
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191の講座があります問県広報課☎028-623-2192

女性が
もっと輝くとちぎへ

女性が
もっと輝くとちぎへ

わたしらしく、生きる生
多様化する現代社会において、男女が共に個性と能力を発揮できる
環境の整備は重要な課題です。今回は、本県で活躍する女性や働きや
すい環境づくりを行っている企業を県の取組とともにご紹介します。

　女性が地域や働く場で生き生きと活躍できる環境が整う
と、人口減少が進む中でも社会に活力が生まれ、男性にとっ
ても暮らしやすい社会になると言われています。
　働く女性が増える中で、多くの女性が直面する課題が、仕
事と家庭の両立です。本県では、「男性は外で働き、女性は家
庭を守るべき」という固定観念が解消されつつありますが､県
民の約7割が｢男女平等ではない｣と感じています。
　誰もが自分らしい生き方や働き方ができる社会の実現のた
め、引き続き一人ひとりの意識改革が求められています。

　さまざまな分野で活躍している5人
の女性をご紹介。これまでの歩みや
仕事のやりがい、苦労したことなど
についてお聞きしました。皆さんが、
なりたい自分への一歩を踏み出す
“きっかけ”となりますように。

Q1. 今の仕事に携わろうと思ったきっかけ、動機は何ですか。
Q2. 仕事でやりがいを感じるのはどんな時ですか。
Q3. 仕事をする上で大変なことや苦労したことを教えてください。
Q4. 後輩女性へメッセージをお願いします。

県内で活躍する
女性たち

出典：Ｈ26男女共同参画に関する県民意識調査（県人権・青少年
男女参画課）、Ｈ29・Ｒ2県政世論調査（県広報課）

｢男性は仕事、女性は家庭｣という考え方は… 「男女平等ではない」と感じる県民が約7割• 女性の活躍＝男女が共に輝く社会の実現
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“社員の幸せを通じて社会に貢献する”
という思いを大切に

竹澤
 尚美 さん

竹沢建設株式会社
取締役
とちけん小町魅力向上
委員会 会長

“何事も経験” 「今」と向き合ううちに､
少しずつ自信が付いてくるもの

豊島
 香折 さん

株式会社けんちくや前長
二級建築士
とちぎの木を活かす女子
の会 木輪 会長

食卓を笑顔で囲む1つのエッセンスに
なるようなトマトを作りたい

長嶋
 絵美 さん

絹島グラベル
ゼネラルマネージャー

地域みんなで子育てをしていく
環境を作りたい

松本
 真由美 さん

子育て情報誌
｢TOCHICO日和｣の編集･
発行などの地域活動を行っ
ています

謙虚さと相手に寄り添う気持ちを大切に
“チャレンジ”を怖がらないで

A1.“食”は人にとって必要不可欠。皆さんが日々の生活を送
る中で、自分に合った健康的な食べ方を気軽に相談できる場
をつくりたいと考え､フリーランス管理栄養士になろうと思
いました。
A2.幅広い分野に仕事の場を広げることができ､そこに管理
栄養士が関わることでより良くなることを肌で感じられると
きに達成感を感じます。
A3.常に自身の健康管理には気を使います。子どもが小さい頃は、子どもが病気をした
ときでも仕事を休めないことが一番つらいと感じました。
A4.どのような状況に置かれても､そこで新しい発見があるから､人生は楽しい｡今は
「ない｣ものでも､｢あったらいい｣と思うものは､自分で切り開いて作り出せばいいのです｡

A1.妊娠・出産・子育ては女性にとってそれまでと全く異なる
人生の始まり。地元・栃木市のママさんたちの子育てライフを
応援したいと思いました。
A2.｢こんなイベントを待っていた｣｢TOCHICO日和を愛読して
いる｣と聞くととても嬉しいです。活動を始めて5年が経ち､子育
て世代代表として役割を頼まれることも｡子育て･仕事･ボラン
ティアの両立は大変ですが､やりがいがあります。
A3.フリーペーパーの継続には､営業活動が不可欠。子どもの成長などでボランティア
の方も変わることがあるため､常に関わる方々との関係づくりを大切にしています｡
A4.新しい活動は、結果はすぐ出なくとも、人との縁やつながりを大切にし、信念を持っ
て進むことが大切だと思います。

A1.ママ友に誘われて「とちぎ農業女子プロジェクト」に参加
し､同世代の女性がそれぞれ夢を持って頑張っている姿に感
銘を受けて､就農を決意しました。
A2.農業は自分の発想をすぐにカタチにできるクリエイター
のような一面があると思います。自身の地域で生産が少な
かった「中玉トマト」に着目し､試行錯誤を重ね栽培方法を確
立。中玉トマトの魅力を多くの人に伝えています。

