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を知ろう!
エス　 ディー　　ジー 　 ズ

SDGs達成のカギは、一人ひとりの行動に委ねられています

  「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、
2015年に国連サミットにおいて採択された、世界共通の目標です。SDGsに
は、現在世界が直面している、貧困や紛争、気候
変動、資源の枯渇といった数多くの課題解決に
つながる“17のゴール（目標）”が定められていま
す。このゴールの達成により、経済、社会、環境の
3側面が調和した“誰一人取り残さない”持続可
能でより良い社会の実現を目指します。達成年
限は2030年。これに向けて世界各国では、さまざ
まな取組を実施しています。

このほか、各ゴールを達成するための169のターゲッ
ト(より具体的な目標)が設定されています。

・天然資源の持続可能な管理・利用
・廃棄物の発生の大幅な削減　など

私たちがこの地球で暮らし続けていくために、
2030年までに達成すべき目標

県はどのような取組をしている？ S D G sに取り組む県内企業を応援

県立高校における取組

詳しくは
こ ち ら

SDGs 17のゴール見たことある？

サステイナブル ディベロップメント ゴールズ

一例 ゴール12のターゲット

SDGsとは？

私たちには関係あるの？

最近、新聞やテレビなど、さまざまなところで見聞きする「SDGs」。
皆さんはご存じですか？今回は、SDGsとは何か、私たちにどのよう
な関わりがあるかをご紹介します。

とちぎSDGs推進企業
登録マーク

SDGsは各国政府だけでなく、地方自治体や企業、個人一人ひとりに至るまで、すべての人にそれぞれの立場での目標
達成に向けた行動が求められています。「SDGs達成に向けた取組」と言うと、難しく聞こえるかもしれませんが、日々の生
活で実践できることも。以下、取組例をご紹介します。皆さんも、まずは身近にあるできることから始めてみませんか。

このほかの取組例は
こちらをご覧ください
　　国連広報センター
「ナマケモノにもできる
アクション・ガイド」

特定外来種植物の駆除（宇都宮
白楊高校）

フードバンクに食品を寄付する

関連する
主なゴール

生活に困っている方々への支援や食品ロスの
削減に！

徒歩や自転車で通勤する

関連する
主なゴール

二酸化炭素排出量削減が地球温暖化対策につ
ながるほか、体を動かす通勤方法で健康に！

地域の活動に参加する

関連する
主なゴール

住んでいる町に関する理解や地域交流の促進に！

SDGsに取り組む企業を知る

関連する
主なゴール

企業の取組を知り、応援することで企業の活力
が向上し、持続可能な産業の発展に！

マイバッグを利用する

関連する
主なゴール

レジ袋削減で、使用済みプラスチックごみの減
少に！

地元で買い物をする

関連する
主なゴール

雇用確保や経営の継続など、地域経済の活性化に！

県では、SDGsの視点を取り入れて策定した県政の基本指針「とちぎ未来
創造プラン」に沿って各施策を推進し、SDGs達成に向けて取り組んでいま
す。ここでは、その中から2つの取組をご紹介します。

県立高校では、「総合的な探求の時間」や
「課題研究」等を利用し、身近なところから取
り組む学習を行うことにより、SDGsが掲げ
る地球規模の課題を生徒が自らの問題とし
て捉え、課題の解決に向けた意識や主体的に
取り組む姿勢を育んでいます。

　県では、「とちぎSDGs推進企業登録制度」を創設し、オ
リジナルの登録マークの提供や県ホームページへの掲
載を通してSDGs達成に向け、具体的な活動に取り組む
登録企業等を応援しています。（7月15日現在254者登録）

