新型コロナ
ウイルス
感染症

ご自身と大切な方を
守るために

本県では、皆さまのご協力により、新規
感染者数が減少傾向にあります。
しかし油
断は禁物。感染者の発生をさらに抑える
ため、引き続きご自身と大切な方を守る
ための行動をお願いします。

掲載内容は9月28日時点の情
報です。最新の感染状況や対
策 は 、県 ホ ー ム
ページでご確認
ください

ワクチン接種会場（県主導）

ワクチン接種の検討を
ワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い
効果があり、また、重症化を予防する効果も期待されています。ま
だ接種されていない方は、改めてご検討をお願いします。
なお、県南地域･県北地域に新たに6会場を開設し､9月から接種
を開始しています。

①とちぎワクチン接種センター
（とちぎ健康の森）
②とちぎワクチン接種センター
（県南体育館）

小山市

10/18までの土･日･月曜

若い世代の皆さまへ

③とちぎワクチン接種センター
（矢板市文化会館）

矢板市

10/13までの火･水曜

新規感染者に占める若い方の割合が増加しているため、若い方
のワクチン接種を促進しています。

④とちぎワクチン接種センター
（佐野厚生総合病院）

佐野市

10/10までの土･日曜 ※1

予約しよう

正しい情報を
知ろう
●ワクチン接種に関
する正しい情報等の
動画をオンラインで
配信しています。ぜひ
ご覧ください

●右表①〜③の
会場で若者専用
接種枠を設置し
ています

※一般枠でも予約可

●ワクチンを2回接種
した18〜39歳の方に
県産品等が抽選で当
たるキャンペーンを
実施しています

の皆 さ ま へ
飲食店

場

⑤とちぎワクチン接種センター
（那須赤十字病院）

1回目接種日

宇都宮市 11/2（火）まで

大田原市 10/22までの木･金曜
市民枠 10/10（日）※2
広域枠 10/10（日）

⑦佐野市接種会場
（イオンタウン佐野（浅沼町））

佐野市

市民枠 10/21までの水･木曜 ※2 2006年4月1
（10/6､20を除く）
日以前に生
まれた方
広域枠 10/6（水）､20（水）

認証

支援

県内中小企業者等の皆さまが感染症対策に要した経
費（機器整備等）の一部を補助します。
申請期限は
10月29日（金）

対象例
詳しくは
こちら

んで
を選
お店 心安全
安
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認証基準を確認

基準をすべて

調査員の

感染防止対策に

満たしたら

現地確認を

取り組む

申請する

受ける

詳しくは
こちら

※申請から認証までは､3〜4週間程度かかります

県政

お知らせ

月額･入学一時金奨学生募集
●対象：令和4年度に高校･専修学校･大学
等に進学希望の方 D11/15（月）
9 栃木県育英会☎028-623-3459
栃木県東京学生寮入寮者募集
●対象：令和4年度に大学等に進学または
在学している方 D11/15（月）
9 栃木県育英会☎028-623-3459

詳しくは

県 H P で！

講座
発達障害セミナー［オンライン］
●10/29（ 金）〜11/8（ 月）●オンデマンド
配信●「思春期･青年期における発達障害
の理解と支援」と題した講演●対象：県内
に在住または通勤･通学する方 4 無料（通
信費等は自己負担）D11/7（日）
9 障害者総合相談所☎028-623-6111

県民の皆さまへ

左のステッカーが掲示してある飲食店は、県が認証した
感染防止対策に取り組んでいるお店です。
認証店はホームページで随時公開し
ています。外食する際の安心なお店選び 認証店一覧
はこちら
にご活用ください。

認証ステッカー
（利用者の目に付く場所に掲示）

募集・試験

Information

県のSNSは
こちら

高次脳機能障害セミナー
［オンライン］
●11/2（ 火）〜16（ 火）●オンデマンド配
信●「生活を支える高次脳機能リハビリ
テーション」と題した講演 4 無料（通信費
等は自己負担）D10/29（金）
9 障害者総合相談所☎028-623-6114

