令和４年度
№

所属

県政広報コーナー１
展示期間

展示スケジュール
展示名称

日数

1 水政課

7月29日 (金) ～

2 健康推進課

11月4日 (金) ～ 11月17日 (木)

14 令和４年度

3 義務教育課

12月9日 (金) ～ 12月26日 (月)

18 未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール

4 教育庁総務企画部総務課

3月6日 (月) ～

8月8日 (月)

3月17日 (金)

11

水の週間に係る啓発ポスター及び全日本中学生水の作文コンクール受賞作品の展示

８０２０・６４２４運動推進期間

12 令和４年度NIEコンクール優秀作品展示
いばらきフィルムコミッション公開作品紹介

常設展示
茨城Ｊリーグ、茨城ロボッツなどの県内スポーツチーム展示

令和４年度
№

所属

県政広報コーナー２

展示期間

一般展示スケジュール
展示名称

日数

1 資源循環推進課

4月11日 (月) 午後 ～

4月25日 (月) 午前

15

2 福祉政策課

4月25日 (月) 午後

5月12日 (木) 午前

18 人権啓発パネル展示

3 宅地整備販売課 5月12日 (木) 午後 ～

5月27日 (金) 午前

16 つくばエクスプレス沿線エリアPR

4 環境政策課

5月12日 (木) 午後 ～

5月27日 (金) 午前

16 国際生物多様性の日パネル展示

5 健康推進課

5月27日 (金) 午後 ～

6月7日 (火) 午前

12 令和４年度

6 水政課

5月27日 (金) 午後 ～

6月7日 (火) 午前

12 水道普及啓発のパネル等展示

7 河川課

6月7日 (火) 午後 ～

6月20日 (月) 午前

14

8 健康推進課

6月7日 (火) 午後 ～

6月20日 (月) 午前

14 食育月間及び食育の日に係るパネル等展示

6月20日 (月) 午後 ～

6月30日 (木) 午前

11 男女共同参画週間パネル展

10 薬務課

6月20日 (月) 午後 ～

6月30日 (木) 午前

11 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

11 青少年家庭課

6月30日 (木) 午後 ～

7月13日 (水) 午前

14 青少年の非行・被害防止全国強調月間（７月）

12 労働政策課

6月30日 (木) 午後 ～

7月13日 (水) 午前

14

13 長寿福祉課

7月13日 (水) 午後 ～

7月20日 (水) 午前

14 福祉政策課

7月25日 (月) 午後 ～

8月5日 (金) 午前

9

女性活躍・県民協働課

15 健康推進課

8月5日 (金) 午後

「茨城県リサイクル認定製品」の紹介、「３Ｒポスターコンテスト優秀作品」の展示

歯と口の健康週間・禁煙週間

令和３年度「土砂災害防止に関する絵画・作文」入賞作品の展示・水防啓発展

茨城県立産業技術短期大学校・産業技術専門学院ものづくり企画展

8 「戦争と茨城」～茨城郷土部隊史料保存会～
12 人権啓発パネル展示

～

8月17日 (水) 午前

13 ヒロシマ・ナガサキ原爆パネル展・ハンセン病パネル展

16 道路維持課

8月17日 (水) 午後 ～

8月26日 (金) 午前

10 通学路の安全確保に係る取り組みパネル展

17 観光物産課

8月26日 (金) 午後 ～

9月8日 (木) 午前

14 いばらきフラワーパークのPR

18 生活衛生課

8月26日 (金) 午後 ～

9月8日 (木) 午前

14 動物愛護月間を踏まえた動物愛護啓発パネル展示

19 長寿福祉課

9月8日 (木) 午後 ～

9月20日 (火) 午前

13 令和４年度「老人の日」に係る展示

20 生活文化課

9月8日 (木) 午後 ～

9月20日 (火) 午前

13

21 健康推進課

9月20日 (火) 午後 ～

9月30日 (金) 午前

11 「循環器疾患予防月間」に係る展示

22 長寿福祉課

9月20日 (火) 午後 ～

9月30日 (金) 午前

11 ９月「茨城県認知症を知る月間」

23 環境対策課

9月30日 (金) 午後 ～ 10月11日 (火) 午前

12 浄化槽による生活排水処理について

24 健康推進課

9月30日 (金) 午後

12 茨城県がん検診推進強化月間 がん予防・がん検診展

～ 10月11日 (火) 午前

悪質商法から高齢者を守りましょう（高齢者向け悪質商法・ニセ電話詐欺被害防止キャンペーンの周知）

25 薬務課

10月11日 (火) 午後 ～ 10月20日 (木) 午前

10

26 技術革新課

10月20日 (木) 午後 ～ 10月31日 (月) 午前

12 いばらきの木製品展（茨城県家具建具商工連合会）

「薬と健康の週間」ポスター展・１０月は臓器移植普及推進月間、骨髄バンク推進月間です。

