
お知らせ

■採用人員／一般事務職Ⅰ…４人程
度、一般事務職Ⅱ（身体障がい者対象）
…１人程度

■受験資格／昭和５３年４月２日以降

生まれで高校卒業（卒業見込みまたは

同等以上の学力を有する）以上の人、

一般事務職Ⅱは次の要件もすべて満た
す人①身体障がい者手帳の交付を受け

ている②自力により通勤ができ、かつ

介護者なしに事務職としての職務の遂

行が可能③活字印刷文による筆記試験

に対応できる

■受験手続き／総務課で配布する受験

申込書に所定の事項を記入し、写真（４

cm×３cm）２枚・最終学校の卒業（見

込）証明書（一般事務職Ⅱのみ身体障
がい者手帳の写し）を持参または郵送

〒３２１-３３９２栃木県芳賀郡芳賀町大

字祖母井１０２０番地　芳賀町役場総務

課庶務人事係※郵送により請求する場

合は、１２０円切手を貼った宛先明記の

返信用封筒を同封してください（申込書

は町ホームページからダウンロード可）

■受付期間／７月８日（月）～８月５日（月）

（土・日・祝日を除く）

■１次試験日／９月２２日（日）

■試験内容／筆記試験・適性検査

■場所／県立真岡高等学校

　ラジコンヘリによる水稲病害虫の一

斉防除を実施します。

■日時／８月２５日までの５：００～１２：００頃

※天候などにより延期となる場合あり

■採用人員／消防士１５人程度

■受付期間／７月１日（月）～８月９日（金）

■１次試験日／９月２２日（日）

■場所／県立真岡高等学校、芳賀地区

広域行政事務組合消防本部

※受験資格や手続きなど、詳細はお問

い合わせください

■試験日／１１月１０日（日）１３：００～１６：００

■場所／宇都宮大学峰キャンパス

■受付期間と申込方法／①郵送の場

合：８月５日（月）～９月６日（金）

消印有効、行政書士試験研究センター

に簡易書留郵便で送付（願書は行政書

士試験研究センターに郵送請求または

県文書学事課・県民プラザ・県民相談

室窓口で取得）

②インターネットの場合：８月５日（月）

９：００～９月３日（火） １７：００、行政書士

試験研究センターホームページの出願

画面で必要項目を入力

■受験手数料／７，０００円（インター

ネットの場合は申込者本人名義のクレ

ジットカードによる決済のみ）

　お手元に個人事業税（第１期分）の

納税通知書が届いた人は、９月２日（月）

までに、最寄りの金融機関または県税

事務所の窓口で納めてください。

　また、便利な口座振替で納税するこ

とができます。振込希望の金融機関（郵

便局を除く）または県税事務所にお申

し出ください。９月中にお申し込みい

ただければ、第２期分（１２月２日納

期限）から口座振替を利用できます。

　平成２４年の水稲・大豆生産で、放

射性セシウム吸収抑制対策（カリ質肥

料の施用）を実施した場合には、損害

賠償請求が可能です。

■対象年次／平成２４年産

■対象作物／水稲、大豆

■対象経費／カリ質肥料の調達費用

※施用を外部委託した場合の施用経費

も対象となります（ただし、通常の営

農活動を超える増加分）

■請求の取りまとめ・東電への請求主体／

東京電力原発事故農畜産物損害賠償対

策栃木県協議会（事務局：ＪＡ栃木中央会）

■問い合わせ先

①ＪＡから肥料を購入された人　　　

　→各ＪＡへ

②肥料店から肥料を購入された人　　

　→各肥料店へ

③その他の手段で肥料を購入された人

　→町農政課へ

　事業所における最も低い時間給を計

画的に８００円以上に引き上げる中小

企業主に、業務改善計画に基づき業務

改善を実施した経費の２分の１、最大

１００万円（３年間で最大３００万円）を

支給します。お気軽にご相談ください。

　雇用の安定、職場環境の改善、仕事

と家庭の両立支援、従業員の能力向上

などに、ぜひ助成金をご活用ください。

詳しくは厚生労働省ホームページ（「雇用

関係助成金」で検索してください）また

はハローワーク真岡にご確認ください。

　建退共制度は、中小企業退職金共済

法に基づき、建設現場労働者の福祉の

増進と建設業を営む中小企業の振興を

目的として設立された退職金制度で

す。詳細はホームページ「建退共」を

ご覧になるか、栃木支部へお問い合わ

せください。

建退共制度をご利用ください
建退共栃木支部 【☎ 028(639)2611】

平成２５年度雇用関係助成金
ハローワーク真岡【☎0285(82)8655】

業務改善助成金（中小企業最低
賃金引上げ支援対策費補助金）
栃木労働局労働基準部賃金室
　　　　　　    【☎028(634)9109】

９月２日は個人事業税の
納期限です
真岡県税事務所個人事業税担当
　　　　　　    【☎0285(82)2136】

平成２５年度行政書士試験
財団法人行政書士試験研究センター
　　　　　　    【☎03(3263)7700】
県文書学事課法規担当
 　　　　　　　【☎028(623)2067】

無人ヘリによる水稲農薬散布実施
町農作物病害虫防除対策協議会
　　　　　　    【☎ 028(677)0711】

芳賀地区広域行政事務組合
職員（消防職員）採用試験
芳賀地区広域行政事務組合消防本部
総務課  　　　  【☎0285(82)3213】

芳賀町職員採用試験
総務課庶務人事係
　　　　　　    【☎ 028(677)1111】

水稲・大豆生産でセシウム吸
収抑制対策を実施された人へ
農政課農業振興係
　　　　　　    【☎ 028(677)1110】

熱中症 にご注意ください
　「水分・塩分補給」と「暑さを避けること」が大切です。
　こまめに水分・塩分補給し、無理せず適度に扇風機やエアコンを使用
するようにしましょう。

健康福祉課健康係　【☎ 028(677)6042】

介護ベッド すき間が 危ない!!

ご注意！
まずは製造メーカーや

福祉用具貸与事業者にお問い合わせください
今すぐ確認と対策を！

消費者庁窓口：TEL 03-3507-9202
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　地域の課題解決や今後の町政運営に役立てるため、大字自治会ごとに、町長

