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 東北地方太平洋沖地震により自ら
居住していた住宅に被害を受けた方
が、住宅の再建等のために必要な資
金を借り入れた場合、借入れから5
年間分の利子を補助します。 
対象者 
①自ら居住していた住宅に被害を受
けた方で、住宅資金融資を受けて住
宅を建設又は補修をする方 
※賃貸住宅、納屋、塀、カーポー
ト等は除きます。 

※被災者生活再建支援金支給者は
除きます。 

②町税等の滞納がない方 
対象住宅　半壊・一部損壊住宅 
対象融資額 
100万円以上500万円以内 
補給率　　年1.0％以内 
補給期間　借入れから5年間 
提出書類　り災証明書、融資契約書
の写し、借入金償還計画表の写し、 
工事請負契約書の写し　など 
問い合わせ　　 
　建設課　☎0287－92－1118

被災住宅の再建等資金の 
利子を補助します 

■認定請求書の提出について 
　平成23年10月より対象世帯へお願
いしているところですが、申請が 4
月以降となってしまいますと平成23
年10月分からの手当が支給できなく
なります。必ず下記の期限までに提
出してくださるよう、お願いいたし
ます。 
■提出期限　3月30日（金） 
★受給者の通帳・保険証の写しもご
一緒に提出してください。 
★認定請求書を紛失してしまった方
や、ご質問等ある方はお問い合わせ
ください。 
問い合わせ 
　健康福祉課　社会福祉係　 

☎0287－92－1119

こども手当の手続は 
お済ですか？ 

ひとり親家庭等の在宅就業支援 
事業の参加者を募集します 

　栃木県北部の各遺跡より出土した、
縄文時代から奈良・平安時代までの
資料を紹介します。 
会期　3月18日（日）まで 
開催場所 
　なす風土記の丘資料館小川館 
要入館料（中学生以下は無料） 
休館日　月曜日（祝日開館） 
　　　　祝日の翌日 
問い合わせ 
　なす風土記の丘資料館小川館 
　☎0287－96－3366

募集期間　3月15日（木）～30日（金） 
その他　申込方法、入居資格等の詳
細は、お問い合わせください。 
 
 
 
 
 
※町営住宅の家賃は所得に応じて決
定します。 

問い合わせ　建設課管理係 
☎0287－92－1118

町営住宅入居者募集のおしらせ 

　管内の求人状況は、12月現在求人
倍率が0.68倍と東日本大震災直後か
ら比べると回復しましたが、依然と
して厳しい状況が続いています。 
　このため、ハローワークでは求人
募集予定の事業所に求人開拓推進員
が訪問し、求人を受け付けるサービ
スを行っております。 
　求人をお考えの場合は、ハローワ
ーク那須烏山にご連絡ください。求
人開拓推進員が訪問いたします。 
　（ハローワークで求人募集の際は、
労働法令に関することや、各種保険
の加入等確認させていただきます） 
問い合わせ　 
　ハローワーク那須烏山 

　☎0287－82－2213

ハローワーク那須烏山 
「求人開拓推進員」をご利用ください 

　県ではひとり親家庭等の方々への
在宅就業を支援する「IT業務訓練プ
ログラム（約6ヶ月間）」の受講者を
募集しています。 
対象者　 
県内にお住まいの母子家庭の母、父
子家庭の父、寡婦の方 
内容　 
①キャリアカウンセリング 
②就業訓練プログラム 
（WEB、CAD、オフィスソフトな
どのPC訓練） 
③就業体験、在宅などでの就業紹介 
費用　無　料 
　　　　（一定額の訓練手当を支給） 
訓練期間 
　4月2日（月）～9月29日（土）  
募集人員　140名 
　　　　（定員になり次第締め切り） 
申し込み・問い合わせ 
　㈱TBCスキヤツト 
　　キャリアサポート事業部 
　　☎028－651－5633

区　　　分 
住　宅　名 
部 屋 番 号 
間　取　り 
入居時家賃 

町営 
薬利 
1－4 
2K 

4,900～7,300円 

　皆さまの心に残る「思い出の風景」
「忘れられない風景」「みんなに伝
えたい風景」を、エピソードを添え
て是非紹介してください。 
　寄せられたお手紙をもとに、旅人
「火野正平」がにっぽんを縦断、こ
ころの風景を訪ねます。 
締め切り　3月23日（金）必着 
応募方法　番組ホームページ、ファ
ックス（03－3465－1327）、お便り
（〒150－8001「NHKこころ旅」係） 
応募内容　①住所②お名前③電話番
号④性別⑤年齢⑥思い出の場所⑦場
所にまつわるエピソード 
問い合わせ 
　NHKふれあいセンター 

☎0570－066－066

「にっぽん縦断　こころ旅」 
お手紙募集のお知らせ 

巡回展「栃木の遺跡―最近の発掘 
調査の成果から―」 
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ケーブルテレビ企画番組内容 

