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令和 3年 6月号24

令和 3年度介護支援専門員
実務研修受講試験
日時／
　10月10日（日）10：00～ 12：00
場所／
○第1会場…宇都宮大学峰キャンパス
　　　　　　（宇都宮市峰町 350）
○第2会場…とちぎ健康の森
　　　　　　（宇都宮市駒生町3337-1）
【試験案内書（申込書）】
配布期間／6月1日（火）～30日（水）
配布場所／各市役所 ・町役場（介護
保険担当窓口）、県庁（保健福祉部高
齢対策課）、各健康福祉センター、
とちぎ福祉プラザ、栃木県シル
バー大学校各校、とちぎ健康の森
（総合受付、土 ・日・祝日も配布）
受付期間／6月11日（金）～30日（水）
　　　　　＊当日消印有効
申込方法／申込書を試験案内書に同
封の封筒に入れ、簡易書留で郵送
してください。

※期間以外の受付は一切行いません。
受験料／ 13,800 円
申込 ・問い合わせ／
　（社）とちぎ健康福祉協会
　☎０２８（６５０）５５８７

令和3年度第1回消防設備士試験
試験の種類／
 ・甲種（特類・第 1類～第 5類）
 ・乙種（第 1類～第 7類）
試験日／ 9 月 12 日（日）9：30 ～
試験会場／県立宇都宮工業高等学校
　　　　　（宇都宮市雀宮町 52）
試験手数料／ ・甲種 5,700 円
　　　　　　・乙種 3,800 円
書面申請／7月5日（月）～16日（金）
　9：00 ～ 17：00（土日を除く）
の期間に、（一財）消防試験研究
センター栃木県支部（〒 320-0032 

宇都宮市昭和 1-2-16 栃木県自治
会館 1階）へ郵送または直接持参
してください。
電子申請／ 7 月 2日（金）9：00 ～
13日（火）17：00の期間に、イン
　ターネットによる受験申請ができ
ます。

そのほか／詳しくは、（一財）消防
試験研究センターのホームペー
ジをご覧ください。　　　　　　　　　

問い合わせ／
　（一財）消防試験研究センター栃木県支部
　☎０２８（６２４）１０２２
　塩谷広域行政組合消防本部予防課
　☎（４０）１１２９

第 1回  「高校生の保護者のため
の合同企業説明会」
日時／
　7月 3日（土）13：00 ～ 15：00
場所／ベルヴィ宇都宮
　　　（宇都宮市宿郷 5-21-15）
定員／高校生の保護者 100 人
※先着順・事前予約制・参加無料
内容／
【第 1部】ミニセミナー
「高校生の就職事情について」
　高校生の就職について、保護者と
して知っておくべきことを分かりや
すく解説します。
【第 2部】企業プレゼンテーション
　栃木県を代表する 30 社の企業が
自社を PRします。
【第 3部】企業個別説明会
　企業の採用担当者の話を個別に
じっくり聞くことができます。
申込方法／電話または申
込フォームからお申し
込みください。

申込・問い合わせ／
　（栃木県保護者合同企業説明会事業受託）
　（株）ワークエントリー栃木事業部
　☎０２８（６１２）８６４３

「とちぎネットアンケート」協力者
　県民の皆さんの意識やニーズを把
握し、県政に反映させるため、イン
ターネットを利用した県政に関する
アンケートにご協力いただける方を
募集しています。
応募資格／
 ・県内在住の満 16 歳以上の方で、
月1回・10問程度のアンケートに
ご協力いただける方
 ・インターネットのウェブサイトの
閲覧、日本語による電子メールの
利用が可能な方

申込方法／県ホームページ「とちぎ
ネットアンケート協力者募集」の
ページにある応募フォー

　ムからお申し込みくだ
さい。

問い合わせ／
　栃木県広報課
　☎０２８（６２３）２１５８
　 kocho@pref.tochigi.lg.jp

福祉・保育のお仕事就職フェア
　福祉や保育の仕事に就きたい方と
求人事業所との合同相談会です。
日時／
【福祉関係】※午前・午後の 2部制
　6月 26日（土）10：25～ 12：10

14：10 ～ 16：00
【保育関係】
　6月 27日（日）12：30 ～ 15：30
場所／障害者スポーツセンター（わか
くさアリーナ）（宇都宮市若草1-10-6）
そのほか／
 ・託児付き　＊事前に申込が必要です。
 ・参加無料
 ・参加には事前申込が必要です。
　申込方法など、詳しくはお問い合
わせください。
申込・問い合わせ／
　栃木県社会福祉協議会　
　☎０２８（６４３）５６２２

