
　ロマンバス（ロマンの湯の町内送迎バ

ス）の運行コースが、次のとおり変更と

なります。

■変更日／４月４日（月）から

■運行コース／◆月曜日①稲毛田②八ツ

木・芳志戸、火曜日①下高根沢・芳賀

町工業団地（従来の２路線を１路線に統

合）、木曜日①赤坂・下延生・水橋（東

水沼の一部ルートは廃止）②東高橋、金

曜日①稲毛田②東高橋

◆迎え時間①９：２０～②１０：００～、送

り時間①１４：３０～②１５：００～

※詳細はお問い合わせください。

　町第２体育館は、施設利用者の健康

増進と受動喫煙による健康被害防止の

ため、４月１日から施設内（建物内、駐

車場）を全面禁煙とします。ご理解とご

協力をお願いします。

　中小企業等で働く人やそのご家族が

加入している健康保険「協会けんぽ栃

木支部」の健康保険料率は９．９４％へ

引き下げ、介護保険料率は据え置きに

なります。変更時期は４月納付分からで

す。詳しくはホームページ (http://www.

kyoukaikenpo.or.jp/) でご確認ください。

　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です。楽しくおも

しろいお話をたくさん聞くことができま

す。ぜひお子様と一緒にご参加ください。

■日時／３月５日（土）１０：００～

（３０分程度）

■場所／総合情報館おはなし室

■対象／乳幼児～小学生とその保護者

■参加費／無料

　初・中級者向けの３回コースの教室です。

■日時／３月１７日（木）～１９日（土）９：

００～１２：００

■場所／生涯学習センター

■内容／ワード

■定員／先着１０人

■参加費／無料（テキスト代は実費）

　軽自動車税は、毎年４月１日現在で、

軽自動車等を所有している人に課税され

ますので、所有状況に異動がある場合

は、速やかに手続きを行ってください。

　４月１日までに廃車や名義変更の手続

きがされない場合、平成２８年度も課税

対象となりますのでご注意ください。（月

割り課税制度はなく、年税額を全額納

める必要があります。）

〈手続き先〉

■原動機付自転車・農耕作業用自動車・

小型特殊自動車／町税務課

■二輪の小型自動車・二輪の軽自動車／

関東運輸局栃木運輸支局

■三輪・四輪の軽自動車／軽自動車検

査協会栃木事務所

　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（金）～５月３１日（火）

８：３０～１７：００※土・日・祝日を除く

■縦覧場所／税務課

■縦覧できる内容／土地・家屋の、所在・

地番・地目（構造）、地積（床面積）、価

格、種類

■縦覧できる人／町地内にある土地・家

屋の納税者、その委任を受けた人 (委

任状が必要）※いずれの場合も本人確

認ができるもの（運転免許証等）の提

示が必要です。

■手数料／無料

　家庭でごみの野外焼却をして、煙や臭

いで周辺の人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

の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、容器包装プ

ラスチック・トレー

■回収日時／火・木・土曜日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

　町では、第６次振興計画策定に併せ

て、芳賀町都市計画マスタープランの改

定を行います。より良い計画とするため

に、次のとおりご意見を募集しています。

多くの町民の皆さんからのご意見をお待

ちしています。

■意見を募集する計画等の案／芳賀町

都市計画マスタープラン（案）

■計画（案）の閲覧場所・応募用紙の配

布場所／都市計画課、町ホームページ

■応募方法／配布場所に備えてある用

紙に記入し、郵送、ＦＡＸまたは電子メー

ルで応募

※電話などによる口頭での意見提出は

ご遠慮ください。

■応募期間／２月２９日（月）～３月２９日（火）

■応募先／〒３２１－３３９２芳賀町大字祖母

井１０２０都市計画課都市計画係（メールアド

レスtoshikeikaku@town.haga.tochigi.jp）

※詳細についてはお問い合わせください。

　都市計画の案について意見のある人

は、住所・氏名・生年月日・職業・電話

番号・意見の趣旨および理由を書いた

意見書を、縦覧期間内に直接または郵

送で、町都市計画課に提出することが

できます。提出された意見書の要旨は、

町都市計画審議会に提出されます。

■縦覧する都市計画の案／１０・７・５０１号

宇都宮芳賀ライトレール線、３・２・３号宇

都宮芳賀線、３・３・４号台の原下原線、３・

２・５０１号大塚下原線、３・４・５０１号上山

下岡田線、４・４・５０２号かしの森公園

■縦覧期間／３月１１日（金）～２５日（金）

（土・日・祝日を除く）

■縦覧場所／都市計画課

お知らせ

町第２体育館は全面禁煙と
なります
武道館　　　　   【☎028(677)5155】