　平成24年3月をもって小川庁舎
での日直を廃止します。 
　廃止に伴い、これまで行ってい
た土・日曜日、祝日及び年末年始
の戸籍等各種書類の受付業務は本
庁舎での対応となりますので、大
変ご不便をおかけしますが、本庁
舎までお越しください。 
日直対応日  
土・日曜日、祝日、年末年始 
日直対応時間　 
午前8時30分～午後5時15分 
本庁舎日直対応業務 
　電話対応（小川庁舎への電話は
本庁舎へ転送されます。）、死亡
届の受理、埋火葬許可証の交付、
婚姻届・出生届等の受理など。 
問い合わせ　総務課 

☎0287－92－1111

国税専門官採用試験 
のお知らせ 

　NHK宇都宮放送局では、4月1日
から県域TV放送を開始します。 
・正午前3分間…気象情報、お知らせ 
・【ときめきとちぎ】午前11時30分
から正午までの30分間（毎週金曜日）
…生活情報、スポーツ情報、イベン
ト情報、気象情報など 
・【とちぎ640】午後6時40分から7
時前までの20分間…ニュース、気象
情報など 
問い合わせ　NHK宇都宮放送局 

☎028－634－9155

NHK宇都宮放送局 
栃木県内向けTV放送開始のお知らせ 

平成25年の歌会始のお題 
及び詠進について 

★お知らせ★ 

都合により予告なく番組を変更するこ

とがあります。EPGでの確認をお願い

します。 

時　間 

朝まで 

番組名（基本予定） 
ニュースN・TOWN

文 字 放 送  

文 字 放 送  
ニュースN・TOWN

ニュースN・TOWN

ニュースN・TOWN

ニュースN・TOWN

ニュースN・TOWN

ニュースN・TOWN

ニュースN・TOWN
企画番組1（再放送） 

企画番組1（再放送） 

ニュースN・TOWN

ニュースN・TOWN

アグリネット 

文 字 放 送  

文 字 放 送  

文 字 放 送  

文 字 放 送  

文 字 放 送  

文 字 放 送  

文 字 放 送  

運 び 屋 寄 席  

サイエンスCH　THE　MAKING

サイエンスCH　THE　MAKING
燃えよ虫拳 

企画番組2
企画番組1

週刊とちぎ元気通信 
栃木のきらめき 

週刊とちぎ元気通信 
栃木のきらめき 

那珂川町ケーブルテレビ 
番組タイムスケジュール 

5:30 
6:00 
6:30 
7:00 
7:30 
8:00 
8:30 
9:00 
9:30 
10:00 
10:30 
11:00 
11:30 
12:00 
12:30 
13:00 
13:30 
14:00 
14:30 
15:00 
15:30 
16:00 
16:30 
17:00 
17:30 
18:00 
18:30 
19:00 
19:30 
20:00 
20:30 
21:00 
21:30 
22:00 
22:30 
23:00 
23:30 
0:00 
0:30 
1:00 
1:30

3/12～3/18

企画番組2
3/19～3/25

3/26～4/1

未来へ、私たちの夢 

3/5～3/11 大那珂川人（佐藤平男さん） 

小川中学校卒業式 

馬頭中学校卒業式 

30分（19：00～19：30） 

60分（18：30～19：30） 

企画番組1
受験資格　①昭和57年4月2日～平成
3年4月1日生まれの者、②平成3年4
月2日以降生まれの者で大学卒業（見
込）または同等の資格がある者 
受験申込期間 
　○インターネット申込み（原則） 
　4月2日（月）午前9時 ～ 
　　4月12日（木）［受信有効］ 
　○郵送又は持参 
　4月2日（月）～4月3日（火） 
（4月3日までの通信日付印有効） 
申込方法 
　○インターネット申込み 
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 
　○郵送又は持参 
　希望する第1次試験地の国税局ま
たは国税事務所に申込書を提出 
問い合わせ 
　○インターネット申込み 
　　人事院　人材局　試験課 
　　　☎03－3581－5311 
　○上記以外の問合せ 
　　関東信越国税局　人事第二課 
　　試験係　☎048－600－3111

小川庁舎の日直廃止について 

　宮内庁では、宮中歌会始の詠進歌
を公募します。お題は「立」ですが、
「立志」、「立春」のような熟語にし
ても、「立つ」、「立ち上がる」の
ように訓読しても差し支えありませ
ん。 
詠進期間　9月30日（消印有効） 
その他　詠進方法や注意事項などは
宮内庁ホームページを参照ください。
宮内庁ホームページアドレス 
http://www.kunaicho.go.jp/ 
問い合わせ　疑問な点がある場合に
は、直接宮内庁式部職宛に、郵便番
号、住所、氏名を書き、返信用切手
を貼った封筒を添えて、9月20日ま
でに問い合わせてください。 
宛先は「〒100-8111　宮内庁」とし、
封筒に「詠進歌」と書き添えてくだ
さい。 
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