A3.自然が相手の仕事なので、近年の異常気象による栽培への影響は大きいです。夫と
話し合いを多く持って、情報を共有し、解決策を導き出しています。
A4.農業はとてもやりがいのある仕事。子どもに親が仕事をしている姿を見せられる
ことや、子ども中心に生活ができることも魅力の一つです。

A1.地域材を活用した家づくりをしていた家業を手伝い始め
たのがきっかけ。実際に現場を見学に行く機会もあり､その魅
力に引き込まれました｡
A2.設計はお客さまとのやり取りがあってこそ｡ご要望はも
ちろん､そこの環境や条件､将来の暮らしなど考えれば限りが
ないほどです｡その中で､私たちの想いの詰まったご提案を喜
んでいただけた時はとても嬉しいです。

A3.現場に行くこともありますが、重労働などは男性が代わってくれますし、お互い
助け合えるので、困ったことはありません。
A4.周りと比べて不安になったり、何かに迷ったりすることもあると思いますが、そ
んな時間も将来の糧になります。何事も経験だと思います。

A1.両親の力になりたいと思い今の会社に転職しました。
A2.「成果が目に見えてわかる」ことが魅力だと思います。災
害対策や復興支援などでは社会と人々の役に立っている実感
が得られ、とてもやりがいを感じます。
A3.入社後､女性だからといって事務員であることに疑問を
感じ始めました｡経営者の立場として､現場だからこそ分かる
社員の苦労や葛藤を知りたいと思い､経営に携わるだけでな
く現場監督になろうと決意しました。
A4.男性社会と言われている建設業界ですが、互いの業務を支えながら皆と協力して
大きな仕事を成し遂げられる、魅力ある業界です。女性が仕事と家庭を両立して活躍
していける業界づくりに真剣に取り組んでいきたいです。

類家
 万里 さん

管理栄養士
公認スポーツ栄養士

豊島
 香折 さん
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社会全体の中での男女の地位の平等感

男性の方が
優遇されて
いる女性の方が優遇

されている1.4

無回答1.9わからない

平等に
なっている

どちらかと
いえば男性
の方が優遇
されている

どちらかといえば
女性の方が優遇
されている6.3

14.3

47.4
14.8

13.9

出典：Ｒ2県政世論調査（県広報課）

｢男は外で働き、女は家庭を守るべきである｣
という考え方に賛成の割合の推移
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毎月第1日曜発行（次回は12/6発行）

栃木県の人口〔10月1日現在〕1,932,091人（前月比722人減）世帯数802,576世帯（前月比244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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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…

相 

談

診 

療

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
方法で受診

登
録
に
ご
協
力

お
願
い
し
ま
す
ま
る

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 !!

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

栃木トヨタ自動車株式会社（宇都宮市）
ライフステージの変化に影響されることなく、充実感
を味わいながら、向上心を持って働き続けるために

●11/12（木）に行われる男女生き活き企業の表彰式や事例発
表､基調講演などの様子を後日オンデマンド配信します●配
信視聴申込期限：11/20（金）

●テーマ：子育て世代の父親の今後のワーク・ライフ・バラン
ス～アフター・コロナの時代を考える～●11/28（土）午後1時
～3時：パルティ（宇都宮市）�50名（先着）�無料�11/27（金）
�とちぎ男女共同参画センター☎028-665-8323

知識を学ぶ機会参加する

●女性が働きやすい職場づくりのための行
動計画の策定や各種認定の取得を専門家が
支援します●支援期間：2021年3月末まで
●対象：県内に本社があ
り、対象となる要件を満
たす事業所�90社（先着）
�無料
�TMC経営支援センター☎0287-67-3023

専門家が支援します相談する

　さまざまなライフステージに応じ
た支援情報や、働き方改革や女性の
活躍に取り組む企業・団体の情報な
どを掲載しています。

女性活躍応援サイト情報を探す

CHECK!!
男性のワーク・ライフ・バランス講座

とちぎ女性活躍応援フォーラム2020
各種イベント・講座 女性が働きやすい企業

推進アドバイザー派遣

とちぎ女性活躍応援団 いい仕事いい家庭
つぎつぎとちぎ宣言

男女生き活き企業
認定・表彰

　店舗の事務など女性個々の専任業務を減らし、“お客さ
まのために”社員同士で協力・共有する仕事を増やすため、
女性中心の新部署「フロアマネジメント課」を新設｡さら
に、「とちおとめプロジェクト」を発足し、女性社員で話し
合いを重ね、必要と感じたスキル研修や資格取得などの機
会を大幅に増やしました。
　女性社員が自ら考え、率先して行動し、取り組み前より
生き活きと仕事をしていると感じています｡その良い影響
が全社員をも巻き込む力になっているとも感じています。

