
お知らせ

■受付期間／２月７日（金）まで

■様式／町指定様式、国・県様式（Ａ

４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

　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

　農用地区域（農振地域）内の農地を、

住宅用地や駐車場として使用する場合

や、農業用施設を建てる場合は、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ので、検討

している場合は事前にご相談ください。

■受付期間／３月３日（月）～３１日（月）

※次回は１１月

■提出書類／農用地利用計画変更計画

書、その他必要書類

※詳細はお問い合わせください

　運動場西側の敷地の再整備工事のた

め、遊具広場を一時閉鎖中です。閉鎖

期間中はご不便をおかけしますが、か

しの森公園やあおぞら公園など近隣の

ほかの公園をご利用ください。

■閉鎖期間／今年秋頃まで

　確定申告で国民年金保険料を申告す

る場合には、日本年金機構から送付さ

れる「控除証明書」が必要になります。

詳細や再発行については控除証明書専

用ダイヤルへお問い合わせください。

※再発行は、請求から１週間～１０日か

かります。（受付は３月１４日（金）まで）

　国民年金の源泉徴収票の再発行を希

望する場合は、電話で基礎年金番号を

伝えてください。

■日時／２月１６日（日）１０：００～１５：００

■場所／とちぎ健康の森生きがいづくり

センターＡ・Ｂ・Ｄ教室

■内容／弁護士、公認会計士、税理士、

司法書士、不動産鑑定士による専門分

野についての相談

■相談料／無料

■期日／２月３日～２８日※土・日・祝日は除く

■場所／県内各司法書士事務所

■相談内容／相続に関する事項

■相談料／無料

■備考／相談については、各司法書士

事務所に直接ご連絡ください

　市町村森林整備計画は５年ごとに作成

する１０年間の計画であり、森林関連施

策の方針や森林所有者が行う伐採や造林

などに関する指針などを定めるものです。

　町森林整備計画案の縦覧を次のとお

り行います。

■名称／芳賀町森林整備計画案

■期間／２月３日（月）～３月３日（月）

■場所／役場農政課

　昨今、教育に関するさまざまな課題

が問題となっています。

　こうした状況の中、町では町民の皆さ

んからご意見をいただき、教育のあり方

について方向性を見出していこうと考え

ています。今回のフォーラムでは「こど

もたちの体力向上のあり方～運動遊び

を中心に～」について考えます。皆さん

の参加をお待ちしています。

■日時／２月１５日（土）１３：３０～１６：０５

■場所／農業者トレーニングセンター

■講師／小宮秀明先生（宇都宮大学教

育学部教授）

●パネリスト：木村貴虎さん（町Ｂ＆Ｇ

海洋センター総括責任者）、菅谷直敏さ

ん（町ＰＴＡ協議会会長）、大根田安利

さん（南高根沢ひばり保育園理事長）

■申込／不要（参加を希望される人は、

直接会場へお越しください）

町教育フォーラム
こども育成課学校教育係
　　　　　　    【☎ 028(677)1414】

町森林整備計画案の縦覧
農政課農業振興係【☎028(677)1110】

国民年金源泉徴収票の再発行
宇都宮東年金事務所
　　　　　　    【☎ 028(683)3216】

農振除外の申出受付
農政課農業振興係【☎ 028(677)1110】

社会保険料（国民年金保険料）
控除を受ける場合は証明書が
必要です
控除証明書専用ダイヤル
　　　　　　    【☎ 0570(070)117】

総合運動公園遊具広場を
一時閉鎖中です
都市計画課都市計画係
　　　　　　    【☎028(677)6020】

「相続登記はお済みですか月間」
無料相談会
栃木県司法書士会【☎ 028(614)1122】

五士会による合同無料相談会
公益社団法人栃木県不動産鑑定士
協会　    　　　【☎028(639)0556】

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】

　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）四捨五入の関係で計が一致しません。

一般会計補正予算（第５号）の主な内容は次のとおりです。

【歳入】前年度繰越金　１，３３４万円

【歳出】公共交通推進費　６３０万円、公用車購入費　７０４万円

一般会計補正予算（第５号）が１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 ６９億８，９８１万円 １，３３４万円 （注）７０億３１４万円

企画課企画財政係　  【☎ 028(677)6012】

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

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】
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■日時／３月８日（土）１回目上映１０：００～、

