
　県内に就職を希望している学生や卒

業後３年以内の未就職者が対象です。

■日時／①２月５日（金）②２月８日（月）

両日とも宇都宮東口８：３０出発、１７：００

解散（予定）

■場所／①社会福祉法人蓬愛会ケアプ

ラザ而今、株式会社下野新聞社、株式

会社東京インテリア家具②株式会社エ

イム、株式会社カワチ薬品

■参加費／無料（集合・解散場所まで

の往復交通費・昼食代は自己負担）

■定員／２０人程度

■申込／ホームページ (http://www.tochi

gi-work2.net/)から参加申込書を印刷し、

必要事項を記入して県労働政策課へ

FAX(028-623-3225)または郵送（〒320-

8501宇都宮市塙田1-1-20）

■栃木県最低賃金（平成２７年１０月１日

発効）／時間額７５１円

※特定最低賃金が適用されないすべて

の労働者に適用されます。

■特定最低賃金（平成２７年１２月３１日

発効）／

※１８歳未満または６５歳以上の労働者

は栃木県最低賃金が適用されます。

　資源の有効利用とごみ減量化・リサイ

クル意識向上のため、当館に集められ

た物からまだ使用できる物を選び、修

繕後再生品として販売します。

■再生品の展示場所／芳賀地区エコス

テーション１階

■申込期間／１月１２日（火）～２４日（日）

９：００～１６：００

■申込方法／当館にご来館の上、申込

用紙に記入※申込条件あり

購入したものに限ります。

〈堆肥生産者の方へ〉町指定完熟堆肥販

売者の登録は随時受付しています。希

望する人は農政課までご連絡ください。

　降雪のシーズンを迎え、町では、町

内の建設業者に依頼し、幹線的な道路

を中心とした除雪を行います。

　降雪の量によっては、除けた雪が路

肩から民有地にはみ出してしまう場合が

ありますが、ご理解とご協力をよろしく

お願いします。

■日時／２月３日（水）１４：００～１５：４５

■場所／県庁本館６階大会議室１

■テーマ／ 「高齢者の住まい探しと資金

計画」

■内容／サービス付き高齢者向け住宅や

有料老人ホームなど、高齢期の住まい

の探し方のポイントや手順などを、資金

計画の観点も交えてわかりやすく解説

■講師／岡本典子氏（ＦＰリフレッシュ

代表）

■料金／無料

■申込／電話・FAX(028-623-2489)・電子

メール (kikaku-shien@pref.tochigi.lg.jp)

で県住宅課まで※定員になり次第締め

切り

■日時／２月１０日（水）１４：００～

■場所／県自治会館大会議室

■講師／渡邊秀彦氏（富士宮やきそば

学会会長）

■演題／「ご当地グルメのブランド化と

地域活性化ビジネスモデルの構築につ

いて」

■対象・定員／県内在住者２００人程度

（先着順）

■日時／①２月２日（火）平成２８年３月

大学・短大・専修学校卒業予定者、卒

業後３年以内の未就職者②２月３日（水）

一般求職者※両日とも９：３０～１２：００、

１３：３０～１６：００

■場所／県庁東館４階講堂

■参加企業数／１日５０社、計１００社

予定（今月中旬にホームページ http://

tochigi-work2.net/に記載）

　ＬＲＴ整備に係る都市計画の構想に

ついて説明会等を次のとおり開催します。

■都市計画の構想／都市計画道路の決

定・変更、都市公園の変更

■説明会日時・場所／１月１７日(日)

