
　システム設置工事の着工前に、環境

対策課に申請してください。

■対象／町内に住所を有する人または設

置後1年以内に町内に住所を有する人

（家屋の新築・改築・購入は問いません）

で、町税を滞納していない人・町内事業所

■補助事業の対象／町内の住宅・事務

所等にシステムを設置するもので、使用

分を超える余剰分を電力会社に売電す

ることができ、新品で最大出力が１０キ

ロワット未満の太陽光発電システム

■補助金額／１キロワットあたり４万円

（上限１５万円）

　家庭でごみの野外焼却をして、煙や

臭いで周辺の方に迷惑をかけていませ

んか。

　ごみの焼却は、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律により一部の例外を除い

て禁止されています。住みよい生活環境

づくりのため、家庭から出る燃えるごみ

は、燃えるごみの収集日に出しましょう。

　町では土壌汚染や災害の発生を防ぐ

ため、土砂の埋立て、盛土および一時

たい積等に必要な規制を条例により設

けています。土砂等により５００平方メー

トル以上３,０００平方メートル未満の面

積の埋立て等を行う場合は、町の条例

に基づく許可を受ける必要があります。

許可の手続きや相談は、環境対策課に

お問い合わせください。

　なお、３,０００平方メートル以上の場

合は、県への許可申請が必要です。

　町では、愛犬、愛猫に避妊手術及び

去勢手術を行う飼い主に補助金の交付

を行っています。

■補助の要件／①飼い主の方が町内に

住所を有し、町税を滞納していないこ

と②販売目的で飼養している犬猫でな

いこと③犬の場合は、町に畜犬登録し、

狂犬病予防接種を受けていること④芳

賀郡内（真岡市含む）の獣医師の手術

　県が都市計画区域マスタープランを

策定するにあたり、都市計画の構想に

ついて説明会を次のとおり開催します。

■都市計画の構想／宇都宮都市計画区

域マスタープラン（宇都宮都市計画都市

計画区域の整備、開発及び保全の方針）

■対象区域／芳賀町を含む宇都宮都市

計画区域の全部

■日時／５月２２日（金）１８：３０～

■場所／農業者トレーニングセンター２

階研修室

■説明内容の概要／都市計画の目標、

区域区分の決定の有無、主要な都市計

画の決定の方針などについて

　自動車税を、金融機関、郵便局、コ

ンビニエンスストア（土・日・祝日可能）

で納期限までに忘れず納付しましょう。

口座預金からの振替による納付もでき

ます。心身障害者の人には障害の程度

など一定の要件のもとに減免制度があ

ります。詳細はお問い合わせください。

　農地法の改正により、４月１日から農

地台帳と農地に関する地図が公表され

ています。

　農政課窓口において農地台帳の閲覧

ができるほか、「全国農地ナビ」（http://

www.alis-ac.jp/）にてインターネットで

農地情報が閲覧できます。

　農作物被害防止のために、町内全域

で銃器によるカモ・カラス・カワウの駆

除を行います。危険ですので駆除現場

には近寄らないようお願いします。

　また、町内の農地で、鳥獣による農作

物への被害があるときはご相談ください。

■日時／５月１６日（土）・１７日（日）

を受けていること

■補助金額／避妊手術（メス）犬５,０００

円、猫４,０００円、去勢手術（オス）犬猫

とも３,０００円

