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温暖化対策の一層の強化を図るため、５月 22 日（月）栃木県公館において、知事および県内 25 全市町によ
る「COOL CHOICE とちぎ」共同宣言を行いました。
これをキックオフとして、オールとちぎ体制で「COOL CHOICE とちぎ」県民運動を展開し、家庭部門を中心
に温室効果ガス排出量の大幅削減を図っていきます。
共同宣言は、次のとおりです。また、ホームページでもご覧いただけます。
http://coolchoicetochigi.jp/
私たちは、
「2030 年度までに温室効果ガス排出量 26％削減（2013 年度比）」という目標達
成のため、国民運動「COOL CHOICE（＝賢い選択）」に賛同し、オールとちぎ体制で地球温暖
化対策を推進します。
このとちぎ発の取組を、「COOL CHOICE とちぎ」県民運動として積極的に展開し、温室効果
ガス排出量を着実に削減させるとともに、とちぎの豊かな環境と安心して暮らせる社会を次の
世代に引き継いでいきます。
平成 29 年５月 22 日

ロゴマーク

大田原市結婚支援事業

大田原市婚活マスター募集
本市では、結婚を希望する独身男女の出会いから成 【婚活マスター養成講座開催】
婚に至るまでをボランティアで支援してくださる方を ●日時…①８月 19 日（土） ②９月 13 日（水）
「大田原市婚活マスター」として認定しています。
※各回とも午後１時 30 分～４時（いずれか１回受講
●認定要件…次のすべてに該当する方
してください）
①市内在住で 20 歳以上の方
●場所…市民交流センター視聴覚室（トコトコ大田原
②婚活マスター養成講座を受講した方
３階）
③婚活マスターの活動にあたり次のすべてを守れる方
●内容…今どきの結婚事情・個人情報の取り扱い・婚
▶独身男女の結婚支援について親身に対応すること。
活マスターの役割など
▶ボランティアとして活動すること。
●講師…心理カウンセラー 羽林 由鶴 氏
▶地位や活動上知り得た情報などを利用し、宗教活動、 ●持ち物…筆記用具
政治活動、販売活動など結婚支援以外の活動を行わな ※申請書および誓約書を提出される方は印鑑もご持参
ください。また、身分証明書用の写真撮影も行いま
いこと。
す。
▶活動上知り得た個人情報の管理に十分留意すること。
▶個人の人格を尊重し、差別的な取り扱いを一切行わ ●申込方法…参加希望日の１週間前までに下記へ電話
で申し込み。
ないこと。
●費用…無料
▶自らの結婚を目的としないこと。
問申政策推進課 Ａ 2 階 （２３）８７１５
④次のいずれにも該当しない方
▶暴力団等の公序良俗に反する団体に属している、ま
たは暴力団員などと関係を有している方
【とちぎ結婚支援センターマッチング会員募集中】
▶結婚紹介を業として行っている方
１月に宇都宮にオープンしたとちぎ結婚支援セン
▶市税等を滞納している方
ターでは、結婚を誠実に希望する方に、マッチングシ
●活動内容
ステムによる１対１の出会いをサポートしています。
①独身男女の結婚に対する助言アドバイス
●登録要件
②独身男女の出会いの場を仲介する
▶県内在住または県内に勤務している 20 歳以上の独
③出会いイベント情報の提供
身の方
④その他出会いの場の創出から成婚までの一連の支援
▶インターネット環境やメールができるパソコンまた
すべての取組
はスマートフォンをお持ちの方
●婚活マスター認定までの流れ
●登録料…１万円（２年間有効）
●申込方法…同センターのホームページにアクセスし
てください。
婚活マスター養成講座申込
婚活マスター養成講座受講
婚活マスター認定申請書・誓約書提出
書類審査

婚活マスター認定

問とちぎ結婚支援センター
０２８（６８８）０８８０
https://www.msc-tochigi.jp/
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平成 29 年度