募　　集

申込はこちら

申込はこちら

基本的な感染対策を徹底しましょう！

　令和 3年 6月号 25※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなどは状況により中止または延期することがあります。予めご了承ください。
※イベントなどに参加される場合は、マスクの着用や自宅での検温など感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。
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・スロージューサー
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・ミシン
・チャイルドシート問い合わせ／

　消費生活センター（生活環境課）　
　☎（４３）３６２１ 詳しくはこちら

薬物問題をお持ちの方の家族の集い
～薬物問題への向き合い方、一緒に
探してみませんか～
　薬物問題に対する不安や、子ども
の将来に対する不安など、誰にも相
談できずに悩んでいるご家族が多い
ようです。同じような思いを抱えて
いるご家族が集まり、ほかでは言え
ない不安や悩みを語り、分かち合う
ことができる家族の集いがあります。
　これまで 1 人で抱え込んできた
思いを話してみませんか？
日時／奇数月第 2木曜日
　　　13：30 ～ 15：30
① 7月 8日　② 9月 9日
③ 11 月 11 日　④ 1月 13 日
⑤ 3月 10 日
場所／栃木県県北健康福祉センター
　　　（大田原市住吉町 2-14-9）
申込方法／電話でお申し込みください。
そのほか／随時、薬剤師や保健師に
よる薬物相談も受け付けています。

申込・問い合わせ／
　栃木県県北健康福祉センター
　☎（２２）２３６４

リサイクル制服・体操着
　卒業や成長などにより不要になっ
た制服や体操着を必要とされる方に
お譲りする活動を通して、子育て世
代の経済的負担軽減と子どもたちが
物を大切にする気持ちを育てます。
対象校／矢板中学校・片岡中学校
そのほか／譲りうける際には、ク
リーニングなどの管理資金のご
協力をお願いします。

問い合わせ／
　NPO法人風車　渡辺
　☎０８０（１０７３）２２６９

つつじが丘ニュータウン宅地分譲
　現地宅地分譲受付および相談会を
実施します。
日時／ 6 月 19 日（土）、20 日（日）
　　　10：00 ～ 17：00
場所／エコプレミアムセンター
　　　（乙畑 1393-230）
宅地面積／ 221.16㎡～ 392.47㎡
販売価格／ 402 万円～ 885 万円
販売区画数／ 12 区画　＊先着順
※販売区画数は、掲載時点のものです。
※宅地分譲は、随時受け付けしています。
公社支援制度／
　定住促進支援 30 万円助成
※条件についてはお問い合わせください。
問い合わせ／栃木県住宅供給公社
　　　　　　☎０２８（６２２）０４６３

忘れていませんか ?
あなたの自動車税（県税）
　令和 3年度の自動車税（種別割）
の納税はお済みですか。
　納期限（5月31日）が過ぎましたの
で、お忘れになっている方は、至急納
税してください。納税されませんと督
促状が送付され、延滞金もかかります。
　また、督促状を発してから 10 日
を経過しても完納しないと、差し押
さえなどの滞納処分を受けることに
なります。
　自動車税（種別割）は、銀行や郵
便局などの金融機関のほか、コンビ
ニエンスストア、クレジットカード、
ペイジーに加え、スマートフォン決裁
アプリでも納付することができます。
問い合わせ／矢板県税事務所収税課
　　　　　　☎（４３）２１７１

農業者年金現況届について
　農業者年金現況届は、農業者年金
受給者の方の受給資格があるか否か
について、毎年1回確認するものです。
　5月に農業者年金基金から郵送さ
れている「農業者年金受給権者現況
届」に必要事項を記入・署名の上、
6月 30 日（水）までに農業委員会
に提出してください。
※現況届の提出がないと、11 月の
支払いから年金が差し止められ
ますので、ご注意ください。

問い合わせ／農業委員会事務局
　　　　　　☎（４３）６２２０

ダム放流に関するお知らせ
　矢板土木事務所では、塩原ダム（箒
川）、西荒川ダム（西荒川）、東荒川ダ
ム（荒川）、寺山ダム（宮川）の4つ
のダムを管理しています。ダムの放流
で河川水位の急な上昇が予想される
場合は、事前に関係機関・市町への通知、
川沿いのサイレンの吹鳴、警報車など
によるお知らせと河川巡視を行います。
　近年の豪雨の激甚化により、今ま
でより早いスピードで水位が上昇する
こともあります。川沿いのサイレンが
聞こえたら、すぐに川から離れて近づ
かないようにしてください。また台風
などによる豪雨には、ダムの放流に応
じた避難情報などについて市町から発
令される場合がありますので、日頃か
ら防災情報の入手方法などを確認し、
早めの避難準備を心がけてください。
詳しくは、県矢板土木事務

所ホームページをご覧ください。
問い合わせ／
　栃木県矢板土木事務所ダム管理部
　☎（４４）２１８７

お 知 ら せ

詳しくはこちら