　女性の仕事・男性の仕事という枠組みを撤廃し、「お客さ
まが何を求めているか」を常に考える力を養うために、フ
ロアリーダー（ショールームの中心的役割）として、教え学
び合う環境を作り、同じ目標に向かい進んでいく体制がで
きつつあります。
　社内で女性の活躍が進むことによって､さらにお客さま
の気持ちに寄り添うことができると思います｡色々なスキ
ルやチームワークの強化が、お客さまのためになり、会社
の強みにもなると思います。

̶̶̶とちぎの女性を応援する企業

　知事をトップに、女性の活躍を推進するとい
う趣旨に賛同した県内の企業･団体が一体と
なって構成する組織。地域で活動するグループ

　本県の、6歳未満の子どもがいる夫の1日当たりの家事関連時間（家事、介護・看護、育児、
買い物の合計）は、全国で7番目に多い1時間35分という結果が出ています。
　また、育児休業取得率も低水準ではあるものの上昇傾向にあり、平成30年は8.9％と
過去最高の割合となりました。県では、令和5年に14％とすることを目標としています。

　女性の活躍推進や働き方の見
直しなどに積極的に取り組む企
業を｢男女生き活き企業｣として

県内企業でも女性の活躍やワーク・ライフ・バランスへの取組が進んでいます。
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• 男女が輝く社会の実現を目指して
現在登録数
1,096団体※

これからの
取組を宣言

現在170社
を認定※

男女
生き活き企業
表彰
優 秀 賞

令和2年度

矢板店
フロアマネジメント課
フロアリーダー

小林 美枝さん
こ ばやし み　え

・・・・県では、誰もが“生き活き”と働けることを目指している企業等を応援します・・・・

も登録でき､専用サイトへの掲載や研修等の情報提供のほか
登録証などを活用してイメージアップが図れます。※10/28現在

　企業や事業所がこれから取り組
もうとする内容を宣言として募集｡
働き方の見直しや女性活躍の推
進、男性の育児休業取得の促進など「仕事と家
庭の両立」を目指す企業を応援しています｡

認定し、さらにその中から優れた取組を行っ
ている企業等を表彰しています。※10/28現在

財務部 兼
女性活躍推進室 係長

中北 文子さん
なかきた あや こ

̶̶̶男性の視点からの男女共同参画

パートナーとしての役割を再認識できたことは、これからの財産

平成29年度男女生き活き企業表彰 優秀賞 ケーブルテレビ株式会社
コンテンツ部  

　育休を取得したことで､育児に対する認識､覚悟の甘さを痛感しました｡子育ては時間も体
力も使うもの｡産後の女性が普通に動くことが難しい中で､家事をこなし､妻と子を世話する
ことができるのは､夫だけ｡育休中は､妻の精神的負担を減らすため､家事だけでなく､積極
的に育児に参加し「母親の育児時間をいかに少なくするか」を大切にしていました｡
　男性の育休取得には､世間の理解も必要だと思います｡私も会社に育休を相談する際､不安
はありましたが､「育児頑張って！」と声を掛けてくれるスタッフも多く､ありがたかったで
す｡自分の育休取得による､社内の「男性の育休」の広がりも感じています｡
　また､子育てには楽しさもあります｡日々感じる子どもの成長は､他の何か
で得られるものではないと思います｡自分自身も､親として､社会人とし
て、意識や習慣が変わり成長できた気がします｡
　家庭の形が変わっていく中で､今までと同じ男女の役割では限界があ
ると思います｡ぜひ育休を取ることを決断してみてはどうでしょう｡

出典：厚生労働省ホームページ「イクメンプロジェクト
（家事関連時間都道府県ランキング）」

栃木県 1時間35分
全国平均 1時間23分

夫の1日当たりの家事関連時間※7位
男性の育児休業取得率の推移

8.9
栃木県

0.0％

5.0％

10.0％

H20 H22 H24 H26 H28 H30
出典：栃木の労働環境事情（県労働政策課）

※H28時点

※会場参加は締め切り

藤田 康平さん
ふじ  た  こうへい

県の
取組
県
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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…

相 

談

診 

療

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
方法で受診

登
録
に
ご
協
力

お
願
い
し
ま
す
ま
る

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



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191の講座があります問県広報課☎028-623-2192

準であることを示
しています。本展で
は両氏を中心に、
歴代の人間国宝や
全国で活躍してい
る作家まで、約100
点の作品により、
海外でも高い評価を得ている竹工芸の
“今”をご紹介します。
※新型コロナウイルス感染症対策のた
め、人数制限を行う場合あり

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

プレゼントコーナー!海浜初日の出
とちぎ海浜自然の家（茨城県鉾田市）�56

☎0291-37-4004
●初日の出や正月遊びを楽しみます
●12/31（木）～R3/1/1（金・祝）1泊2日2250
名（抽選）1大人6,500円、高校生以下は学
年、年齢により異なります※食事の希望
により料金加算あり311/16（月）

