
●振替ができる町税など／町県民税

（事業所を除く）、固定資産税、軽自動

車税、国民健康保険税、後期高齢者医

療保険料、介護保険料

●振替日／各納期の末日（納期限の日）

※年税額一括振替の場合は最初の納期

限の日

●利用できる金融機関／足利銀行、栃

木銀行、ゆうちょ銀行、真岡信用組合、

はが野農協

●申込方法／通帳と通帳届出印を持参

し、税務課窓口または指定金融機関に

口座振替依頼書を提出（依頼書は備え

てあります）

　樹木が道路をおおったり、道路には

み出したりしていると、交通事故の原

因になることがあります。また、枝が

落下し通行人にけがを負わせたり、車

を破損させた場合、損害賠償を請求さ

れることがありますので、注意して管

理してください。

　また、農機具などに付着した泥を道

路に落としたままにすると、スリップ

事故の原因になるばかりでなく、ほか

の人にも迷惑がかかりますので、すぐ

に撤去するようにしてください。

　除草剤を多用して路肩の芝草がなく

なってしまうと、道路に土砂が流れ出

たり舗装が崩れてしまいます。道路の

延命と美しい道路環境を守るために、

除草剤の多用を避け、草刈りによる対

応をお願いします。

　栃木県運営適正化委員会は、福祉

サービスに関する苦情や相談をお受け

し、事業所への調査や話し合いによる

あっせんを行うなど、苦情の解決を図

ります。

　約束したはずのサービスが受けられ

ない・支援の仕方が乱暴であるなど、

相談は電話や来所の他、文書やメール

でも受け付けています。

　住宅や事務所などに太陽光発電シス

テムを設置しませんか。

■対象／町内に住所を有する人または１

年以内に町内に住所を有する予定の人で

町税を滞納していない人、町内事業所

■補助事業の対象／住宅・事務所・事

業所・店舗などの屋根などへの設置に

適していて、使用分を超える余剰分を

電力会社に売電することができ、未使

用で最大出力が１０kw未満の太陽光発

電システム

■補助金／１kw あたり４万円で上限

１５万円

■申込方法／システム設置工事の着工

前に、環境対策課へ交付申請

　

ぱんだクラブ（１歳児と保護者） 

５月 ８日（水）１０：３０～１１：４５

みなみ子育てサロン（西高橋改善センターほか）

５月１３日（月）・２７日（月）１０：００～１１：４５

おでかけクラブ（消防芳賀分署） 

５月１３日（月）１０：３０～１１：３０

きりんクラブ (２歳以上児と保護者）

５月１５日（水）・２２日（水）１０：３０～１１：４５

うさぎクラブ ( 親子運動あそび） 

５月２９日（水）１０：３０～１１：４５

ママずトーク(ＮＰプログラム )説明会 

５月 ９日（木）１０：３０～１１：３０

ママずトーク(ＮＰプログラム ) 

５月１７日（金）・２４日（金）・３１日（金）

１０：００～１２：００

こあらクラブ（０歳児と保護者）

５月２１日（火）１０：３０～１１：３０

はじめてのベビーマッサージ

５月７日（火）・１４日（火）・２１日（火）・２８日（火）

１３：３０～１４：３０

リサイクル委託品用タグ配布

■日時／５月２９日（水）

月～金曜日１０：００～１６：００

土・日曜日１０：００～１５：００

■場所／ぴよぴよ

リサイクル委託品受付

■日時／５月２０日（月）～３０日（木）

月～金曜日１０：００～１６：００

土・日曜日１０：００～１５：００

■場所／ぴよぴよ

お誕生会

■日時／５月２７日（月）１１：３０～

■場所／ぴよぴよ

Tea サロン

■日時／毎週火・金曜日１０：３０～

１５：３０（ラストオーダー１５：００）

■場所／ぴよぴよ

ひととき保育（託児）

■日時／応相談１０：００～１６：００

■場所／ぴよぴよ

■日時／５月１日（水）

９：００～１２：００・１３：００～１７：００

※今月１５日は町長不在のため実施しま

せん。

■場所／役場１階町長室

■日時／５月２１日（火）

１３：３０～１６：００

■場所／農業者トレーニングセンター

■日時／毎週火曜日１３：３０～１６：００

（第５週を除く）

■場所／農業者トレーニングセンター

子育て支援センター
あっとほーむ
あっとほーむ（生涯学習センター内）

【☎ 028(677)8400】

町長と対話の日
企画課情報広報係

【☎ 028(677)6099】

行政相談・人権相談
社会福祉協議会【☎ 028(677)4711】

心配ごと相談
社会福祉協議会【☎ 028(677)4711】

子育てガイド

定例相談

納税は口座振替が便利です
税務課納税係　【☎ 028(677)6035】

道路を明るくきれいに使いましょう
建設課管理係　【☎ 028(677)6019】

路肩への除草剤散布を減らし
てください
建設課管理係　【☎ 028(677)6019】

福祉サービスに関する苦情や
相談の受付
県運営適正化委員会（とちぎ福祉プラザ内）

【☎ 028(622)2941】

太陽光発電システム設置費補助金
環境対策課環境対策係

【☎ 028(677)6041】

●小中学校などの放射線測定結果（放射線モニタリングシステムの計測値）

◆測定日時：４月１８日（木）１３：３０

現在、国は空間放射線量

の基準を毎時０．２３マイク

ロシーベルト（地上１ｍ

で測定）としています。

町の空間放射線量につい

ては、いずれの測定値も

基準値を下回っています。

環境対策課環境対策係　  【☎ 028(677)6041】

芳賀町内空間放射線量の測定結果

調査場所
測定値（μSv/h）
地上高１ｍ

芳賀東小学校（職員室前） 0.065
芳賀北小学校（職員室前） 0.077
芳賀南小学校（職員室前） 0.068
芳賀中学校（職員室前） 0.064
芳賀工業団地管理センター（事務室北側） 0.066

