（４） 産業（農林、商工、観光、労働）
番号

テーマ

80 農業の６次産業化

内容
農産物の生産者自らが、加工や流通・販売を行う農業の６次産業化につい
て、その意義や優良事例の紹介、事業実施に向けた具体的な支援策等につい
て説明します。

81 進化する農業・栃木

82

83

県産農産物の安全・
安心対策
新テーマ

84 農福連携について

85 農業制度金融

とちぎ生まれの新品

農政課
農政戦略推進
室

第3期栃木県食育推進計画や第4期とちぎ地産地消推進方針に基づく取組等に 農政課
ついて説明します。
食育・地産地
消担当

安全・安心な農産物を生産するための県や生産者の取組について説明しま
す。

農政課
食育・地産地
消担当

89

県では、子供や高齢者、障害者など誰もが取り組め、その多彩な効用によ
り、元気に、そして笑顔になれる農業を「ユニバーサル農業」として推進し
ており、近年広がりつつある「農福連携」を中心としてその取組状況や取組
手法を紹介します。

農政課
食育・地産地
消担当

農業者の自主性と創意工夫を活かした効果的な農業投資の推進に向けて、経
営実態に応じた農業制度資金の融資に関して、その種類、内容、借受者のメ
リット等について説明します。

経済流通課
農業金融担当

TEL 028-623-2297
FAX 028-623-2301

経営技術課
普及情報担当

keizairyutu@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-2313
FAX 028-623-2315

県が開発に取り組んでいる様々な農作物新品種の特徴や、農産物の収量・品
質を高める新技術等について紹介します。

nousei@pref.tochigi.lg.jp

農薬を使用するにあたり、遵守すべき事項、危被害防止対策等について、関
連法令を交えた説明を通して、農薬の適正使用に関する理解を深めてもらい
ます。

農産物の知的財産（特許、商標、品種登録等）について、制度の仕組と権利
の取得、権利侵害への対応などについて分かりやすく説明します。

92 とちぎの畜産

本県の畜産について、全国に占める割合や特徴を分かりやすく説明します。
また、安全で良質な畜産物を提供する立場から、畜産物の生産段階における
安全確保について解説します。

95

農村の豊かな地域資
源を活かしたグリー
ン・ツーリズム

96

田んぼまわりの生き
物に配慮した農業農
村整備

経営技術課
環境保全型農
業担当

TEL 028-623-2286
FAX 028-623-2315

経営技術課
普及情報担当

TEL 028-623-2313
FAX 028-623-2315
agriinfo@pref.tochigi.lg.jp

91 とちぎのさかな

94

TEL 028-623-2286
FAX 028-623-2315

agriinfo@pref.tochigi.lg.jp

県内の河川湖沼に生息している魚類の分類や主要な魚の生態、ミヤコタナゴ
等希少な魚の生態と保護について説明します。また、水産試験場で実施して
いる試験研究の取組を紹介します。

地籍調査～土地に関
する戸籍の調査～

経営技術課
環境保全型農
業担当

agriinfo@pref.tochigi.lg.jp

90 とちぎの農産物

93

TEL 028-623-2288
FAX 028-623-2340

agriinfo@pref.tochigi.lg.jp

日本一のいちご、かんぴょうをはじめ、全国有数の農業産出額を誇る本県農
産物の生産・流通状況、とちぎ生まれの新品種や高品質な農産物の生産に向
けた取組状況などについて説明します。

家畜伝染病（豚熱・
高病原性鳥インフル
エンザ）

TEL 028-623-2288
FAX 028-623-2340
nousei@pref.tochigi.lg.jp

87 環境にやさしい農業

農産物の知的財産に
ついて

TEL 028-623-2288
FAX 028-623-2340
nousei@pref.tochigi.lg.jp

人と環境にやさしい農業を目指す環境保全型農業の現状と県の取組につい
て、県内の取組事例等を交えながら解説します。

88

TEL 028-623-2284
FAX 028-623-2340
nousei@pref.tochigi.lg.jp

86 種・新技術

農薬の適正使用につ
いて

連絡先
TEL 028-623-2288
FAX 028-623-2340
nousei@pref.tochigi.lg.jp

本県の農業・農村の現状と課題及び農業の成長・発展に向けた具体的な振興
方策等について説明します。

食育・地産地消の推
進について

担当課（室）
農政課
食育・地産地
消担当

生産振興課

農村振興課
水産資源担当

TEL 028-623-2328
FAX 028-623-2335
seisansinko@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-2351
FAX 028-623-2337
nosonsinko@pref.tochigi.lg.jp

