
　白色申告の人を対象に、具体的な記

帳の仕方などについて説明を行います。

■期日／１０月９日（木）

■時間・内容／１０：００～１１：３０営業・

不動産所得、１３：３０～１５：００農業所得

■場所／農業者トレーニングセンター

　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「藤色」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。

　第６１回成人式を平成２７年１月１１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６年４月２日～平成７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、生涯学習センター水橋分館

■締切／１０月３１日（金）

■日時／１０月１６日（木）１３：００～１９：

００、１７日（金）１３：００～１９：００、１８日（土）

１１：００～１７：００

■場所／福田屋百貨店宇都宮店３階

■対応者／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）

 

　調査のため腕章を付け身分証を携帯

した調査員が敷地内に立ち入ることがあ

りますが、建物内に入ることはありませ

ん。この調査に関し、お客様から費用

をいただくことはありません。不審な点

がありましたらお問い合わせください。

■調査地域／町内全域

■調査委託業者／株式会社伊藤ライニング

■調査期間／１１月２８日（金）まで

　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でください。

■期間／平成２７年３月１５日（日）まで

■場所／上稲毛田、稲毛田、下高根沢

などの山林

　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。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４日（火）～２８日（金）

※次回は５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

　行政相談委員が、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。

■日時／１０月３日（金）１０：００～１５：００

■場所／道の駅はが会議室

　この換地計画に意見のある人は、１０

月２０日（月）までに施行者（芳賀町）

に意見書を提出できます。（用紙は役場

都市計画課窓口にあります。）

■期間／１０月７日（火）～２０日（月）

■時間／８：３０～１７：１５

■場所／役場都市計画課窓口

■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

■補助内容／①耐震診断・計画を行う

場合…指定機関（社団法人栃木県建築

士事務所協会・栃木県建築士会・栃木

県建設業協会）が行う耐震診断・計画

費用の２／３以内の額（限度額１０万円）

②耐震改修・建替えを行う場合…耐震

改修・建替え費用の１／２以内の額（限

度額８０万円）※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

　　　　

　ご都合の良い会場へお越しください。

■日時・場所／１０月１１日（土）

■持参物／事前通知はがきと注射代３，

５００円※新規登録する犬がいる場合は

登録料として別途３，０００円必要です

■その他／犬が死亡したり、行方不明

になった場合はご連絡ください

　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届出

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

木造住宅の耐震診断・
耐震改修費用補助制度
都市計画課都市計画係【☎028(677)6020】

農振除外の申出受付
農政課農業振興係【☎028(677)1110】

特設行政相談
企画課情報広報係【☎028(677)6099】

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】

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】

成人式参加届受付
町民会館　　　【☎ 028(677)0009】

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】

祖母井南部土地区画整理換地
計画縦覧
都市計画課市街地整備係
　　　　　　   【☎ 028(677)6020】

記帳説明会
真岡税務署個人課税部門
　　　　　　    【☎ 0285(82)2116】

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】

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】

漏水調査にご理解・ご協力ください
芳賀中部上水道企業団工務係
　　　　　　    【☎028(677)1953】

お知らせ

　一般会計補正予算（第３号）の内容は次のとおりです。
　詳細は町ホームページをご覧ください。

一般会計補正予算（第３号）と国民健康保険特別会計補正予算
（第１号）及び介護保険特別会計補正予算（第１号）が９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 ７８億３，８４８万円 １億５，３６８万円 ７９億９，２１６万円

国民健康保険 １９億５，３００万円 ２，９５３万円 １９億８，２５３万円

介護保険（保険事業勘定）１２億２，０００万円 ５，５７１万円 １２億７，５７１万円

企画課企画財政係　  【☎ 028(677)6012】

時間 会場

 ９ ：００～９：１０ 与能ライスセンター

 ９ ：１５～９：２５ 東高橋構造改善センター

 ９ ：３０～９：４０ 西高橋構造改善センター

 ９：４５～１０：００ 生涯学習センター水橋分館

１０：１０～１０：２５
南高根沢ひばり保育園前
駐車場

１０：３５～１０：４５ 上稲毛田公民館

１０：５０～１１：００
旧稲毛田小学校
（シルバー人材センター）

１１：１０～１１：３０ 役場東側駐車場
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■募集人員／個人…先着２０人程度、団