5月26日（日）

クリーン芳賀
　　　 環境美化の日

地域の清掃作業に参加しましょう

子育てひろばぴよぴよ
ぴよぴよ（モテナス芳賀内）

【☎ 028(677)0110】
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ホンダの新車購入に補助金を交付します

お知らせ

  町では、町民または町内に事業所を有する中小企業が本田技研工業製の次の対象自動車（新車）を購入した場合に、

補助金（現金または商品券）を交付します。個人・法人とも１台限りです（リースは対象外）。

対象自動車
本田技研工業株式会社製の新車

（普通乗用車・小型自動車・軽自動車いずれも四輪以上のもの）

新規登録日 自動車検査証の新規登録日が平成２５年４月１日～

助 成 内 容 現金３万円または芳賀町共通商品券３万円

申 請 受 付
平成２５年４月１日から商工観光課で平日のみ受付（８：３０～１７：１５）

※予算が無くなり次第受付を終了します。

申 請 書 類

①芳賀町新車購入費補助金交付申請書兼請求書②購入契約を証する書類の写し（注文書、クレジッド契

約書など）③新車の自動車検査証の写し④運転免許証の写し⑤印鑑※申請書は商工観光課の窓口または

町ホームページ（http://www.town.haga.tochigi.jp）からダウンロードできます。

受 取 方 法
申請書類の確認および審査を行い、適正と認めた場合に交付します。芳賀町共通商品券または口座振込

のどちらかを選択してください。

●不法無線局による混信・妨害　

　【☎ 03(6238)1939】

●テレビ・ラジオの受信障害

　【☎ 03(6238)1945】

●地上デジタル放送の受信相談

　【☎ 03(6238)1944】

　総務省では、電波を正しく利用してい

ただくための周知・啓発活動および不

法無線局の取締りを強化します。安全

で豊かな社会を実現するために、電波

のルールを守り、正しく使いましょう。

　宇都宮労政事務所では、労働問題全

般についての相談や、産業カウンセラー

による「働く人のメンタルヘルス相談」

を実施しています。

■日時／平日（土・日・祝日を除く）

８：３０～１２：００、１３：００～１７：１５

■費用／無料

■方法／来所または電話相談のほ

か、インターネット（栃木県公式ホーム

ページ http://www.pref.tochigi.lg.jp/ から

アクセス）での相談可

　

商工観光課商工観光係　【☎ 028 (677) 6018】

　自動車税の納税通知書は、お手元に

届きましたか？自動車税の納期限は

５月３１日（金）です。納期限までに、

金融機関・郵便局・コンビニエンスス

トアで忘れずに納付しましょう。

　また、安全で便利な口座振替による

納付を、ぜひご利用ください。

※心身障害者の人には、一定の要件の

もとに減免制度があります。お問い合

わせください。

　町内全域で農作物被害の防止のため

に、銃器によるカモ・カラスの駆除を

行います。

　危険ですので近寄らないようお願い

します。

■日時／５月１８日（土）・１９日（日）

関東総合通信局

６月１日から１０日は
「電波利用環境保護周知啓発
強化月間」です

労政事務所の労働相談をご利用ください
宇都宮労政事務所

【☎ 028(626)3053】

固定資産縦覧帳簿
課税台帳の縦覧

　固定資産税の根拠となる土地・家屋

評価額などを掲載した縦覧帳簿をみる

ことができます。

■縦覧期間／５月３１日まで　

８：３０～１７：１５（土・日・祝を除く）

■縦覧場所／税務課

■内容／土地・家屋価格など、縦覧帳

簿【所在・地番・地目（構造）、地積（床

面積）、価格、種類】

■縦覧できる人／所有者（納税者）

※所有者以外は本人からの委任状と運

転免許証・保険証などの身分証明証が

必要です。借地・家人が閲覧する場合

は、権利関係が確認できる契約書など

が必要です。

■手数料／無料

　５月１９日（日）・６月９日（日）は

庁舎電気点検のため、自動交付機が利

用できませんのでご注意ください。

税務課資産税係  【☎ 028(677)6078】

自動交付機が使えません
住民課住民戸籍係【☎ 028(677)6014】

自動車税の納税
真岡県税事務所

【☎ 0285(82)2135】

有害鳥駆除のお知らせ
農政課農業振興係

【☎ 028(677)1110】

　春作業の時期を迎え、農作業事故の

防止を目的に４月１日から６月３０日

まで「春の農作業安全確認運動」を展

開しています。今年の重点推進テーマ

は『一人ひとりが主役 広げよう！安

全確認』です。圃場の出入りやあぜ越

えは低速で、焦らない、慌てない、無

理しないで作業を行いましょう。

■期間／４月１日～６月３０日

　また、農業公社では随時、農作業の

受託あっせんを行っています。お気軽

にご相談ください。

春の農作業安全確認運動実施中！
農業公社　　　【☎ 028(677)6048】

６月３日（月）
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