
～市内外の情報をお届けします～

令和 3年 12 月号24

令和3年度第3回危険物取扱者試験
試験日／ 3 月 6 日（日）9：30 ～
試験の種類および手数料／
 ・甲種：6,600 円
 ・乙種（第 1類～第 6類）：4,600 円
 ・丙種：3,700 円
申請期間／
　1月 11 日（火）～ 21 日（金）
そのほか／試験会場、申請方法など
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

放送大学に入学しませんか
　放送大学は、2022 年 4 月入学生
を募集しています。10 ～ 90 歳代の
幅広い世代、約 9万人の学生が大学
を卒業したい、学びを楽しみたいな
ど、さまざまな目的で学んでいます。
　テレビによる授業だけでなく、学
生は授業をインターネットで好きな
ときに受講することもできます。
　心理学・福祉・経済・歴史・自然
科学など、約 300 の幅広い授業科
目があり1科目から学ぶことができ
ます。1科目の授業料は11,000円（入
学金別）で、半年ごとに学ぶ科目分
だけ払うシステムです。半年だけ在
学することも可能です。
　無料で資料を差し上げていますの
で、お気軽にお問い合わせください。
募集区分／
【教養学部】
 ・科目履修生（6カ月在学し、希望科目を履修）

 ・選科履修生（1年間在学し、希望科目を履修）
 ・全科履修生（4年以上在学し、卒業を目指す）
※学力試験はありません。
【大学院】
 ・修士科目生（6カ月在学し、希望科目を履修）
 ・修士選科生（1年間在学し、希望科目を履修）
※18歳以上の方は、どなたでも入学できます。
※修士全科生および博士後期課程の募集は、
　別日程で入学選考があります。
出願期限／
【第 1回】2 月 28 日（月）まで
【第 2回】3 月 15 日（火）まで
※インターネット出願も受け付けています。
出願・問い合わせ／
　放送大学栃木学習センター
　☎０２８（６３２）０５７２

栃木県医療安全講習会
～上手な病院のかかり方～
　病院で、お医者さんや看護師さん
の説明がよくわからないと感じたこ
と、自分の状態についてうまく伝え
られなかったことはありませんか。
　こんな悩みを少しでも解消できる
よう、上手に病院にかかるためのポ
イントについて講演を行います。
日時／
　12月16日（木）13：30～ 15：30
場所／
　県総合文化センター  特別会議室
講師／
（公財）田附興風会医学研究所北野病院
　消化器外科医師　山本  健人氏
定員／ 60 人　＊先着順
申込方法／電話でお申し込みください。
そのほか／
　詳細は、県ホームページ
をご覧ください。

申込・問い合わせ／
　栃木県医療政策課
　☎０２８（６２３）３０８５

お知らせ
林業退職金共済制度（林退共）
　林退共は林業界で働く方のために
国が作った退職金制度です。
　この制度は、事業主の方たちが従
事者の働いた日数に応じて掛金とな
る共済証紙を共済手帳に貼り、その
従事者が林業界を辞めたときに林退
共から退職金を支払うという、いわ
ば林業界全体の退職金制度です。
〇掛金は、税法上、法人では損金、
　個人企業では必要経費となります。
〇掛金の一部を国が免除します。
〇雇用事業主が変わっても退職金は
　企業間を通算して計算されます。
【事業主の皆さまへ】
〇共済証紙は労働日数に応じて適正
　に貼付してください。
〇共済手帳を所持している従事者が林
業界を引退する時は、忘れずに退職
金を請求するよう指導してください。

問い合わせ／
独立行政法人勤労者退職金共済機構
　林業退職金共済事業本部
　☎０３（６７３１）２８８９

労働保険の加入はお済みですか？
　労働保険は雇用保険と労災保険を
総称したものです。労働者を一人で
も雇用する事業所はすべて加入する
ことになっています。
　お済みでない事業主の方は、すぐ
に加入手続きを行ってください。未
手続事業に対しては、職権成立、認
定決定を実施することとなります。
　詳しくは、各公共職業安定所また
は、労働基準監督署へお問い合わせ
ください。
問い合わせ／矢板公共職業安定所
　　　　　　☎（４３）０１２１

