
いちご一会運動
参加しよう !
みんなで

Prefectural Newsletter of Tochigi

　   2面	 秋の県イベント特集
	 目 次	 3面	 県からのお知らせ、解決は労働委員会のあっせんで！ほか
  4面	 新型コロナウイルス感染症関連情報 ほか

編集・発行  栃木県広報課 令和2（2020）年10月4日発行
〒320-8501	宇都宮市塙田1-1-20
☎028-623-2192　FAX 028-623-2160
校了日以降の補足等は、県ホームページに掲載します

毎月第1日曜発行（次回は11/1発行）

栃木県の人口〔9月1日現在〕1,932,813人（前月比708人減）世帯数802,332世帯（前月比300世帯増） 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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訪問先は随時募集

設置された銘板

銘板イメージ

応援バンダナ

開・閉会式が行われるカンセキスタジアムとちぎ（宇都宮市）
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　国体後に開催される国内最大の障害者スポーツの祭典。障害者が競
技等を通じ、スポーツの楽しさを体験するとともに、多くの人々が障
害に対する理解を深め、障害者の社会参加を推進することを目的とし
ます。本県では初開催！
●正式競技（14競技）：（個人・7競技）陸上競技、ボッチャなど（団体・7競
技）車いすバスケットボール、サッカーなど●オープン競技（3競技）：卓
球バレー、車椅子ダンス、スポーツウエルネス吹矢

●正式競技（2競技）：スケート（スピード、フィギュア、ショートトラック）、
アイスホッケー●デモンストレーションスポーツ：カーリング

　両大会が環境に配慮した大会となるよう、推進宣言を行いました。
　大会のさまざまな場面で、県内企業の環境に優しい製品やサービス
を積極的に活用し、とちぎの技術力を県内外にアピールしていきます。

令和4（2022）年に開催する、第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」と第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会と
ちぎ大会」まであと2年となりました。両大会の成功には、県民の皆さまのご協力が必要不可欠であることから、県では県民
の皆さまに「いちご一会運動」への参加を呼び掛けています。できることから始め、一緒に両大会を盛り上げましょう。

202010月号

✓	応援バンダナを身に付けたり、携帯したりする
✓		いちご一会フラワーズ（マリーゴールドなど6種類）を花壇やプランター
に植えて、「いちご一会花育て隊」に参加する

✓	イメージソング「いちご一会」を歌ったり、ダンスを踊ったりする
✓	応援バンダナを身に付けて、クリーンアップ運動やあいさつ運動をする

いちご一会運動として、このような参加はいかがでしょうか

会期：令和4（2022）年1月24日（月）～30日（日）

会期：令和4（2022）年10月29日（土）～31日（月）

　県民総参加の大会を目指し、「オールとちぎプロ 
ジェクト」として、いちご一会運動を一緒に盛り上げ
てくれる方を募集しています。
　この運動への参加表明書を提出すると、オリジナ
ル「応援バンダナ」が配布されます。応援バンダナを
身に付けて、みんなで両大会を大成功させましょう。

冬季大会

   第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」

ダンスキャラバン隊（歌とダンスを広める）

ボランティア活動（会場でサポートする）

環境に配慮した大会を目指します

いちご一会募金（両大会の運営を支援する）
各市町の窓口や公民館、図書館、道の駅など。
右の二次元バーコードからもダウンロードできます

　毎年都道府県持ち回りで開催される国内最大のスポーツの祭典。都
道府県対抗で、本大会と冬季大会の正式競技得点の合計で競い合いま
す。本大会が本県で開催されるのは、昭和55年の「栃の葉国体」以来42年
ぶりです。
●正式競技（37競技）：陸上競技、水泳、サッカーなど●特別競技：高等
学校野球(硬式・軟式)●公開競技（5競技）：綱引、ゲートボールなど●デ
モンストレーションスポーツ（31競技）：アームレスリングなど

会期：令和4（2022）年10月1日（土）～11日（火）
第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」

　公式ホームページではイメージソング「い
ちご一会」と「いちご一会ダンス」を配信して
います。10月からはダンスキャラバン隊の訪
問活動も開始しました。とちまるくんと一緒
に楽しく踊りませんか。

