
技術力が高く、地域での信頼も厚い経営者がマ
ンツーマンで支援する「とちぎ農業マイスター制
度」を活用。「とちぎ農業マイスター」は、新たに農業
経営をスタートする時に大きな壁となる農地、施設
や機械の取得、地域との信頼関係づくりなどについ
て、在学中から就農後まで、継続的にアドバイスを
行っていきます。

　半世紀以上にわたり、いちご生産
量全国1位を誇る栃木県。50年、100年
先も「いちご王国」であり続けるため
その中心を担う人材として、企業的
な経営感覚を持ち、いちご王国をリードする農業経
営者を養成する。そのような理念の下「いちご学科」
は創設されました。
　全国の農業大学校で「いちご」と名の付く学科を
設置するのは本県が初めて。「いちごで経営者にな
りたい！」という方の強い意志を受け止め、「いちご
経営者」へと育成します。

校内のほ場でいちご
の栽培管理に関する基
礎的な技術（育苗、うね
上げ、定植、収穫、調整作
業等）を習得。

県内の先進的いちご
経営者等から栽培や販
売等に関する成功事例
を学ぶ。

作付面積、必要な機
械・施設等を踏まえ就農
計画を作成。

2年間のカリキュラムにより、優れたいちご経営者
の下で、知識や理論に裏付けられた技術力や実践力
を身に付け、また、自ら学び知識を深めるゼミナール
形式の授業によって、課題解決能力を養います。経営
ビジョンや就農計画の作成指導の
ほか、卒業後の受け入れ産地との
マッチングなど、農業団体、関係機
関等と連携した支援により、経営者
に必要な知識や技術の習得を目指
します。

いちご経営は高度な栽培管理技術を必要とし、収益力の高いことが特徴。作物と向
き合い、畑でしっかり働いた分だけ、また、自らが舵取りし、ビジネスに取り組んだ分
だけ、自分に返ってくるものも大きくなります。始めの一歩を「いちご学科」で踏み出
してみませんか。熱い思いをお持ちの方、お待ちしています。

　入学のきっかけについて、「農
家の暮らしに憧れ、社会人をして
いたとき、いちご学科の広告を見
て思い切って受験した」という学生
から「実家の農地活用を考えたとき、

面積当たりの販売金額が高く、夢がある
いちごを選んだ」という学生までさまざま。

　また、「授業で得た知識が、実習をする中で栽培に
生かされていく部分が面白い」「県内の農家を見学する授業で

は、農家ごとに特徴ある栽培方法等、毎回新たな発見があり、とても刺激
になる」といちご学科の授業の魅力について教えてくれました。
　将来の展望について聞いたところ、「卒業後5年以内に県内の平均単収＊
を超えたい」「労働力の確保や収量が安定し次第、規模を拡大したい」と具
体的な目標を掲げる学生も。さらに「若い人が参入したいと思えるような
農業基盤を作りたい」「障害者の雇用など人材育成に取り組みたい」「地域
を引っ張っていけるいちご農家になりたい」と未来への熱い抱負を語っ
てくれました。

栃木県農業大学校
農業経営学部いちご学科
1年生の皆さん（第1期生）

　学科紹介やほ場見学、個別相談などを予定
しています。
●開催日：9月23日（木・祝） D9月10日（金）
●参加申し込みは
いちご学科ホーム
ページ
から

　　　  いちご経営に強い意欲を持ち、卒業後
に県内で就農し、本県農業の未来を切り拓くいちご
経営を志す方

9県農業大学校（宇都宮市上籠谷町1145-1） ☎028-667-0711

募集対象者 

　　　   高等学校を卒業した者、令和4（2022）年
3月に高等学校卒業見込みの者
受験資格

募集期間
試験日

募集人数

経営規模、利益などが県内トップクラス

先進的な技術や知識と実践力を持つ地
域のリーダー

＊単収：田畑10アール当たりの収穫量
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※新型コロナウイルス感染症対策の最新情報を掲載するため､
発行日を変更しました｡ご理解くださるようお願いしますPrefectural Newsletter of Tochigi

オープンキャンパス 入学試験

次代の「いちご王国」を担う次代の「いちご王国」を担う
「いちご経営者」を養成。「いちご経営者」を養成。

いちご学科始動!