をはじめ町執行部が出向いて、地域の皆さんと意見交換します。ぜひご参加く

ださい。
■日程／

■内容／①町からの説明（町政運営方針・４つの重点施策）②地域から説明を

求められた事業の説明③地域からの質問・要望事項への回答

大　　　字 開 催 日 時 会　　　場

上　　　給 　８ 月６日（火）１９：００ 上 稲 毛 田 公 民 館

西　水　沼 ８月１７日（土）１４：００ 西水沼構造改善センター

与　　　能 ８月２２日（木）１９：００ 与 能 公 民 館

八　ツ　木 ８月２４日（土）１９：００ 八 ツ 木 公 民 館

上　延　生 ８月２８日（水）１９：００ 上 延 生 公 民 館

■対象／町内在住または在勤の親子

■日時／９月７日（土）８：３０～１６：３０

■場所／星ふる学校くまの木（塩谷町）

■参加費／大人１，３００円、子ども１，１００円

■定員／２５人

■締切／８月１７日（土）

■日時／８月１７日（土）１４：００～

■場所／総合情報館多目的室

■講師／今村幸治郎氏（画家）

■対象／小・中学生とその保護者（合わ

せて２５人まで）

■参加費／無料

■日時／８月１７日（土）９：００～※小雨決行

■場所／総合運動公園駐車場入口集

合、稲毛田谷中大川

■対象／園児・小学生とその保護者

■服装・持参物／長そで、長ズボン、

帽子、長靴、タオル、手袋、飲み物、

バケツ、網（ある人）

■締切／８月１５日（木）

■日時／９月２８日（土）～２９日（日）

１泊２日

■内容／Ａ：投げ釣り入門コース（投げ

釣り練習と自然の家前での投げ釣り）

Ｂ：投げ釣り経験者コース（自然の家前

での投げ釣りと自由な釣り）

Ｃ：大洗の磯釣りコース（自然の家での

選択活動と大洗での磯釣り教室）

Ｄ：涸沼のハゼ釣りコース（自然の家で

の選択活動と涸沼でのハゼ釣り教室）

■募集人員／全１５０人（Ａ：４０人、Ｂ：

３０人、Ｃ：４０人、Ｄ：４０人）

※ただし、釣りの活動は小学４年生以上

※定員を超える場合は抽選

■参加費／大人４，８００円、高校生３，４００

円、中学生２，６００円、小学生２，４００円、

３歳以上就学前１，６００円、３歳未満３００円

※ほかに、コースによって活動料金加

算あり※１日目夕食の特別魚料理希望

者は別途料金加算あり

■申込方法／はがき〒３１１-１４１２茨城

県鉾田市玉田３３６-２とちぎ海浜自然の

家・ＦＡＸ０２９１-３７-４００８・電話

※必要事項①事業名「海浜釣り入門」

②コース名③代表者氏名④郵便番号

⑤住所⑥電話番号⑦参加希望者の氏

名・年齢（学年）

■締切／９月２日（月）

■日時／１０月１２日（土）～１４日（月）

２泊３日

■内容／防災教育についての講話、消

防士による救命・救急法講習、野外調理、

テント設営、ロケットストーブづくりなど

■募集人員／県民一般１０家族（参加者

はすべて小学４年生以上）

■参加費／大人６，０００円、高校生５，４００

円、中学生５，０００円、小学生４，８００円

■申込方法／はがき〒３１１-１４１２茨城

県鉾田市玉田３３６-２とちぎ海浜自然の