運営ボランティア
　募集人員：5,250人

両大会において、受付や会場美化、式典運営補助な
どを行います

情報支援スタッフ
　募集人員：900人

聴覚障害のある方への情報提供等、コミュニケーショ
ン支援を行います

※いずれも●事前研修あり3募集人員に達するまで
◀︎参加表明書の入手先

オールとちぎプロジェクト
（両大会を県民みんなで盛り上げよう！）

　大会運営経費として活用するため、皆さま
に広く募金をお願いしています。なお、以下
の寄附には、氏名または企業・団体名を記し
た大谷石の銘板をカンセキスタジアムとちぎ
に設置します（希望者のみ）。
●個人：1万円以上　●企業・団体：10万円以上
受付はR4（2022）/10/31(月)まで

開催まで開催まであとあと22年！！年！！

公式ホームページ



10月は「里親月間」。事情により家庭で暮らせない子どもを自らの家庭へ迎え、必要な期間養育する里親制度への、ご理解とご協力をお願いします4県こども政策課☎︎028-623-3067
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県イベント
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10月11日
～20日

全国地域安全運動
～みんなでつくろう安心の街～

10月
10月30日10月 ピンクリボン運動 食品ロス削減月間

食品ロス削減の日
普及啓発
月間等

　乳がんは早期発見・早期治療を
すれば約9割が治ると言われてい
ます。がん検診を定期的に受診
し、がんを早く見つけましょう。
4県健康増進課☎028-623-3096

　本来食べられるにもかかわらず、捨てら
れてしまう食品ロスを減らすため、一人ひ
とりが、大切な食べ物を無駄なく食べきる
など、できることから始めましょう。
4県廃棄物対策課☎028-623-3107

　安全・安心に暮らせる地域社会を維持して
いくためには、地域が一体となって防犯パト
ロールなどに取り組むことが重要です。地域
の防犯活動にご協力ください。
4県警察本部生活安全企画課☎028-621-0110

❷

　都市農村交流施設を巡りレビューを投稿す
ると抽選で30名様に賞品が当たる！
対象施設 特設ページ上に掲載のある農産物直
売所など、感染対策に取り組む都市農村交流
施設
賞品 とちぎ和牛（5,000円相当） 
※参加にはFacebookアカウントが必要

4県農村振興課☎︎028-623-2333

場所〔メイン会場〕とちぎわんぱく公園（壬生町）
  〔サテライト会場〕井頭公園（真岡市）、那須野が原公園

（那須塩原市）、みかも山公園（栃木市、佐野市）
　10月の都市緑化月間にちなんで行われるイベントです。
●会場を色とりどりの花で
飾り付け
●苗木のプレゼント
●｢寄せ植え｣や｢プランター
作り｣などの体験教室
●キッチンカーの出店
●季節の花の即売会 など
※会場や日によってイベント内容および開催時間が異なり
ます。詳しくは とちぎグリーンフェスタ
4栃木県民公園福祉協会☎︎028-659-5868

時間 午前9時～午後5時
（11月は午後4時30分まで）

場所 日光田母沢御用邸記念公園（日光市）
　通常立入が制限さ
れている｢御日拝所」
を美しい紅葉が望め
るこの時期に合わせ、
特別公開します。
4日光田母沢御用邸記念公園管理事務所
☎︎0288-53-6767

時間 午前9時～午後4時
場所 栃木県中央公園（宇都宮市）
　丹精込めて育てられた菊の展
示のほか、鉢物、切り花の販売も
行います。
4中央公園管理事務所
☎︎028-636-1491

時間 午前10時～午後4時
場所 鹿沼市花木センター
　身近に木と触れ合うことのできる
イベントです。
●木工教室
●木製品の販売
●ツリークライ
ミング など
4栃木県木材業協同組合連合会
☎︎028-652-3687

時間 午前10時～午後3時30分 
場所 とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）
　人権について、分かりやすく楽しく学べるイベント 
です。

　誰もが生き生きと自分らしく暮らせる社会をつ
くるため、男女共同参画についてオンラインで展
開します。
掲載サイトフェスタinパルティ2020
 （パルティホームページ内）

●ワークショップ（子育て座談
会、コミュニケーション講座
など）の動画ライブ配信やビデ
オ配信（11/22（日）まで）
●パネル（PDF）の展示

※一部のワークショップは公開時間の指定や事前
申し込みが必要
4とちぎ男女共同参画センター☎︎028-665-7706

時間 午前10時～午後4時
場所 とちぎ国際交流センター（宇都宮市）
　県内に住む外国人の思いや文化に触れることができる
イベントです。
●県内在住外国人による
講演会（要事前申し込み）
●外国の民芸品や食品の
展示、販売
●外国人向け多言語相談
コーナー など
4栃木県国際交流協会☎︎028-621-0777

