（５） くらし、社会資本整備
テーマ

番号

ＮＰＯ法人（特定非

内容
ＮＰＯ法人の設立手続きや、ＮＰＯ法人になってからの手続きについて説明
します。

128 営利活動法人）の設

担当課（室）
県民文化課
県民協働推進
室

kyodo@pref.tochigi.lg.jp

立・運営について
協働の推進や社会貢献活動の促進に関する県の取組について説明します。
協働・社会貢献活動
129 について

とちぎへのＵＩＪ
130 ターンの促進・関係
人口の創出

とちぎへの新しい人の流れを生み出すため、本県へのＵＩＪターンを促進す
るとともに、地域と継続的に関わり将来的な移住にもつながる「関係人口」
を創出するための県の取組等について説明します。

土砂災害から身をま

大雨や地震により、毎年、全国で多くの土砂災害が発生し、尊い人命や財産
が失われています。土砂災害の恐ろしさや日頃の備え、県が行っている対策
等について説明します。

134 山地災害に備える

私たちの生活を守る
135 保安林の働き

交通事故のない地域
136 社会を目指して

近年、局地的集中豪雨（ゲリラ豪雨）が多発しています。安全に川を楽しむ
ために、川に行くときの注意点、天候や川の状況による避難のポイントなど
について説明します。

食品の表示を読み解

食の安全について考
142 えよう

HACCP（ハサッ
143 プ）って何だろう？

今日からできる食中
144 毒予防

危機管理課
総務企画担当
消防防災課
消防救急担当
砂防水資源課
砂防技術担当

河川課
水政管理担当

台風や集中豪雨などによって発生する山地災害は、いつ、どこで起こるか予
測が難しいため、山地災害が起こりやすい場所や山地災害が起こる前兆（危
険信号）について説明します。また、治山事業による山地災害の予防や復旧
工事の事例、森林の果たす役割について紹介します。

森林整備課
技術調整担当

保安林の役割や現況、保安林に指定されることによる優遇措置や行為制限に
ついて説明します。

森林整備課
保安林・林地
開発担当

TEL 028-623-2695
FAX 028-623-2146
kikikanri@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-2132
FAX 028-623-2146
syoubou@pref.tochigi.lg.jp

TEL 028-623-2454
FAX 028-623-2456

TEL 028-623-2442
FAX 028-623-2441

TEL 028-623-3285
FAX 028-623-3289
shinrinseibi@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3288
FAX 028-623-3289
shinrinseibi@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-2185
FAX 028-623-2182

県内で発生している交通事故の状況や、県が推進している各種の交通安全対
策について説明します。また、「自転車シミュレーター」による自転車の安
全利用方法の体験や、「ドライブレコーダー」による自動車の安全運転の確
認ができます。ヒヤリハット映像もご紹介します。

くらし安全安
心課
生活・交通安
全担当

交通安全講話、実技指導、映画、ビデオ、腹話術など年齢層に応じた体系的
な交通安全教育を行います。

警察本部
交通部交通企
画課

TEL 028-623-3798
FAX 028-643-5000

性犯罪・性暴力の現状や被害者支援の状況について説明します。

くらし安全安
心課
生活・交通安
全担当

TEL 028-623-2154
FAX 028-623-2182

くらし安全安
心課
消費者行政推
進室（消費生
活センター）

TEL 028-623-2135
FAX 028-623-2182

くらし安全安
心課
生活・交通安
全担当

TEL 028-623-2154
FAX 028-623-2182

生活衛生課
食品安全推進
班

TEL 028-623-3114
FAX 028-623-3116

消費者トラブルから身を守り、よりよい消費生活を送ることができるよう、
消費生活の基礎知識に関して説明します。

139 わないために

141 こう

TEL 028-623-2233
FAX 028-623-2234

kasen@pref.tochigi.lg.jp

性犯罪・性暴力につ
138 いて

子供たちを見守る
140 「ながら見守り」に
ついて

地域振興課
地域振興・移
住促進担当

sabou@pref.tochigi.lg.jp

137 交通安全教室

消費者トラブルにあ

TEL 028-623-3422
FAX 028-623-2121

chiiki@pref.tochigi.lg.jp
災害から命・財産・我が家・我がまちを守るために、普段からやっておくべ
きことや災害の時にどう行動すべきかを地域防災計画（水害・台風、竜巻等
風害・雪害対策編、火山災害対策編、火災・事故災害対策編、原子力災害対
策編、震災対策編）に基づき説明します。

