
栃木県ホームページの新着情報や報道発表情報を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！
❸

各種試験
※いずれも詳しくは問い合わせまたは
県ホームページで確認を
◎産休・育休代替職員等の登録試験56
●第1次試験日：9/20（日）●11/4（水）か
ら4年間、任用候補者名簿に登録され、
勤務希望地･期間等が一致した場合に
勤務250名程度●申込期間：8/3（月）～
9/11（金）●受験案内･申込書は県庁な
どで配布中（県ホームページにも掲載）
4県人事課☎︎028-623-2039
◎県職員採用試験・選考考査
※いずれも受験資格・案内等は県ホー
ムページで確認を
［学芸員･警察情報処理技術者］●第1次
考査日：9/20（日）
［博物館資料専門員］●書類による第1
次考査
[社会人対象］●第1次試験日：9/27（日）
●採用予定:行政･総合土木
※いずれも38/19（水）
［就職氷河期世代対象］●第1次試験日：
11/29（日）●採用予定：行政●申込期
間：10/1（木）～21（水）
※社会人対象と就職氷河期世代対象は
どちらか一方の申し込みに限る
4県人事委員会事務局☎︎028-623-3313
◎県警察官採用試験
●第1次試験日：9/20（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）38/28（金）
●受験案内・申込書を県内警察署・交
番等で配布中（県ホームページにも掲
載）
4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
●試験日：10/22（木）●対象：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39/4（金）
4県義務教育課☎︎028-623-3391

◎調理師試験・製菓衛生師試験
●試験日：11/8（日）1調理師6,100円、
製菓衛生師9,400円●申込期間：9/16
（水）～18（金）●申し込みは居住地を管
轄する各健康福祉センター（宇都宮市
の方は宇都宮市保健所）、県外在住の方
は県生活衛生課
4県生活衛生課☎︎028-623-3114

県庁見学「県庁walk」参加者募集
●県庁舎および周辺施設の見学●開
催日：9/3（木）午前10時～午後2時（昼食
は各自）●対象：県内在住者220名程度
（抽選）1無料38/17（月）●詳しくは問
い合わせを
4県県民プラザ室☎︎028-623-3757

県森林審議会委員募集
●森林法の施行に関する重要事項につ
いて調査審議します●対象：県内に在
住・通勤・通学されている20歳以上の方
38/21（金）●詳しくは問い合わせを
4県森林整備課☎︎028-623-3288

作品募集
※いずれも詳しくは問い合わせを
◎第70回栃木県児童生徒発明工夫展覧
会出品募集
●対象：県内に通学する小・中・高校生
等●募集期間：8/28（金）～9/11（金）
4総合教育センター☎︎028-665-7204
◎「ジュニア知事さん」作文募集
●テーマ：もし私が知事になったら、
こんなことをしてみたい●対象：県内
に在住・通学する小学4～6年生39/30
（水）
4県広報課☎︎028-623-2158

計量モニターの募集　
●市販の食料品の量目を調査します●対
象：日光市、那須烏山市、下野市、上三川
町、益子町にお住まいの方21市町につ
き10名●応募方法などはお住まいの市
町担当課に問い合わせを
4計量検定所☎︎028-667-9425

動物愛護指導センターからのお知らせ�56
◎猫譲渡事前講習会
●8/26（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38/25（火）
◎動物愛護ふれあいサマースクール
●8/30（日）午後1時～3時30分●犬につ
いての体験学習●対象：小学3～5年生お
よびその家族216組（32名程度、先着）
1無料●申込期間：8/3（月）～7（金）
※いずれも電話で申し込みを
4同センター（宇都宮市）☎︎028-684-5458

8月15日（土）は終戦記念日
●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
4県高齢対策課☎︎028-623-3054

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。
4県総合政策課☎︎028-623-2205

日光大使館別荘サマーフェスト2020�56
●8/8（土）午前9時～午後2時30分●英
国大使館別荘記念公園、イタリア大使
館別荘記念公園（いずれも日光市）●宇
都宮短期大学附属高校音楽科によるコ
ンサート、調理科・パティシエ部による
お菓子の販売、茶道部による野だてな
ど1無料（入館料別）●当日直接会場へ
4県自然環境課☎︎028-623-3206