●感染拡大防止のため、体調が悪い
方は参加を控えてください
●イベントに参加する際は、マスク着
用や手洗い・手指消毒などの基本的
な感染防止対策を徹底してください
●各イベント内容、日程等は、変更
になる場合があります

お
願
い
と
ご
注
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暑さも和らぎ過ごしやすくなったこの季節｡
県では、さまざまなイベントを開催します。
楽しみながら、県が取り組んでいることやそ
れが皆さんの生活にどのように関わっている
のかなどを知ることができます。ぜひ、ご参加
ください。

専用サイト
はこちら

イベントは感染防止対策を講じながらイベントは感染防止対策を講じながら
実施します実施します

　県内農村
地域の魅力
的なスポッ
トや隠れた
見どころを

巡って、スマートフォン等でスタンプ
をためるイベントです。応募者の中か
ら抽選でうれしい賞品が当たる！
対象施設 農産物直売所や農村レスト
ランなどの都市農村交流施設 等
賞品 ポイント数に応じ
て1,000円～3,000円相当
の県産農畜産物 など
※参加にはスマートフォ
ンまたはタブレット端
末が必要

とちぎグリーンフ
ェスタ
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レビュー投稿
キャンペーン

「御日拝所」
室内特別公開

日光田母沢御用邸記念公園二階
ご にっ ぱい じょ

「御日拝所」
室内特別公開 とちぎ木育の森2020
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※10月下旬
更新予定
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●〔午前の部〕講演とパネルディス
カッション（NPOアクセシブル・ラ
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さん）
●人権啓発パネル等の展示
※要事前申し込み
詳しくは ヒューマンフェスタとちぎ2020

参加者に
「人権の花」を
プレゼントするまる！

4県人権･青少年男女参画課☎︎028-623-3027



10月は「正しい犬の飼い方強調月間」。適切な飼い方を心掛け、人と動物の調和のとれた社会を目指しましょう4動物愛護指導センター☎︎028-684-5458

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

各種試験のお知らせ                    
※いずれも申込方法などは問い合わせを
◎とちぎ未来づくり財団職員採用試験
●試験日：10/26（月）●採用予定：事務職
1名310/7（水）
4同財団☎︎028-643-1011
◎県央産業技術専門校一般入校試験
●試験日：11/9（月）●申込期間：10/19

（月）～30（金）14,400円
4同校（宇都宮市）☎︎028-689-6374
◎砂利採取業務主任者試験
●試験日：11/13（金）18,100円●申込期
間：10/6（火）～21（水）
4県工業振興課☎︎028-623-3197
◎毒物劇物取扱者試験
●12/19（土）110,500円●申込期間：10/ 
14（水）～16（金）
4県薬務課☎︎028-623-3119

障害者スポーツ教室（ボウリング）参
加者募集（全3回）� 567
①11/7（土）：わかくさアリーナ（宇都宮
市）1無料②11/14（土）：王冠ボウル（大
田原市）1500円③11/29（日）：足利スター
レーン1500円●①は参加必須､②③は
どちらか一方の参加でも可216名（抽
選）310/18（日）●詳しくは問い合わせを
4栃木県障害者スポーツ協会
☎︎028-624-2761 FAX 028-624-2761

月額・入学一時金奨学生募集
●対象：令和3年度進学希望者で高校生・
専修学校生・大学生等311/13（金）●申
込方法などは問い合わせを
4栃木県育英会☎︎028-623-3459

日光だいや川公園オートキャンプ場
平日利用料金割引キャンペーン
●対象期間：11/30

（月）までの平日
●割引率や対象サ
イトなど詳しくは
問い合わせを
4同公園☎︎0288-23-0201

女性が働きやすい企業推進アドバイ
ザーを派遣します
●県内事業所を対象に女性が働きやす
い 企業の 環境づ く り を 支援●実施期
間：R3/3/31（水）まで290社（先着）1無
料●詳しくは問い合わせを
4TMC経営支援センター☎︎0287-67-3023

不動産取引法律相談� 567
●10/15（木）午後1時30分～4時●県庁
研修館2階205研修室●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310/9

