
議会事務局　 【☎ 028(677)6023】

≪一般質問≫

①小林信二議員

　○芳賀高跡地の利用計画について

②北條勲議員

　○ふるさと納税について

③石川保議員

　○ＬＲＴについて

　○町民の健康増進と憩いの場の整 

　　備について

④増渕さつき議員

　○生活困窮者の支援について

⑤水沼孝夫議員

　○まち・ひと・しごと地方創生法

　　及び地域再生法の活用について

　○人口減少・少子化問題及び将来

　　の人口ビジョンについて

期　　日 内　　　　容

３月３日（火）開会、本会議 

３月５日（木）本会議（一般質問）

３月６日（金）本会議

３月９日（月）本会議、常任委員会付託、書類審査

３月１１日（水）
～１３日（金） 

書類審査

 ３月１６日（月）現地調査 

 ３月１８日（水）本会議、閉会

3月議会定例会の日程

廃棄物の野外焼却は禁止です
環境対策課環境対策係
　　　　　　    【☎028(677)6041】

未公開株や社債、ファンドなどの詐欺的

な投資勧誘被害が多発しています。おか

しいなと思ったら、迷わず財務局までご

相談ください。

■受付／平日９：００～１７：００

　平成２７年度健康カレンダーとごみ収

集日程表を、３月下旬から行政区を通じ

て配布します。行政区に加入していない

人は、健康福祉課窓口で直接配布します。

　大学生等（大学・短大・専門学校等）

の保護者で県内在住の人を対象にガイ

ダンスを開催します。

■日時／３月４日（水）１３：００～１５：００

全体会、１５：００～１６：３０個別相談会（希

望者のみ）

■場所／県庁東館４階講堂

■申込／電話にて参加予約（先着１００人）

　祖母井南部地区地区計画を変更した

いので、都市計画変更の原案を縦覧し

ます。地区内の土地所有者と利害関係

者は、３月２３日（月）まで意見書を提

出することができます。

■縦覧期間／３月２日（月）～１６日（月）

（土・日を除く）

■縦覧場所／町都市計画課

■日時／４月３日（金）１０：００～１５：００

■場所／宇都宮市役所１４Ｃ会議室

■相談員／当協会所属の不動産鑑定士

　家庭で野外焼却をして、煙や臭いで

周辺の方に迷惑をかけていませんか。

　廃棄物の焼却は、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律により、禁止されてい

ます。住みよい生活環境づくりのため、

家庭から出るごみは分別して、資源物

回収日やごみ収集日に出しましょう。

《資源物の回収倉庫をご利用ください》

■回収物／紙類、飲み物のアルミ缶・ス

チール缶、ペットボトル

■回収日時／火・木・土曜日の９：００～

１６：００

■設置場所／生涯学習センター、生涯

学習センター水橋分館

　乗用の農耕用小型特殊自動車は、軽

自動車税が課税されます。これらの車両

を所有している人は、申告してナンバー

プレートの交付を受けてください。

　軽自動車税は所有していることで課税

対象となります。公道走行の有無とは

関係ありません。

■軽自動車の対象となる小型特殊自動

車／◆農耕用：トラクター・コンバイン・

田植機・スピードスプレーヤーなど（乗

用で最高速度が時速３５km未満のもの）
◆その他：フォークリフト・ショベルロー

ダ・タイヤローラ・ロードローラなど（車

両の長さ４．７m以下、幅１．７m以下、高

さ２．８m以下、最高速度が時速１５m以

下のもの）

　高齢者を中心に、悪質な業者による

■相談項目／不動産（土地・建物）の価

格・地代・家賃・借地権の価格など

■職種／事務職（任期付短時間勤務職員）

■採用人数／６人程度

■応募資格／昭和３２年４月２日以降に

生まれた人

■任期期間／４月１日～平成２８年３月

３１日※最長３年まで更新する場合有り

※６０歳に達する日以降における最初の

３月３１日までが任用期限

■勤務時間／週３０時間程度

■給料等／週３０時間の場合月額

１０６，５２９円（通勤手当、期末勤勉手当

等有り）、社会保険加入（健康保険・厚

生年金・雇用保険）

