
～市内外の情報をお届けします～

令和 4年 10 月号20

河川内の公募型樹木伐採
　県では、民間と協働で河
川内に繁茂している樹木
の伐採を実施しています。
　個人・団体を問わず、本人が伐採
し持ち帰りができる方を募集します。
　詳しくは、県または各土木事務所
ホームページをご覧ください。
募集期間／10月7日（金）～21日（金）
申込・問い合わせ／
　県河川課
　☎０２８（６２３）２４４４
　県矢板土木事務所 
　 ☎（４４）２５３８

栃木県版図柄入りナンバープレート
　栃木県版図柄入りナンバープレー
トについての県民アンケートを県
ホームページなどで実施しています。
あなたが付けたいデザインに投票し
てください！
期限／ 10 月 31日（月）
問い合わせ／県地域振興課
　　　　　　☎０２８（６２３）２２５７

国際医療福祉大学塩谷看護専門学校
看護学生（一般入試）
募集人員／ 40 人（推薦、社会人含む）
修業年限／ 3 年（全日制）

一般入試

受
験
資
格

 ・令和 5年 3月に高校卒業見込
　みの方または同等の資格を有
　する方
 ・修学期間中、勉学に専念でき
る方

試
験
科
目

 ・学力試験（マーク式）
 ・面接

受付期間／ 11月11日（金）～25日（金）
試験日／ 12 月 3 日（土）
試験会場／
　国際医療福祉大学塩谷看護専門学校
（塩谷病院敷地内）

申込・問い合わせ／
国際医療福祉大学塩谷看護専門学校
　☎（４４）２３２２

令和５年度生 県農業大学校いちご学科
来たれ、未来のいちご経営者！
受験資格／いちご経営に意欲があり、
卒業後、栃木県内で就農される方

定員／ 10 人
出願期間／
　10 月 17 日（月）～ 11 月 21 日（月）　
＊必着

試験実施日／ 12 月 11 日（日）
合格発表日／ 12 月 21 日（水）
試験科目／
　筆記試験（一般教養）、
小論文、面接

問い合わせ／県農業大学校
　　　　　　☎０２８（６６７）０７１１

就職氷河期世代（ミドル世代）
就職支援セミナー＆相談会
日時／ 10 月 26 日（水）
場所／生涯学習館  研修室（1）
申込方法／開催前日の 16：00 まで
に電話でお申し込みください。

参加費／無料
そのほか／主に、就職氷河期世代を対
象とした就職支援セミナーとなります
が、どなたでもご参加いただけます。

【セミナー】
時間／ 10：30 ～ 12：00
内容／就職活動準備、自己分析と適職
の整理、コミュニケーション力の習得
定員／ 15 人　※先着順
講師／キャリアカウンセラー
【相談会】
時間／ 13：00 ～ 16：00
※相談時間は 1人 1時間（要予約）
内容／就職活動へのアドバイス、履
歴書の書き方、面接の受け方

講師／キャリアカウンセラー
申込・問い合わせ／
　大田原労政事務所
　☎０２８７（２２）４１５８

とちぎ女性・高齢者等新規就業支援事業
就職活動応援セミナー＆個別相談会
　お仕事の探し方や働き方について
考えてみませんか？キャリア・ライ
フプラン、面接や応募書類のポイン
トを伝えるセミナーと個別相談会を
開催します。
対象／お仕事を探している女性・シ
ニアの方

参加費／無料　　　　　　　　　　　　　　　　
申込方法／開催前日まで
に、電話またはQRコー
ドからお申し込みくだ
さい。

【就職活動応援セミナー】
日時／ 10 月 21 日（金）
　　　 13：30 ～ 15：00
場所／生涯学習館  研修室（1）
定員／ 30 人
【個別相談会】
日時／ 11 月 9 日（水）
　　　 10：00 ～ 16：00
※相談時間は 1人 50 分
場所／生涯学習館  会議室
定員／ 5 人
申込・問い合わせ／
　とちぎ女性・高齢者等新規就業支
援事業事務局

　（㈱ワークエントリー栃木事務所内）
　☎０２８（６１２）８６４３

秋の山野草展
日時／ 10 月 22 日（土）
　　　   9：00 ～ 16：00
　　 　10 月 23 日（日）
　　　   9：00 ～ 15：30
場所／片岡公民館 コミュニティホール
内容／競技花・単品植え・寄せ植え
などの展示
入場料／無料
問い合わせ／
　片岡山野草会　内野
　☎０８０（１１３２）０６０５