畜産振興課
企画経営担当

TEL 028-623-2344
FAX 028-623-2353
chikusan@pref.tochigi.lg.jp

豚熱（CSF）や高病原性鳥インフルエンザなどの社会的影響の大きい家畜伝 畜産振興課
染病について、発生した場合の対応や法制度等の仕組みを説明し、社会生活 家畜防疫班
における家畜防疫の重要性、畜産経営及び畜産物の安全性に対する理解を深
めていただきます。

TEL 028-623-2352
FAX 028-623-2353

地籍調査とは何か、どうして必要なのか、またどの様な効果があるのかを分
かりやすく説明します。

TEL 028-623-2363
FAX 028-623-2337

農村の豊かな地域資源（旬の農産物、景観、農家民宿等）を活かし、農村地
域に様々な方々に来ていただき、地域の活性化を図るグリーン・ツーリズム
の取組について説明します。

農業農村の生産基盤（農地や農業用水路等）の整備にあたって取り組んでい
る「田んぼまわりの生き物への配慮」の内容について、具体事例を交えて紹
介します。

農村振興課
総務企画担当

農村振興課
農村・中山間
地域担当

農地整備課
調査計画担当

chikusan@pref.tochigi.lg.jp

nosonsinko@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-2333
FAX 028-623-2337
nosonsinko@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-2360
FAX 028-623-2378
nochiseibi@pref.tochigi.lg.jp

テーマ

番号

強い農業づくりのた

97 めの農地の整備

98

農業農村整備の工事
現場の紹介

99

スマート農業に対応
した農業農村整備の
展開について

食と農を支える農業

100 用水

とちぎの特用林産物
101 （きのこ、たけのこ
等）

とちぎの木材～人に
102 も環境にもやさしい
木づかい～

「新とちぎ産業成長
103 戦略」について

“フードバレーとち
104 ぎ”について

内容
強い農業づくりと食料の安定確保に欠かせない生産基盤（農地や農業用水
路、農道等）の整備について、導入の必要性や効果、県の推進構想の他、担
い手への農地集積の実践例、関連する先進技術などを紹介します。

農業農村整備の内容や取組などを紹介することで、農業生産基盤の整備の必
要性や技術職員の重要性などを理解してもらう。なお、人材確保の観点から
も農業土木を専攻している高校生・大学生を対象とする。

強くしなやかな農業づくりの実現に向けて、スマート農業に対応した生産基
盤をより一層推進するため、農業者、農業関係団体、行政に対し、省力化技
術や先端技術の必要性やその効果などを紹介します。

農産物の生産に欠かせない農業用水について、先人たちが知恵と努力により
切り拓き適切に維持管理してきた歴史と、農業用水のもつ多面的な役割など
を分かりやすく説明します。

担当課（室）
農地整備課
水利保全担
当、
圃場整備担当
農地整備課
調査計画担
当、
圃場整備担当

TEL 028-623-2360
FAX 028-623-2378

農地整備課
調査計画担当

TEL 028-623-2360
FAX 028-623-2378

本県における特用林産物の生産の状況や特徴とその振興対策等について説明
します。また、特用林産物が、いかに栃木の原風景である平地林の保全に寄
与しているか、さらに、地産地消の推進の重要性や特用林産物と健康の関係
なども説明します。

林業木材産業
課
きのこ振興担
当

住環境への木材利用を中心に、木の良さ・特性（健康に安心な素材であるこ
となど）、木材利用は地球環境にもやさしいことなどを説明します。また、
県産材利用に関する県の取組についても紹介します。

林業木材産業
課
木材産業担当

県では、令和３年３月に、本県の産業振興施策の基本指針となる「新とちぎ
産業成長戦略」を策定しました。この戦略に掲げた本県産業の目指すべき将
来像とその実現に向けた産業振興施策の方向及び具体的な取組などについて
説明します。

産業政策課
次世代産業創
造室

本県の持つポテンシャルを最大限に活かし、“食”に関連する産業の振興を
図ることにより、“食”をテーマに地域経済が成長・発展し、活力あふれる
“フードバレーとちぎ”を目指す取組を説明します。