●動物との触れ合いやスキー、いちご狩
りなどを通じて、那須の自然を満喫
●R3/1/9（土）～10（日）1泊2日2100名（抽
選）1大人6,600円（県外の方は8,600円）、
高校生以下は学年、年齢により異なります
※スキー場リフト代・那須どうぶつ王国
入園料別●申込期間：11/5（木）～29（日）

なすエンジョイツアー第1弾　
なす高原自然の家（那須町）� 56

☎0287-76-6240神秘的に輝く黄金のサナギツリー
井頭公園花ちょう遊館（真岡市）� 56

☎0285–83–3121
●3種類のチョウの美しいサナギを飾った
クリスマスツリーが楽しめます
●11/25（水）～12/28（月）⃝休火曜1大人440
円、高校生以下220円

●ハンギングバスケットと植物で、モダ
ンな雰囲気の空間を演出します
●11/3（火・
祝）～23（月・
祝）まで⃝休月
曜（11/23を除
く）●鑑賞大
温室入館料：
大人410円、子
ども200円

　本県在住の竹
ちく

工
こう

芸
げい

における国指定重
要無形文化財保持者（通称：人間国宝）
には、勝

かつ

城
しろ

蒼
そう

鳳
ほう

と藤
ふじ

沼
ぬま

�昇
のぼる

の2名が認定さ�
れています。竹工
芸において、1県
から2名が認定さ
れたことはこれ�
までになく、本県
の竹工芸が高水

　｢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10名
の方に､結城紬のコースター（2枚組・柄
はおまかせ）を差し上げます。
　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

企画展「竹の息吹き」

文化通信文化通信

会期：12/20（日）まで⃝休月曜（11/23を除
く）、11/24（火）
4同館（宇都宮市）☎028–621–3566

ハンギングバスケット展～with Green～
とちぎ花センター（栃木市）� 567

☎0282-55-5775

ください｡
［締切：11/20（金）
必着］※12月上旬
発送予定
〒320–8501
栃木県広報課

「とちぎ
　県民だより」係

　結城紬の歴史は古く、大和朝廷の時代に常陸国
（現在の茨城県）の特産物として天皇に献上された
「あしぎぬ」と呼ばれる布が原型とされます。室町
時代には「常陸紬」と呼ばれ、やがて「結城紬」の名
が定着しました。現在は、小山市や下野市、茨城県
結城市などを中心に製作されています。

国指定重要無形文化財および栃木県伝統
工芸品「結城紬」が、ユネスコ※無形文化
遺産に登録され、今年は10周年にあたり
ます。世界でも守るべき技術・文化として
認められた結城紬をご紹介します。
※国際連合教育科学文化機関

真綿を手でつむぎ、糸に
していく作業。一般的に
糸は撚りをかけて補強し
ますが、結城紬の糸は撚
りをかけずにつむぎます

支援機能の強化・充実のため、建て替え工
事を進めていたセンターが完成しました

見学内容

糸の染めない部分に染料
が染み込まないよう､他の
糸で縛ります。織り上がり
の絣(模様)を考えながら
行う大変緻密な作業です
地機という織り機で1500
年前からの製法により織
り上げます。絣の細かい
高級品は織るのに1年以
上かかることもあります

　結城紬の手つむぎ糸は、蚕の繭
玉を伸ばした真綿から作られます。
かつて、養蚕業は日本各地で行わ
れていましたが、現在は小規模産
地が残るのみ。県内では、小山市
を中心に21戸※の農家が生産して
います。※平成31年時点

●製作工程はすべて手作業
●着物自体が軽くて温かい
●洗い張りをするたびに毛
羽が取れ、風合いが増す
●色あせや変色しにくい

　織り上がった紬は、多項目に
わたる厳しい検査を受け、合格
したものにのみ、「本場結城紬」
の商標（右写真）が貼られます。

世界に
誇る 結城紬ユネスコ

登 録
10 周 年

結城紬 紬織物技術支援センターが
新しくなりました

センター業務内容

見学にお越しください

●後継者の育成
●結城紬の試験研究や技術相談への対応
●研修や共同作業場としての機器・場所の提供

▶歴史や製作工程の説明
▶機織り見学
▶糸つむぎ体験
見学を希望する方は電話で
問い合わせを

平日（祝日および年末年始の休館日除く）
午前9時～正午、午後1時～4時
小山市福良2358

同センター☎0285-49-0009

見学日
時 間
所在地
問

古代から続く結城紬 結城紬ができるまで（主な工程）

貴重な国産繭

本物の証「本場結城紬」商標
結城紬の特徴
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勝城蒼鳳「合
あわせ
編
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摺
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漆
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明
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響
きょう
」2006年（作家蔵）

藤沼昇「網
あ
代
じろ
編
あみ
盛
もり
籃
かご

陽
よう
光
こう
」2018年（作家蔵）