『いちごを食べる人から『いちごを食べる人から

『はばたけ未来のいちご経営者』『はばたけ未来のいちご経営者』
～私たちが全力でサポートします～～私たちが全力でサポートします～

いちごで食べていく人へ』いちごで食べていく人へ』

登校

昼食

下校

1時限目

3時限目

2時限目

4時限目

県は今年度、全国で初めて「いちご学科」を県農業大学校に開設。現在、第1期生が熱心に学んでいます。
生産者の高齢化による担い手の確保などの課題解決に向け、人口減少やグローバル化など農業を巡る
情勢の変化に対応でき、優れた技術と高い経営能力を持つ「いちご経営者」の育成を目指しています。

10月15日（金）～11月15日（月）
 12月5日（日）

 10名

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1,924,478人（前月比741人減）世帯数799,291世帯（前月比292世帯増） 〔7月1日現在〕栃木県の人口

毎月第1日曜発行（次回は9/5発行）

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

2面
3面
4面

今日からはじめよう！防災対策 風水害から命を守る　
感染が急拡大！新型コロナウイルス感染症 ほか
吹き竹、ハンガリー選手団頑張りました! ほか
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編集・発行  栃木県広報課 令和3（2021）年8月8日発行

☎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

 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20

▼ 栃 木 県

1

経営者に
なる！

いちご
学科が 農業経営者
目指す
人物像

VOICEいちご学科で学んでいる学生と栃木県農業大学校長に話を聞きました

ある1日のスケジュール

9：00

専門実習

いちご経営実践論

就農準備演習

12：10～13：10

16：20

経営者になるまでしっかりサポート

とちぎ農業マイスター等

地域のリーダー

写真：栃木県農業大学校

栃木
県農業大学校

●先進農家実習
卒業後在学中

●農地、施設や機械等の取得のアドバイス
●定期的な技術指導

日本初

新見校長

なぜ、いちご学科？

何を学べるの？

いちご学科で経営者への第一歩を



赤字は感染症感染拡大防止のためにも必要です用意する物の例　

から命を守る
風 水 害

毎年、大雨や台風の接近・上陸等により、全国各地で風水
害が発生しています。今年はすでに警戒レベル5「緊急安
全確保」が発令された地域も。災害はいつ、どこで起こる
か分かりません。いざというときに自分や家族の命を守
るため、ご家庭の防災対策を見直しましょう。

これらの情報は、緊急速報メール、防災行政無線、テレビ・ラジオ、各種
防災アプリ等で伝達されます。複数の手段で情報を確認しましょう

県危機管理・防災
ポータルサイト

とちぎリアルタイム
雨量河川水位観測情報

県防災メール

河川の水位情報を掲載防災・災害情報を掲載

地震や気象などに関す
る情報を配信

観光・イベント情報等
県の最新情報のほか、
防災情報を配信

●貴重品
●医薬品等
　□常備薬
　□マスク
　□手指の消毒液
　□体温計

●食品類
　□水
　□食品
●生活用品
　□懐中電灯
　□歯ブラシ

　□タオル
　□ウェットティッシュ
●各家庭で必要なもの
　□乳幼児の育児用品
　□高齢者の介護用品
　□生理用品　　など

住民が自主的に避難行動を
取るため参考とする情報です
（国土交通省・気象庁・県が発表）

警戒レベル 取るべき行動 避難情報等

レベル 災害への心構えを高める 早期注意情報
（気象庁が発表）1

レベル 自らの避難行動を確認
大雨・洪水
注意報等

（気象庁が発表）2

レベル
危険な場所から
高齢者等は
避難

高齢者等
避難

・大雨警報
・洪水警報
・氾濫警戒情報

・氾濫危険情報
・土砂災害警戒
 情報

・氾濫発生情報
・大雨特別警報

（市町が発令）

危険な場所から

命の危険　
直ちに安全確保！

全員避難
避難指示

警戒レベル
相当情報（例）

～＜警戒レベル4までに必ず避難！＞～

（市町が発令）

緊急安全確保
（市町が発令）

3

レベル4

レベル5

本県で起きた最近の災害は？
令和元年東日本台風(令和元年10月11日～13日)