１０：００～農業者トレーニングセンター２

階研修室

■構想の縦覧期間／１月１９日 (火) ～２

月２日(火)※土日は除く

■縦覧場所／町都市計画課

■公聴会／２月２１日（日）１０：００～武道

館トレーニングルーム

※構想に意見がある人は、縦覧期間中、

公聴会で公述人となる意思の有無を明

記し、直接または郵送で都市計画課へ

意見申出書を提出してください。なお、

公述希望者がいない場合、公聴会は開

催しません。

　隣接する町道の拡幅工事に伴い、１月

１２日（火）から出入り口が下図のように

変更となります。

　補助対象者の要件が変更されました。

「農作物を栽培し販売するために販売者

から完熟堆肥を購入する者」が「農作物

を栽培するために販売者から完熟堆肥

を購入する者」となり、家庭菜園等で利

用するために堆肥を購入する人も補助対

象者となりました。

※堆肥は、町指定完熟堆肥販売者から

お知らせ

必ずチェック！最低賃金
栃木労働局労働基準部賃金室
　　　　 　　    【☎ 028(634)9109】

とちぎの企業！魅力体験バスツアー
県労働政策課  　【☎ 028(623)3224】

除雪のおしらせ
建設課管理係　【☎ 028(677)6019】

とちぎ就職支援合同面接会
県労働政策課 　 【☎ 028(623)3224】

栃木県まちなか元気会議講演会
県都市計画課   【☎028(623)2464】

高齢者向け住宅講習会「高齢
者の住まい探しと資金計画」
県住宅課　　　  【☎028(623)2484】

完熟堆
たい

肥
ひ

購入費補助金
農政課農村整備係  【☎028(677)6045】

かしの森公園の出入り口が
変わります
都市計画課都市計画係
　　　　 　　    【☎028(677)6020】

芳賀地区エコステーション
再生品提供会
芳賀地区エコステーション
　　　　 　　    【☎ 0285(81)1244】

ＬＲＴ整備に係る都市計画説明会
都市計画課都市計画係
　　　　 　　   【☎ 028(677)6020】

野球場

駐車場

駐車場駐車場

遊具広場

××

か
し
の
森
公
園

１月１２日（火）～
新しい
出入り口

最低賃金の件名 時間額

塗料製造業 ８８８円

はん用機械器具、生産用
機械器具、業務用機械器
具製造業

８３５円

電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情
報通信機械器具製造業

８３６円

自動車・同附属品製造業 ８４０円

計量器・測定器・分析機
器・試験機・測量機械器具
製造業、医療用機械器具・
医療用品製造業、光学機
械器具・レンズ製造業、医
療用計測器製造業、時計・
同部分品製造業

８３５円

各種商品小売業 ８００円
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■抽選方法／１月２７日（水）１０：００公