体…先着５組程度

■申込期間／１０月１５日（水）～１１月１５日（土）

ぱんだクラブ（１歳児と保護者） 

■日時／１日（水）１０：３０～１１：４５

多世代交流サロン（ぼうじぼ） 

■日時／２日（木）　１０：００～１５：００

きりんクラブ（２歳以上児と保護者） 

■日時／８日（水）１０：３０～１１：４５

おでかけクラブ「真岡鉄道へ乗ろう」 

■日時／２０日（月）９：２０～１３：３０

こあらクラブ（０歳児と保護者） 

■日時／２１日（火）１０：３０～１１：００

うさぎクラブ（親子運動あそび） 

■日時／２２日（水）１０：３０～１１：４５

お楽しみかめのこタイム「ママズコンサート」 

■日時／２４日（金）１１：３０～１１：４５

冒険あそび場遊具作り 

■日時／２６日（日）１０：００～１５：００

みなみ子育てサロン（西高橋改善センター）

■日時／２７日（月）１０：００～１１：４５

【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／３０日、１１月６日・１３日（全木

曜日、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

リサイクル委託品受付 

■日時／２０日（月）～、月～金１０：００～

１６：００、土・日１０：００～１５：００

【貸切イベント】１０月生まれのお友だち集まれ♪

■日時／２８日（火） １０：３０～１２：００

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）

ひととき保育（託児）

■日時／予約制１０：００～１６：００

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

■日時／１０月７日（火）～１９日（日）９：

３０～１７：００※７日は１３：００～、１９日は

～１５：００　

■場所／総合情報館展示室

■入場料／無料　

■日時／１０月３０日（木）～１１月３日（月）

９：３０～１７：００※３日は～１５：００　

■場所／総合情報館展示室

■入場料／無料

　絵本や紙芝居などの読み聞かせです。

■日時／１０月１８日（土）１１：００～

■場所／総合情報館おはなし室

　モテナス芳賀北側の代町公民館に隣

接する１号街区公園の名称を募集しま

す。採用者には記念品を贈呈します。

■応募方法／名称・名称の説明・住所・

氏名・電話番号を記入し、町都市計画課

へＦＡＸ028(677)6088またははがきを送

付〒321-3392 芳賀町大字祖母井1020 

■締切／１０月１７日（金）

　音響効果の良いホ－ルとコンサートピ

アノを無料開放して、皆さんに音楽を楽

しんでもらう発表会です。日頃の練習の

成果を発表してください。

■日時／平成２７年２月７日（土）１３：００～

■場所／町民会館

■発表内容／ピアノ、吹奏楽、コ－ラス、

独唱ほか（発表時間は１人７分以内・１

団体１５分以内）

■対象／町内在住・在勤・在学者と団体

総合情報館　   【☎ 028(677)2525】

総合情報館　   【☎ 028(677)2525】

町民参加音楽発表会参加者募集
町民会館         【☎ 028(677)0009】

公園の名称募集
都市計画課都市計画係【☎028(677)6020】

町写真クラブ結成４５周年記念
写真コンテスト・前田孝憲写真展
「猫づくし」

芳書会書展

イベント

募　集

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

大根田サキ（93） 西高橋  7 / 31

阿久津ツヤ（87） 八ツ木  7 / 31

鈴木　ナミ（93） 下高根沢  8 / 4

阿部ムメヨ（87） 東水沼  8 / 11

鈴木　キク（86） 下高根沢  8 / 18

大塚　アサ（86） 下高根沢  8 / 20

青柳　宣昭（71） 祖母井  8 / 25

稲川二美男（81） 西水沼  8 / 11

岡部　房男（76） 稲毛田  8 / 15

阿久津トメ（84） 下高根沢  8 / 20

郡司　義一（78） 稲毛田  8 / 22

小池　守哉（90） 東水沼  8 / 25

８月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

大嶋　李
り

空
く

  （　　　） 東水沼英　治
もも子

笹島　慶
けい

悟
ご

  （　　　） 東高橋敬　弘
永梨香

濵野　湊
みな

音
と

  （　　　） 祖母井拓　也
由　希

永井　七
なな

夢
む

  （　　　） 稲毛田浩　行
真由美

小林　優
ゆ

月
づき

  （　　　） 祖母井正　幸
ひとみ

見目　藍
あい

南
な

  （　　　） 芳志戸大　士
紗　織

菊地　愛
あい

菜
な

  （　　　） 芳志戸伸　哉
麻　奈

梅井　麗
れ

愛
な

  （　　　） 稲毛田英　典
尚　美

穐山　和
かずひろ

広  （　　　） 下高根沢拓　也
由　季

佐藤野
の

々
の

花
か

  （　　　） 東水沼芳　武
聖　子

環境対策課環境対策係【☎028(677)6041】
測定日時：９月１６日（火）１０：００

空間放射線量測定結果

国の空間放射線量基準値０．２３（μSv/h）

調査場所
（地上高１ｍ）

測定値
（μSv/h）

芳賀東小学校（職員室前） 0.062

芳賀北小学校（職員室前） 0.074

芳賀南小学校（職員室前） 0.059

芳賀中学校（職員室前） 0.072

芳賀町工業団地管理センター
（事務室北側）

0.070

小林　康宏・田中　絵美 
東高橋子育てガイド

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】

町長と対話の日

１０月１４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

１０月２１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】

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

栃木労働局賃金室 【☎028(634)9109】

確認しましょう！ 栃木県の

１０月1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。

最低
賃金 733円時

間
額
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