
　日本年金機構では、国民年金保険料

の納め忘れの方に対して、電話・文書・

戸別訪問による納付や免除などの申請

手続きのご案内を、民間事業者へ委託

しています。

振り込め詐欺などに注意！
●委託先の民間事業者は、日本年金機

構が発行した納付書により、最寄りの

金融機関やコンビニエンスストアで納付

するようご案内します。銀行口座を指定

してATM の操作により振り込みをお願

いすることはありません。
●民間事業者が戸別訪問して保険料を

お預かりする場合、顔写真入りの納付

督励員証明書を提示し、日本年金機構

が発行する納付書をお持ちの方に限り、

保険料をお預かりしています。納付書を

お持ちでない方から保険料をお預かりす

ることはありません。

■日時／２月４日（水）９：３０～１６：００

■場所／税理士会真岡支部各会員事務所

■対象／所得金額３００万円以下の給与

所得者および年金受給者

■受付期間／１月１３日（火）～２月１３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・

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／４月１日～平成２９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会選挙人名

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を行っていますが、

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・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９日（金）

※選挙人名簿の提出がないと、農業委

員選所の立候補・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。

　２月１日現在で、全国一斉に“農林業

の国勢調査”といわれる「2015 年農林

業センサス」が実施されます。

　農林業を営んでいる皆さんのところに

調査員が訪問して、調査票に農林業の

経営状況などの記入をお願いしますの

で、ご協力をお願いします。

　２０歳の誕生月の前月に、日本年金

機構から「国民年金資格取得届」がご

自宅に郵送されますので、まだ提出され

ていない人は、住民課窓口または年金

事務所まで提出してください。

　なお、学生や収入が少なく保険料の

納付が困難な人は、「学生納付特例」や

「若年者納付猶予」制度がありますので、

資格取得届と併せて申請してください。

※学生納付特例の場合、学生証のコピー

または在学証明書の添付が必要です

■日時／２月８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

■内容／弁護士・公認会計士・不動産

鑑定士・税理士・司法書士の業務に関

する相談

■特定（産業別）最低賃金（平成２６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（７３３

円）が適用されます／◆塗料製造業８７５

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８２１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８２２円◆自動

車・同附属品製造業８２５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８２１円◆各種商品小売業７８６円

　中小企業の賃金と業務の改善を国が

支援し、従業員の賃金引き上げを図る

ための制度があります。支給要件や手

続きについては、お問い合わせください。

■日時・対象／２月１６日（月）…平成

２７年３月大学・短大・高専・専修学校

等卒業予定者、卒業後３年以内の未就

職者、１７日（火）…一般求職者、両日

税理士会が行う還付申告無料税務相談
税理士会真岡支部【☎ 0285(68)3111】

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

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

中小企業に対する業務改善助成金
栃木労働局労働基準部賃金室
　　　　　　    【☎028(634)9109】

とちぎ就職支援合同面接会
県労働政策課雇用対策担当
　　　　　　    【☎028(623)3224】

平成２７・２８年度芳賀町競争
入札参加資格審査申請受付
総務課管財係    【☎ 028(677)6011】

お知らせ 国民年金保険料の納付などの
ご案内を民間委託しています
宇都宮東年金事務所【☎ 028(683)3211】
委託事業者 日立トリプルウィン株式会社 
フリーダイヤル      【☎ 0120(211)231】

五士会無料相談会
県司法書士会　【☎ 028(614)11122】

必ずチェック最低賃金
栃木労働局労働賃金部賃金室
　　　　　　    【☎028(634)9109】

２０１５年農林業センサスに
ご協力ください
企画課企画財政係【☎028(677)6012】

クリーン芳賀環境美化の日
2月1日（日）
みんなで芳賀町をきれいに！
地域の清掃活動に参加しましょう

■もえるごみの収集休み…１月１日（木）～４日（日）

■芳賀地区エコステーションへの持ち込み不可…１月１日（木）～４日（日）

年始のごみ収集の休業 環境対策課環境対策係【☎ 028(677)6041】

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 休 業務 休 業務

町民会館・生涯学習
センター・海洋センター

休 業務

武道館 休 業務

ロマンの湯 業務

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

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】
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ＴＤＫスチーム式加湿器回収中
【対象機種】火災事故に至るおそれがあります。
KS-500H、KS-300W、KS-31W、KS-32G
回収専用フリーダイヤル【☎ 0120(604)777】
受付時間９：００～１９：００