※詳細はお問い合わせください

　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／５月１日（金）～２９日（金）

※次回は１１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

　樹木が道路にはみ出したりしている

と、交通事故の原因となることがありま

す。また、樹木によって通行人にけがを

負わせたり、車を破損させた場合、損

害賠償を請求されることがありますの

で、注意して管理してください。

　農機具などに付着した泥を道路に落と

したままにすると、スリップ事故の原因

になりますので、すぐに撤去しましょう。

■日時／５月２３日（土）～６月２１日（日）

　９：３０～１７：００　

■場所／総合情報館展示室　

■関連事業／◆オープニングセレモニー

…５月２３日（土）１０：００～情報館多目

的室（セレモニー後、文星芸術大学上

野憲示学長による記念講演）◆ワーク

ショップ…５月３０日（土）①１４：００～

②１５：００～③１６：００～情報館多目的

室、各回６人ずつ（事前予約可）、参加費

５００円（材料費）

　町とスポーツ振興活動の協定を結ん

でいる栃木ＳＣでは、今年も「芳賀町民

デー」を開催します。皆さんで試合会場

へ足を運び、栃木ＳＣを応援しましょう。

■対象試合／栃木 SC対セレッソ大阪戦

■日時／６月２８日（日）１８：００キック

オフ予定

■場所／県グリーンスタジアム

■内容／ＨＡＧＡ焼きソバの実演販売、

町の特産品販売など

お知らせ

栃木ＳＣ芳賀町民デー
町観光協会（商工観光課内）
　　　　　　    【☎ 028(677)1115】

道路を明るくきれいに使いましょう
建設課管理係    【☎ 028(677)6019】

農振除外の申出受付
農政課農業振興係 【☎ 028(677)1110】

犬猫避妊等手術費補助金
環境対策課環境対策係
　　　　　　    【☎ 028(677)6041】

土砂の埋立て等の規制について
環境対策課環境対策係
　　　　　　    【☎ 028(677)6041】

太陽光発電システム設置費補助金
環境対策課環境対策係
　　　　　　    【☎ 028(677)6041】

ごみの野外焼却禁止
環境対策課環境対策係
　　　　　　    【☎ 028(677)6041】

文星芸術大学による地域文化と芸術
の融合「知恵の環・芸術連鎖」展
総合情報館　    【☎ 028(677)2525】

銃器による有害鳥獣駆除を
行います
農政課農村整備係
　　　　　　    【☎ 028(677)6045】

農地台帳の公表
農業委員会　   【☎ 028(677)6047】

自動車税の納期限は６月１日です
真岡県税事務所  【☎0285(82)2135】

都市計画区域マスタープラン
に関する説明会
県都市計画課　 【☎ 028(623)2465】

イベント

クリーン芳賀環境美化の日
５月24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
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マナーアップ！あなたが主役です
春の交通安全県民総ぐるみ運動
５月１１日（月）～２０日（水）
総務課地域安全対策係【☎028(677)6029】

