
各種試験のお知らせ
※いずれも申込方法などは問い合わせを
◎とちぎ未来づくり財団職員採用試験
●試験日：11/28（木）●採用予定：事務職
1名●申込期間：11/7（木）～15（金）
問同財団☎028-643-1011
◎県職員（獣医師）採用選考考査
●考査日：12/7（土）、8（日）●申込期間：
11/6（水）～22（金）●採用予定日：R2/4/1
●申込方法は県ホームページの電子申
請システムのみ
問県人事委員会事務局☎028-623-3313
◎｢平和を、仕事にする。｣自衛官等採用
試験
●試験日：12/14（土）、15（日）●募集種目：
自衛官候補生（男子・女子）●対象：18歳
以上33歳未満の方 〆12/4（水） 
問自衛隊栃木地方協力本部
☎028-634-3385

◎県南高等看護専門学院一般入学試験
●試験日：R2/1/7（火）料4,400円●願書
受付期間：12/2（月）～10（火）
問同校（栃木市）☎0282-27-7888
◎消防設備士試験
●試験日：R2/2/2（日）料 甲種：5,700円、
乙種：3,800円●申込期間：11/18（月）～
29（金）
問消防試験研究センター栃木県支部
☎028-624-1022

河川内樹木の伐採・持ち帰りを希望
する方の募集
●まきストーブの燃料や建材にご活用
いただけます●対象河川：大芦川（鹿沼
市）、鬼怒川（塩谷町）、蛇

さ

尾
び

川（大田原市、
那須塩原市）●対象：県内在住の個人・
団体・法人 〆11/8（金）●詳しくは問い合
わせを
問県河川課☎028-623-2438

全国高等学校ビブリオバトル2019
栃木県大会 参加者募集 
●12/8（日）午後0時30分～4時30分●県
庁東館4階講堂ほか●対象：①［発表者］
県内に通学する高校生等②［観戦者］県
内の高校生､学校関係者､高校生の読書
活動に興味がある方 定 ①35名②200名
 〆 ①11/21（木）②11/28（木）●申込方法
などは問い合わせを
問県生涯学習課☎028-623-3404

知事と語ろう！とちぎ元気フォーラム
in栃木参加者募集 
●12/14（土）午後1時30分～●国府公民
館（栃木市）●対象：県内に在住・通勤・通
学する方定100名（抽選） 〆11/29（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FAX（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

伝習生等募集のお知らせ
※いずれも申込方法などは問い合わせを
◎窯業技術支援センター伝習生募集
●対象：県内で窯業に従事しようとする方 
●養成期間：1年 定10名（選考）※試験日：
12/10（火）料無料 〆11/29（金）
問同センター（益子町）☎0285-72-5221
◎紬織物技術支援センター伝習生等募集
●対象：県内で製織業務に従事しようと
する方 定 伝習生：6名､研究生：2名※い
ずれも料無料 〆12/6(金)
問同センター（小山市）☎0285-49-0009

障害者スポーツ教室（アーチェリー）
参加者募集 
●12/14（土）：足利市民プラザ●R2/1/ 
11（土）、18（土）：わかくさアリーナ（宇都
宮市）定各日15名（先着）料無料 〆各実施
日の2週間前●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 FAX 028-624-2761

岡本台病院ふれあいまつり 
●11/6（水）午前10時30分～午後3時●模
擬店やカホン演奏、事業所等（地域生活
において利用できる活動の場）紹介、作
品展示など●当日直接会場へ
問同院（宇都宮市）☎028-673-2211

ストーマ（人工肛門）等ケアに関する
県央地区講習会 
●11/10（日）午前10時～午後3時●宇都
宮市総合福祉センター10階会議室●専
門医による講演、認定看護師によるス
トーマケアの指導・アドバイス、個別相
談会料無料●当日直接会場へ
問栃木県オストミー協会
☎0284-43-0144（岩田）

