いちご

「とちぎ元気発信プラン」
と
「とちぎ創生１５戦略」の着実な推進
ひら

次代を拓く人づくり戦略

強みを生かす成長戦略

●学校指導力強化対策事業費

23億9,600万円

●技能五輪・アビリンピック開催事業費

児童一人ひとりへのきめ細かな指導ができる環境を整えるため、小学校
第3学年において35人以下学級の導入などを行います。

全国の青年技能者や障害者が技能を競う｢とちぎ技能五輪・
アビリンピック2017｣を11月に開催するとともに、選手育成の

●とちぎ結婚応援カード事業費

600万円

新婚夫婦や結婚予定のカップルが特典サービスを受けられる｢とちぎ

ための訓練費用の助成や講師の派遣などを行います。

●子どもの居場所づくりサポート事業費

競技に挑む選手

●とちぎの園芸活力創造総合推進事業費

結婚応援カード（仮称）」を発行し、結婚支援の充実を図ります。

13億5,800万円

｢園芸大国とちぎ｣づくりを推進するため、いちご、トマト、にら、アスパラガス等

2,700万円

経済的に困難な状況にある子どもを支援するため、食事や学習の場を

の生産性向上や、加工・業務用露地野菜の産地育成などを支援します。

●とちぎ材の家づくり支援事業費

提供する｢子どもの居場所｣の運営を行う市町に対して助成するとともに、
「子どもの居場所」の担い手の育成に取り組みます。

1億6,400万円

とちぎ材のさらなる利用拡大を図るため、県内の新築木造住宅の建設に対する
助成に加え、県内の耐震建て替えや県外の新築木造住宅の建設に対し助成します。

暮らし安心健康戦略

快適実感安全戦略

●看護職員等確保対策事業費 5億6,400万円

6億5,900万円

誇れる地域づくり戦略

子育て中の方が県内の准看護学校で学ぶ際に

県内建築物の耐震化を促進するため、民間木造住宅

●栃木ふるさと支援センター（仮称）検討費
200万円

修学資金の貸し付けを行うなど、看護職員等の

の耐震診断・改修等に加え、現地建て替えに対する助成

住民による地域コミュニティーの維持・再生の

確保・育成を支援します。

などを行います。

●障害者差別解消推進事業費

1,100万円

●耐震改修促進事業費

1億6,300万円

取り組み等を促進する、
「栃木ふるさと支援センタ

●低炭素社会づくり促進事業費

ー（仮称）」の制度設計に向けた調査・検討などを行

3,100万円

います。

外見から分かりにくい障害者への

温室効果ガス排出量を削減するため、県 と 協力企業

合理的配慮の浸透に向け、ヘルプマ

等が連携し、中小企業の省エネの取り組みへの支援や

●総合文化センター大規模改修費 5,400万円

ークの普及啓発を市町と連携して行

コージェネレーション（エンジン・燃料電池等の方式に

開館から25年が経過した県総合文化センターに

うなど、障害者の差別解消に取り組

より発電し、その際に生じる排熱も回収して利用する

ついて、安定的な施設環境を維持していくための

こと）の導入可能性調査などを行います。

大規模改修に取り組みます。

みます。

ヘルプマーク

平成29年度一般会計当初予算額
その他

県

(使用料・手数料、
中小企業
からの貸付金の返済金など)

税

(県民税、事業税、地方
消費税、自動車税など)

基金取り崩し
114(1.4％)

2,420
(29.7％)

(財源の調整の
ために積み立てた
基金の取り崩し)

歳入

2,455
(30.1％)

[億円]

898
(11.0％)

国庫支出金

8,159億8,000万円（前年度比 0.3％減）

(国が使途を特定して
地方公共団体に交付
する支出金)

1,218
(14.9％)
615
440
(7.5％) (5.4％)

地方交付税
(国が地方に代わっ
て徴収し、交付する
地方の固有財源)

県債の償還に
農林水産業の発展に
355(4.3％)

教育・文化に
(教育費)

(農林水産業費)

庁舎管理などに
365(4.5％)

その他

(公債費)

1,058
(13.0％)

860
(10.5％)

1,859
(22.8％)

歳出

(総務費)

1,037
(12.7％)

[億円]

595
(7.3％)

犯罪・交通事故防止に
430(5.3％)

745
(9.1％)

県債

県債(臨時財政対策債)

医療や健康づくりに

商工業の発展に

(施設や道路をつくるための借金)

(地方交付税の不足分を補うための借金)

(衛生費)

(商工費)

16代目 フレッシュメイト

検索

問 とちぎ農産物マーケティング協会

☎028‑616‑8787

JICAボランティア募集
●自身の知識や経験等を生かして途上国
の課題解決に協力●対象：日本国籍を有
する方（青年海外協力隊は20〜39歳、シニ
ア海外ボランティアは40〜69歳）〆 5/10
（水）
●応募方法などは問い合わせを
問 青年海外協力協会☎03‑6261‑0263
全国障害者スポーツ大会派遣選手募集
●大会期間：10/28（土）〜30（月）●対象：
県内に在住・通所・通学する13歳以上の身
体障害者・知的障害者の方で第12回栃木
県障害者スポーツ大会に出場した方等
定 30名
（選考）●申込期間：4/18
（火）
〜5/23
（火）●詳しくは問い合わせを
問 栃木県障害者スポーツ協会
☎028‑624‑2761