川遊びの注意点につ
いて～急な増水等に
133 よる水難事故の防止
等～

県民文化課
県民協働推進
室

kyodo@pref.tochigi.lg.jp

災害から命・財産・
131 我が家・我がまちを
守るには

132 もる

連絡先
TEL 028-623-3422
FAX 028-623-2121

近年の犯罪の発生状況や子供たちを見守る「ながら見守り」について説明
します。

食品の表示は、その食品の内容を正しく理解し、選択したり、適正に使用し
たりする上で重要な情報源です。そこで、表示の上手な使い方を身につけて
もらえるよう表示の見方や活用方法について説明します。

kurashi@pref.tochigi.lg.jp

kurashi@pref.tochigi.lg.jp

seikatsu@pref.tochigi.lg.jp

kurashi@pref.tochigi.lg.jp

eisei@pref.tochigi.lg.jp
食品添加物や残留農薬、輸入食品等の食品の安全性や放射性物質の食品への
影響について、基礎的な知識や行政の取組について説明します。

生活衛生課
食品安全推進
班

TEL 028-623-3114
FAX 028-623-3116
eisei@pref.tochigi.lg.jp

HACCP（ハサップ）は、安全な食品を提供するための衛生管理の方法であ
り、国際標準として多くの国で導入が進んでいます。HACCPによる衛生管
理の優れた点を知っていただくとともに、本県独自の認証制度等について説
明します。

生活衛生課
食品安全推進
班

ノロウイルス・O157などによる食中毒を防ぐため、調理や買い物などにお 生活衛生課
いて、家庭でできる食中毒予防のポイントを説明します。
食品安全推進
班

TEL 028-623-3114
FAX 028-623-3116
eisei@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-3114
FAX 028-623-3116
eisei@pref.tochigi.lg.jp

あなたのペットと終

犬猫の置かれている現状を踏まえ、犬猫の正しい飼い方について説明しま
す。

動物愛護指導
センター

145 生幸せに暮らすには

146 暮らしの中の計量

doubutsuasc@pref.tochigi.lg.jp
「計量ってどんなこと？私たちの日常生活には特にかかわりはないので
は？」と思っていませんか。しかし、私たちは「計量」を抜きには生活する
ことができません。「計量」が日常の暮らしの中でどのように密接にかか
わっているのかを分かりやすく説明します。
ＬＰガスの消費者に対して、使用方法や契約について説明します。

ＬＰガスについての

産業政策課
企画調整担当
(計量検定所)

TEL 028-623-3168
FAX 028-623-3167
sangyo@pref.tochigi.lg.jp
(TEL 028-667-9425
FAX 028-667-9426)
keiryou-kentei@pref.tochigi.lg.jp)

工業振興課
保安担当

TEL 028-623-3196
FAX 028-623-3945

147 消費者講座

県境を越えた広域的
148 な交流連携による地
域振興

kougyou@pref.tochigi.lg.jp
県域を越えた広域交流事業への支援策として実施している「ＦＩＴ（福島・
茨城・栃木）構想」及び「両毛広域都市圏総合整備推進事業」について説明
します。

地域振興課
地域振興・移
住促進担当

149 とちぎのとち

多様な住まい・住ま
150 い方について

栃木県の住宅政策の指針となる「栃木県住宅マスタープラン」に基づき、県
民一人一人が豊かさを実感できる住生活や、自分のライフスタイルにあった
多様な住まい・住まい方を実現するための各種施策の概要等について説明し
ます。

住宅課
企画支援担当

空き家の現状と対策
151 について

社会問題化している空き家の増加について、栃木県の空き家の現状や空き家
対策の概要を説明します。
また、空き家の増加を抑えるため、中古住宅を流通させる取組について説明
します。

住宅課
企画支援担当

主に木造戸建住宅を対象として、分かりやすい教材を用いて耐震化の重要性
とその効果について説明します。

建築課
耐震推進担当

jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

建築課
建築指導班

社会資本整備を取り巻くさまざまな問題や課題及び今後の取組方針を分かり
やすく説明します。

公共事業を進めるうえで必要となる法律、制度、技術基準等の概要につい
て、分かりやすく説明する。

監理課
企画調整担当

過度なマイカー利用を控え、公共交通や自転車など他の交通手段に転換する
エコ通勤の取組について、その利点や取組方法などを紹介します。

まちづくりと土地区
162 画整理事業

技術管理課
技術調整担当

TEL 028-623-2421
FAX 028-623-2392

交通政策課
交通企画担当

TEL 028-623-2187
FAX 028-623-2399
kotsu@pref.tochigi.lg.jp

公共交通の現状と課題及び今後の方向性について説明するとともに、確保充
実に向けた交通事業者や県・市町などの取組(ＬＲＴ事業を含む)、新技術の
活用に向けた新たな取組（無人自動運転、MaaS等）について紹介します。

交通政策課
公共交通担当

TEL 028-623-2447
FAX 028-623-2399
kotsu@pref.tochigi.lg.jp

県民が安全で快適な暮らしを築くため、地域住民の意見を取り入れ、自然環
境や生態系に配慮しながら、取り組んでいるとちぎの川づくりや災害に対し
ての危機管理等について説明します。

