
　  消防設備士試験
●試験日：2/13（日）4甲種：5,700円、乙種：
3,800円●申込期間：12/6（月）～17（金）
9消防試験研究センター栃木県支部
☎028-624-1022

　  「とちぎエコ通勤トライ」参加者募集
●実施期間：12/15（水）まで●期間中の任
意の日に鉄道やバス等の公共交通や自転
車・徒歩・相乗り等によるエコ通勤に取り
組み、ウェブから結果を報告（抽選で賞品
を贈呈）●対象：県内事業所等に通勤する
方D12/24（金）
9県交通政策課☎028-623-2187

　  「やってみっぺいちご隊」の募集
●積極的に社会参加活動を行い、地域づ
くりのための社会貢献活動
等に取り組むシニアを募集
●登録時に交付する缶バッ
ジを付けて活動●対象：県
内在住の60歳以上の方等
9とちぎ生涯現役シニア応援センター（ぷらっと）
☎028-623-1291

　  

●3月に開設予定の県産品を販売するEC
サイトへの出店●対象：県内に事業所を
有し、県産品を生産･製造または販売する
個人や法人等
9栃木県観光物産協会☎028-623-3857

　  女性とシニアのためのミニ面接会
●地域中小企業等とのミニ面接会
●①12/7（火）：黒磯公民館FGE（那須塩
原市）②12/8（水）：東市民活動センターF

（宇都宮市）③12/14（火）：さくら市喜連川
公民館FG④12/16（木）：鹿沼市職業訓練
センター⑤12/21（火）：真岡市公民館F

●①②⑤：午後1時30分～3時30分、③：午
後2時～4時、④：午前10時～正午
※いずれも●対象：就業を希望する女性･高
齢者230名（先着）4無料D開催日の前日
9（株）ワークエントリー☎028-612-8643

　  猫譲渡事前講習会
●12/15（水）午後1時30分～3時4無料
D12/14（火）●動物愛護指導センターか
ら譲渡を受ける方は受講必須
9同センター（宇都宮市）☎028-684-5458

　  福祉･介護職関連催しのお知らせ
◎福祉のお仕事就職フェアFG E                  
●12/18（土）午後1時～3時30分●求人事
業所との合同相談会等●対象：福祉･介護
職を希望する方（高校生を除く） 
◎福祉･介護職スタート講座FG E  
●1/15（土）午前10時～正午●対象：福
祉・介護職を希望する方等215名（先着）
※いずれも●とちぎ福祉プラザ（宇都宮
市）4無料●要申込
9福祉人材・研修センター☎028-643-5622

　  保育のお仕事就職フェア　FGE                                           
●12/19（日）午後1時～3時30分●とちぎ
福祉プラザ（宇都宮市）●保育施設等との
合同相談会●対象：保育職を希望する方
（高校生を除く）4無料●託児は要予約
9とちぎ保育士･保育所支援センター
☎028-307-4194

　  冬を彩る花展～森の中のクリスマス～FG E

●12/26（日）まで●ポインセ
チアを中心とした冬の花や
モミの木を展示して森の中
のクリスマスを演出4大人
410円、子ども200円
9とちぎ花センター（栃木市）☎0282-55-5775

　  農村わくわくスマホラリー
●1/30（日）まで●県内の農産物直売所
や農村レストラン等を巡り、集めたデジ
タルスタンプで抽選に応募●賞品：県産
農畜産物
9県農村振興課☎028-623-2333

　  ろくろで作る益子焼（全4回）　  FG

●1/8（土）～9（日）1泊2日、15（土）、29（土）、
2/5（土）●4回とも参加できる県内在住の
成人の方220名（抽選）47,500円D12/15

（水）
9芳賀青年の家（益子町）☎0285-72-2273

　  たき火のつどい　　　　　　　 FG

●①1/15（土）②22（土）③2/5（土）④19（土）
●山で落ち葉や枯れ枝を集めて、焼き芋
やマシュマロ焼きでたき火体験●対象：
県内在住の3歳以上の子どもと保護者2各
10組（抽選）41人300
円●申込期間：①②
12/15（水）まで、③④
12/22（水）～1/5（水）
9太平少年自然の家（栃木市）☎0282-24-8551

　  なす高原自然の家イベント情報FG

◎冬のファミリーデー
●1/22（土）～23（日）、2/12（土）～13（日）
いずれも1泊2日●ミニかまくら作りやス
ノーシューハイク体験●対象：家族2各
15組（抽選）4年齢等により異なるD12/
14（火）正午
◎なすエンジョイツアー
●2/5（土）～6（日）1泊2日●動物とのふれ
あいやスキー、いちご狩り体験250名（抽
選）4年齢等により異なるD1/12（水）正午
9なす高原自然の家（那須町）☎0287-76-6240