みなみ子育てサロン（西高橋構造改善センター）

■日時／１日（金）・８日（金）・１５日（金）・

２２日（金）・２９日（金）１０：００～１５：００

わらべうたベビーマッサージ 

■日時／７日（木）・１４日（木）１０：３０

～１１：００

ぱんだクラブ（１歳児と保護者） 

■日時／１３日（水）１０：３０～１１：４５

こあらクラブ（０歳児と保護者） 

■日時／１９日（火）１０：３０～１１：００

きりんクラブ（２歳以上児と保護者） 

■日時／２０日（水）１０：３０～１１：４５

うさぎクラブ（親子運動あそび） 

■日時／２７日（水）１０：３０～１１：４５

おでかけクラブ「消防署」 

■日時／２９日（金）１０：２０～１１：３０

【貸切イベント】ぴよぴよ講座「食改さん

の料理教室（託児付き）」 

■日時／１４日（木）１０：００～１２：００

教室…友遊はが体験室

託児…子育てひろばぴよぴよ

リサイクル委託品受付

■日時／１８日（月）～６月１日（月）月～

金１０：００～１６：００、土・日１０：００～

１５：００ 　

【貸切イベント】お誕生会

■日時／２５日（月）１０：００～１２：００

Ｔｅａサロン

■日時／毎週月・金曜日１０：３０～１５：３０

ひととき保育（託児）

■日時／予約制１０：００～１６：００

　絵本や紙芝居などの読み聞かせです。

■日時／５月１６日（土）１１：００～

■場所／総合情報館おはなし室

■教室日時／５月５日（火）～１０月６日（火）

毎月第１火曜日９：００～１１：００

■場所／ 町総合運動公園グラウンドゴ

ルフ場

■指導／ 町グラウンドゴルフ協会

■参加費／無料

■申込／武道館へ電話

　「ボランティア友の会」の講座です。

■日時／５月２１日（木）８：３０町民会館

集合・出発

■目的／茨城県石岡市の歴史を訪ねる

■場所／常陸風土記の丘ほか

■参加費／３，０００円（昼食代含む）

■定員／先着２６人

　食物アレルギーの人のための料理教

室です。

■日時／５月２１日（木）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１，０００円、小学生以下

５ ００円

■締切／５月１４日（木）

講座・教室

菊地　通郎（82） 芳志戸  2 /27

佐藤　竹男（81） 下高根沢  3 /2

齋藤　悦子（71） 東水沼  3 /3

加藤　スイ（82） 芳志戸  3 /12

岩村　又一（88） 稲毛田  3 /15

北條　トミ（88） 給　部  3 /19

吉永　博茂（93） 与　能  3 /24

大根田正美（81） 与　能  3 /24

青山　才次（92） 下高根沢  2 /28

田口　　清（93） 稲毛田  3 /3

平野　淑江（79） 下高根沢  3 /6

古谷　キエ（87） 祖母井  3 /12

稲葉　光夫（86） 上延生  3 /17

粕谷サカイ（88） 稲毛田  3 /23

齊藤　　勉（73） 下高根沢  3 /22

髙 　良夫（84） 芳志戸  3 /26

水沼　キチ（95） 東高橋  3 /27

３月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

直井　颯
そ

良
ら

  （　　　） 与　能友　和
ゆ　か

阿部　夢
む

咲
あ

  （　　　） 稲毛田則　昭
幸　恵

小堀　愛
め

依
い

  （　　　） 八ツ木真　史
單慧瑩

髙橋　佑
ゆう

綺
き

  （　　　） 八ツ木正　洋
久　美

岡村　　誠
まこと

  （　　　） 東水沼和　樹
友　子

石沢　海
かい

翔
と

  （　　　） 下高根沢知　彦
有　紀

小林　花
か

鈴
りん

  （　　　） 下高根沢拓　海
友　子

亦平　遥
はる

紀
き

  （　　　） 八ツ木純　一
美紀子

増淵　大
だい

也
や

  （　　　） 祖母井貴　昭
枝　里

小林　史明・佐藤亜紗美 
東高橋

近藤　裕貴・荒井　麻央 
祖母井

伊藤　知明・田中　ゆか 
西高橋

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
都合により５月は実施しません。。

企画課情報広報係【☎028(677)6099】

行政相談・人権相談

５月１９日（火）１３：３０～１６：００

農業者トレーニングセンター

◎特設人権相談　

６月１日（月）１３：３０～１６：００

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】

生活困窮者自立相談が始まりました

　生活に困っている、なかなか仕事が見つ

からない、家賃が払えず家を出なければ

ならない、生活保護を受けていない人で、

経済的に困っており、最低限度の生活を

維持することができなくなるおそれのある

人が対象です。相談員が一緒に考え、解

決へのお手伝いをします。今年度から、専

門相談員が健康福祉課で相談を受け付け

ます。

◆相談日時／火・木曜日９：００～１６：００

◆場所／健康福祉課

健康福祉課福祉係【☎028(677)1112】

法律相談

　今年度から「心配ごと相談」と併せて弁

護士による法律相談を開設します。

◆相談日時／６月２日（火）、９月１日（火）、

１２月１日（火）、平成２８年３月１日（火）

※年４回、予約制

◆場所／農業者トレーニングセンター

◆相談員／弁護士１人、心配ごと相談員２

人の３人で対応

◆相談費用／無料

◆予約受付／各開設日の１カ月前から受付

（１日あたり先着５件まで）

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】

つくしんぼ教室
河田 裕子        【☎ 090(5400)1189】

文学・歴史散歩の集い
～春の歴史散歩～
生涯学習センター  【☎ 028(677)0306】

グラウンドゴルフ教室生徒募集
武道館　　　    【☎ 028(677)5155】

町図書館おはなし会
総合情報館　　 【☎028(677)2525】

6月21日（日）
電気点検のため、証明書自動交付
機が使用できません
住民課住民戸籍係【☎028(677)6014】
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