■試験内容／第１次試験…書類選考（受

験カードおよび作文試験）、第２次試験

…面接選考３月１８日（水）１３：００～役場

■受験申込／役場２階総務課で必要書

類を受け取り、記入後提出※郵送によ

る配布や提出は不可（申込書は町ホーム

ページからダウンロード可）

■受付期間／３月２日（月）～１１日（水）

８：３０～１７：１５（土・日は除く）

■採用人数／１人

■応募資格／栄養士免許証の取得者

で、心身ともに健康で町内小学校に通

勤可能な人

■雇用期間／４月１日～平成２８年３月

３１日（１年間）

■勤務時間／週５日（平日）、１日７時間

３０分

■報酬／月額１５１，０００円（特別報酬・

通勤手当あり）

■応募方法／市販の履歴書に必要事項

を記入し、栄養士免許証の写しを添付

して町こども育成課へ提出

■締切／３月１６日（月）※土・日・祝日

を除く

不動産の鑑定評価に関する
無料相談会
県不動産鑑定士協会【☎028(639)0556】

宇都宮都市計画地区計画変更の
原案の縦覧
都市計画課都市計画係
　　　　　　    【☎ 028(677)6020】

大学生等の保護者のための
就職ガイダンス
県労働政策課　【☎ 028(623)3224】

健康カレンダーとごみ収集日
程表の配布
健康福祉課健康係【☎028(677)6042】

悪質な投資勧誘にご注意！
財務省関東財務局証券監督第１課
　　　　　　    【☎028(613)3952】

トラクター・コンバイン・
田植機などをお持ちの方へ
税務課資産税係【☎ 028(677)6078】

お知らせ

募　集

小学校栄養士(非常勤職員)募集
こども育成課学校管理係
　　　　　　   【☎ 028(677)6024】

町任期付職員（短時間勤務職員）募集
総務課庶務人事係【☎ 028(677)1111】
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ＢＰプログラム（第４回） 

■日時／５日（木）１０：００～１２：００

多世代交流サロン 

■日時／５日（木）１０：００～１５：００

わらべうたの会「童心に帰ってあそぼう」

■日時／６日（金）１８：３０～２０：３０

みなみ子育てサロン（西高橋改善センター）

■日時／９日・２３日（月）１０：００～１２：００

うさぎクラブ（親子運動あそび） 

■日時／１１日（水）１０：３０～１１：４５

ぱんだクラブ・きりんクラブ合同

「お別れ遠足」

■日時／１３日（金）９：００～１３：３０

一日プレーパーク

■日時／１５日（日）１０：００～１４：００

こあらクラブ（０歳児と保護者） 

■日時／１７日（火）１０：３０～１１：００

【貸切イベント】おもいでの会

■日時／１２日（木）１０：３０～１３：００予定

【貸切イベント】３月生まれのお友だち

集まれ♪ 

■日時／１７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

臨時休み

※来年度準備のため２９日（日）～３１日（火）

　毎年役場駐車場で行う鯉のぼりの掲

揚事業について、鯉のぼりが老朽破損

し減少したため、皆さんから鯉のぼりの

寄付を募ります。ご協力をお願いします。

■鯉のぼりの大きさ／７メートル以内

■募集期限／４月１１日（土）

■募集場所／町民会館、生涯学習セン

ター、生涯学習センター水橋分館

■掲揚期間／４月末から５月の連休（予定）

■掲揚場所／役場駐車場

■備考／お持ちいただいた鯉のぼりは

町への寄付とさせていただきます

　県民の皆さんの意識やニーズを把握

し、県政に反映させるため、インターネッ

トを利用した県政に関するアンケートに

ご協力いただける人を募集しています。多

くの皆さんのご応募をお待ちしています。

■応募資格／県内在住の満１６歳以上

で、インターネットのウェブサイトの閲

覧や電子メールの利用ができる人

■応募方法／県ホームページの応募

フォームから申し込み（http://www.pref.

tochigi.lg.jp/c05/pref/kouhou/iken/anke.