那須地区広域行政事務組合職員採用試験
●職種・募集人員…一般事務 1 名程度
▶二次試験
●受験資格…昭和 62 年 4 月 2 日から平成 12 年 4 月 ・日時…平成 29 年 11 月の予定
1 日までに生まれた方で、高等学校卒業または同程 ・試験内容…作文、面接
度以上の学力を有する方（平成 30 年 3 月 31 日ま
●採用予定…平成 30 年 4 月 1 日
でに卒業見込の方を含みます）。
●試験要領・申込書など
●受験資格のない方…次のいずれかに該当する方
管理課総務係で配布します。（那須地区広域行政事
▶日本国籍を有しない方
務組合のホームページからもダウンロードできま
▶成年被後見人または被保佐人の方
す。）
▶禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、
http://www.nasukouiki.or.jp/
またはその執行を受けることがなくなるまでの方
※郵便で請求する場合は、封筒の表に「採用試験申込
▶日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法また
書等請求」と朱書きし、120 円切手を貼った宛先
はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主
明記の返信用封筒（角形 2 号、A4 サイズ）を同封
張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加
してください。
入した方
●試験申込の受付期間
●試験の期日・場所・内容
7 月 3 日（月）～ 8 月 10 日（木）の土・日・祝日
▶一次試験
を除く午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
・日時…平成 29 年 9 月 17 日（日）
※郵送の場合は、8 月 10 日（木）必着。
午前 9 時 10 分～午後 0 時 10 分
問申那須地区広域行政事務組合管理課総務係
・場所…国際医療福祉大学（北金丸 2600 － 1）
〒 329-3144 那須塩原市沼野田和 439
・試験内容…教養試験、適応性検査
０２８７（６５）３６１１

平成 29 年度

那須地区消防組合職員採用試験
●職種・募集人員…消防吏員 ８名程度
●受験資格…平成５年４月２日から平成 12 年４月１
日までに生まれた方で、高等学校卒業程度
以上の学力を有する方（平成 30 年３月卒業見込の
人を含む。）で、採用時に那須地区消防組合管内に
居住できる方。
※那須地区消防組合管内とは大田原市、那須塩原市、
那須町です。
●受験資格のない方…次のいずれかに該当する方
▶日本国籍を有しない人
▶成年被後見人または被保佐人
▶禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでま
たはその執行を受けることがなくなるまでの人
▶日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法また
はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主
張する政党その他の団体を結成し、またまたはこれ
に加入した人
●試験の期日・場所・内容
▶第１次試験
日時…平成 29 年９月 17 日（日）
午前９時 10 分～正午
場所…国際医療福祉大学（北金丸 2600 －１）
試験内容…教養試験および職場適応性検査
▶第２次試験
日時…平成 29 年 10 月下旬予定（詳細は第１次試
験合格者に通知します。）
試験内容…記述試験、口述試験および体力検査
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▶最終合格発表…平成 29 年 11 月中旬予定
▶採用予定…平成 30 年４月１日
▶給与…給料および各種手当は、組合規定により決定
されます。
●試験案内・申込用紙など
那須地区消防本部総務課と管内各署・各分署で配布
します。那須地区消防組合ホームページからもダウ
ンロードできます。
http://www.fire119-nasu.jp
※郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験
申込書請求」と朱書きし、82 円切手を貼った宛先
明記の返信用封筒（長形３号）を同封してください。
●試験申込の受付期間…７月１日（土）～ 31 日（月）
の土・日・祝日を除く午前８時 30 分～午後５時
15 分
※郵送の場合は、７月 31 日（月）消印有効。
●試験申込の受付場所…「採用試験申込書」「履歴書」
「受験票」「写真」を添付の上、下記へ持参または郵
送してください。
※郵送の場合は、書留郵便で表に ｢採用試験申込｣ と
朱書きし、82 円切手を貼った宛先明記の返信用封
筒（長形３号）を必ず同封の上、確実な方法で送付
してください。
申問那須地区消防本部総務課人事係
〒 324-0062 大田原市中田原 868 番地 12
（２８）５１０１