募　　集

詳しくはこちら

詳しくはこちら

　令和 3年 12 月号 25※新型コロナ感染症拡大防止のため、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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・麻雀台
・ベビーカー問い合わせ／

　消費生活センター（生活環境課）　
　☎（４３）３６２１ 詳しくはこちら

民生委員・児童委員
　5月から末広町行政区において、
民生委員・児童委員が欠員となって
おりましたが、12 月 1 日付で下記
の方を委員に委嘱しました。
 ・山口  忠男さん（末広町（南））
お問い合わせ／社会福祉課
　　　　　　　☎（４３）１１１６

農業用軽油免税証交付申請受付
　令和 4 年中に使用する農業用軽
油免税証の交付申請を受け付けます。
対象／
 ・農業を営み、農業用機械に軽油を
使用する方

 ・機械を使う作業の全ての委託を受
けて農作業を行い、農業用機械に
軽油を使用する方

受付期間／
　1月 5日（水）～ 7日（金）
9：00～11：30、13：00～16：00

受付場所／県塩谷庁舎  101 会議室
問い合わせ／矢板県税事務所課税課
　　　　　　☎（４３）２１７３

ノロウイルスによる食中毒を予
防しよう！
　11 月 1日～ 3月 31 日は「栃木県
ノロウイルス食中毒予防推進期間」
です。ノロウイルスによる食中毒は、
11 月から 3月頃の寒い時期に多発
する傾向がある食中毒です。
　ノロウイルスの特徴をよく理解し
て対策をしましょう。
【食中毒予防のポイント】
　ノロウイルス食中毒の予防には、「持
ち込まない」「拡げない」「やっつける（加

熱する）」「つけない」ことが必要です。
①持ち込まない…食品取扱者は健康
管理を徹底し、体調不良時には食
品を扱う業務に従事しない

②拡げない…感染があった場合でも、
周囲にウイルスを拡げない

 ・下痢やおう吐などの胃腸炎症状が
あるときには、食品を直接取り扱
う作業は避ける

 ・感染源になりやすいトイレは、清掃
消毒を実施して衛生的に管理する

③やっつける（加熱する）…食品は
中心温度 85 ～ 90℃以上で 90 秒
以上 加熱する

 ・調理器具は、洗剤と流水でよく
洗ってから 85℃以上で 1分以上
の加熱またはこれと同等の効果
を有する方法（次亜塩素酸ナトリ
ウム 200ppm）で殺菌する

 ・二枚貝を含む食品は十分に加熱し
てから食べる（中心部が85～ 90℃
以上、90 秒以上の加熱が必要）

④つけない…食品に、調理従事者の
手や調理器具、調理環境からノロ
ウイルスをつけない

 ・石けんを十分に泡立て、手を洗う
問い合わせ／
　栃木県保健福祉部生活衛生課
　☎０２８（６２３）３１０９

福祉サービスの苦情相談窓口
　栃木県運営適正化委員会は福祉
サービスの苦情の解決を図るため、
利用者や家族などからの苦情や相談
を受け、事業所への調査や話し合い
によるあっせんなどを行っています。
例えば、こんな時 ......

 ・約束したはずのサービスが受けら
れない

 ・支援の仕方が乱暴だ。職員の言動
に傷つけられた

 ・もう少しプライバシーを守ってほ
しい　など

　相談は電話や来所のほか、文書や
メールでも受け付けています。
問い合わせ／
　栃木県運営適正化委員会
　☎０２８（６２２）２９４１
　（平日 9：00 ～ 16：00）

asu.sw@dream.ocn.ne.jp

自殺予防「いのちの電話」
～毎月 10日・24 時間無料～
～毎日16：00～ 21：00無料～
　自殺予防「いのちの電話」では、
全国のいのちの電話センターが一斉
に特設電話により対応しています。

☎０１２０（７８３）５５６
  ※通話料無料

相談内容／死にたい、死のうと思っ
ている、生きている意味がない、　
などの自殺予防相談
自殺予防「栃木いのちの電話」
～毎日 24時間～
　自殺予防「栃木いのちの電話」で
は、上記相談のほか、24 時間体制
で相談を受け付けています。

☎０２８（６４３）７８３０
  ※通話料がかかります

問い合わせ／
　栃木いのちの電話事務局
　☎０２８（６２２）７９７０

基本的な感染対策を徹底しましょう！


