため、アイコンタ
クトや手話、大きく手を振ってアピールするほか、相手が打って 
きたボールの強さを目でいち早く判断しなければなりません。コ
ミュニケーションがおろそかになるとチームの雰囲気も変わって
しまうので、情報発信を工夫するほか、ルールをしっかり認識す
る必要があります。
　この状況の中で得点を取り、勝ちにいくのはとても面白いですね。

Q 障害者スポーツの見どころは？

　体育館が使えない間は、家で筋トレ、ジョギング、体調に応じて
ウォーキングをして筋肉を落とさないよう気を使いました。
　体育館での練習では、メンバーが集まらない日が続いている
ので、日頃からベストなコンディションを維持するためにも、メン 
バーにはトレーニングの指示をしています。

Q 新型コロナウイルスの影響のある今、どのような練習をされて
いますか？

　良い結果が残せるよう、ベストな状態で大会に挑みたいです！
Q いちご一会とちぎ大会に向けた目標を教えてください

とちぎの元気な森づくりとちぎの元気な森づくりにご協力にご協力をを