制度の詳細は、ホームページ
または以下に問い合わせを

9（公財）栃木県産業振興センター☎028-670-2608

登録企業のメリットは？
●企業のイメージアップ
●取引先からの信頼が向上

製造業の場合登録企業の取組事例
エネルギー使用量の削減
女性管理職比率の引き上げ

積極的に社会貢献し
ている企業と取り引
きしよう！



働き方改革の取組

生産性向上の取組

女性技術者の活躍･定着促進の取組

みんなの暮らしを支える

なぜ建設業が「地域の守り手」？　― 社会の生活基盤を創り・守る立役者

“3K”から“新3K”へ　― 人手不足の解決に向けて 若手技術者に聞く ― 建設業。働いてみてどうだった？

建設業
CCI(栃木県魅力あ
る建設事業推進協
議会)キャラクター
｢けんたくん｣

　県では、建設業のイメージアップを図るとともに新3K(給与が良
い、休暇が取れる、希望が持てる)の実現に向け、建設業界と共にさま
ざまな取組を行っています。

　「地域の守り手」として活躍するお二人に建設業についてお話を伺いました。

　県が発注する工事では、受注者が現場の労働環境改善に取り組め
るよう、以下の施策を推進しています。
●週休2日制工事 ≫ 現場に合わせた工期の設定や現場管理費など
の必要経費の補正を実施し、計画的な休暇の取得
●快適トイレの導入 ≫ 鏡付きの洗面台や照明を備えた仮設トイレ
の設置経費を計上し、現場で働くすべての人が快適に利用できるト
イレの設置

●ICT活用工事 ≫ GPSを搭載したICT建機による自律施工など新
技術を活用することで生産性が向上し、技術者の負担を軽減

　女性技術者も生き生きと活躍しており、平成28年
度には現場で働く女性をメンバーとした「とちけん
小町魅力向上委員会」を発足。女性視点の現場環境
改善などを実施しています。

語り切れない
　　建設業の魅力…

榎本 菜月
え の 

お お も り け い た

 も と   な つ き

さん
榎本建設株式会社

大森 啓汰 さん
川上建設株式会社

― ご実家が建設会社とのことで
すが、自然な流れで今の仕事に？
　いいえ。大学では心理学を専攻
していましたし、今の仕事に就こ
うとしたときは、家族から大反
対されました。それでもこの仕

事を選んだのは、｢社会のため、地域のため、人のため」という大きな役割を担える存
在として｢建設業はかっこいいのでは」と考えたからです。
― 建設業の“3K”に対する不安は？
　学生時代には3Kのイメージがありました。しかし、それよりもやりがいや達成感を
味わえる仕事ではないかと思いこの業界に飛び込んでみました。
　今の会社は余程のことがない限り残業はないし、休日も十分にあります。意外とき
れい好きな人が多いし、労働環境は一般的なイメージよりもはるかに良いと思います。
― 仕事とプライベートについて教えてください
　仕事中は監督として現場を管理し、家庭では家事・育児をしています。家族と過ご
す時間も大切にしており、先日は私が工事に携わった遊歩道や桟橋を子どもたちと
散歩してきました。
― 仕事の面白みはどんなところですか？
　工事現場の仕事は一人ではできません。一つの工事をたくさんの方と協力して行
うため、完成した際の喜びはひとしおです。工事の途中でも全員でアイデアを出し合
い、最適解を導き出すプロセスに面白さを感じます。

― なぜ建設業を選んだのですか？
　高校の土木学科に進学し、勉強し
ていく中で興味を持ちました。将
来的に自分のやったことが形と
して残っていく仕事をしたいと
思い、建設業を選びました。
― 建設業の“3K”に対する不安は？
　もちろんありました。しかし、仕事を続けていくにつれ、それ以上に感じるこの仕
事の達成感や充実感に魅了されています。
― その達成感・充実感を具体的に教えてください
　自分が施工した道路を地域住民の方々や、登下校する小学生が利用している姿を
見た時。街づくりをしている達成感や社会貢献をしている実感が湧いてきます。やっ
て良かったとやりがいを感じます。
― これから職業選択のタイミングを迎える方へ
　どの仕事も不安や負のイメージは付き物だと思います。しかし、それ以上の魅力が
あります。いろいろな仕事に興味を持ち、今の自分にできることに取り組んでみてく
ださい。その取組が後の自分の仕事の自信につながっていくと思います。

“地域の守り手”、建設業。かつての3K（きつい、汚
い、危険）のイメージは今、大きく変わりつつあ
ります。県では、国や建設業界と一体となり、新
たな担い手の確保に向けたさまざまな取組を展
開しています。今回はこれらの取組とともに建
設業の「現在」をご紹介。あなたも地域を支える
一員になってみませんか。