産業政策課
次世代産業創
造室

栃木県企業局で造成、分譲している産業団地の紹介、企業誘致の現状、現在
の取組、今後の課題等について説明します。

「栃木県中小企業・小規模企業の振興に関する条例」(平成27年12月24日
施行)や県の中小・小規模企業への支援策等を説明します。

108 中小企業の経営革新

まちなか・商業の活
110 性化

中小企業の金融円滑化のために、金融機関を窓口に制度融資を実施していま
す。制度の仕組みと、どのような場合にどのような方が利用できるかなどを
説明します。

ringyomokuzai@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3203
FAX 028-623-3167
sangyo@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3203
FAX 028-623-3167

産業政策課
企業立地班

TEL 028-623-3202
FAX 028-623-3167

企業局地域整
備課
企業誘導班

経営支援課
中小・小規模
企業支援室

経営支援課
商業活性化担
当

TEL 028-623-3818
FAX 028-623-3826
kigyochiiki@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3173
FAX 028-623-3340
shienshitsu@pref.tochigi.lg.j
p
TEL 028-623-3176
FAX 028-623-3340

経営支援課
金融担当

TEL 028-623-3181
FAX 028-623-3340
keiei@pref.tochigi.lg.jp

まちなかの賑わい創出や商業活性化に関する取組について、県内外の先進的
な事例を紹介しながら、各種施策などについて説明します。

経営支援課
商業活性化担
当

TEL 028-623-3175
FAX 028-623-3340
syougyou@pref.tochigi.lg.jp

工業振興課
地域産業担当
ものづくり企
業支援室

TEL 028-623-3192
FAX 028-623-3945

「栃木県産業技術センター」の概要と、センターが実施する技術の高度化や
技術力の向上など県内企業に対する支援施策等を紹介します。

工業振興課
ものづくり企
業支援室
（産業技術セ
ンター）

TEL 028-623-3192
FAX 028-623-3945
kougyou@pref.tochigi.lg.jp
(TEL 028-670-3391
FAX 028-667-9430
sangyou-gc@pref.tochigi.lg.jp)

県が指定する伝統工芸品及び国が指定する伝統的工芸品の概要、振興施策、
伝統工芸品産業の状況などを説明します。

工業振興課
地域産業担当

TEL 028-623-3199
FAX 028-623-3945

111 中小製造業の振興

113 とちぎの伝統工芸品

ringyomokuzai@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3276
FAX 028-623-3278

syougyou@pref.tochigi.lg.jp

県が実施する中小製造業振興のための施策について説明します。

産業技術センター
112 －発信します明日を
拓く確かな技術－

TEL 028-623-3274
FAX 028-623-3278

sangyo@pref.tochigi.lg.jp

中小企業者の経営革新への取組を促進するため、経営革新計画承認制度の内
容や計画書作成のポイント、支援策について説明します。

中小企業者向け制度

nochiseibi@pref.tochigi.lg.jp

food@pref.tochigi.lg.jp

107 支援

109 融資

nochiseibi@pref.tochigi.lg.jp

農地整備課
調査計画担
当、
圃場整備担当

105 とちぎの企業誘致

中小・小規模企業の

nochiseibi@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-2360
FAX 028-623-2378

nochiseibi@pref.tochigi.lg.jp

本県の産業集積及び産業団地の現状並びに県の企業立地のための施策などに
ついて説明します。

栃木県企業局の産業
106 団地

連絡先
TEL 028-623-2364
FAX 028-623-2378

kougyou@pref.tochigi.lg.jp

kougyou@pref.tochigi.lg.jp

番号

テーマ

内容
ものづくり産業における知的財産の重要性や活用事例、本県における知的財
産の活性化に向けた取組、支援策等について説明します。

114 知的財産の活用

繊維の基礎知識と繊

115 維製品の取扱方法

県南技術支援セン
116 ターの役割－地域産
業への技術支援－

繊維のやさしい見分け方や繊維製品の性能試験などの基礎知識、繊維製品に
絵文字などで表される品質表示の解説や正しい取扱方法について、やさしく
解説します。

工業振興課
ものづくり企
業支援室
（繊維技術支
援センター）

TEL 028-623-3192
FAX 028-623-3945
kougyou@pref.tochigi.lg.jp
(TEL 0284-21-2138
FAX 0284-21-1390
seni-gc@pref.tochigi.lg.jp)