募　　集

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら

　令和 4年 10 月号 21※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。

閉校行事「泉中学校開放」
　本年度閉校を迎える泉中学校では、
下記の10日間、校舎内外を開放します。
日時／10月24日（月）～11月2日（水）
9：00～12：00、14：00～16：00

※土曜・日曜日も開放します。
場所／泉中学校  校舎内外
申込方法／見学をご希望の方は、事
前に①見学者のお名前（団体の場
合は代表者）②連絡先③人数④見
学希望日時などをお知らせくだ
さい。　　　　

申込・問い合わせ／
　泉中学校　☎（４３）０４０７
※平日 8：00 ～ 16：30

シルバースポーツ大会（延期・会場変更）
10 月 13日（木）に予定してい
た本大会ですが、下記のとおり日
にちと場所が変更になりました。
日時／ 11 月 8 日（火）9：00～
※雨天時は、翌日に順延
場所／リアンビレッジ矢板
　（とちぎフットボールセンター）　
対象／市内在住でおおむね60歳以
上の方

＊シニアクラブ会員以外の方も参
加できます。地元シニアクラブ
に参加申込をお願いします。
問い合わせ／社会福祉協議会
　　　　　　☎（４４）３０００

犯罪被害者等支援巡回パネル展示
犯罪被害者などが置かれている現

状や支援の必要性について紹介します。
期間／ 10 月 3 日（月）～ 7日（金）
場所／市役所本庁舎 1階  市民室
問い合わせ／
　生活環境課　☎（４３）１１１４

確認しましょう！最低賃金
　10 月 1 日から栃木県の最低賃金
が時間額 913 円に改正されました。
対象／県内の事業場で働くすべての
　労働者とその使用者
※一般労働者のほか、臨時・パート・
　アルバイトなどにも適用されます。
※特定の産業には、特定最低賃金が
　定められています。
問い合わせ／
　栃木労働局賃金室
　☎０２８（６３４）９１０９
　大田原労働基準監督署
　☎０２８７（２２）２２７９

不正軽油に関する情報をお寄せ
ください！
　10 月は「全国不正軽油撲滅強化
月間」です。
　不正軽油は、灯油や重油を軽油の
代替燃料として使用することなどに
より、軽油引取税の脱税となるばか
りでなく、排気ガス中の有害物質を
増幅させ、環境に悪影響を及ぼします。
　不正軽油に関わる者はすべて罰則
の対象になります。不正軽油に関
する情報は、「不正軽油 110 番  ☎
０２８２（２３）３８６２」または、
栃木県不正軽油110番ウェ
ブサイト内「不正軽油 110
番情報提供フォーム」に
お寄せください。
問い合わせ／
　栃木県税事務所
　☎０２８２（２３）３８６２

ご存じですか？検察審査会制度
～不起訴には11人の審査の目～
　選挙権を有する国民の中から「く
じ」で選ばれた11人の検察審査員が、
国民を代表して、検察官が被疑者を

裁判にかけなかったこと（不起訴処
分）のよしあしを審査します。
　審査は、非公開で行われ、秘密や
プライバシーは守られます。
　不起訴処分に納得できない場合は、
検察審査会に申し立てや相談をして
ください。その際の費用は一切かか
りません。
申立・問い合わせ／
　大田原検察審査会事務局
　☎０２８７（２２）２１１２

とちぎ景観展
　県内の美しい景観のパネルや、景
観形成の取組内容などを展示します。
期間／ 11 月 4 日（金）～ 11 日（金）
場所／県庁舎本館 15 階
　　　展望ロビー企画展示ギャラリー
問い合わせ／
　県県土整備部都市計画課
　☎０２８（６２３）２４６３

消費税インボイス制度説明会
　事業者の方向けに消費税のインボ
イス制度説明会を開催します。
日時／
　10 月 20 日（木）、21 日（金）、
　11 月 21 日（月）、22 日（火）
①課税事業者向け 10：00 ～ 11：30
②免税事業者向け 13：00 ～ 15：00
場所／氏家税務署  2 階会議室
定員／各回 15 人　＊事前登録制
そのほか／来場に当たっては、公共
交通機関をご利用ください。

問い合わせ／
氏家税務署
①課税事業者向け：法人課税部門
　☎０２８（６８２）６６８４
②免税事業者向け：個人課税第一部門
　☎０２８（６８２）３３１３

お 知 ら せ

不用品登録情報 譲
り
ま
す

・電動リクライニングチェア
  （ほぼ新品）
・コードレス電話機

譲
っ
て
く
だ
さ
い

・一輪車（小学生高学年でも乗れるもの）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

不正軽油110 番
情報提供フォーム