　皆さんが普段通ってい
る道路や橋。駅やスーパー
といった建物。生活の中で
当たり前に使っているこ
れらの施設を造っている
のは、建設業です。

地域を
創る 地域を

守る

　災害発生時には、道路をふ
さぐ土砂の撤去や決壊した
堤防等、被災した施設の応急
復旧作業に当たります。

地域を
守る

　完成した施設は、年月
の経過により老朽化し
ます。放っておくと、壊
れて危険に。これを未
然に防ぐため、施設の
計画的な維持管理
を行っています。

　建設業就業者数は建設投資額の減少と共に
減り、ピーク時から約27％も減少。投資額は平
成24年度以降増加に転じているにもかかわら
ず、就業者数はほぼ横ばいの状況です。
　また、就業者の約35％が55歳以上で29歳以下
は約11％と他産業に比べて高齢化が進行。
　引き続き「地域の守り手」として役割を果た
すためには将来の建設業を支える担い手の確
保が急務となっています。

Check！ 「地域の守り手」が減少
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「とちけん小町」
ロゴマーク

災害時
≫

とちけん小町魅力向上委員会メン
バー。今年度、女性初となる栃木県
優良建設工事技術者表彰を受賞

建設業に従事して7年。今年度、最年
少で栃木県優良建設工事技術者表
彰を受賞

栃木県県土ちゃんねる栃木県県土ちゃんねる

建設投資額と就業者数の推移

タイトル背景写真 撮影＝山崎 エリナさん

YouTubeでご紹介！
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栃木県のさまざまな情報を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!



　本県では、新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、医療崩壊が現実
となりつつあります。この危機的状況から早期に脱するためには、人の流れ
を抑えることが重要です。県民の皆さまには、生活や健康の維持に必要な場
合を除き外出自粛をお願いします。

　増加する療養者に対応するため、医療提供体制や宿泊療養体制等の拡充・
強化に向けて関係機関と調整しています。（以下に一部を掲載）
●入院病床のさらなる確保
●自宅や宿泊療養者の容態が悪化した際に、緊急的・
一時的に医療（診療・検査・酸素投与・点滴・投薬等）を
提供するコロナ患者専用の救急外来の設置
●重症化を抑えるための抗体カクテル療法を効率的
に実施できる体制の整備
●宿泊療養施設の新設等による療養可能室数の確保
●宿泊療養施設内に酸素投与および処方等の医療行
為を行える臨時診療所の設置

　ワクチン接種をより加速化するため、とちぎワクチン接種センター〔とち
ぎ健康の森（宇都宮市）〕のほかに、新たな接種会場の開設に向け、国等と調整
しています。詳細が決まり次第、県ホームページなどでお知らせします。

●むりょうで うけることが できます
●しんがた コロナウイルスが げんいんで おこる 
びょうきに かかりづらくなります
●｢副反応｣＜ワクチンを うけたあとに からだの
ぐあいが わるくなる＞が でる人もいます
●ワクチンは たくさんの人に うけることを すすめて
いますが うけたい人が うけます
●くわしいことは ホームページを みて ください

　最近の新型コロナウイルス感染症の新規感染者は若い世代の割合が高い
傾向にあるため、県が運営しているとちぎワクチン接種センター〔とちぎ健
康の森（宇都宮市）〕において若い世代を対象とした受付枠を設けています。

　若い世代を中心に、SNS上などでワクチンの有効性や
安全性に関する誤った情報や偽の情報が広がっています。
　ワクチン接種は、公的機関や複数の専門家など、科学的根拠に
基づいた信頼できる情報で正しい理解の下に判断しましょう。