創業フォローアップCafé
●創業分野別の専門家による講話や参
加者同士での意見交換など

［飲食業］11/13（水）：ichimaru-iihi（宇都
宮市）

［福祉・美容等サービス業］11/28（木）：
とちぎ産業交流センター（宇都宮市）

［小売業］12/9（月）：スコーンcozuchi 
3302(高根沢町)
※いずれも午後1時30分～4時●対象：
創業後5年以内の方､これから創業を
考えている方定各日10名（先着）料無料 
●詳しくは問い合わせを
問栃木県産業振興センター☎028-670-2607

とちぎ教育振興大会講演会 
●11/17（日）午後1時～4時（開場：正午）
●県教育会館（宇都宮市）●ドキュメンタ
リー映画監督の安孫子氏による講演など
料無料 〆11/8（金）●電話で申し込みを
問 同大会実行委員会事務局（県教育会
館内）☎028-643-0138

ひとり親家庭サポーターのつどい 
●11/24（日）午後0時30分～3時40分●パ 
ルティ（宇都宮市）●こどもの発達障害
に関する講演など 定200名（先着）料 無
料 〆11/15（金）●電話で申し込みを
問 栃木県ひとり親家庭福祉連合会（月
曜・祝日は閉館）☎028-665-7806

栃木県職業能力開発促進大会 
●11/26（火）午後1時30分～4時●宇都
宮市文化会館小ホール●卓越技能者等
の表彰、技能五輪国際大会日本代表選
手による講演料無料●当日直接会場へ
問県労働政策課☎028-623-3237

文芸講演会 
●11/28（木）午後2時～4時●県庁研修
館講堂●｢ショスタコーヴィチとドス
トエフスキー｢二枚舌｣の苦悩｣と題し
た講演定150名（先着） 〆11/14（木）●詳
しくは問い合わせを
問県立図書館☎028-622-5113

結城紬の ｢糸つむぎ｣ の担い手募集に
関する説明会 
●12/6（金）午後2時～4時●小山市立生
涯学習センター●結城紬の紹介､生産
工程の実演・体験、糸
つむぎの担い手募
集に関する説明定30
名（先着）料無料●申
込方法などは問い
合わせを
問県工業振興課☎028-623-3198

とちぎ女性活躍応援フォーラム2019 
●12/13（金）午後1時30分～4時30分●パ
ルティ（宇都宮市）●女性活躍推進に関
する発表や講演など定300名（先着）料無
料 〆12/5（木）●詳しくは問い合わせを
問県人権・青少年男女参画課☎028-623-3074
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普及啓発・推進月間のお知らせ
◎計量月間（11月）、計量記念日（11/1）
●｢計量の 精度が支える 先端技術｣身近
にある｢はかり｣に注目してみましょう
問計量検定所☎028-667-9425
◎税を考える週間（11/11～17）
●税は、私たちが豊かで健康に暮らすた
めに、社会の一員として負担しなけれ
ばならないものです。この機会に、税の
役割などについて考えてみませんか
問県税務課☎028-623-2101
◎女性に対する暴力をなくす運動（11/12
～25）
●11/18（月）～25（月）
は県庁昭和館をパー
プルでライトアップ
します
問県人権・青少年男女参画課
☎028-623-3074

保育のお仕事エリア別就職フェア（県
北エリア） 
●11/16（土）午後1時～3時30分●矢板
市文化会館●保育施設等との合同相談
会や相談コーナー●対象：保育職を希
望する方料無料●託児は要予約（ 〆11/9

（土））●当日直接会場へ
問とちぎ保育士・保育所支援センター
☎028-307-4194

身体障害者巡回相談 
●11/20（水）午後2時～4時：大田原市役
所会議室1階 〆11/13（水）●11/21（木）午
後2時～4時：今市保健福祉センター（日
光市） 〆11/14（木）●肢体に障害のある
方の補装具・医療・生活相談 定 各日5名