html）

■日時／３月３日（火）～８日（日）９：３０

～１６：３０※３日は１３：００～、８日は～１５：００

■場所／総合情報館多目的室 

■備考／体験教室も開催※詳しくは奥

沢（☎ 028-677-2283）または中林（☎

0285-68-5254）まで

■日時／３月２１日（土）～２９日（日）９：３０

～１７：００※２１日は１３：００～、２９日は～

１５：００

■場所／総合情報館展示室

　食物アレルギーの方のための料理教

室です。

■日時／３月２７日（金）１０：００～１３：００

■場所／生涯学習センター

■講師／河田　裕子

■参加費／大人２，０００円、子ども１，０００円

■締切／３月２０日（金）

鯉のぼりを募集します
町民会館         【☎ 028(677)0009】

「とちぎネットアンケート」
協力者募集
県広報課           【☎028(623)2158】

つくしんぼ教室
河田　裕子     【☎090(5400)1189】

講座・教室

黒﨑　一夫（87） 東高橋  1 /1

阿部　光甫（84） 東水沼  1 /3

君嶋アヤ子（77） 与　能  1 /5

阿久津友久（90） 芳志戸  1 /2

鈴木ミヤ子（69） 下高根沢  1 /8

鈴木　トモ（84） 西高橋  1 /8

仲尾　　實（69） 西高橋  1 /7

渡辺　良雄（65） 稲毛田  1 /14

横溝　俊之（56） 東水沼  1 /19

髙良　安紀（77） 稲毛田  1 /22

小林　アイ（85） 上延生  1 /20

加藤　　正（84） 西高橋  1 /15

髙久　 次（88） 下高根沢  1 /10

武田　 子（65） 西高橋  1 /22

荒井　ミツ（86） 下高根沢  1 /21

直井　正信（65） 下高根沢  1 /23

阿島　タマ（96） 下高根沢  1 /24

関本　久一（87） 上稲毛田  1 /24

佐藤　ヤス（89） 東水沼  1 /25

小林　四郎（72） 東高橋  1 /26

君嶋　文夫（84） 与　能  1 /27

石川ハツイ（86） 下高根沢  1 /29

菱沼　軍次（75） 北長島  1 /30

１月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

生井　雄
ゆ

海
う

  （　　　） 給　部健　斗
香　織

山　健
けん

吾
ご

  （　　　） 八ツ木大　輔
彩　花

豊田　渉
あゆ

夢
む

  （　　　） 東高橋卓　也
理　恵

髙松　卓
たか

馳
と

  （　　　） 八ツ木幸　司
千　津

伊佐野哲
てっぺい

平  （　　　） 下延生吉　一
祐　子

藤沼　隆
りゅうと

智  （　　　） 祖母井宣　昭
亜紀子

石川　翔
しょうだい

大  （　　　） 上延生幸　二
佳代子

石川　　新
あらた

  （　　　） 祖母井　学
聡　美

大島　弦
げん

士
じ

  （　　　） 上稲毛田　務
恵　美

荒井　雲
ゆくと

登  （　　　） 西水沼和　寿
由　佳

舩生　天
あま

音
ね

  （　　　） 上稲毛田和　孝
アズサ

菅谷　心
こ

南
なん

  （　　　） 西水沼和　弘
理　恵

寺門　昭佳・阿久津智子 
西水沼

二宮　啓徳・江間田茉由 
与　能

戸 　陽介・網　真有美 
東高橋

手塚　拓也・望月　　楓 
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

３月１６日（月）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

３月１７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】

もういいかい火を消すまではまあだだよ
春季全国火災予防運動
３月１日（日）～７日（土）
◆住宅用火災警報器を設置し、火の取り
　扱いには十分注意しましょう
◆強風時には屋外でのたき火は絶対にや
　めましょう
◆消火器・住宅用火災警報器の悪質訪問
　販売・点検業者に注意しましょう
真岡消防署芳賀分署【☎028(677)0212】

押し花・ポーセラーツ教室展
総合情報館　　【☎ 028(677)2525】

イベント

町書道連盟会員展
総合情報館       【☎028(677)2525】
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