　  各種試験のお知らせ
◎採石業務管理者試験
●試験日：10/8（金）48,100円●申込期間：
9/6（月）～22（水）
9県工業振興課☎028-623-3197
◎栃木県住宅供給公社職員採用試験
●試験日：10/17（日）21名D9/17（金）
9栃木県住宅供給公社☎028-622-2539
◎県立学校職員選考試験
●試験日：10/23（土）、24（日）●実習助手
（理科・農業・工業）、公仕●申込期間：9/
15（水）～27（月）
9県高校教育課☎028-623-3396
◎市町村総合事務組合職員採用試験
●1次試験日：10/24（日）●対象：H3/4/2～H
11/4/1に生まれた方でR4/1/1の採用に応じ
られる方●申込期間：9/10（金）～10/8（金）
9栃木県市町村総合事務組合☎028-625-3011
◎県職員（大学卒業程度）採用試験（追加募集）
●1次試験日：10/24（日）●総合土木、心理、
獣医師●申込期間：9/13（月）～10/4（月）
9県人事委員会事務局☎028-623-3313
◎危険物取扱者試験（第2回）
●試験日：11/7（日）●申込期間：9/6（月）～

17（金）
9消防試験研究センター栃木県支部
☎028-624-1022

　  健康づくり体験談の募集
●運動や食事、趣味に関することなど、自
分の健康管理法とその効果に関する体験
談を募集D9/30（木）
9栃木県後期高齢者医療広域連合☎028-627-6805

　  「とちぎの百様」ジュニアコンクール作品募集
●みんなに伝えたい「とちぎの百様」を募
集（作文、俳句･川柳、絵画）●対象：小学
4年生～中学3年生D10/15（金）
9県地域振興課☎028-623-2233

　  離職者等再就職支援プログラム事業
●10/13(水)から再就職に向けたウェブ研
修や職場実習等を実施245名D10/6（水）
9県労働政策課☎028-623-3224

●10/10（日）午後1時～3時●宇都宮市総

合福祉センター220名（先着）4無料●申
込期間：9/6（月）～24（金）
9栃木県視覚障害者福祉協会
☎028-625-4990

　  女性への暴力を考える講演会
●10/23（土)午後1時30分～3時30分●オ
ンライン開催280名（先着）4無料（通信
費等は自己負担）D10/15(金）
9とちぎ男女共同参画センター
☎028-665-8723

　  不動産取引法律相談              FG E

●9/16（木）午後1時30分～4時●県庁研修
館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）4無料D9/9（木）
9県住宅課☎028-623-2488

●交通ルールを守り、正しい交通マナー
を実践して交通事故を防止しましょう
9県くらし安全安心課☎028-623-2185

　  身体障害者巡回相談                    FG

●10/19（火）午後2時～4時●芳賀町民会
館25名（先着）D10/8（金）●各市町の障
害福祉担当課へ電話で申し込みを
9障害者総合相談所☎028-623-7010

　  統計調査にご理解とご協力を
◎栃木県商品流通調査
●製造業に属する事業所を対象に10月に
実施（最大1,500事業所）
9県統計課☎028-623-2244
◎社会生活基本調査
●県内の約1,700世帯を対象に国民の生活
行動や生活時間配分についての調査を
10月に実施
9県統計課☎028-623-2246

　  物品・役務等の入札を電子化します
●今年10月から栃木県本庁の物品・役務
等の入札を電子化●令和4年10月から公
所の物品・役務等の入札を電子化●令和
5年度からは原則電子での入札参加のみ
9県会計管理課☎028-623-2091

　  「白い杖の人を見かけたら正しい声か
　　けを」講演会　　　　　　　  FG E

　  秋の交通安全県民総ぐるみ運動
　  9/21（火）～30（木） 

緊急事態宣言期間中!!
その外出は、 必要ですか？今

「今すぐ必要ではない」外出
「今すぐでなくてもよい」外出
は自粛をお願いします

友達と遊びたいけど、
みんなを呼び出して
万が一のことがある
となぁ…

医療提供体制等の拡充・強化

　日本語があまり得意ではない外国人の方に、分かりやす
い言葉や表現に言い（書き）換えた日本語のこと。「これが
正解」というものはなく、相手の外国人の日本語能力など
により、いかに伝わるかを考え工夫して使うものです。

