
お知らせ

■受付期間／１月２０日（月）～２月７日（金）

■様式／町指定様式、国・県様式（Ａ４

サイズ）

※要領・様式は町ホームページや総務

課窓口で配布中

■提出方法／持参または郵送（当日消

印有効）

■有効期間／平成２６年４月１日～平成

２７年３月３１日

※詳細は町ホームページをご覧ください

　１２月に送付した農業委員選挙人名簿

申請書の提出は、個人情報保護の観点

から郵送での返送となっていますが、次

の方法でも受け付けています。

■郵送以外の返送方法／①近所の町職

員に手渡す②町民会館・生涯学習セン

ター・水橋分館に届ける③農政課窓口

へ提出

■締切／１月１０日（金）

※選挙人名簿の提出がないと農業委員選

挙の立候補・投票・リコールの請求ができ

なくなります。選挙人名簿の申請書が届い

ていない場合は、お問い合わせください。

■対象／平成２５年４月以降に新規就農

（農業後継者、他産業からの転職）した

４５歳未満で農業に従事している人

■締切／１月３１日（金）

※青年就農給付金（国庫補助）の交付

を受けている人、または交付予定の人

は対象外

※詳細はお問い合わせください

　国民年金は、２０歳から６０歳までの

人が加入し、保険料を納める制度です。

国が責任をもって運営するため、年金の

給付は生涯にわたって保障されます。

　国民年金の手続きは住民課窓口へお

願いします。

学生納付特例制度

　学生の人は一般的に所得が少ないた

め、本人の所得が一定額以下の場合、

国民年金保険料の納付が猶予される制

度です。

若年者納付猶予制度

　学生でない３０歳未満の人で、本人及

び配偶者の所得が一定額以下の場合に、

国民年金保険料の納付が猶予される制

度です。

　平成２６年４月末の口座振替分より、

割引額のより大きな「２年前納」が始ま

る予定です。※２年前納は口座振替の

み利用可能

２年前納（口座振替）のメリット

①２年間で１４，０００円程度割引となります

②２年前納分の全額がその年の社会保

険料控除の対象となります

③口座振替を利用することで、納め忘れ

を防ぐことができます

■申込期限／毎年２月末

　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

　総合運動公園内の西側敷地では、グ

ラウンドゴルフ場整備を計画しており、

造成工事などで支障になる樹木を伐採

する予定です。伐採した木（長さ２メー

トル程度）をお譲りしますので、希望す

る人はご連絡ください。

■対象樹木／敷地内の伐採した樹木

※一部対象外のものあり

■費用／無料※再切断・積み込み・搬

出などにかかる費用はすべて自己負担

■申込期間／１月 １４ 日（火）～２２日（水）

■搬出期間／１月２４日（金）～２月５日（水）

■申込方法／電話・窓口など

■日時／１月２９日（水）９：００～

■場所／県河内庁舎

■狩猟免許の種類／わな

■受付期間／１月９日（木）～１７日（金）

狩猟免許試験
社団法人栃木県猟友会
　　　　　　    【☎028(635)6317】

農業委員選挙人名簿の提出
農業委員会（農政課内）
　　　　　　    【☎028(677)6047】

新規就農報奨金の申請受付
農政課農業振興係【☎ 028(677)6053】

伐採した木をお譲りします
都市計画課都市計画係
　　　　　　    【☎028(677)6020】

～新成人の皆さんへ～
２０歳になったら国民年金
住民課国保年金係【☎ 028(677)6038】

平成２６年度町競争入札
参加資格審査申請受付
総務課管財係 　 【☎028(677)6011】

国民年金保険料「２年前納
（口座振替）」が始まります！

住民課国保年金係 【☎028(677)6038】

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】

役　　    場【☎ 028(677)1111】　　総 合  情  報  館  【☎ 028(677) 2525】

町 民  会  館【☎ 028(677)0009】　　生涯学習センター【☎ 028(677)0306】

武  道  館【☎ 028(677)5155】　　海 洋 セ ン タ ー  【☎ 028(677)0030】

道の駅はが【☎ 028(677)6000】　    ロ マ  ン  の  湯【☎ 028(677)4126】

あっとほーむ【☎ 028(677)8400】　    ぴ   よ   ぴ   よ 【☎ 028(677)0110】

ふ れ あ い タ ク シ ー ひ ば り 【☎ 028(677)2323】

芳賀地区広域行政事務組合（斎場）【☎0285(82)9151】

年始の業務のご案内
1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6

役場一般業務 休 業務

自動交付機 休 稼働

総合情報館、海洋センター 休 業務 休

町民会館、生涯学習セン
ター、武道館

休

ロマンの湯 営業

道の駅はが 休 営業

芳賀広域行政斎場 休 1/3 午後から業務

あっとほーむ 休 業務

ぴよぴよ 休 業務

ふれあいタクシーひばり 休 業務
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　就職を希望する障害者の人であれば、

