大規模な土地取引には届出が
必要です
企画課企画財政係【☎ 028(677)6012】

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】
新しい国民健康保険証を、９月中旬
に世帯全員分を世帯主あてに郵送しまし
た。新しい保険証の色は「うぐいす色」
です。記載内容に間違いがないか確認
してください。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。

特設行政相談
企画課情報広報係
【☎028(677)6099】
■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。

農振除外の申出受付
農政課農業振興係【☎028(677)1110】
農業振興地域の農用地区域内の農地
を、住宅や駐車場などとして使用する場
合や、農業用施設を建てて使用する場
合は、事前に手続きが必要です。変更を
希望する人は必要書類を添えて農政課へ
申し出てください。なお、要件を満たさ
ないものは認められないことがあります。
■受付期間／１１月１日
（金）〜２９日（金）
※次回は３月
■提出書類／農用地利用計画変更申出
書、その他必要書類
※詳細はお問い合わせください

栃木県労働委員会による労働相談会
県労働委員会事務局【☎ 028(623)3337】

全国一斉法務局休日相談所
宇都宮地方法務局総務課
【☎028(623)6333】
■日時／１０月６日（日）
１０
：００〜１５：００
■場所／宇都宮地方法務局本局庁舎
■内容／①登記、隣地との筆界、人権
問題、供託に関する相談②公証人によ
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芳賀地区消費生活センターを
ご利用ください
芳賀地区消費生活センター
【☎ 0285(81)3881】
近年、商品やサービスの多様化に伴
い、悪質な訪問販売や勧誘、契約や取
引に関するトラブルが発生しています。
それらの不安や被害についての相
談、問題解決のための助言やあっせん
など手助けをする目的で、益子町役場
敷地内に、芳賀町・益子町・茂木町・
市貝町の４町が共同で「芳賀地区消費
生活センター」を開設しています。
トラブルに巻き込まれて困ったとき
は、一人で悩まず、すぐにご相談ください。
■場所／益子町役場敷地内
■受付／月〜金（祝日・年末年始を除く）
９：００〜１２：００、
１３：００〜１６：００

在宅ねたきり老人及び
認知症老人介護手当
健康福祉課介護保険係
【☎ 028(677)6015】
給付対象者に月額１０，０００円の介
護手当を 支給します。
■対象／町内に住所がある要介護３以
上の認定を受けた６５歳以上の高齢者
を、在宅で介護している同居の介護者
※入院・入所の場合は対象外、申請し
た日の翌月分から給付対象
■持参物／印鑑、介護者名義の口座が
わかるもの

ねたきり高齢者等おむつ給付
事業（下半期分）
健康福祉課介護保険係
【☎ 028(677)6015】
給付対象者に町内協定店舗で利用で
きる月額５，
０００円の紙おむつ給付券を
交付します。※申請した月から平成２６
年３月分までの月数分を交付
■対象／①町内に住所がある②要介護
３以上の認定を受けている③町民税非
課税世帯の人④在宅で紙おむつを利用
している※入院・入所の場合は対象外
■持参物／印鑑

成人式参加届受付
町民会館

【☎ 028(677)0009】

第６０回成人式を平成２６年１月１２日
（日）に行います。式や同窓会に参加希望
の人は、参加届を提出してください。対
象者には生涯学習課から案内があります。
■対象／平成５年４月２日〜平成６年４
月１日に生まれた人で、町内在住者また
は出身者
■提出先／町民会館、生涯学習セン
ター、水橋分館
■締切／１１月１６日（土）

犬の登録と狂犬病予防注射
環境対策課環境対策係
【☎ 028(677)6041】
犬を飼っている人は、登録と年 1 回の
狂犬病予防注射が法律で義務付けられ
ています。登録と注射を実施しますので、
未実施の場合は、都合のよい会場へお
越しください。なお、愛犬が死亡した
場合や、転出した場合は、環境対策課
へご連絡ください。
■期日／１０月１２日（土）
■場所・時間／水橋分館９：００〜９：
３０、
南高根沢ひばり保育園前駐車 場９：４５
〜１０：
１５、役場１０
：
３０〜１１
：
３０
■費用／注射代３，
３００円※新規登録す
る犬がいる場合は別途登録料３，
０００円

「法の日」司法書士法律相談
（無料）
県司法書士会

【☎ 028(614)1122】

■期間／１０月１日（火）〜７日（月）
■場所／県内各司法書士事務所、特設
会場①宇都宮市役所市民相談コーナー
※１０月２日（水）・３日（木）１０：
００〜１５：００②佐野市総合福祉セン

家屋調査にご協力をお願いします
税務課資産税係【☎ 028(677)6078】
平成２５年中に新築または増築し、
完成した建物の現地調査を行います。
この調査は固定資産評価の基礎とな
るもので、町職員が伺い、建物内の各
部屋と外周を調査・確認します。なお、
平成２５年中に取り壊した建物がある
場合は、税務課窓口まで届出をお願い
します。

講座・教室
親子自然教室
秋の観察会・クラフト作り
水橋分館

【☎ 028(678)0004】

■日時／１０月２６日（土）９：３０〜１１
：３０
※日・月・祝日休館
■場所／総合運動公園
■対象者／園児・小学生とその保護者
■内容／木の実の観察とクラフト作り
■服装／帽子、長袖、長ズボン
■持参 物／飲み物、レジャーシート、
ビニール袋
■締切／１０月２２日（火）