知事と語ろう！とちぎ元気フォーラム
in 益子 参加者募集
●6/10（土）午後1時30分〜●益子町中央
公民館●県民の皆さんと知事との対話集
会●対象：県内に在住・通勤・通学する方
定 80名
（抽選）〆 5/26（金）●応募方法：住
所、氏名、年齢、性別、
電話番号、職業（学校
名）
、託児・手話通訳・
要約筆記希望の有無
を 電 話・F A X（028‑
623‑2160）
・はがき・
Eメール（kocho@pref.tochigi.lg.jp）で
問 〒320‑8501県広報課☎028‑623‑2158
保育士確保のための貸付事業
①保育料の一部貸付②就職準備金貸付③
保育士修学資金貸付●貸与額：①保育料
の半額で月額27,000円まで（12カ月分ま
で）②40万円以内（1回限り）③月額5万円
以内（24カ月分まで）、入学準備金20万円
（1年次）
、就職準備金20万円（最終学年）
●対象：①未就学児を持つ保育士の方②
県内の保育所等に新たに勤務する方③指
定保育士養成学校に在学している方●一
定期間、県内の保育所等で保育業務に従
事した場合は返還免除●詳しい募集要項
や応募方法などは問い合わせを
問 とちぎ保育士・保育所支援センター
☎028‑307‑4194

(民生費)

856
(10.5％)

(警察費)

とちぎフレッシュメイト募集
●県内外のイベント（年間約40回）で、と
ちぎブランド農産物のイメージアップ活
動を行います●応
募資格：県内に在
住する18〜29歳の
方 定 若干名（選考）
〆 5/1
（月）
必着●応
募方法などは問い
合わせを。または 15代目とちぎフレッシュメイト

福祉の向上に

住宅・公園・
下水道・道路に
(土木費)

不動産取引法律相談
●4/20（木）午後1時30分〜4時●県庁本館
きのこ・たけのこ・山菜を採取して出 8階会議室4●弁護士などによる不動産取
荷・販売する皆さんへ
引の法律相談 定 3件（先着）料 無料 〆 4/14
●販売の際は事前に県のモニタリング検 （金）●電話で申し込みを
査が必要です●野生の場合は、採取場所 問 県住宅課☎028‑623‑2488
が出荷制限区域でないことを確認してく
ださい●産地は市町名を正しく表示し、 動物愛護指導センターからのお知らせ
「栽培」か「野生」かの区別を徹底してくだ ◎猫譲渡事前講習会
さい●出荷制限区域など詳しくは県ホー ●4/26（水）午後1時30分〜3時 料 無料
ムページで確認を
◎子犬の譲渡会
問 県林業木材産業課☎028‑623‑3274
●5/9（火）午後1時30分〜3時30分●犬譲
渡事前講習会の受講が必要（直近は5/7
（日）午後1時30分〜3時）
国民生活基礎調査にご協力を
●国民の保健、
福祉、
年金、
所得等生活の基 ※いずれも電話で申し込みを
礎的事項を調査する全国規模の調査●対 問 同センター（宇都宮市）☎028‑684‑5458
象：国勢調査の調査地区から抽出した15
地区●4月中旬から、知事または宇都宮市 県職員（大卒程度）、小中学校事務職員
長が発行した身分証を所持した統計調査 （大卒程度）採用試験等説明会
員が、調査地区内の各世帯を訪問します
●県の業務内容・組織・採用試験等の日程
問 県健康増進課☎028‑623‑3096
に関する説明会●対象：平成29年度採用
試験等の受験を検討されている方
春の交通安全県民総ぐるみ運動（4/6〜15） ［東京 ］●4/27（木）●都道府県会館402
●子どもや高齢者に優しい3S（ スリーエ 会議室（東京都千代田区）定 144名（先着）
］●5/1（月）●県総合文化セ
ス）運 動 に ご 協
［県内
ンター（宇都宮市）定 300名（先着）
力ください●交
通ルールと交通
※いずれも午後1時30分〜●当日直接会
場へ●参加不参加は試験の合否に関係あ
マナーを守り、
交通事故を防止
りません●詳しくは県ホームページをご
しましょう
覧になるか問い合わせを
問 県くらし安全安心課☎028‑623‑2154
問 県人事委員会事務局☎028‑623‑3313

案

内

栃木県ホームページの新着情報や報道発表情報をtwitter
（ツイッター）
で配信中。アカウント
「@pref̲tochigi」
（表示名「栃木県広報課」）で県の最新情報をチェック！！

❸