　河川の氾濫などにより死者4名、負傷者23名の人的被
害に加え、1万4,000棟を超える住家に被害が生じるな
ど、県内全域に甚大な被害をもたらしました。

　　　　　　　  で自宅がある場所に印をつけま
しょう。
　　　 （「洪水浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」
に指定されていますか？）

安全な場所に住んでいて

　安全な場所にいる人は、豪雨の中、屋外に出るなどの危険を冒してまで
避難場所等へ行く必要はありません。自宅等で安全を確保しましょう。
※周りと比べて低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、市町からの避
難情報を参考に必要に応じて避難してください

　感染症感染拡大防止の観点から、市町が開設
する避難場所以外への避難も検討してください。
※平時から相談しておきましょう

　ハザードマップには、以下例のと
おり、水害・土砂災害等による被害
の恐れがある箇所が分かるよう、地
図に着色しています。

警戒レベル3または4が出たら

●車での移動は控えましょう●長靴ではなくスニーカーなどの動きや
すい靴を履きましょう●冠水している道路は通らないようにしましょ
う。やむを得ず通るときは、杖や棒で足元を確認しましょう

取るべき行動に向けて準備をしましょう!
持ち出す物を準備しておきましょう!
　各家庭で必要なものは異なります。自分た
ちが避難した際に必要になるものは何か、あ
らかじめ把握し、準備しましょう。

　今年5月から、水害・土砂災害について市町が発令する「5段階の警戒レベル」
が新しくなりました（本紙6月号でも紹介）。危険な場所にいる場合、高齢者の
方や障害のある方、乳幼児のいるご家庭など、避難に時間がかかる方は「警戒
レベル3」、それ以外の方は「警戒レベル4」で危険な場所から全員避難しましょ
う。「警戒レベル5」を待ってはいけません。

両手が使える
ようリュックに
入れよう

毎日飲む薬
を用意して
おこう

自宅での安全確保においても備えは大切です! 備える

補充する 食べる

　自宅が被災していなくても、電気や水道、ガス、物流
等が止まる場合があります。日頃から、食料や水、日用
品など、必要なものを準備しておきましょう。普段購入
する食品や飲料水を少し多めに買い置きし、消費した
分だけ買い足すローリングストックも有効です。

市町が発令する避難情報が新しくなりました!

必ずこの順番で発表・発令されるとは限りません。これらの情報が発
令されていなくても、身の危険を感じたら避難を開始してください

ホームページ
SNSを
ご活用ください

避難行動判定フローSTART!

