の仕事の内容・応募条件の情報提供、
センター相談員への求人状況や資格の
相談

特設行政相談
企画課情報広報係【☎ 028(677)6099】

お知らせ
国民健康保険証は１０月更新です
住民課国保年金係【☎ 028(677)6038】
現在お使いの国民健康保険被保険者
証（保険証）は、９月３０日で有効期限
が切れます。
新しい保険証の色は「浅黄色」です。
９月中旬に、世帯全員分を世帯主あてに
緑色の封筒で郵送しますので、受け取っ
たら記載内容に間違いがないか確認して
ください（保険証は８月末現在の情報に
基づき作成されます）。９月中に届かな
い場合はお問い合わせください。※期限
切れの保険証は、住民課や町内医療機
関などの回収箱に投かんしてください。
１０月１日以降に医療機関にかかると
きは、必ず新しい保険証を使用してくだ
さい。
なお、国民健康保険税の滞納がある
世帯には、通常の保険証よりも有効期間
が短い保険証を住民課窓口で交付しま
す。郵送はしませんのでご注意ください。

くくりわなでイノシシ駆除を実施中
農政課農業振興係【☎ 028(677)1110】
町内で農作業有害獣（イノシシなど）
の駆除を行っています。わなの近くに
は「表示票」があります。危険ですの
で近づかないようにしてください。
■期間／９月〜平成２６年３月
■場所／上稲毛田、稲毛田、下高根沢
などの山林

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】
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
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→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

米の放射性物質検査を実施します
農政課農業振興係【☎ 028(677)1110】
平成２５年産米について、国の検査方
針に基づき放射性物質検査を行います。
町内３カ所から出荷前の玄米を抽出して
検査を行い、出荷可否の判断をします。
基準値（１００ベクレル／キログラ
ム）以下であり安全が確認されるまで
は、出荷や販売などはできません。農
協や集荷業者への販売だけでなく、親
戚などへの無料譲渡や直売もできませ
んので、ご注意ください。
■検査実施・結果判明の時期／９月上旬予定

秋の交通安全県民総ぐるみ運動
総務課地域安全対策係
【☎ 028(677)6029】
９月２１日
（土）
〜３０日（月）の期間中
町では交通安全意識の高揚を図るた
め、街頭広報活動を実施します。
■日時・場所／①９月２４日（火）
ＪＡは
が野芳賀支店南交差点②９月２５日（水）
工業団地管理センター北交差点③９月２６
日（木）旧ＪＡ水橋支所北バイパス交差点
いずれも７：３０〜

調停相談会

■日時／１０月４日（金）
１０：００〜１５：００
■場所／道の駅はが会議室
■内容／行政相談員が行政に関する相
談、そのほかさまざまな相談を受け付
けます。申込不要ですので、お気軽に
お越しください。

高齢者・障害者のための
成年後見相談会
リーガルサポートとちぎ支部
【☎ 028(632)9420】
成年後見制度は、判断能力が不十分
なために財産侵害を受けたり、人間とし
ての尊厳が損なわれたりすることがない
よう、法律面や成果面で支援する身近
な仕組みです。
老後に不安をお持ちのご本人はもちろ
ん、高齢者や知的障害者を擁護する人
は、ぜひ相談会をご利用ください。
■日時／９月１６日（月・祝）
１０：００〜１５：００
■場所／栃木県司法書士会館
■相談方法／面談・電話ＴＥＬ０２８
（６３２）
９４２０
■内容／成年後見（高齢者の財産管理）
に関する相談
■相談員／司法書士
■費用／無料

９月１日〜１０日は屋外広告物
適正化旬間です

真岡調停協会 【☎ 0285(82)2076】

都市計画課都市計画係
【☎ 028(677)6020】

■日時／１０月４日（金）９：００〜１５：００
■場所／真岡市総合福祉保健センター、
茂木町民センター
■内容／離婚・扶養・相続・家事に関す
る一切の相談・交通事故・金銭の貸借（サ
ラ金その他）・土地や建物の問題・その
他民事一切の相談（秘密は厳守します）
■相談員／民事調停委員、家事調停委員
■費用／無料
■申込／予約の必要はありませんので、
当日直接会場へお越しください

屋外広告物とは、常時または一定期
間継続して屋外で公衆に表示されるもの
で、看板や張り紙、のぼり旗などが含
まれます。町内に看板などを立てる場合
は、栃木県屋外広告物条例が適用され、
一部を除き許可が必要です。
適正化旬間では、各地で広報活動や
違反屋外広告物に対する是正指導など
が実施されます。
良好な景観の形成、広告物による事故
防止のため、適正な表示をお願いします。