どなたでも自由に参加できます。多くの

方のご来場をお待ちしています。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

負求人での申し込みは不可）。

■日時／２月１３日（木）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

■栃木県最低賃金（平成２５年１０月１９

日発効）※特定（産業別）最低賃金が

適用されないすべての労働者に適用さ

れます／７１８円

■特定（産業別）最低賃金（平成２５

年１２月３１日発効）※１８歳未満または

６５歳以上の労働者は栃木県最低賃金

が適用されます／◆塗料製造業最低賃

金：８６５円◆はん用機械器具、生産用

機械器具、業務用機械器具製造業最低

賃金：８０９円◆電子部品・デバイス・

電子回路、電気機械器具、情報通信機

械器具製造業最低賃金：８０９円◆自動

車・同附属品製造業最低賃金：８１２円

◆計量器・測定器・分析機器・試験機・

測量機械器具製造業、医療用機械器具・

医療用品製造業、光学機械器具・レン

ズ製造業、医療用計測器製造業、時計・

同部分品製造業最低賃金：８０９円◆各

種商品小売業最低賃金：７７３円

まゆ玉作り＆昔遊び 

 ９ 日（木）１０：３０～１２：３０

ぱんだクラブ（１歳児と保護者）

１５日（水）１０：３０～１１：４５

お楽しみかめのこタイム「昔語り」 

１７日（金）１１：３０～１２：００

こあらクラブ（０歳児と保護者） 

２１日（火）１０：３０～１１：３０

きりん・きりんぷちクラブ

（２歳以上児と保護者） 

２２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） 

２７日（月）１０：００～１１：４５

うさぎクラブ（親子運動あそび） 

２９日（水）１０：３０～１１：４５

お楽しみかめのこタイム「豆まき」 

３１日（金）１１：３０～１２：００

はじめてのベビーマッサージ（募集中） 

１４日（火）・２１日（火）・２８日（火）・

２月４日（火）１３：３０～１４：３０

　日本の子どもに関わる制度が大きく変

わろうとしているのをご存じですか？

　どんなことが、いつから変わるのか、

その情報を内閣府の職員が芳賀町に来

て、対談しながら教えてくれます。

■日時／２月４日（火）１０：３０～１２：００

■場所／生涯学習センター　研修室

■対象／町内在住で０歳～小学生を子

育て中の保護者・妊婦

■定員／３０人

■参加費／無料

■備考／託児有※定員２０人（６カ月未

満のお子さんはお膝でお願いします）

■申込／子育て支援センターあっとほー

む

■締切／１月２４日（金）

お誕生会

■日時／２０日（月）１１：３０～１２：００

■場所／子育てひろば　ぴよぴよ

ひととき保育（託児）

■日時／予約制１０：００～１６：００

■場所／子育てひろば　ぴよぴよ

Ｔｅａサロン

■日時／毎週火・金曜日

１０：３０～１５：３０（１５：００ラストオーダー）

■場所／子育てひろば　ぴよぴよ

年末・年始休み

～３日（金）※４日（土）から通常

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】

子育てひろばぴよぴよ
ぴよぴよ（モテナス芳賀内）
　　　　　　    【☎ 028(677)0110】

必ずチェック　最低賃金
栃木労働局労働基準部賃金室
　　　　　　    【☎028(634)9109】

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】

子育てガイド

託児付講座「子ども・子育て
支援新制度」ってな～に？
あっとほーむ（生涯学習センター内）
　　　　　　   【☎ 028(677)8400】

一般会計補正予算（第４号）の
主な内容は次のとおりです。
【歳入】地方交付税７，５３９万円、

介護保険特別会計繰入金
９１０万円、保育所運営費
国庫負担金８４０万円、農
地集積協力金交付事業補
助金４３０万円、保育所運
営費県負担金４２０万円

【歳出】情報系ネットワーク運営費４，８２７万円、生活路線バス運行支援費３，９８６万円、私立保育園支援費２，８００万円、
公園管理費８９３万円、小学校整備費６４２万円、育児支援費４００万円

一般会計補正予算（第４号）、国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、農業集落排水事業特別
会計補正予算（第３号）、介護保険特別会計補正予算（第１号）、公共下水道事業特別会計補正予算
（第１号）が、１２月議会で議決されました。

会計名 補正前の額 補正額 補正後の額

一般会計 ６８億３，９７０万円 １億５，０１１万円 ６９億８，９８１万円

国民健康保険 １９億６，０７０万円 １０１万円 １９億６，１７１万円

農業集落排水事業 ２億２，６３０万円 ２４０万円 ２億２，８７０万円

介護保険
（保険事業勘定） １２億 円 ２，９７９万円 １２億２，９７９万円

公共下水道事業 ３億２，９００万円 ７１万円 ３億２，９７１万円

企画課企画財政係　  【☎ 028(677)6012】

 

■日時／１月１４日（火）９：００～１２：００・

１３：００～１６：００

■場所／役場１階町長室

■日時／１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

■場所／農業者トレーニングセンター

※前日１７：００までに電話予約

定例相談

心配ごと相談
社会福祉協議会 【☎ 028(677)4711】

行政相談・人権相談
企画課情報広報係 【☎028(677)6099】

町長と対話の日
企画課情報広報係【☎028(677)6099】

2月2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
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