本的な操作）ができること

■勤務時間／平日８：３０～１７：１５

■採用予定日等／平成２７年４月１日、

給与月額１５万円（その他手当有り）、社

会・雇用保険加入

■申込方法／１月１３日（火）～２３日（金）

の平日８：３０～１７：００に履歴書（市販

のもので可）１通を当組合へ持参※面接

日は２月２日（月）

■日時／１月１４日（水）～２月１日（日）

９：３０～１７：００※１４日（水）は１２：３０～、

２月１日（日）は～１５：００ 

■場所／総合情報館展示室

多世代交流サロン「まゆ玉＆昔あそび」 

■日時／８日（木）１０：００～１２：３０

わらべうたベビーマッサージ 

■日時／８日・１５日（木）１０：３０～１１：００

ぱんだクラブ（１歳児と保護者）　　

■日時／１４日（水）１０：３０～１１：４５

こあらクラブ（０歳児と保護者） 

■日時／２０日（火）１０：３０～１１：００

きりんクラブ（２歳以上児と保護者）　

■日時／２１日（水）１０：３０～１１：４５

冒険あそび場づくり

■日時／２５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／２６日（月）１０：００～１２：００

うさぎクラブ（親子運動あそび）

■日時／２８日（水）１０：３０～１１：４５

年始のお休み／～５日（月）※６日（火）から通常

【貸切イベント】手芸教室「つるし飾り

作り」（託児付き）

■日時／１４日（水）１０：３０～１２：００

教室‥モテナス会議室、託児‥子育てひ

ろばぴよぴよ

【貸切イベント】１月生まれのお友だち集まれ♪

■日時／２３日（金）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

年始のお休み／～３日（土）※４日（日）から通常

とも１３：００～１６：００

■場所／県庁東館４階講堂

■参加企業数／１日２０社、計４０社予定

　（１月下旬にホームページ http://

www.tochigi-work2.net/ に記載）

　絵本や紙芝居などの読み聞かせです。

■日時／１月１７日（土）１１：００～

■場所／総合情報館おはなし室

■日時／１月２９日（木）１０：００～１２：００

■場所／生涯学習センター

■対象・定員／親子（０歳～）先着２０組

■内容／パン作りとお話

■参加費／５００円

■持参物／エプロン、三角巾

　健康で働く意欲のある皆さん、今ま

で培った知識や経験を、センターで活か

してみませんか？入会説明会を開催しま

す。皆さんのご参加をお待ちしています。

■対象／町内在住のおおむね６０歳以上

■日時／１月１５日（木）・２２日（木）１４：００～

■場所／町シルバー人材センター（旧稲

毛田小学校）

■規定／町内の自然、名所旧跡、年中

行事、イベントなどを撮影したもの。カ

ラープリント４ツ切サイズ（ワイド可）。

未発表作品。１人５点まで。部門賞のテー

マは四季・お祭り※デジタル撮影の場

合は、銀塩プリントしたもの※合成不可

■賞品／最優秀賞１点…賞金３万円と副

賞、特選２点…賞金１万円と副賞、準特

選５点…賞金５千円と副賞など

■応募方法／町観光協会（町商工観光

課内）へ郵送または持参

■締切／１月１５日（木）必着

■募集人員／１人

■職務内容／ごみの収集および運搬業

務等（その他補助業務）

■応募資格／①６０歳未満で芳賀町・益

子町・市貝町・茂木町のいずれかに在住

し、健康で通勤可能であること②普通

自動車免許を有すること③パソコン（基

芳賀絵画教室作品展 
総合情報館　　  【☎ 028(677)2525】

芳賀郡中部環境衛生事務組合
嘱託職員募集
芳賀郡中部環境衛生事務組合
　　　　　　    【☎0285(72)2243】

観光写真コンテスト
町観光協会　　【☎ 028(677)1115】

シルバー人材センター新規会員募集
町シルバー人材センター
　　　　　　    【☎028(677)0246】

パン生地こねて免疫力アップ
生涯学習センター【☎ 028(677)0306】

募　集

講座・教室

イベント

町図書館おはなし会
総合情報館　　 【☎028(677)2525】

篠﨑　武光（71） 下延生  11 /3

黒﨑 ハツイ（89） 与　能  11 /6

水沼　光代（80） 下延生  11 /9

清水　タネ（90） 下高根沢  11 /14

伊沢　ヨシ（92） 稲毛田  11 /18

黒﨑ノブ子（84） 上稲毛田  11 /24

髙久 志子（89） 祖母井  11 /16

澤村　森男（84） 西高橋  11 /6

人見　　章（85） 下高根沢  11 /6

横田　三子（80） 祖母井  11 /6

黒﨑　トミ（90） 芳志戸  11 /17

小林　幹雄（82） 東高橋  11 /12

長谷川　忠（83） 八ツ木  11 /19

平沢　　寛（83） 芳志戸  11 /24

１１月１日～３０日届出（掲載は承諾者のみ）

片柳　陽
はる

音
と

  （　　　） 八ツ木征　樹
　舞

松浦　凛
り

音
と

  （　　　） 八ツ木裕　志
朋　美

茂木　千
ち

愛
あき

  （　　　） 下高根沢大　介
瑞　岐

阿部心
み

緒
お

菜
な

  （　　　） 西水沼将　大
真　子

東　　咲
さ

良
ら

  （　　　） 祖母井邦　彦
尚　子

小竹　優
ゆう

莉
り

  （　　　） 東水沼智　章
枝里子

中島　美
み

珠
み

  （　　　） 祖母井　純
茉　李

鈴木　志
し

穂
ほ

  （　　　） 下高根沢孝　和
愛　子

黒﨑　陵
りょうすけ

介  （　　　） 祖母井芳　隆
阿寿美

阿部心
み

結
ゆ

菜
な

  （　　　） 西水沼将　大
真　子

橋本　彩
り

杏
な

  （　　　） 祖母井昭　仁
美　穂

小堀　華
かえで

楓  （　　　） 東水沼友　行
綾　香

見目　　諒・川上　　恵 
芳志戸

小林　賢治・三戸　綾乃 
祖母井

矢口　　卓・黒﨑　美香 
給　部

豊田　祥広・出口　　諭 
下延生

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

１月１６日（金）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

１月２０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】

菅又　スイ（89） 下高根沢  11 /18
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