２回目上映１４：００～

■場所／町民会館ホール

■料金／一般８００円、子ども（４歳～

高校生）５００円、ペア券（一般２人）１，

５００円※全席自由、当日各２００円増

■チケット販売所／町民会館、生涯学

習センター、水橋分館、総合情報館、

南高簡易郵便局、道の駅はが、ふじや、

石川商店、セブンイレブン芳賀祖母井

店、モンマートぬまのう、サンクス西水

沼店

　新鮮で甘いと評判の芳賀町産イチゴ

直売とイチゴスイーツ味比べを合わせ

た、年に一度の芳賀町いちご祭です。

■期日／２月８日（土）～１１日（火）

■場所／道の駅はが芝生広場

■内容／

●とちおとめとスカイベリーの直売・宅

配便…４日間９：００～１５：００

●イチゴスイーツ味比べ…芳賀町産イ

チゴをたっぷり使った手作りのイチゴス

イーツの各種販売

●イベント…

福引き大会８日（土）

直売イチゴを１，０００円以上お買い上げの

先着５００人

とちおとめ２５ミニライブ

８日（土）１０：００～、１３：００～

ゆるキャラ登場

８日（土）・９日（日）・１１日（火）１０：３０～、

１３：３０～

モンキーショー

９日（日）１０：００～、１３：００～

Ｐｅａｒｌ＆パールキッズ・ミニコンサート

１１日（火）１０：００～、１３：００～

　心と体の健康のためにぜひ運動しま

しょう。

　さあ今年もチャレンジ！皆さんふるっ

て参加しましょう。

■日時／５月２８日（水）０：００～２１：００

■場所／町内ならどこでも　

■対象／実施時間に町内にいる人すべて

■内容／時間内に合計１５分以上の運動

や体操をした住民の参加率を、ほかの

自治体と競い合います

※相手自治体は未定

(〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20)

■参加費／無料（集合・解散場所まで

の往復交通費・昼食代は自己負担）

　特別支援教育の理解・啓発、地域に

開かれた学校教育の実現を目指し、子

どもたちの作品展を開催します。ぜひご

覧ください。

■期間／２月３日（月）までの９：００～

１６：００※３日は～１５：３０

■場所／道の駅はが会議室

■入場料／無料

　東高橋出身の植物研究家である関本

平八について、本館所蔵の押し葉標本

コレクションを中心に紹介します。ぜひ

ご覧ください。

■期間／３月２１日（金）～

■開館時間／９：３０～１７：００

（最終入館は１６：３０）

■休館日／３月…２４日（月）、３１日（月）

■観覧料金／一般２５０円、大学生・高

校生１２０円、中学生以下は無料

　町美術愛好会による、絵画、書道、

陶芸、写真などの展示です。

■日時／２月６日（木）～２７日（木）

９：３０～１７：００※２７日は～１５：００

■場所／総合情報館展示室

■日時／２月４日（火）～９日（日）９：３０

～１７：００

※４日は１３：００～、９日は～１５：００

■場所／総合情報館多目的室

■備考／体験教室も開催します。詳

細は中林（0285-68-5254）または奥沢

（028-677-2283）へお問い合せください

　

①働き方革命

　ワーク・ライフ・バランスの必要性と

取り組むメリット

■日時／２月１４日（金）１４：００～１５：３０

■場所／真岡商工会議所大会議室

■講師／工藤敬子氏

■対象／一般、県内の事業主または人

事担当者

■定員／先着６０人

②ＨａｐｐｙワークＨａｐｐｙライフ

　女性が働くためのワーク・ライフ・バ

ランスセミナー

■日時／２月２１日（金）１０：３０～１２：００

■場所／真岡商工会議所第１中会議室

■講師／工藤敬子氏、久郷有紀氏

■対象／一般女性

■定員／先着２０人

■備考／無料託児あり（１歳～就学前、

詳細はお問い合わせください）

●申込方法／電話またはＦＡＸ028(666)

3008・メール tmc-wlb@lime.ocn.ne.jp

●締切／①２月１３日（木）②２月１７日（月）

　県内に就職を希望している学生や卒

業後3年以内の未就職卒業者を対象に

バスツアーを開催します。

■日時／２月２１日（金）宇都宮駅東口９：

３０出発、１６：５０解散（予定）

■場所／フタバ食品株式会社、ヤマゼ

ンコミュニケイションズ株式会社

■定員／２０人程度

■申込／ホームページ (ht tp : //www.

tochigi-work2.net/）から参加申込書を

印刷し、必要事項を記入して県労働政

策課へFAX (028-623-3225) または郵送

県立博物館テーマ展
「郷土の植物研究家・関本平八」
県立博物館　　【☎ 028(634)1312】

伸びゆく子どもたちの作品展
県立益子特別支援学校
　　　　　　    【☎0285(72)4915】

町チャレンジデー
武道館 　　　 【☎ 028(677)5155】

町美術展
総合情報館　  【☎ 028(677)2525】

県「子育てしながら働こう！」
プロジェクト　無料セミナー
株式会社ＴＭＣ経営支援センター
　　　　　　   【☎ 028(666)3007】

 

■日時／２月４日（火）・１９日（水）

９：００～１２：００・１３：００～１６：００

■場所／役場１階町長室

■日時／２月１８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】

いちご直売＆スイーツ
いちご祭
道の駅はが　　【☎ 028(677)6000】

町民会館映画会
「そして父になる」
町民会館　　　 【☎ 028(677)0009】

押し花・ポーセラーツ教室展
総合情報館　　 【☎028(677)2525】

とちぎの企業！
魅力体験バスツアー
県労働政策課  【☎ 028(623)3224】
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