家・ＦＡＸ０２９１-３７-４００８・電話

※必要事項①郵便番号②住所③電話番

号④代表者および全参加希望者の氏名・

年齢（性別）・学年

■締切／９月１７日（火）

■日時／８月２１日（水）

１３：３０～１６：００（開場１３：００）

■場所／県総合文化センターサブホール

（駐車場がありませんので公共交通機

関をご利用ください）

■内容／第１部…映画「インターネッ

トの向こう側」（字幕あり）第２部…

講演：演題「スマホ・タブレット時代

のサイバー空間と人権のあり方につい

て～必要な教育と制度の観点から～」

（講師：加納寛子氏）

■定員／４００人（手話通訳・要約筆記

あり）

■日時／９月２０日（金）

■場所／真岡市青年女性会館

■手数料／４，７００円（栃木県収入証紙

を申請書に貼付）

■受付期間／９月２日（月）～９日（月）

■受付場所／消防本部予防課のみ

■定員／給油・一般各１５０人（定員にな

り次第締め切り）

　「芳賀の恵み」とは、平成２１年にスター

トした『芳賀町の豊かな自然、独自の資

源などをいかし、本物の品質にこだわっ

た魅力ある産品』（認証制度実施要綱よ

り）という、「芳賀の恵み」認証基準に

合致する農畜産物・加工品などに与える

認証です。認証された「芳賀の恵み」は、

認証シールが貼付され、道の駅はがや

各種イベントなどでＰＲされます。

　申請品は、認証委員会にて採用され

ると「芳賀の恵み」が認証されます。

　芳賀町から、全国にアピールできる商

品を生み出し、「芳賀町」という名を有

名にしましょう。

　認証条件や申請方法など詳細はお問

い合わせください。

■受付期間／８月１日（木）～９月３０日（月）

　おはなしボランティアの皆さんによ

る、絵本や紙芝居などの読み聞かせを

行います。

■日時／８月１７日（土）１４：００～

■場所／総合情報館おはなし室

講座・教室

危険物取扱者保安講習会
芳賀地区広域行政事務組合消防本部
予防課保安係    【☎0285(82)8706】

海浜防災キャンプ
とちぎ海浜自然の家
　　　　　　    【☎0291(37)4004】

海浜釣り入門
とちぎ海浜自然の家
　　　　　　    【☎0291(37)4004】

夏休みワークショップ
「色えんぴつでえがこう！」
総合情報館      【☎ 028(677)2525】

芳賀町図書館おはなし会
総合情報館　　【☎ 028(677)2525】

親子自然教室
「川のまわりの生き物調査」
水橋分館          【☎028(678)0004】

企画課情報広報係　 【☎ 028(677)6099】
地区座談会を開催します

平成２５年度第１回
「芳賀の恵み」認証申請品受付
農業公社         【☎ 028(677)6048】

「インターネットと人権」
映画と講演のつどい
県人権施策推進課  【☎028(623)3027】

ネイチャースクール　
鮎のつかみ取り体験
南高根沢分館　 【☎028(677)0152】
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