（金）●電話で申し込みを
4県住宅課☎︎028-623-2488

身体障害者巡回相談
●10/21（水）：今市保健福祉セ ン タ ー 

（日光市）56310/14（水）●10/29（木）：
栃木保健福祉センター（栃木市）567�
310/22（木）※いずれも●午後2時～4時
●肢体に障害のある方を対象とした、補
装具・医療・生活などに関する相談25名

（先着）1無料●各市町の障害福祉担当
課へ電話で申し込みを
4障害者総合相談所☎︎028-623-7010

保育のお仕事スタート講座�567
●10/27（火）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
●対象：保育職を
希望する方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

猫譲渡事前講習会� 56
●10/28（水）午後1時30分～3時●猫の
正しい飼い方などの講習会1無料●電
話で申し込みを
4動物愛護指導センター（宇都宮市）
☎︎028-684-5458

女性とシニアのためのミニ合同面接会
●10/7（水）：いきいきふれあいセンター 
多目的ホール（那須塩原市）●10/21（水）：
矢板市生涯学習館※いずれも●対象：就
業を希望する女性・高齢者●午後1時30
分～4時2各回20名（先着）3各回の前日
1無料●詳しくは問い合わせを
4県労働政策課☎︎028-623-3224

男性のワーク･ライフ･バランス講座�567
●10/10（土）230名（先着）､11/28（土）
250名（先着）※いずれも●午後1時～3
時●パルティ（宇都宮市）1無料3各回
の前日●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

創業フォローアップセミナー
●10/29（木）、11/4（水）、11/10（火）いずれ
も午後1時30分～4時●創業分野別の専
門家による講話や参加者同士での意見
交換など2各回10名程度（先着）1無料
●開催場所など詳しくは問い合わせを
4栃木県産業振興センター☎︎028-670-2607

とちぎ協働推進大会2020� 567
●11/5（木）午後1時～4時●県庁東館4階
講堂●「輝く“とちぎ”づくり表彰」表彰
式・事例発表およびウィズコロナ時代
の協働をテーマとした基調講演・パネ
ルディスカッション280名（先着）1無
料310/29（木）●申込方法などは問い
合わせを
4県県民文化課☎︎028-623-3422

とちぎ女性活躍応援フォーラム2020�567
●11/12（木）午後2時～4時●県庁東館4
階講堂●女性活躍推進に関する発表や
講演など280名（先着）1無料310/30

（金）※後日オンデマンド配信予定（要申
込311/20（金））●詳しくは問い合わせを
4県人権・青少年男女参画課
☎︎028-623-3074

障がい者スポーツ指導員（初級）養成
講習会（全4回）� 567
●11/21（土）､28（土）､12/5（土）､19（土）
●わかくさアリーナ（宇都宮市）220名

（抽選）15,000円310/23（金）●詳しく
は問い合わせを
4栃木県障害者スポーツ協会
☎︎028-624-2761 FAX 028-624-2761

催し・講座催し・講座

案　　　内案　　　内

楽しく作る益子焼（全3回）　　
芳賀青年の家（益子町） 56

☎︎0285-72-2273
●手びねりで蓋付きの小物入れなどを作ります
●11/14､28､12/5いずれも土曜､午前9時
30分から●対象：3回とも参加できる成人
の方220名（先着）15,000円310/31（土）

●生地から手作り！本格ピザ作り
●12/5（土）､6（日）いずれも午前9時20分～
午後1時●対象：県内在住の3歳以上の子を
含む親子230名（抽選）11人500円●申込
期間：10/9（金）～23（金）

わくわくハッピーピザ作り　
太平少年自然の家（栃木市） 56

☎︎0282-24-8551
森の集い｢ガイドウォーク 紅葉の宮川渓谷｣
県民の森管理事務所（矢板市）　

☎︎0287-43-0479
●宮川渓谷をガイドと一緒に散策
●11/7（土）午前9時30分～正午●対象：県
内在住の方210名（先着）1無料●申込期
間：10/5（月）～23（金）

とちぎ花センター（栃木市）の催し　
 567☎︎0282-55-5775

●クリスマスにちなんだ創作活動や調理
活動
●12/12（土）～13（日）1泊2日●対象：家族
215組（抽選）1大人7,500円（大学生以下
は学年･年齢により異なります）●申込期
間：10/6（火）～31（土）

クリスマスファミリーデー
なす高原自然の家（那須町） 56

☎︎0287-76-6240

　貝には、赤や黄、紫などきれいな色や
繊細な模様を持つもの、まるで千手観
音のように多数の突起を持つものなど、
さまざまなものがあります。また、スー
パーや寿司屋に行くと食材として多く
の貝が並んでいます。しかし、生きもの
としてそれらの貝をじっくり見ること
は少ないのでは？