ひとり親のための講習会
◎パソコン研修会（全9回）
●9/5（土）～11/14（土）期間中の土曜●栃
木市会場および高根沢町会場2各会場
15名（選考）38/25（火）●託児利用は事
前に連絡を
◎医療事務・調剤事務管理士講習会（全14回）
●9/15（火）～11/27（金）期間中の火･金曜
●栃木市会場210名（選考）38/28（金）
※いずれも●対象：ひとり親家庭の母・
父、寡婦の方（宇都宮市を除く）1無料
（教材費等負担あり）●詳しくは問い合
わせを
4栃木県母子家庭等就業・自立支援セン
ター（月曜・祝日は閉館）☎︎028-665-7801

盲ろう者向け通訳・介助員養成基礎講
座（全7回）� 567
●9/5（土）～10/11（日）期間中の土・日
曜●パルティ（宇都宮市）220名12,000
円38/21（金）●詳しくは問い合わせを
4県障害福祉課☎︎028-623-3053

点訳奉仕員講座（初級）
●点字図書を製作する奉仕員を養成
［壬生町会場567］●10/6（火）～2/9（火）
期間中の火曜●壬生町保健福祉センター
［宇都宮市会場567］●9/10（木）～3/25
（木）期間中の木曜●とちぎ福祉プラザ
※いずれも210名（先着）1500円●申込
期間：8/3（月）～20（木）●詳しくは問い合
わせを
4栃木県視覚障害者福祉協会☎︎028-625-4990

催し・講座催し・講座

案　　　内案　　　内

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
1受験・参加料金　　3応募・申込締切
2定員　　4問い合わせ・申し込み先

試験・募集試験・募集

新型コロナ
ウ イル ス
感 染 症

今こそ、 本県の患者発生状況
（1週間累計）の を！感染拡大防止対策 徹底

●「3つの密」の回避や、人と人との距離（できれば2メートル）の確
保、マスクの着用、手洗い、換気など、基本的な感染防止対策の徹底
●感染防止対策※が徹底されていない場所への外出控え
※県内施設の取組状況は、「取組宣言」ステッカーの有無で確認できます

発熱等の風邪症状があるときは、学校や会社を休み、外出を控えましょう

地域企業等を応援するため
「とちぎ応援プレミアムチケット」を販売!!

以下のいずれかに該当する場合は、すぐに相談を！
●息苦しさ、強いだるさ、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
●重症化しやすい方※や妊娠している方で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪の
症状がある場合

●発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ず、また、症状には個人差があるので、強い症状と
思う場合はすぐ相談を。解熱剤等を飲み続けなければならない場合も同様)

［利 用 期 間］ 8月3日(月)～10月31日(土)
［利 用 店 舗］ 感染防止に取り組む県内の「取扱店」

（6,000円分の商品券）

※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けて
いる方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

新型コロナウイルス相談コールセンター
日 本 語

日本語以外
（外国人向け）

FAX相談窓口
（聴覚障害等
の方 向 け ）

☎0570-052-092（24時間対応）

�県健康増進課☎028-623-3089

Coronavirus Hotline for Tochigi Foreign Residents 
Call us if you are worried about infection
☎028-678-8282(24hours、19languages)
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「取扱店」等
詳しくはこちら

［販 売 価 格］ 1冊5,000円（6,000円分の商品券）　※1人2冊まで
［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
［販 売 期 間］ 8月3日（月）～9月30日（水）※無くなり次第終了
［販 売 窓 口］ 県内の郵便局311カ所（簡易郵便局を除く）
�とちぎ応援プレミアムチケット事務局☎0285-32-6316
(平日：午前10時～午後5時、ただし8月は無休）

　 028-623-3052（平日：午前8時30分～午後8時）
　 028-623-2527(上記以外）
相談票はこちら 栃木県 コロナ相談

●業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの徹底など、適切な取組の実施
●「新型コロナ感染防止対策取組宣言」の実施
●イベント開催の規模の目安は5,000人以下とし、屋内では収容定員の
半分以下の参加、屋外では人と人との距離を十分に確保

感染者数が拡大傾向にあり、感
染経路を特定（推定）できない者
の増加、複数のクラスター発生、
病床ひっ迫のリスクが高まって
いるため注意が必要な状態
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「感染拡大注意」とは… 詳しくは
こちら
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～警戒レベルを「感染拡大注意」に引き上げ !!～
　緊急事態宣言解除後の県内感染者数は低く推移していましたが、
6月27日から7月27日までの約1ヶ月間で101名の感染者、5つのクラ
スターが発生しました。このため県では、県内の感染拡大状況を判
断するために設定している3段階の警戒度を「感染観察」から「感染
拡大注意」に引き上げました。さらなる感染拡大を防止するため、
県民の皆さまには以下の取組にご協力をお願いします。