普通救命講習会受講者募集
真岡消防署芳賀分署救急係
【☎ 028(677)0212】
■日時／１０月２０日（日）
９：００〜１２：００
■ 場所／真岡消防署芳賀分署多目的
ホール
■募集人数／普通救命講習・再講習合
わせて先着２０人
■内容／ＡＥＤ（電気ショック）を用い
た心肺蘇生法など、救命に必要な応急
手当の知識と技術を学びます※受講後、
修了証を交付します
■費用／無料
■申込／事前に電話申込

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／１０月１９日（土）１４：００〜
■場所／総合情報館おはなし室

クリーン芳賀
環境美化の日

１０月２７日（日）

地域の清掃作業に参加しましょう

情報館講座「下野国と江戸を繋ぐ
―宇都宮藩と江戸名主馬込家―」
総合情報館

【☎ 028(677)2525】

■日時／１０月２６日（土）１４：００〜１６：００
■内容／江戸時代の下野国の、地域社
会と江戸との関わりを考える
■講師／髙山慶子氏（宇都宮大学教育
学部准教授）
■場所／情報館多目的室
■定員／先着３０人
■申込／電話または情報館窓口

新米・野菜秋の大収穫祭
女川町サンマ炭火焼祭り
道の駅はが【☎ 028(677)6000】

10 月 26 日
（土）
･27日
（日）
会場／道の駅はが

10 月は
骨髄バンク推進月間 です
栃木県骨髄データセンター
【☎ 028(659)0111】
うつのみや大通り献血ルーム
【☎ 028(659) 0111】
県東健康福祉センター
【☎ 0285(82)3323】

スズメバチに注意！
環境対策課環境対策係
【☎ 028(677)6041】
秋はスズメバチが攻撃的になる時
期です。
今年は空梅雨の影響により、例年
に比べてスズメバチの発生件数が多
くなると予想されます。
駆除する場合は、危険ですので、
専門業者に頼みましょう。

定例相談
町長と対話の日

子育てガイド
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】
おでかけクラブ（電車やバスに乗って遊
びに行こう）
７日（月） ９：２０〜１３：３０
みなみ子育てサロン
（西高橋改善センター他）
２８日（月）１０：００〜１１：４５
こあらクラブ（０歳児と保護者）
１５日（火）１０：３０〜１１：３０
ぱんだクラブ（１歳児と保護者）
２日（水）１０：３０〜１１：４５
きりんクラブ（２歳以上児と保護者）
１６日（水）１０：３０〜１１：４５
きりん ぷちクラブ（２歳以上児と保護者）
９日（水）１０：３０〜１１：４５
うさぎクラブ（親子運動あそび）
２３日（水） １０：３０〜１１：４５
はじめてのベビーマッサージ
１日（火）
・８日（火）
・１５日（火）
・２２日（火）
１３：３０〜１４：３０

子育てひろばぴよぴよ
ぴよぴよ（モテナス芳賀内）
【☎ 028(677)0110】
リサイクル委託品受付（会員以外も購入可）
８日（火）〜２１日（月）
月〜金１０：００〜１６：００
土・日１０：００〜１５：００
子ども用品リサイクル販売（会員以外も
購入可）
２３日（水）〜２７日（日）
月〜金１０：００〜１６：００
土・日１０：００〜１５：００
※２７日（日）は１３：００まで
お誕生会
２８日（月）１１：３０〜
Ｔｅａサロン
毎週火・金曜日 １０：３０〜１５：３０
（１５：００ ラストオーダー）
ひととき保育（託児）
予約制 １０：００〜１６：００

企画課情報広報係【☎ 028(677)6099】
■日時／１０月１日（火）・１５日（火）
９：００〜１２：００・１３：００〜１７：００
■場所／役場１階町長室

行政相談・人権相談
社会福祉協議会【☎ 028(677)4711】
１３：３０〜１６：００
■日時／１０月１５日（火）
■場所／農業者トレーニングセンター

心配ごと相談
社会福祉協議会【☎ 028(677)4711】
■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

確認しましょう！

最低
賃金

時間額

■日時／１０月１７日
（木）
１３：
００〜１９
：００・
１８日（金）１３：００〜１９：００・１９日（土）
１１：００〜１７：００
■場所／福田屋百貨店宇都宮店３階
■対応者／栃木県労働委員会の委員
（弁
護士など）
■相談内容／労使関係のトラブル
■費用／無料
■備考／予約者優先（飛び込み可）

る相続に関する講演会１０：
３０〜１２：００
■費用／無料
■備考／完全予約制、大田原会場・栃
木会場もあり

一定面積以上の大規模な土地取引を
したときは、国土利用計画法により土地
の利用目的などを届け出ることが義務
付けられています。
■届出の必要な取引／売買、交換、共
有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、
権利金などの一時金を伴う地上権、賃
借権の設定、譲渡など
■届出の必要な面積／市街化区域…
２，
０００㎡以上、市街化調整区域…
５，
０００㎡以上（個々の面積は小さくて
も、取引する土地の合計が上記の面積
以上になる場合は届出が必要）
■届出義務者／土地の権利取得者（土
地売買の場合は買主）
■届出期限／契約締結後２週間以内
（契
約日を含む）
■届出先／企画課

ター※１０月１日（火）
１０：００〜１５：００
■相談内容／登記、供託、訴訟、成年
後見（高齢者の財産管理）、多重債務
など、司法書士の業務に関する相談
■相談員／司法書士
■費用／無料

栃木 県 の

718 円

１０月１９日発効
特定の産業には特定（産業別）最低賃金が
定められています。

栃木労働局賃金室【☎028(634)9109】

１０月は 栃木県正しい犬の
飼い方強調月間 です
犬の放し飼い禁止やふんの処理な
ど、愛犬と一緒に楽しく暮らすため
のルールを守りましょう
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