
　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見る

ことができます。

■縦覧期間／４月１日（火）～６月２日（月）

８：３０～１７：００（土・日・祝を除く）

■縦覧場所／税務課

■縦覧できる内容／土地・家屋などの、

所在・地番・地目（構造）、地籍（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書が

必要です※借地・借家人が縦覧する場

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　

■補助内容／①耐震診断士が実施する

耐震診断の場合…診断費用の２／３以

内の額（限度額２０，０００円）

②町指定の耐震診断期間が実施する補

強計画を策定する場合…策定費用の２

／３以内の額（限度額８０，０００円）

③町指定の耐震診断機関が実施する耐

震診断の場合…診断費用の２／３以内

の額（限度額１００，０００円）（①と②を

合わせて実施するもの）

④耐震改修（建て替えを含む）を実施す

る場合…改修費用の１／２以内の額（限

度額８００，０００円）

※個人が一定の耐震改修を行った場合、

所得税・固定資産税の軽減措置を受け

られる場合あり

■対象施設／昭和５６年５月３１日以前

に建築された２階以下の在来軸組工法

の、賃貸を目的としない木造住宅

※詳細はお問い合わせください

　１０ｋｗ以上の太陽光発電施設は、固

定資産税の課税対象となります。所有

者は償却資産の申告が必要です。太陽

光発電設備を設置した土地は、市街化

調整区域は近傍の宅地の４０％、市街

化区域は宅地と同じ評価額です。

　４月から、スポーツ施設予約の抽選

日は毎月第１金曜日になります。

　犬を飼い始めたら登録しましょう。予

防接種は個別はがきで通知します。

■日時・場所／４月１８日（金）９：００～

１５：２５【各公民館などを巡回します】・

１９日（土）９：００～９：３０水橋分館、９：

４５～１０：１５南高根沢保育園前、１０：

３０～１１：３０役場東側駐車場

■持参物／事前通知はがき、注射代３，

５００※新規登録する犬がいる場合は別

途登録料３，０００円

■備考／犬が死亡したり、行方不明に

なった場合は係へご連絡ください

■日時／４月１７日（木）～５月９日（金）

９：３０～１７：００（１７日は１３：００～、９

日は～１５：００）

※４月２１日・２８日・３０日・５月７日は休館

■場所／総合情報館展示室

■日時／４月２７日（日）～５月６日（火）

９：００～１５：００※４月３０日（水）は定休日

■場所／道の駅はが芝生広場

■内容／春野菜・イチゴ直売、イチゴス

イーツ味比べ、イベント【一例】４月２７

日（日）…ありがとう福引大会９：００～先

着１，０００人、きのこ汁サービス９：００～

先着５００人、５月５日（月）…子ども三輪

車レース大会１０：００～・１３：００～

※上記のほか、ゆるキャラショーなど連

日イベントあり

※雨天の場合、屋外ショーは中止です

■名称の条件／（１）名称は、漢字・ひ

らがな・カタカナ・英数字より表記する

こと（２）名称には「マラソン」の文言

を必ず入れること（３）「一市四町の歴史

や文化にちなんだ名称」など指定の条

　平成２６年３月分（４月納付分）から

介護保険料が１．７２％に変更になります。

健康保険料率は据え置きで９．５５％です。

詳細は、協会けんぽのホームページでご確

認ください。

■対象者／平成２６年４月２日以降に７０

歳の誕生日を迎える人（誕生日が昭和

１９年４月２日以降の人）

■２割となる時期／７０歳の誕生月の

翌月（だたし、各月１日が誕生日の人は

その月）から ※一定の所得がある人は、

これまでどおり３割負担です

　学生で国民年金の保険料を納付する

ことが困難な人は、学生納付特例の申

請をすることができます。申請は年度内

にしかできません。

■必要書類／学生証の写しまたは在学

証明書・印鑑

※承認された期間の保険料は、１０年ま

でさかのぼって納付できます

　次のような場合は速やかに住民課へ

届け出てください。

■社会保険に加入したとき／印鑑・国

民健康保険証・社会保険証を持参

■社会保険をやめたとき／印鑑・社会

保険の資格喪失証明書（年金を受給し

ている人は年金証書）を持参

■４月～平成２７年３月の月額／１５，２５０円

納付は便利でお得な口座振替がおすす

めです

　当月末の口座振替（早割）…月々５０

円の割引、６カ月分口座振替…１，０４０円

の割引

■申込／国民年金口座振替申請書を金

融機関または年金事務所へ提出

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】

国民年金保険料の改正
住民課国保年金係【☎028(677)6038】

国民健康保険の届出を
住民課国保年金係 【☎028(677)6038】

学生の国民年金納付特例申請
住民課国保年金係【☎028(677)6038】

７０歳の誕生月の翌月から医療
費の窓口負担が２割になります
住民課国保年金係 【☎ 028(677)6038】

１２月２１日開催仮称「芳賀・
真岡マラソン大会」名称募集
益子町生涯学習課 【☎ 0285(70)2727】

道の駅はが開業１２周年大感謝祭
道の駅はが  　【☎ 028(677)6000】

芳賀町写真クラブ・あいらぶ
写真展合同展
総合情報館    　【☎ 028(677)2525】

スポーツ施設予約抽選日が
変更になります
武道館 　　　【☎ 028(677)5155】

協会けんぽの保険料率が
変わります
全国健康保険協会栃木支部
　　　　　　    【☎ 028(616)1691】

太陽光発電施設の申告について
税務課資産税係【☎ 028(677)6078】

住宅の耐震対策への補助制度
都市計画課都市計画係
　　　　　　    【☎ 028(677)6020】

お知らせ
固定資産縦覧帳簿・課税台帳
の縦覧
税務課資産税係  【☎ 028(677)6078】

イベント

募　集
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環境対策課環境対策係【☎028(677)6041】