若い世代の専用接種枠の設置

対 象 者
接種会場
予約方法

使用ワクチン

18～39歳の県内在住の方
とちぎワクチン接種センター
専用予約サイト
武田/モデルナ社製

新設場所
予約方法

使用ワクチン

県内6カ所 
専用予約サイト
武田/モデルナ社製

その情報、信頼できますか？その情報、信頼できますか？

新型コロナワクチンQ&A（一部抜粋）

　　変異株の新型コロナウイルスに
も効果はありますか？
　　一般論として、ウイルスは絶え
ず変異を起こしていくもので、小さ
な変異でワクチンの効果がなくなる
というわけではありません。それぞ
れの変異株に対するワクチンの有効
性がどのくらいあるのかについて
も、確認が進められています

　　私は妊娠中･授乳中･妊娠を計画
中ですが、ワクチンを接種すること
ができますか？
　　妊娠中、授乳中、妊娠を計画中の
方も、ワクチンを接種することがで
きます。日本で承認されている新型
コロナワクチンが妊娠、胎児、母乳、
生殖器に悪影響を及ぼすという報告
はありません。妊娠中の時期を問わ
ず接種をおすすめします

出典：厚生労働省ホームページ このほかのQ&Aはこちら

県内に新たなワクチン接種会場を開設予定

For Foreigners（外国人の方へ）

感染状況が
落ち着いて

から

にしよう！

～“やさしい日本語”で
　　　　　お伝えします～

に ほんがい こく じん かた

つた

ご

しんがたコロナウイルスワクチン
<びょうきに かかりづらくするための よぼうちゅうしゃ>のおしらせ

ひと

ひと

ひと

“やさしい日本語”とは？

詳しくは
こちら

県ホーム
ページ

Q
Q

A A

予約は順次開始
しています

掲載内容は9月1日時点の情報です。
最新情報はこちらでご確認ください

ふく はん のう
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　2定員　4受験・参加料金　D応募・申込締切　9問合せ・申込先　F身障者用駐車場　G身障者用トイレ　Eオストメイト対応トイレ　　栃木県電子申請システム

Information

お知らせ
講座

県政 試験・募集 県のSNSは
こちら

詳しくは
県HPで！

マークの説明



　お米の代名詞「コシヒカリ」。
炊き立てのつやつや感、ふっく
らと弾力のある粘りは、白いご
飯だけでも食べたくなるほど
のおいしさです。

　県北地域で多く栽培されて
いる品種。大粒で米本来の甘み
と旨みが感じられます。煮魚や
煮物などの濃いめの味付けの
おかずなどにもよく合います。

　天皇の皇位継承に伴う重要祭
祀「大嘗祭」で用いるお米に選ば
れた品種。炊飯後も粒が崩れず、
冷めてもおいしいので、おにぎ
りやお弁当などに最適です。

だいじょうさい

○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 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

県政ラジオ番組　栃木放送「県政インフォメーション」月～金7:10～7:15、□月～金17:30～17:35　エフエム栃木「マロニエインフォメーション」月～木17:25～17:30、金17:28～17:33再県政ラジオ番組　栃木放送「県政インフォメーション」月～金7:10～7:15、□月～金17:30～17:35　エフエム栃木「マロニエインフォメーション」月～木17:25～17:30、金17:28～17:33再
4

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

環境負荷の低減
（例）観察に基づき、さまざま
な防除手段を適切に選択して
行う病害虫・雑草管理。

　有機JAS規格に従い、禁止され
た化学肥料や農薬を使用せず生
産され、登録認証機関により認証
されたもののみ有機JASマーク
を使用し、「有機」「オーガニック」
等と表示す
ることがで
きます。

　化学合成農薬や化学肥料を使用
しない有機農業は、農業生産に由来
する環境への負荷を低減し、農業生
態系の健全性を促進するものです。
生物多様性の保全や地球温暖化防
止等への高い効果も示
されており、SDGsの達
成にも貢献します。