（先着）料無料●各市町の障害福祉担当
課へ電話で申し込みを
問障害者総合相談所☎028-623-7010

不動産取引法律相談 
●11/21（木）午後1時30分～4時●県庁
研修館205研修室●弁護士などによる不
動産取引の法律相談（宅地建物取引業
法の範囲）定3件（先着）料 無料 〆11/15

（金）●電話で申し込みを
問県住宅課☎028-623-2488

華厳ノ滝ライトアップ　 
●11/16（土）～11/23（土・祝）午後5時～
7時●県営無料観瀑台（日光市）料無料
問県自然環境課☎028-623-3206

宇都宮青葉高等学園からのお知らせ 
◎青葉祭2019●11/23（土・祝）午前9時
10分～午後3時●学習発表や製作品販
売、体験コーナーなど●当日直接会場へ

（公共交通機関利用にご協力を）
◎学校見学会●12/3（火）、5（木）いずれ
も①午前9時10分～11時10分②午後1時
～3時●対象：特別支援学級の中学1・2年
生 〆11/15（金）●詳しくは問い合わせを
問同校☎028-639-2080

保育のお仕事スタート講座 
●11/28（木）午前10時～午後2時30分
●とちぎ福祉プラザ（宇都宮市）●保育
に関する知識、技術を再確認するための
講座●対象：保育職を希望する方 定20
名（先着）料無料●電話で申し込みを
問とちぎ保育士・保育所支援センター
☎028-307-4194

福祉・介護職スタート講座 
●11/30（土）午前10時～午後3時●パス
テルCSWおとめ（小山市）●福祉・介護
職について理解を深めるための講座●対
象：福祉・介護職を希望する方 定10名

（先着）料無料●電話で申し込みを
問栃木県社会福祉協議会 福祉人材・研
修センター☎028-643-5622

案　　　内案　　　内催し・講座催し・講座

料 受験・参加料金 身障者用駐車場
定 定員 身障者用トイレ
〆 応募・申込締切 オストメイト対応トイレ
問 問い合わせ・申し込み先 託児サービス

県立高校授業料の減免
●住家が損害を受けた生徒は、授業料
の減免を受けられる場合があります
問通学する高校の事務室または県高校
教育課☎028-623-3398
栃木県育英会緊急採用奨学金
●採用枠：10名（予定）●貸与月額：国公
立18,000円、私立30,000円
問栃木県育英会☎028-623-3459

相談窓口 
こころの健康相談窓口
●受付時間：平日の午前8時30分～午後
5時15分（こころのダイヤルは午前9時
～午後5時）
県精神保健福祉センター☎028-673-8785
こころのダイヤル☎028-673-8341
お住まいの市町を管轄する県健康福祉
センター（宇都宮市は市保健所）

障害のある方に対する相談窓口
●受付時間：平日の午前8時30分～午後
5時15分
障害者総合相談所
☎028-623-7010 FAX 028-623-7255
外国人向け相談窓口 for Foreigners
●受付時間：火曜～土曜の午前9時～午
後4時
栃木県国際交流協会☎028-627-3399

義援金・支援金 
令和元年台風第19号栃木県災害義援金
●募集期間：R2/1/31(金)まで
●口座名義：令和元年台風第19号栃木
県災害義援金
●次の口座に振り込みをお願いします
①足利銀行県庁内支店
　　　　　　　　普通預金　5031395
②栃木銀行本店　普通預金　1193280

③ゆうちょ銀行　00180-4-487570
問県消防防災課☎028-623-2132
その他の義援金受け付け
●下記へお問い合わせください
問栃木県共同募金会☎028-622-6694
ふるさと“とちぎ”応援寄附金（県への支援金）
●ふるさと納税ポータルサイト｢ふる
さとチョイス｣から受け付けています
問県税務課☎028-623-2105

県政ラジオ番組　栃木放送｢県政インフォメーション｣月～金7：10～7：15、17：30～17：35　エフエム栃木｢マロニエインフォメーション｣月～金17：28～17：33