　この企画展では、「美しい
貝」「美味しい貝」という視点
から、魅力的な貝の世界をご
紹介。さらに、カタツムリや
タニシなど
栃木県に生
息する100種
以上の貝類
を展示しま
す。

　戦国時代の北関東では、各地の地域
権力が北条氏に従属するか、抵抗する
かの選択を迫られました。
 今回､永禄3（1560）年の上杉謙信の越山
から天正18（1590）年の北条氏の滅亡ま

での､ 北関東の地域権力や､ 戦国大名
が発給した文書を中心に展示します｡
北条氏と､ それに抵抗する地域権力の
複雑な戦局をご紹介します｡

貝ってすてき！～美しい貝、美味しい
貝、とちぎの貝、大集合～

戦国時代の北関東を巡る争い

文化通信文化通信

栃木県立文書館栃木県立文書館

ヒタチマイマイ↑
ミサカエミノムシ→

会期：10/10（土）～12/20（日）まで⃝休 月
曜（11/23を除く）､11/4（水）､24（火）
4同館（宇都宮市）☎︎028-634-1311

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

栃木県立博物館栃木県立博物館

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

会期：10/24（土）～ R3/10/17（日）まで
●休館日は問い合わせを
4同館（宇都宮市）☎︎028-623-3450

◎秋のフラワーフェスティバル～秋を彩
るとちぎの花展～
●花いっぱいのフラワーディスプレー
●10/10（土）～18（日）

◎企画展｢たね展～たねって身近たね～｣
●普段食べているものが実は種なんてこ
とも！世界の珍しい種や木の実をご紹介
●11/23（月・祝）まで
※鑑賞大温室入館料：大人410円、子ども200円

試験・募集試験・募集

私たちの暮らしのさまざまな分野に役立
てられる国の最も重要な統計調査です

インターネットまたは調査票（紙）で回答

調査員が調査書類をご自宅に配布

回答期限 10/ 7（水）
回答は
かんたん便利な
インターネットで

回答にご協力をお願いします
�県統計課☎028-623-2246

解決は労働委員会のあっせん で！
　あっせんとは、労働者と使用者の
間で起きた、自分たちでは解決でき
ない雇用の問題を、あっせん員が間に
入り、話し合いに
より解決を目指
すものです。

●県内事業所の労働者、労働者
であった方 (アルバイト含む )
●県内事業所の事業主

対象者
●いじめ・嫌がらせ●パワハラ・
セクハラ●解雇・雇い止め●長時
間労働●賃金格差　など

対象事案（例）

事務局職員による、無料電話相談も行っています。お気軽にご相談ください

�県労働委員会事務局　☎028-623-3337（平日：午前8時30分～午後5時15分）

あっせん員はこんな人

●労働組合の
役員など

●弁護士・大
学教授など

●企業経営者や
会社役員など費用無料・秘密厳守

雇用のトラブルまず相談雇用のトラブルまず相談



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

上記以外の方は10月26日まで接種をお待ちください
65歳以上の方の接種ができるようご協力をお願いいたします

上記以外の方も接種できます

10月1日
から

10月26日
から

65歳以上の方（定期接種対象者）※
接種希望の方はお早めに

医療従事者　基礎疾患を有する方
妊婦　生後6ヵ月から小学校2年生

接種希望の方はお早めに

※65歳以上の方のほか、60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器
機能不全者等
※定期接種の開始日は、お住まいの市町で異なりますのでご確認を

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○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 環境にやさしい大豆油インキを使用しています
❹

◎10/10（土）・11（日）は閉館日です
◎次回の マロニエ県庁コンサート
は12/2（水）の予定です

　「とちぎ県民だより」へのご感想をお寄せくださった方
の中から抽選で5名の方に、「国体デザインのとちまるく
んぬいぐるみ（高さ約24センチ）」を差し上げます。

栃木県本庁舎栃木県本庁舎ののお知らお知らせせ プレゼントコーナー!