27 青少年家庭課 10月31日 (月) 午後 ～ 11月10日 (木) 午前

11 子供・若者育成支援推進強調月間（１１月）

28 宅地整備販売課 10月31日 (月) 午後 ～ 11月10日 (木) 午前

11 つくばエクスプレス沿線エリアPR

29 税務課

11月10日 (木) 午後 ～ 11月21日 (月) 午前

12 中学生及び高校生の「税に関する作文」優秀作品展

30 健康推進課

11月10日 (木) 午後 ～ 11月21日 (月) 午前

12 「いばらき美味しおDay」（減塩の日）に係るパネル等展示

31 環境政策課

11月21日 (月) 午後 ～ 11月30日 (水) 午前

10 茨城県の地球温暖化対策

32

11月21日 (月) 午後 ～ 11月30日 (水) 午前

10 犯罪被害者週間キャンペーン

犯罪被害者支援室

33 感染症対策課 11月30日 (水) 午後

12月7日 (水) 午前

8 世界エイズデーキャンペーン

34 生活文化課

12月7日 (水) 午後 ～ 12月16日 (金) 午前

10 年末の交通事故防止県民運動

35 生活文化課

12月7日 (水) 午後 ～ 12月16日 (金) 午前

10 いばらき消費生活展

36 環境対策課

12月16日 (金) 午後 ～ 12月26日 (月) 午前

11 クリーンアップひぬまネットワーク作品展

37 福祉政策課

12月16日 (金) 午後 ～ 12月26日 (月) 午前

11 令和４年度 人権啓発ポスターコンクール優秀作品展

38 漁政課

12月26日 (月) 午後 ～

1月5日 (木) 午前

11 茨城県海の子絵画展

1月5日 (木) 午後 ～

1月13日 (金) 午前

40 統計課

1月13日 (金) 午後 ～

1月25日 (水) 午前

41 福祉政策課

1月25日 (水) 午後 ～

2月3日 (金) 午前

42 消防安全課

2月3日 (金) 午後 ～

2月13日 (月) 午前

11 第40回火災予防ポスターコンクール

43 営業企画課

2月3日 (金) 午後 ～

2月13日 (月) 午前

11 令和４年茨城県広報コンクール入賞作品展示

女性活躍・県民協働課

2月13日 (月) 午後 ～

2月24日 (金) 午前

12 北方領土問題啓発パネル展

45 青少年家庭課

2月24日 (金) 午後 ～

3月8日 (水) 午前

3月8日 (水) 午後 ～

3月22日 (水) 午前

15 東日本大震災記録資料展示会

3月22日 (水) 午後 ～

4月10日 (月) 午前

20 世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間

39 生活文化課

44

46

防災・危機管理課

47 障害福祉課

～

9

入選作品展示

悪質商法から身を守ろう（若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーンの周知）

13 令和４年度茨城県統計グラフコンクール入選作品展
10 人権啓発パネル展示

13 茨城県フィルタリング普及啓発推進月間（２月・３月）

作品展

令和４年度

県政広報コーナー２

特別展示スケジュール

展示場所：南側壁面パネル
№

所属

展示期間

日数

展示名称

1 農村計画課

4月11日 (月) 午後 ～

5月16日 (月) 午前

36

2 国際渉外チーム

5月16日 (月) 午後 ～

6月30日 (木) 午前

46 「茨城から世界へ!JICA海外協力隊写真展～『派遣国でもらった今も心に残る“あの言葉”』～」

9月8日 (木) 午後 ～

10月3日 (月) 午前

26 森林湖沼環境税を活用した取組についての展示

3 林政課

「第１３回いばらきの農業・農村子ども絵画コンクール」入賞作品展

4 生活文化課

10月13日 (木) 午後 ～ 10月28日 (金) 午前

16 令和４年度交通安全ポスター作品コンクール作品展示

5 長寿福祉課

10月28日 (金) 午後 ～ 11月14日 (月) 午前

18 令和４年度「介護の日」パネル展示

6 林政課

11月14日 (月) 午後 ～ 11月30日 (水) 午前

17 国土緑化ポスターコンクールの入賞作品展

7 検査指導課

11月30日 (水) 午後 ～ 12月16日 (金) 午前

17 「小・中学生の建設現場を描いた図画コンクール」作品展

8 障害福祉課

12月16日 (金) 午後 ～

1月6日 (金) 午前

22 障害のある人が創った作品展

1月6日 (金) 午後 ～

1月23日 (月) 午前

18 明るい選挙啓発ポスターコンクール入選作品展示

3月6日 (月) 午後 ～

3月17日 (金) 午前

12 令和４年度NIEコンクール優秀作品展示

9 市町村課
10

教育庁総務企画部総務課