福祉のお仕事ミニ面談会
県社会福祉協議会福祉人材・
研修センター 【☎ 028(643)5622】
■日時／９月１３日（金）
１３：００〜１５：３０
※受付は１５：００まで
■場所／真岡市商工会議所
■対象／①福祉のお仕事をお探しの人、
転職をお考えの人②平成２６年３月卒業
見込みの専門学生、短大生、大学生③
福祉の仕事、資格取得に興味のある人
■内容／求人事業所の採用担当者から

とちぎ障害者合同就職面接会
（県央地区）
ハローワーク真岡【☎ 0285(82)8655】
就職を希望される障害者の人であれ
ば、どなたでも参加できます。また、
採用意向のある事業主の皆さんの積極
的な参加をお願いします（派遣求人・
請負求人での申込は不可）。
■日時／１０月１１日（金）
１３：３０〜１６：００
※求職者受付は１２：４５〜１５：００
■場所／ホテル東日本宇都宮

講座・教室
芳賀町図書館おはなし会
総合情報館

【☎ 028(677)2525】

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／９月２１日（土）１４：００〜
■場所／総合情報館おはなし室

冒険チャレンジクラブ
「古代を探ろう」
祖母井分館

【☎ 028(677)0132】

■日時／１０月１２日（土）８：３０町民会
館出発（１７：３０帰着予定）
■場所／まほろん（福島県白河市）
■対象／小学生とその保護者
■参加費／３２０円（勾玉体験代）
■持参物／お弁当、飲み物、帽子、タ
オル、おこづかい
■定員／先着２５人
■申込期間／９月１０日（火）〜２１日（土）

つくしんぼ教室
河田 裕子

【☎ 090(5400)1189】

つくしんぼ教室は、卵・乳・小麦など
を使わないお料理を学ぶ教室です。
■日時／９月８日（日）
１０：００〜１３：００
■場所／生涯学習センター
■講師／河田 裕子
■参加費／１回１，
０００円
■締切／９月６日（金）

ボランティア友の会講座
文学・歴史散歩の集い
（秋の歴史散歩）
「北茨城の文学歴史を訪ねる」
生涯学習センター【☎ 028(677)0306】
■日時／９月２６日（木）８：００町民会館
集合、８：３０出発
■場所／茨城県北茨城市内
■参加費／３，
０００円（昼食代含む）
■定員／先着２７人
■締切／９月１０日（火）※日 ・月休館

親子で料理教室
水橋分館

【☎ 028(678)0004】

■開催日と内容／
１０月１９日（土）
：ピザほか
１１月 ２ 日（土）
：ドーナツ・イモの煮っ
ころがし・郷土料理
１２月２１日（土）：チヂミ・韓国風のり
巻き・わかめスープ
■時間／９：３０〜１２：００
■場所／水橋分館調理室
■対象／町内在住の親子
■定員／先着１０人（３回参加できる
人を優先）
■持参物／エプロン、三角巾、手拭き
タオル

■参加費／各回１人３００円
■締切／１０月１２日（土）※日・月休館

海浜の旬・さんまとさつまいも
とちぎ海浜自然の家
【☎ 0291(37)4004】
■日時／１０月２６日（土）〜２７日（日）１泊２日
■内容／選択活動Ⅰ：①サンマの干物作
り体験と創作活動②サンマの網焼き・
試食体験と塩作り活動、選択活動Ⅱ：ナ
イトハイク・貝殻細工・海の展示館見学
など、全体活動：サツマイモ掘り体験と
つぼ焼きいも試食
■募集人員／県民約２００人
※定員を超える場合は抽選
■参 加費／大人５，
４００円、高校生４，
０００円、中学生３，
２００円、小学生３，
０００
円、
３歳以上就学前２，
２００円、３歳未満
３００円※コースや食事メニューなどによ
り別途料金加算あり
■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
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（学年）
■締切／９月３０日（月）

企画課企画財政係【☎ 028(677)6012】

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

高
母
高
毛

字
橋
井
橋
田

開催日時
９月 ７日（土）１９：００
９月２０日（金）１９：００
９月２４日（火）１９：００
９月２６日（木）１９：００

会
場
東高橋構造改善センター
農業者トレーニングセンター
西高橋構造改善センター
稲 毛 田 公 民 館

■内容／①町からの説明（町政経営方針・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

９月議会定例会日程予定
議会事務局 【☎ 028(677)6023】
期
日
内
容
９月３日（火） 開会、提案理由の説明、決算審査報告、同意案件の採決
一般質問、報告案件の質疑、決算認定を除く案件の質疑・討論・
９月５日（木）
採決
９月６日（金） 決算認定質疑・常任委員会付託、常任委員会
９月９日（月）
常任委員会
〜１２日（木）
常任委員長決算認定審査結果報告・委員長に対する質疑・討
９月１
７日（火）
論・採決、閉会
≪一般質問≫
増渕さつき議員
○「芳賀町地域防災計画」について
○芳賀地区消費生活センターについて
○町制施行６０周年記念事業
※議会の様子は芳賀チャンネルで放映されます。詳しくは番組表をご覧ください。
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