開抽選

■引渡期間／２月１日（月）～１２日（金）

※詳細はお問い合わせください。

　日本に住む２０歳以上６０歳未満のす

べての人は国民年金に加入し、保険料

を納めることになっています。加入の届

け出をしなかったり、保険料の納め忘れ

があると、年金が受けられないこともあ

ります。

　なお、学生や収入が少なく保険料の納

付が困難な人の場合は、「学生給付特例」

や「若年者納付猶予」など、保険料の支払

いを猶予する制度があります。国民年金の

加入手続きと併せて申請してください。

　日本年金機構では、国民年金や厚生

年金に加入している皆さんに、「ねんき

ん定期便」を毎年誕生月に送付していま

す。加入記録・記載内容に漏れや誤り

がありましたら、同封の「年金加入記録

回答票」で回答してください。

　日本年金機構では、国民年金保険料

の納め忘れの人に対して、電話・文書・

戸別訪問による納付や免除などの申請

手続きのご案内を、民間事業者へ委託

しています。

振り込め詐欺などにご注意！

◆委託先の民間事業者は、日本年金機

構が発行した納付書により、最寄りの

金融機関やコンビニエンスストアで納

付するようご案内します。銀行口座を

指定してＡＴＭの操作より振り込みを

お願いすることはありません。

◆民間事業者が個別訪問して保険料を

お預かりする場合、顔写真入りの納付

督励証明書を提示し、日本年金機構が

発行する納付書をお持ちの人に限り、

保険料をお預かりしています。納付書

をお持ちでない人から保険料をお預か

りすることはありません。

１１月１日～３０日届出（掲載は承諾者のみ）

大根田圭司 （95）  打越新田 11/1

阿久津光正 （86）  西高橋 11/4

菊地　チヨ （100）  下高根沢 11/8

沼能　　繁 （84）  下高根沢 11/12

本　ヒロ （93）  上延生 11/14

箕輪　　昌 （71）  下高根沢 11/21

丸山　フミ （91）  下高根沢 11/22

髙塩　房司 （65）  下高根沢 11/22

矢口　德治 （85）  上稲毛田 11/23

佐竹　重良 （60）  下高根沢 11/25

島田　正美 （87）  西高橋 11/25

水沼　暎幸 （77）  東高橋 11/27

小谷　昭一 （60）  東水沼 11/28

野澤　ヒサ （87）  下延生 11/30

稲川　巨
まさ

哉
や

  （ 　　　） 西水沼憲　治
理　恵

小池　真
まさと

聖  （ 　　　） 八ツ木伸　利
由　貴

瀬賀　瑞
みず

稀
き

  （ 　　　） 東水沼侑　市
綾　佳

川又　永
と

愛
あ

  （ 　　　） 祖母井俊　幸
稔　子

廣澤　　勝・篠﨑佐和子　 

東高橋

阿久津和史・木村　望美　 

西高橋

大根田　淳・大橋　夏貴　 

祖母井

浅見　英孝・海野　仁美　 

祖母井

大村　勝久・和田麻衣子　 

下高根沢

行政相談・人権相談

１月１９日（火）１３：３０～１６：００

農業者トレーニングセンター

企画課情報広報係【☎028(677)6099】

心配ごと相談（前日１７：００までに電話予約）

毎週火曜日１３：３０～１６：００

農業者トレーニングセンター

社会福祉協議会　　【☎028(677)4711】

生活困窮者自立相談

◆生活保護を受けていない人で、経済

的に困っており、最低限度の生活を維

持することができなくなるおそれのある

人が対象です。相談員が一緒に考え、

解決へのお手伝いをします。

毎週月・火・木・金曜日９：００～１７：１５

健康福祉課

健康福祉課福祉係【☎028(677)1112】

法律相談

◆弁護士と心配ごと相談員が対応する

無料相談です。（先着５件まで）

３月１日（火）※２月１日（月）～予約受付

農業者トレーニングセンター

社会福祉協議会　【☎028(677)4711】

「ねんきん定期便」をお届け
しています
ねんきん定期便専用ダイヤル
　　　　 　　    【☎0570(058)555】
ＩＰ電話・ＰＨＳからは　
　　　　　　　【☎03(6700)1144】

２０歳から国民年金
住民課国保年金係【☎ 028(677)6038】

　役場にある証明書自動交付機は、１２月３０日（水）をもってサービスを終了しました。

　今月からは、住民課窓口で申請してください。

　なお、個人番号カードを取得すると、今月末からコンビニ交付サービスを利用できます。

　番号制度・個人番号カードについての詳細は、８・９ページをご覧ください。

コンビニ交付サービスを開始するまでの措置として、臨時に窓口を開庁します。

◆開庁日・時間／１月１０日（日）・２４日（日）８：３０～１７：００

◆対応業務／住民票の写し・印鑑証明書の交付のみ

■証明書自動交付機のサービスは終了しました
住民課住民戸籍係【☎ 028(677)6014】

住民票の写し・印鑑証明書の取得方法（今月から）

１月の第２・４日曜日は住民課窓口で住民票の写し・
印鑑証明書を交付します

取得方法 ①住民課窓口で申請 ②コンビニ交付を利用（1月末～）

利用時間
平日８：３０～１７：１５
※毎週木曜日は窓口延長１７：１５
～１９：１５

土日祝を含む毎日６：３０～２３：００
※１２／２９～１／３を除く

持 ち 物

本人確認書類（運転免許証等）
※印鑑証明書を取得する場合
は、併せて
印鑑登録証（カード）

個人番号カード
※個人番号カードを取得するには、
申請が必要です。

申 請 書
の 記 入

必要
不要（マルチコピー機に個人番号
カードをかざし、暗証番号を入力）

国民年金保険料の納付などの
ご案内を民間委託しています
宇都宮東年金事務所　
　　　　　　　【☎028(683)3211】
委託事業者 日立トリプルウィン株式会社
　フリーダイヤル【☎ 0120(211)231】
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