ダムの種類や効果、洪水調節や渇水時の河川への水補給等について説明しま
す。

160 て

まちづくりと都市計
161 画

TEL 028-623-2384
FAX 028-623-2392

kensa@pref.tochigi.lg.jp

158 とちぎの道

とちぎのダムについ

TEL 028-623-2514
FAX 028-623-2489

kanrika@pref.tochigi.lg.jp

本県における道路の現状と課題、整備の概要や整備効果について説明しま
す。

159 とちぎの川づくり

TEL 028-623-2395
FAX 028-623-2489

kenchiku@pref.tochigi.lg.jp

154 と今後の展望

157 とちぎの公共交通

TEL 028-623-2483
FAX 028-623-2489
jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

153 建築士制度について

エコ通勤をはじめよ
156 う ～できることか
ら、ちょっとエコ～

TEL 028-623-2483
FAX 028-623-2489

kenchiku@pref.tochigi.lg.jp
建築物の設計・工事監理の業務に係る建築士制度を中心に、建築士法の全般
について説明します。

公共事業に関する法
155 律や制度について

TEL 028-623-2557
FAX 028-623-2234
chiiki@pref.tochigi.lg.jp

152 くり

社会資本整備の現状

TEL 028-623-2233
FAX 028-623-2234
chiiki@pref.tochigi.lg.jp

栃木県における①地価調査、地価公示の結果に基づく最近の地価の動向 ②県 地域振興課
土の総合的かつ計画的な利用を推進するための土地利用計画の体系 ③土地売 土地利用調整
買に関する届出等の概要について説明します。
班

地震に強い住まいづ

TEL 028-684-5458
FAX 028-684-5926

交通政策課
道路計画担当
道路保全課
道路管理担当
計画保全担当
都市整備課
街路担当
河川課
企画治水担当
県土防災対策
班

TEL 028-623-2408
FAX 028-623-2399

砂防水資源課
ダム水資源担
当

TEL 028-623-2565
FAX 028-623-2456

kotsu@pref.tochigi.lg.jp

TEL 028-623-2438
FAX 028-623-2441
kasen@pref.tochigi.lg.jp

sabou@pref.tochigi.lg.jp
これからの都市づくりや土地利用、都市施設などの都市計画の制度概要につ
いて説明します。

都市計画課
計画担当

TEL 028-623-2468
FAX 028-623-2595
toshikei@pref.tochigi.lg.jp

住民主体のまちづくりを進める上でより有効な事業手法である土地区画整理
事業について、その概要や注目すべき事例等を説明します。

都市計画課
まちづくり支
援担当

TEL 028-623-2464
FAX 028-623-2595
toshikei@pref.tochigi.lg.jp

まちづくりと中心市

中心市街地の現状と課題を踏まえ、基本的な考え方や取組事例、国・県の施
策と事業制度概要などについて説明します。

163 街地の活性化

都市計画課
まちづくり支
援担当

toshikei@pref.tochigi.lg.jp
美しい景観づくりのため、景観法や栃木県景観条例に基づく本県の取組など
について、分かりやすく説明します。

164 とちぎの景観づくり

都市計画課
景観づくり担
当

TEL 028-623-2463
FAX 028-623-2595
toshikei@pref.tochigi.lg.jp

美しい街並みを守るため、栃木県屋外広告物条例について分かりやすく説明
します。

165 屋外広告物

都市計画課
景観づくり担
当

TEL 028-623-2463
FAX 028-623-2595
toshikei@pref.tochigi.lg.jp

都市公園制度の解説及び県内９箇所の県営都市公園について、それぞれの特
色や楽しみ方等について説明します。

都市整備課
公園緑地担当

166 県営都市公園

不動産取引・住宅賃
167 貸借のポイントにつ
いて

TEL 028-623-2464
FAX 028-623-2595

TEL 028-623-2474
FAX 028-623-2477
tseibi@pref.tochigi.lg.jp

家や土地を購入したり、借りたりするといった「不動産取引」の際に、トラ
ブルになりやすい事項や、契約前にチェックすべきポイントについて説明し
ます。

住宅課
宅地指導担当

TEL 028-623-2488
FAX 028-623-2489
jyutaku@pref.tochigi.lg.jp

168 とちぎの下水道

下水道の歴史をはじめ、生活排水が公共用水域に及ぼす影響を具体的に挙
げ、下水道が人々の生活環境や地球の水環境にどのような役割と効果を果た
しているか、本県の普及状況とともに説明します。【対象：小学生以上】

都市整備課
下水道室

下水道資源の有効利
169 用

下水道は、水、汚泥、熱等の多くの利用可能な資源・エネルギーを有してい 都市整備課
るため、循環型社会の実現に向けて、その有効利用を図っています。 本県の 下水道室
取組とともに下水道資源の有効利用について説明します。【対象：中学生以
上】

TEL 028-623-2504
FAX 028-623-2477
tseibi@pref.tochigi.lg.jp
TEL 028-623-2504
FAX 028-623-2477
tseibi@pref.tochigi.lg.jp