新型コロナウイルス感染症関連情報 季節性インフルエンザワクチン
接種時期についてのお願いイベントの開催制限を一部緩和しました

【定員設定があり適切な行動確保ができるイベントの例】

※参加者が1,000人超のイベントについては、事前に県の所管課にご相談を

！　県では、イベントの開催について、感染防止対策と社会経済活動の両立を図るため、9月19日
から人数制限等について一部緩和することとしました。

今年は例年より多くのワクチンを供給する予定ですが、より必要と
されている方に確実に届くよう、ご協力をお願いします

　感染防止のために身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いの徹底をお
願いします。また、接種に当たっては、あらかじめ医療機関に電話での予約
をお願いします。
　なお、上記の日程はあくまで目安であり、前後があっても接種を妨げる
ものではありません。詳しくは厚生労働省ホームページでご確認ください。

　なお、人数制限の緩和は、主催者、施設管理者、参加者が「イベント開催の前提と
なる留意事項」に取り組むことおよびイベントの類型ごとに定められた要件等を
満たすことが条件となります。詳しくは県ホームページでご確認を→

イベントに参加される皆さまへ（「イベント開催の前提となる留意事項」一部抜粋）
・発熱等の症状がある場合は参加しない
・原則､マスクを着用し､こまめな消毒や手洗いなど「新しい生活様式」に基づく行動を徹底する
・「接触確認アプリ（COCOA）」のダウンロードおよび「とちまる安心通知（栃木県新型コロナ対策
パーソナルサポート）」のLINE友達登録をし、会場に掲示された「とちまる安心通知」の二次元バー
コードを読み取る
・感染拡大防止のためにイベント主催者から連絡先登録等の求めがある場合には積極的に応じる

【
問
合
せ
】 
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　宿泊対象期間中に県内の宿泊施設で1人3,000円（税込）
以上の宿泊をした方に、右記賞品が当たります。
宿泊対象期間  2020年7月22日（水）～10月31日（土）
応 募 期 限  11月20日（金）

販 売 期 間  9月30日（水）まで ➡	11月30日(月)まで
利 用 期 間  10月31日（土）まで ➡	来年1月31日(日)まで 

●レシートまたは領収書を用意し、スマート
フォンまたは郵送で応募してください●詳
しくは右コードを読み取るか問い合わせを

・県内のキャンペーン実施事業所のレン
タカーを7,000円以上利用
・県内の宿泊施設で1泊以上宿泊

　「取扱店」として登録されている県内の店舗等でお得に使える商品券。
飲食店のほか､一部のコンビニエンスストアやドラッグストア､ホーム
センターなどでも利用できます。
	購入対象者	 県内に住所を有する
または通勤・通学している方
	 購入上限	 1人2冊まで
	 販売場所	 県内の郵便局（簡易
郵便局を除く）

	 販売価格	 1冊5,000円で6,000
円分のチケット（500円12枚つづり）
を販売
	 利用店舗	 「取扱店」として登録
されている県内店舗

●キャッシュバック条件（2021年1月31日（日）まで）
さらに！レンタカー利用で5,000円キャッシュバック
詳しくは
こちら 県内の

レンタカーを

借りる

県内の
宿泊施設に

泊まる

とちぎに泊まろう
キャンペーン

栃木県内宿泊施設宿泊券

とちぎ和牛
サーロインステーキ

6万円相当

30,000円相当

10,000円相当

100名様
30名様

300名様
栃木県の特産品

3,000円相当

35,000名様
栃木県の特産品

詳しくは
こちら→

プレミアムチケットって何まる～？プレミアムチケットって何まる～？

事業期間延長決定！！

とちぎ応援
プレミアムチケット 20％得する

商品券 売り切れ次第販売終了

詳しくは
こちら→

最新情報は
こちら→

定員1万人超 定員1万人以下

※大声での歓声・声援の有無に
関わらず

大声での歓声・声援　
移動自由 席固定 大声での歓声・声援　 

従来 5,000人または収容人数の50％以内
9月19日
～11月末 収容人数の50％以内 変わらず 5,000人または収容人数の100％以内

人数制限
どう変わる？

　はがきに、郵便番号・住所・氏名・年齢・感想を
記入の上、次の宛先までお送りください。
［締切：10/23(金)必着］※11月上旬発送予定

〒320-8501 栃木県広報課
「とちぎ県民だより」係

写真はイメージです。写真はイメージです。

最高の旅を
お得に県内で！

➡ ➡ ➡

無

※事前にお買い求めの郵便局の在庫状況をご確認ください
4とちぎ応援プレミアムチケットコールセンター
☎0285-32-6316（平日：午前10時～午後5時）4栃木県レンタカー協会☎028-658-2668

4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）

有

※県民一家族一旅行での宿泊も対象となります