　　　 自宅がある場所は、着色されていま
すか？
　　　 自宅がある場所は、着色されていま
すか？

　　　　　　　　　　身を寄せられる親戚
や知人はいますか？
　　　　　　　　　　身を寄せられる親戚
や知人はいますか？

は い

は い いいえ

いいえ

自宅で安全を確保取るべき行動

安全な親戚や知人宅
に避難

取るべき行動

市町が開設した避難
場所に避難

取るべき行動

水害 洪水浸水想定区域
（浸水深）

※マップの着色や凡例は市町によって異なります

5.0m

3.0m

0.5m
床下浸水

1階床上
～1階軒下浸水

2階床上
～2階軒下浸水

2階水没

凡　例
土砂災害

：土砂災害警戒区域
土砂災害の恐れがある
区域

：土砂災害特別警戒
  区域

建造物に損壊が生じ、
住民等の生命または身
体に著しい危害が生じ
る恐れがある区域

今日からはじめよう！防災対策　

私たちの家は
大丈夫かな？

自宅周辺で
危険なとこ
ろは…

学校や職場
は大丈夫？

ハザードマップハザードマップ

ハザードマップハザードマップ

マップ
入手先
マップ
入手先

土砂災害による被害
の恐れがある区域

浸水する恐れ
が高い区域

ハザードマップ例

自宅の災害リスクと取るべき行動を確認しよう !自宅の災害リスクと取るべき行動を確認しよう !
　皆さんはハザードマップをご存じですか？自分の住む地域の災害リスクが分かる地図で、市
町が作成しています。ここでは、マップを基に確認する「避難行動判定フロー」により、自分や家
族が非常時にどのような行動を取るべきかをご紹介。平時に確認しておきましょう。

もっと詳し
く

ハザードマップ
ポータルサイト▶

●お住まいの市町の窓口やホームページ
●ハザードマップポータルサイト　など

県公式LINE
※防災情報は8月中
の配信開始を予定

▲自宅以外にも住んでいる地域等にどのよ
うな危険があるのか確認しておきましょう

2
県政テレビ番組(8月)とちぎテレビ　「深掘り！とちぎ」第2,4(水)21:50～21:55　「魅せます！とちブラ ～とちぎブランド・ぶらり～」(土)8:30～8:45・　(木)20:00～20:15
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　県と病院・市町との連携により、接種券を持つすべての県民を対象としたワクチン接種を
済生会宇都宮病院（宇都宮市）で行っています。

※同病院では予約を受け付けてい
ません｡予約方法等のお問い合わせ
は､以下のコールセンターまで
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　　　　  10月27日（水）まで
　　　　  ●月曜～金曜　17時30分～19時30分
　　　　  　※祝休日の場合　10時～12時
　　　　  ●日曜　9時～12時、13時～16時
　　　　　　　　ファイザー社製

県で済生会宇都宮病院の接種予約を受け付けています

　　　　　　県の専用予約サイト
で受け付け中
予約方法等 開設期間 

開設時間

ワクチンの種類

詳しくは
こちら▼

とちぎワクチン接種センター（とちぎ健康の森）
でも引き続き接種を行っています

接種に関する差別や偏見を生まないために
　新型コロナワクチン接種は強制ではありません｡受ける、
受けないは一人ひとりの判断であり､どちらも間違いでは
ありません｡中には病気等の事情により受け
られない場合もあります。職場や周りの方な
どに接種を強制したり、接種を受けていない
方に差別的な扱いをしたりすることのない
よう､配慮が必要です。
人権に関する相談は、下の
「県政インフォメーション｣
内みんなの人権110番へ

職場でのいじめ等に
関する相談は､総合労
働相談コーナーへ▶

新型コロナワクチン
関連情報

栃木県奨学のための給付金（私立）の
受給者募集

8月15日（日）は戦没者を追悼し平和
を祈念する日

◎8/8(日・祝)は閉館日です

栃木県本庁舎のお知らせ

●「人権」について考え、平和で豊かな社会
をつくりましょう●人権侵害による被害
を受けたら一人で悩まずお電話ください
［相談窓口］
●みんなの人権110番☎0570-003-110
●子どもの人権110番　0120-007-110
●女性の人権ホットライン☎0570-070-810
9県人権・青少年男女参画課☎028-623-3027

●日本武道館（東京都）で「全国戦没者追
悼式」が行われます。正午から1分間、黙と
うをささげられるようお願いします
9県高齢対策課☎028-623-3054

　  働き方改革推進サポート講座    FG

●働き方改革の具体的な推進方法の解
説、事例紹介、ワークショップ●県内4会
場（小山、大田原、宇都宮、足利）●開催日

等は問い合わせを4無料
9TMC経営支援センター☎0287-67-3023

　  失語症者向け意思疎通支援者養成研修FGE

●9/5（日）～12/5（日）の期間中全8回
●パルティ（宇都宮市）212名(先着)4無
料D8/20（金）
9県障害福祉課☎028-623-3053

　  作品募集
◎税の作文
●対象：中学生、高校生D中学生：9/3
（金）、高校生：9/6（月）
9宇都宮税務署☎028-621-2151
◎第71回栃木県児童生徒発明工夫展覧会
出品作品
●対象：県内に通学する小･中･高校生等
●応募期間：8/27（金）～9/10（金）
9県総合教育センター☎028-665-7204
◎「動物愛護ふれあい作品展」作品
●対象：［絵画］県内小学生［ポスター］県
内中･高校生［写真］県内在住の方D9/