測定日時：３月１３日（木）１０：００

空間放射線量測定結果

調査場所
測定値
（μSv/h）
地上高１ｍ

芳賀東小学校（職員室前） 0.062

芳賀北小学校（職員室前） 0.072

芳賀南小学校（職員室前） 0.060

芳賀中学校（職員室前） 0.066
芳賀町工業団地管理センター
（事務室北側）

0.070

みなみ子育てサロン（西高橋改善センターほか）

■日時／１４日（月）・２８日（月）１０：００

～１１：４５

オープニングイベント

■日時／１６日（水）１０：３０～１２：００

子育て支援センターへ遊びに来ませんか

　おうちで子育てをしている人はもちろん、

どなたでもＯＫです。初めての人大歓迎です。

■日時／４月１６日（水）１０：３０～１２：００

■内容／平成２６年度活動内容紹介（ク

ラブなどの申し込み受付開始）、本格的

な影絵を見よう『大きなかぶ』

■対象／子ども（０歳～）、親など

■参加費／無料 

かめのこひろば「わらべうたベビーマッサージ」

　わらべうたを歌いながら、ベビーマッ

サージをします。町のベビーマッサージ

を受けてからをお勧めします。

■日時／４月２４日（木）・５月１日（木）・

５月８日（木）（全３回）１０：３０～１１：００

■対象／生後２カ月からの親子

■参加費／無料

■定員／先着３組

■持参物／バスタオル・お子さんの飲み物

新年度会員登録開始　

■日時／１日（火）１０：００～

母の日お絵描き　

■日時／２１日（月）１０：００～１６：００

子ども用品リサイクル販売　タグ配布開始

■日時／２１日（月）１０：００～１６：００

【貸切イベント】アロマでリラックス　

■日時／２４日（木）１０：３０～１１：４５

【貸切イベント】４月生れのお友だち集まれ♪

■日時／２８日（月）１０：３０～１２：００

ひととき保育（託児）　　

■日時／予約制１０：００～１６：００

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）

町長と対話の日

４月１５日（火）９：００～１２：００・１３：

００～１６：００　役場１階町長室

企画課情報広報係【☎028(677)6099】

行政相談・人権相談

４月１５日（火）１３：３０～１６：００

農業者トレーニングセンター

企画課情報広報係【☎028(677)6099】

心配ごと相談（前日１７：００までに電話予約）

毎週火曜日１３：３０～１６：００

農業者トレーニングセンター

社会福祉協議会　　【☎028(677)4711】

小林　イト （87） 東高橋   2 / 1

山城　重夫 （85） 西高橋   2 / 2

小川　定雄 （95） 東水沼   2 / 3

大林　基克 （78） 稲毛田   2 / 7

菅谷　サト （86） 下延生   2 / 8

小林　 子 （76） 東高橋   2 / 8

小原　　準  （66） 下高根沢   2 /10

鈴木　ヨシ （89） 上稲毛田   2 /13

直井　ヒロ （76） 西高橋   2 /16

岡田　達男 （62） 稲毛田   2 /18

関本 サクヱ （93） 下高根沢   2 /20