　  海浜あんこうまつり　　　　    FG

●2/5（土）～6（日）1泊2日●あんこう汁
の試食や塩作りなどの体験●対象：県内
在住の方2120名（抽選）4年齢等により
異なるD12/20（月）
9とちぎ海浜自然の家（茨城県鉾田市）
☎0291-37-4004

　  介護分野･障害福祉分野就職支援金貸付
●対象：他業種で働いていた方であって、
一定の研修等を修了し、介護分野または
障害福祉分野に就職する方●貸付金額：
就職するための準備費用最大20万円
9福祉人材･研修センター☎028-643-3300

　  住宅無料電話相談
●3/31（木）まで●住宅の新築や増改築な
どに関する相談を電話で受け付けていま

す（状況に応じて、専門家の現地派遣が可
能）4無料（通話料は自己負担）
9栃木県建築士会☎028-639-3150

　  パワハラ･解雇等でお悩みの方へ
●労働者と使用者とのトラブルを解決す
るために「あっせん」を実施しています
●平日：午前8時30分～午後5時15分4無料
9県労働委員会事務局☎028-623-3337

　  PCB廃棄物の適正処理のお願い
●PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物は、
法で定められた期限までの適正処理が義
務付けられています●処理手続きや期限
などは
9県資源循環推進課☎028-623-3098

　  普及啓発･推進月間等のお知らせ
◎人権週間/栃木県人権教育･啓発推進県
民運動強調週間（12/4～10）
●私たちは、一人ひとりが｢かけがえのな
い大切な存在｣です。｢人権｣について考
え、平和で豊かな社会をつくりましょう
●みんなの人権110番☎0570-003-110
●子どもの人権110番　0120-007-110
●女性の人権ホットライン☎0570-070-810
9県人権･青少年男女参画課☎028-623-3027

◎年末の交通安全県民総ぐるみ運動
  （12/11～31）
●年末は道路の混雑など
で交通事故が多発しま
す。交通ルールを守り、正しい交通マナー
を実践して交通事故を防止しましょう
9県くらし安全安心課☎028-623-2185

　  県観光物産協会ECサイト「とちぎもの」
　  出店事業者の募集

栃木県　PCB

◎12/18（土）、29（水）～1/3（月）は閉館日です
栃木県本庁舎のお知らせ

◎北朝鮮人権侵害問題啓発週間（12/10～16）
国民的課題である拉致問題の早期
解決に向けて、私たち一人ひとりが
拉致問題への関心と認識を深めて
いくことが大切です
9県人権･青少年男女参画課☎028-623-3027

缶バッジ絵柄

キャンペーン 栃木食事券

1冊で2,000円おトクな食事券

期間延長

2/28（月）
まで

令和4年2月28日（月）まで使えます。

新型コロナワクチン追加接種
　感染拡大防止と重症化予防の
ため、2回の接種が完了している
方を対象に追加接種（3回目接種）
を順次実施します。

　以下3点をすべて満たし、
接種を希望する方です。

●2回目の接種日から原則8カ月以上が経過
●18歳以上　※追加接種日時点
●日本国内で初回接種または初回接種に相
当する接種が完了

　初回接種のワクチンの種類にかかわら
ず、ファイザー社製または武田/モデルナ社
製ワクチンを接種できます。
※当面は､ファイザー社製ワクチンを使用

　対象の方には市町から接種券と案内が順
次届きますので､案内や市町の広報等をご
確認の上､接種を受けてください。

　高齢者、基礎疾患を有する方
などの「重症化リスクが高い方」
　①の関係者･介助者などの「重
症化リスクが高い方との接触が多い方」
　医療従事者などの「職業上の理由などに
よりウイルス曝露リスクが高い方」

　初回接種後に転居した場合や海外で初回
接種を受けた場合などで、2回目の接種日か
ら8カ月以上経過しても接種券が届かない
方は、お住まいの市町へご相談ください。

　本県独自に定めている警戒度レベルを､病床の逼迫状況
をより重視するものに見直しました。新たな基準における
現在の警戒度は｢レベル1以下｣で､皆さまにお願いする対策
は先月と同様、基本的な感染防止対策の徹底等です。
　今後も感染状況等に応じて警戒度レベ
ルを判断し､必要な対策を県ホームページ
等で分かりやすくお伝えしていきます。

　前月号でご紹介した同食事券の利用期
間が延長されました。食事券に記載の有効期限
は令和3年6月30日（水）までとなっていますが、
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