1

実践と応援を！

地球温暖化防止
（例）土壌診断に基づく適正な
肥料の使用により、温室効果
ガスの発生を抑制。

2

生物多様性の維持・向上
（例）生き物の越冬環境確保の
ため、冬期の田んぼに2カ月以
上水を張る。

3 食の安全・安心・信頼性の確保
（例）農薬、肥料、燃料の適正な
使用、管理および処理と生産
履歴の記帳。

4

関連する
SDGs
のゴール

第 155 回 知事コラム

　第77回国民体育大会・第22回全国障害者スポーツ大会が
次の日程で開催される。
・国体冬季大会　令和4年1/24（月）～30（日）（8年ぶり）
・国体本大会　同年10/1（土）～11（火）（42年ぶり）
・全国障害者スポーツ大会 同年10/29（土）～31（月） （初開催）
　「夢を感動へ。感動を未来へ。」をスローガンに、来年は国
体・障スポイヤーを迎える。新型コロナウイルス感染症の状
況にもよるが、多くの県民や来県者にとって、ひときわ輝く人
生の1ページとなることを期待したい。
　企業協賛・募金は総額5億円を目標に始まったが、企業協賛
は140社から約3.1億円、募金は1,546人、275団体から約7,200万
円の御協力を頂いたところであり、目標に対しては今一歩のと
ころにある。また、募金者（個人1万円以上、団体10万円以上）
を顕彰するためのカンセキスタジアムとちぎへの銘板設置枚
数は1,345枚となっている。（金額等は8月23日現在）
　企業・団体・個人としてできる御協力を切にお願いいたします。

～いちご一会とちぎ国体・
いちご一会とちぎ大会～

【
問
合
せ
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生
産
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興
課
☎
０
２
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３
２
６

【
問
合
せ
】県
経
営
技
術
課
☎
０
２
８・６
２
３・２
２
８
６

抽選で
5名様 プレゼントコーナー

　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

9/24（金）※10月中旬発送予定

ご意見募集！

　「パックご飯（栃木県産こしひかり180グラム×3個入
り）×5袋」をプレゼント！

※個人情報はプレゼント発送以外には使用しません

県議会からのお知らせ
①次回の通常会議
9 /22（水）：本会議（開議､議案上程）
9 /28（火）､29（水）､30（木）
　　　　 ：本会議（質疑・質問）
10/ 6（水）：常任委員会
10/ 7（木）：グリーン社会実現特別委員会
10/12（火）：予算特別委員会（総括質疑）
10/13（水）：常任委員会､予算特別委員会
　　　　　（採決）
10/15（金）：本会議（採決､散会）
※予算特別委員会（採決）は午後2時、そ
の他は午前10時開始予定。なお､日程は
変更となる場合があります。詳細は県
議会ホームページでご確認ください
②県議会傍聴
　本会議や委員会はどなたでも傍聴で
きます。※傍聴人数を制限しています
③県議会中継・広報テレビ番組
　本会議（質疑・質問）と予算特別委員
会（総括質疑）はとちぎテレビ､栃木放
送（ラジオ）､県議会ホームページで､本
会議（開議､議案上程､採決､散会）は県
議会ホームページで生中継します。ま
た､県議会ハイライト（とちぎテレビ）
の次回放送は､11/14（日）午後5時20分～
6時です。
9県議会事務局
①議事課☎028-623-3761
②総務課☎028-623-3753
③政策調査課☎028-623-3772

農業
×

SDGs

本県は、全国有数の米どころ。質、量ともに全国トップクラスを誇ります。
過去には、米の食味ランキングでも最高ランク「特A」評価を獲得してい
るとちぎのお米。新米の時期、ぜひ食べ比べてみてはいかがでしょうか。

弾力のあ
る

粘りが特
徴

大きな粒
に

おいしさ
ぎゅっと

ぷくっと
大きく

豊かな甘
さ

まい

とちぎのお米
う米！う米！
まい

もっちり

あっさり

柔硬

1面のおまけ

もっちり

あっさり

柔硬

もっちり

あっさり

柔硬

※企業協賛・募金の問い合わせは、県総務企画課☎028-623-3518

コシヒカリ なすひかり とちぎの星

環境に配慮した持続的な農業を環境に配慮した持続的な農業を
農業分野においても、SDGsの達成に向け、環境と調和した
取組が求められています。県では、次の4つの観点からの総
合的な取組による、環境保全型農業を推進しています。

有機農業の推進

有機農産物