小島　アキ （94） 東水沼   2 /22

髙岡　 ノブ（101） 西高橋   2 /22

２月１日～２８日届出（掲載は承諾者のみ）

国田　佳也・三品　良子 

祖母井

茂木　大介・舘野　瑞岐 

下高根沢

島田　渉
あゆ

睦
む

  （　　　）西高橋智　淳
弘　子

稲川　巨
まさみち

道  （　　　）西水沼憲　治
理　恵

石川　星
せ

菜
な

  （　　　）祖母井　誠
敦　美

阿部吏
り

里
り

士
と

  （　　　）芳志戸真　俊
亜　耶

佐藤　茉
ま

帆
ほ

  （　　　）下高根沢幸　夫
宏　美

黒﨑　星
はると

斗  （　　　）下高根沢　隆
和　代

件を１つ以上満たすこと

■応募点数／１人１点

■その他／著作権の取り扱いなどの規

定あり

■応募方法／仮称「芳賀・真岡マラソ

ン大会実行委員会事務局」宛てはがき

（〒321-4217 益子町大字益子３６６７－

３益子町生涯学習課スポーツ振興係）・

ＦＡＸ（0285-72-3453）・メール（sport@

ms.town.mashiko.tochigi.jp）で応募

※応募用紙は益子町ホームページのほ

か、芳賀町ホームページからもダウン

ロードできます

■締切／４月３０日（水）※はがきでの

応募は当日消印有効

※詳細はお問い合わせください

マナーアップ！
あなたが主役です
４月６日（日）～１５日（火）
春の交通安全県民総ぐるみ運動

　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／４月１９日（土）１４：００～

■場所／総合情報館おはなし室

■日時／４月１９日（土）９：３０現地集合

■場所／冨士山自然公園

■対象／園児・小学生と保護者

■持参物／帽子、水筒、筆記用具

■締切／４月１２日（土）

■期日／５月１０日（土）開講式、創作

バルーンを作ろう、６月７日（土）せん

べい工場見学※全１１回、土曜日午前中

（７月のみ金曜日）

■場所／水橋分館ほか

■対象／芳賀南小児童

■定員／先着３０人

■費用／材料費などかかる場合あり

■申込期間／４月１０日（木）～２２日（火）

■期日／５月１０日（土）かぼちゃの植え

付けとかりんとう作り、６月７日（土）抹

茶と和菓子※全１０回、土曜日午前中（７

月のみ金曜日）　

■場所／生涯学習センターほか

■対象／芳賀北小児童　

■定員／先着２０人　

■費用／材料費などがかかる場合あり

■申込期間／４月１０日（木）～２２日（火）

とんがり教室参加者募集
南高根沢分館    【☎028(677)0152】

サタデースクール参加者募集
水橋分館         【☎ 028(678)0004】

親子自然教室「すみれの観察会」
水橋分館　　　【☎ 028(678)0004】

講座・教室
町図書館おはなし会
総合情報館　　 【☎028(677)2525】

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】

子育てガイド
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