30（木）
9動物愛護指導センター☎028-684-5458
◎山火事予防のポスター用原画･標語
●対象：［原画］中･高校生［標語］どなたで
もD10/2（土）
9日本森林林業振興会☎03-3816-2471

●対象：7/1現在、私立高校等に通う高校
生等の保護者等で県内に居住する生活保
護受給世帯･住民税非課税世帯・家計急変
世帯D9/17（金）
9県文書学事課☎028-623-2056

　  計量モニターの募集
●市販の食料品を計量●対
象：佐野市、鹿沼市、矢板市、
市貝町、高根沢町にお住ま
いの方21市町につき10名
9計量検定所
☎028-667-9425

　  職業訓練10月開講コース入校生募集
［県北産業技術専門校（那須町）］NC機械
科、観光サービス科、CAD基礎科
［県南産業技術専門校（足利市）］NC機械
科、機械加工科、板金溶接科、CAD基礎科
※いずれも2各科5～10名●訓練期間：
10月～令和4年3月（CAD基礎科は12月
まで）D9/8（水）●募集要項や申込方法
は問い合わせを
9県労働政策課☎028-623-3237

●女性活躍推進法に基づく一般事業主行
動計画策定等について、社会保険労務士
等の専門家が事業所へ訪問またはオンラ
インでアドバイスを行う4無料
9TMC経営支援センター☎0287-67-3023

「女性が働きやすい企業推進アドバ
イザー」の派遣希望事業所の募集　　

8月は栃木県人権教育・啓発推進県民
運動強調月間

はかーる君

県ワクチン接種会場コールセンター
☎0570-003-234（受付時間　　9時～17時）

感染が急拡大 !感染が急拡大 !感染が急拡大 !感染が急拡大 !
　本県では7月下旬以降、新規感染者数が急増し、7月31日には公表日ベースで過去最多とな
る170名を確認しました。医療提供体制への負荷が確実に高まっており、救急医療や手術な
ど重要な急性期医療に大きな制限が生じつつある状況です。このため県では、警戒度レベル
を県版ステージ3に引き上げ、さらに県民の皆さまへの感染拡大防止のお願いを強化し、国
に対しては、本県へ「まん延防止等重点措置」の適用を要請しました(8月2日現在)。
　これ以上の感染拡大を絶対阻止するため、引き続き感染防止対策にご協力をお願いします。

●｢出勤者数の7割削減｣を含めた接触機会の低減に向け､テ
レワーク等の推進､オンラインビジネスの推奨
●1,000平方メートル以上の遊興施設や劇場などの施設で
は、営業時間を21時までに短縮を
●対象となる飲食店は営業時間を5時から20時まで（酒類の提供は11時
から19時まで）に短縮を

●不要不急の外出・都道府県間の移動の自粛を
●5人以上の飲食・飲酒やパーティーへの参加は自粛を
●4人以下であっても､普段会わない人との長時間または
酒類を伴う飲食は慎重に判断を（特に､クラスターが多発
しているホームパーティーやバーベキューは控えて）
●飲食店を利用する場合は､とちまる安心認証店など感
染対策が徹底されている店の利用を

県民の皆さまへのお願い

事業者の皆さまへのお願い

☎028-651-3707（受付時間　　9時～17時）

新型コロナウイルス感染症

感染防止対策の徹底を

　県の要請に応じて営業時間の短縮にご協力いただいた対象飲
食店に対し、協力金を支給します｡申請要件や支給額など詳し
くは県ホームページでご確認ください。
※対象期間は市町によって異なります