ヒューマンフェスタとちぎ2021 F G E
「障がい福祉と支援とは」講演会 F G E ●11/13（ 土）●とちぎ福祉プラザ（宇都
●10/31（ 日）午後1時〜3時●わかくさア 宮市）●人権に関する講演やスペシャル
各種試験のお知らせ
リーナ（宇都宮市）●今後の障害者福祉と 対談、ヒューマントークショーなど 2 午
◎栃木県保健衛生事業団職員採用試験
支 援 の あ り 方 を 考 え る 講 演 2 8 0 名（ 先 前･午後の部各150名4 無料 D10/27（水）
9 県人権･青少年男女参画課
●1次試験日：11/3（ 水・祝）●採用予定： 着）4 無料●当日直接会場へ
9とちぎの障がい福祉を明るくする会
☎028-623-3027
事務職 D10/18（月）
9 同事業団総務課☎028-623-8181
☎090-7701-3130（午後6時以降）
メール kappa1@cc9.ne.jp
◎砂利採取業務主任者試験
ひとり親家庭サポーターのつどい F G E
●11/14（日）午後1時〜3時10分●パル
●試験日：11/12（ 金）4 8,100円●申込期
女性とシニアのためのミニ面接会 F G ティ（宇都宮市）●「危険から子どもを守
間：10/5（火）〜20（水）
9 県工業振興課☎028-623-3197
●11/1（ 月）午後1時30分〜3時30分●下 るためには」と題した講演など 2 150名
野市役所●地域中小企業等とのミニ面接 （先着）4 無料D10/20（水）
◎県職員
（就職氷河期世代対象）
採用試験
9 栃木県ひとり親家庭福祉連合会
●1次試験日：11/28（ 日）●採用予定：行 会2 30名（先着）4 無料 D10/31（日）
9（株）
ワークエントリー☎028-612-8643 ☎028-665-7806
政D10/21（木）
9 県人事委員会事務局☎028-623-3313
マークの説明

2 定員

4 受験・参加料金

D 応募・申込締切

18歳以上

※1 ④は9月28日時点で予約満員ですが、キャンセル等が出る場合がありますので、ご確認ください
※2 ⑥⑦の市民枠の予約は、各市の予約サイトで受け付けています

認証ステッカー
が交付される

02

12歳以上

足利市

る安心

01

18歳以上

⑥足利市接種会場
（足利市民体育館）

感染防止対策に取り組む飲食店を県が認証し、公表しています。
既に対策に取り組んでいるお店も、これから取り組むお店も、認証を受けること
により、その取組を多くの方々に知ってもらい、お客さまに安心して利用していた
だけます。飲食店の皆さまは、ぜひ申請をお願いします。
認証の流れ

対象年齢

会場によって対象者や接種日等が異なるため、県ホームページの各会場の
案内をご確認の上、予約してください
県ホームページ

とちま

感染防止対策をして認証申請を

所在地

9 問合せ・申込先

︻問合せ︼県感染症対策課☎028・623・30８９

動画やキャンペー
ンの詳細はこちら

接種して
応募しよう

会

F 身障者用駐車場

心豊かな青少年を育む県民のつどい F G E
●11/16（ 火）午後2時30分〜4時30分●県
総合文化センター（宇都宮市）●少年の主
張の発表や講演、県警音楽隊による演奏
会 4 無料 D10/18（月）
9 県人権･青少年男女参画課
☎028-623-3076
障がい者スポーツ指導員（初級）養成
講習会（全4回）

●11/20（ 土）、27（ 土）、12/11（ 土）、18（ 土）
●わかくさアリーナ（宇都宮市）2 40名
（抽選）4 5,000円●申込期間：10/5（火）〜
26（火）
9 栃木県障害者スポーツ協会
☎028-624-2761 FAX 028-624-2761
労働相談会
●10/29（ 金）、30（ 土）●オリオンACぷら
ざ（宇都宮市）●「パワハラ」
「 解雇」
「 雇止
め」などの労使関係のトラブルに関する
相談会 4 無料●オンライン相談も可
9 県労働委員会事務局☎028-623-3337

G 身障者用トイレ E オストメイト対応トイレ

託児サービス
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