県南技術支援センターの沿革と業務内容を中心に、地域産業への技術支援の
現状と、当技術支援センターで実施する研究開発の事例などを紹介します。

工業振興課
ものづくり企
業支援室
（県南技術支
援センター）

TEL 028-623-3192
FAX 028-623-3945
kougyou@pref.tochigi.lg.jp
(TEL 0283-22-0733
FAX 0283-22-7689
kennan-gc@pref.tochigi.lg.jp)

本場結城紬の産地及び歴史について説明します。また、糸つむぎから機織り
まで、結城紬の生産工程を説明します。

工業振興課
地域産業担当
（紬織物技術
支援セン
ター）

TEL 028-623-3199
FAX 028-623-3945
kougyou@pref.tochigi.lg.jp
(TEL 0285-49-0009
FAX 0285-49-0909
tsumugi-gc@pref.tochigi.lg.jp)

窯業技術支援センターの沿革と概要及び益子焼を中心とした「焼物」につい
て紹介します。

工業振興課
地域産業担当
（窯業技術支
援センター）

TEL 028-623-3199
FAX 028-623-3945
kougyou@pref.tochigi.lg.jp
(TEL 0285-72-5221
FAX 028５-72-7590
yougyou-gc@pref.tochigi.lg.jp)

本県の観光の現状・課題及び振興策などについて説明します。

観光交流課
観光地づくり
担当

TEL 028-623-3210
FAX 028-623-3306

118 ターと益子焼

119 とちぎの観光振興

kanko@pref.tochigi.lg.jp
県内の雇用情勢や若年者雇用の現状のほか、ＵＩＪターン就職など、県の雇
用施策について説明します。

労働政策課
雇用対策担当

120 雇用対策

とちぎジョブモール
121 による就労支援策に
ついて

122 働き方改革

「とちぎジョブモール」の概要と、ジョブモールが実施する若年者をはじめ
中高年齢者や障害のある方など、さまざまな求職者に対する就職支援策等を
紹介します。

平成31年４月から順次施行されている働き方改革関連法の概要や、仕事と生 労働政策課
活を両立できる多様な働き方を選択できるような労働環境の整備について説 労働経済・福
明します。
祉担当

TEL 028-623-3217
FAX 028-623-3225

労働政策課
労働経済・福
祉担当

TEL 028-623-3218
FAX 028-623-3225
rousei@pref.tochigi.lg.jp

企業等における女性の活躍推進を目的とした、女性活躍推進法及び県女性活
躍推進計画の概要や県の取組について説明します。

労働政策課
労働経済・福
祉担当

TEL 028-623-3217
FAX 028-623-3225
rousei@pref.tochigi.lg.jp

「働き方改革」の推進等による労働環境の変化に伴い、雇用のトラブルも多
様化・複雑化していくことが予想されます。労働委員会が行っているあっせ
ん等の紛争解決制度の仕組みや、トラブルの予防・解決のためのポイント
を、事例を交えて説明します。

労働委員会事
務局
審査調整課

職業に就くための技術・技能を習得したい方を対象に、県立産業技術専門校
等で実施する職業訓練について紹介します。

労働政策課
産業人材育成
担当

126 とちぎの職業訓練

企業の技能人材の育
127 成

TEL 028-623-3226
FAX 028-623-3236

rousei@pref.tochigi.lg.jp

124 の活躍推進

雇用トラブルの予

労働政策課
ジョブモール
担当

rousei@pref.tochigi.lg.jp

123 過労死等防止対策

125 防・解決のポイント

TEL 028-623-3224
FAX 028-623-3225
rousei@pref.tochigi.lg.jp

過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることの
できる社会の実現に寄与するための過労死等防止対策について説明します。

企業等における女性

連絡先
TEL 028-623-3192
FAX 028-623-3945
kougyou@pref.tochigi.lg.jp

117 本場結城紬

窯業技術支援セン

担当課（室）
工業振興課
ものづくり企
業支援室

TEL 028-623-3337
FAX 028-623-3338
roudouiin@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3237
FAX 028-623-3225
rousei@pref.tochigi.lg.jp

製造業等ものづくり企業における、技術・技能の維持・継承が危ぶまれてい
ます。次代を担う若年技能者の育成、ものづくり技能の維持・継承やとちぎ
マイスター制度、｢技能五輪全国大会・全国アビリンピック｣などの県の取組
を説明します。

労働政策課
産業人材育成
担当

TEL 028-623-3237
FAX 028-623-3225
rousei@pref.tochigi.lg.jp