●協力金コールセンター●

新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金

危機的状況

栃木県 協力金

（人）
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1日の新規感染者数（8月2日現在）
※陽性確定日で集計

第3波

とちまる安心認証ステッカー
(認証店に掲示)

　第3波の時に比べ､若い世代、働く世代の感染が増加｡感染
力の強い変異株の影響により入院リスクも高まっており､
糖尿病などの基礎疾患がある方は高齢でなくても重症化す
る恐れがあります｡

年代別新規感染者数
（7月28日現在）

R3年2月 R3年7月

若いから大丈夫と
過信しないで！

28人
9％

19歳以下

85人
26％

65歳以上

100人
31％

40歳～64歳

109人
34％

20歳～39歳

124人
14％

19歳以下

369人
41％

20歳～39歳

56人
6％

65歳以上

345人
39％

40歳～64歳

～若い方の感染が増えています～

8月2日現在8月2日現在、県内全域にお願いしている対策を掲載しています
※8月2日現在で国に対して「まん延防止等重点措置」の適用を
要請しており、適用された場合は、記載の対策が変わります。
最新情報は県ホームページでご確認ください
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Information

詳しくは
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お知らせ 募集



プレゼントコーナー
ご意見募集！

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 環境にやさしい大豆油インキを使用しています

本紙に掲載している催し等のお知らせは、状況により変更・中止となる場合があります。お出掛けの際は、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします

栃木県からのお知らせなどを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!

知事コラム

抽選で
5名様

　郵便番号、住所、氏名、年齢、意見・
感想を記入の上、はがきまたは栃木県
電子申請システムでご応募ください。
宛先

締切

〒320-8501　
栃木県広報課
「とちぎ県民だより」係

8/27（金）※9月中旬発送予定
※個人情報はプレゼント発送以外には使用しません

○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
4

第 154 回

　ほとんど使わなかった高齢者用携帯電話を、ラクに使え

るスマートフォンに買い換え、両親に届けた。父90歳、母88

歳である。兄弟3人とも同居はしていないので、孝行している

とは言い難い。

　せめて急用の時にと用意したのだが、電池切れで充電も

せず、通話不能状態であるのを心配し訪ねてみると、「90歳

になるというのに今更要らないよ。電話はかけられるように

なったけど、出る方がうまくいかない。」と言う。「画面を矢印

の方に人差し指の腹でなぞりあげれば（＝フリック）いいん

だよ。」と話しながら練習を繰り返した。

　便利だからだけでは済まず、対応力も考えなければなら

ない。SDGsの目標「誰一人取り残さない社会の実現」は可

能か？今年は2人揃って運転免許証も返納した。美容室、買

い物、通院等、自分達子どもの対応力も試されている。

　お盆月、県民の皆さん、親・家族孝行願います。

～高齢者の
デジタル化への課題～

【
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せ
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課
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　ホストタウンをご存じですか？これは､東京2020大会に参
加する国･地域と、スポーツや文化、経済などで相互交流する
ことにより、地域の活性化等を推進するとともに、同大会後
も継続的に交流していくことを目的としています｡

　この季節、栃木県に住んでい
るとよく見舞われるのが、激し
い雷雨。外出している時に突然
のゴロゴロ。そして大雨に降ら

れた経験がある方も少なくないのでは？
　本県は日本でも有数の雷の多い県です。宇都宮の年間雷
日数は、関東で第1位。夏季に限ると全国第1位の多さ。加え
て夏は地上へ放電される落雷の多さが特徴のため、本県の
雷は特に激しい印象を受けるのかもしれません。

　これは本県の地形に関係があると言われています。北部
に2千メートル級の山々が連なり南東方向にはその斜面が
開いているため、夏は日中の強い日射により温められた地
面付近の空気が上昇。
さらに海からの湿った
南風が吹きやすく、こ
れが山に当たることに
よって強い上昇気流が
起こり、背の高い積乱
雲となって雷が発生す
るのです。
　雷は被害をもたらす一方で、恵みの雨をもたらすため、県
内では昔から「雷様」という愛称で親しまれてきました。さ
らに宇都宮市は「雷都」と呼ばれ、特産品のブランド名に雷
都物語と付けたり、壬生町では「壬雷ちゃん」という町公認
キャラクターを作ったりするなど、雷にちなんだまちおこ
しが行われています。 

らいみ

らい と

さまらい

東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会

雷
とちぎの夏の風物詩

出典：気象庁ホームページ（https：//www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php）

関東地方気象台に
おける年間雷日数

宇都宮の月別雷日数

宇都宮
前橋
熊谷
水戸
銚子
東京
横浜

26.5
21.8
20.2
17.9
14.6
14.5
13.8 ※雷日数は1991～2019年の平年値

※
※

　本県は、2015年の世界陸上北京大会での陸上競技選手団受
け入れを縁に、東京2020大会におけるハンガリーのホストタ
ウンとして登録されています。
　7月8日のテコンドーを皮切りに、陸上競技､近代五種、水球、
トライアスロンの5競技の選手団が来県し、徹底した感染症対
策の下、直前キャンプを実施。選手たちは、最高のパフォーマ
ンスを発揮できるよう、本県で最終調整を行いました。大会本
番では、これまでの練習の成果を
発揮し、精一杯プレーしました。

カンセキスタジアムとちぎで練習する陸上競技選手団

ユウケイ武道館で練習するテコンドー選手団

ハンガリー選手団、

　　　　　　　頑張りました！

核兵器を廃絶し世界平和を実現しよう
　昭和20(1945)年、広島と長崎に投下
された原子爆弾は、瞬時に10万人以上
の生命を奪いました。世界唯一の被ば
く国として、核兵器の廃絶を国民的悲
願としているわが国は、非核三原則を
堅持するとともに、全世界に平和と軍
縮を訴え続けています。
　8月6日は広島に、9日は長崎に原子
爆弾が投下された日、15日は終戦記念
日です。この機会に核の廃絶と世界の
恒久平和の実現への認識をさらに深
めていきましょう。
9県総合政策課☎028-623-2205

　  県職員・警察官採用試験のお知らせ
◎県産休･育休代替職員等の登録試験FG

●1次試験日：9/19（日）260名程度D9/
10（金） 
9県人事課☎028-623-2039
◎県警察官採用試験
●1次試験日：9/19（日）●採用予定：大学
卒業者（男性）、高校卒業者等（男性･女
性）、特別区分（武道指導（柔道、剣道）、サ
イバー犯罪捜査官）D8/27（金）
9県人事委員会事務局☎028-623-3313

　　就学義務猶予免除者等の中学校卒業
　　程度認定試験

◎県職員採用選考考査
●1次考査日：9/26（日）●採用予定：職業
訓練指導員（機械系）、学芸員（油彩画）、繊
維工業技術者D8/16（月）
9県人事委員会事務局☎028-623-3313

　  自衛官採用試験
[自衛官候補生]●試験日：9/23（木･祝）、
25（土）、26（日）、10/2（土）、3（日）D9/13（月）
［一般曹候補生］●1次試験日：9/17（金）、
18（土）（予備日：9/19（日））D9/6（月）
［航空学生］●1次試験日：9/20（月・祝）
D9/9（木）
9自衛隊栃木地方協力本部☎028-634-3385

●試験日：10/21（木）
●就学義務猶予免除
者、日本国籍を有せ
ず今年度末までに15
歳以上になる方など
D9/3（金）
9県義務教育課☎028-623-3391

　  行政書士試験
●試験日：11/14（日）47,000円D8/27（金）
9行政書士試験研究センター
☎03-3263-7700

　　就学義務猶予免除者等の中学校卒業
　　程度認定試験
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　「県産とちおとめを使用したお菓子」
をプレゼント！

フリーズドライ
いちごのホワイト
チョコレートがけ