パブリックコメントを募集
しています
都市計画課都市計画係
　　　　 　　    【☎028(677)6020】

都市計画を変更するにあたり
都市計画の案を縦覧します
都市計画課都市計画係
　　　　 　　    【☎028(677)6020】

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】

軽自動車等の異動届出について
税務課資産税係 【☎ 028(677)6078】

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】

ロマンバスの運行コースが
変更になります
芳賀温泉ロマンの湯
　　　　 　　    【☎ 028(677)4126】

平成２８年度「協会けんぽ」の
保険料率
協会けんぽ栃木支部【☎ 028(616)1691】

パソコン教室
生涯学習センター  【☎ 028(677)0306】

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

無防備な心に火災がかくれんぼ
春季全国火災予防運動
３月１日（火）～７日（月）
◆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

◆強風時の屋外でのたき火は絶対やめま
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】
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　行政と連携を取りながら、地域にお

いて消費生活に関する普及啓発活動を

行う消費生活リーダーを養成することを

目的とした講座です。

■対象／地域において消費者活動に積

極的に取り組む意欲のある人

■日時／５月～１１月の１２日間、１０：００

～１５：００

■場所／県庁本館会議室

■内容／消費生活に関する基礎知識を

習得するための講義、実習など

■定員／４０人

■受講料／無料

■締切／４月２０日（水）

　芳賀町に自生する植物の貴重な標本

を、写真や解説と共に展示します。 

■日時／３月３日（木）～１７日（木）９：

３０～１７：００※１７日は～１２：００

■場所／総合情報館　

　今年で９回目となる町書道連盟の作

品展です。

■日時／３月１９日（土）～２７日（日）９：

３０～１７：００※１９日は１３：００～、２７

日は～１５：００　

■場所／総合情報館　

わらべうたベビーマッサージ

■日時／３日（木）・１０日（木）１０：３０～１１：００

みなみ子育てサロン（西高橋構造改善センター）

■日時／４日（金）・１１日（金）・１８日（金）

２５日（金）１０：００～１５：００

ぱんだクラブ・きりんクラブ合同「お別れ遠足」

■日時／７日（月）９：００～１３：３０

うさぎクラブ（親子運動あそび）

■日時／９日（水）１０：３０～１１：４５

プレーパークしもたか「竹でいろいろ

作ってあそぼー！」

■日時／１３日（日）１０：００～１５：００

こあらクラブ（０歳児と保護者）

■日時／１５日（火）１０：３０～１１：００

【貸切イベント】親子リトミック教室

■日時／１日（火）１０：３０～１２：００

【貸切イベント】おもいでの会

■日時／３日（木）１０：３０～１３：３０

【貸切イベント】お誕生会

■日時／１４日（月）１０：００～１２：００

育児応援プチ講座 

■日時／２４日（木）１１：００～１１：３０

Ｔｅａサロン

■日時／毎週月・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（火）

～３１日（木） 　

１月１日～３１日届出（掲載は承諾者のみ）

田中　トセ （102）  芳志戸  1/2
塙　 ミヤノ （93）  下延生  1/3
水沼　忠男 （83）  祖母井  1/10
平野　武明 （83）  東水沼  1/12
山口　チヨ （95）  西水沼  1/12
小林　敏男 （74）  東高橋  1/14
髙庄　長二 （83）  祖母井  1/14
黒﨑　忠正 （60）  芳志戸  1/19
黒﨑　幸一 （99）  芳志戸  1/21
阿久津香織 （32）  西高橋  1/22
磯　　一範 （41）  芳志戸  1/28

大島　吉
よし

乃
の

  （ 　　　） 東高橋寿　彦
冬　美

篠原　愛
あいり

結  （ 　　　） 下高根沢伸　一
由　香

笹島　星
せ な

那  （ 　　　） 東高橋敬　弘
永梨香

渡辺　芹
せり

亜
あ

  （ 　　　） 下高根沢　潤
百　子

水沼　杏
あん

莉
り

  （ 　　　） 祖母井翔　太
万　絢

綱川　怜
れい

那
な

  （ 　　　） 下高根沢和　敏
由佳梨

菅　　瑛
えい

太
た

  （ 　　　） 与　能貴　行
由　理

阿久津祐
ゆうせい

晴  （ 　　　） 八ツ木友　希
空美子

菱沼　光
ひかり

莉  （ 　　　） 祖母井慎　也
悠　香

川田　朱
あか

莉
り

  （ 　　　） 祖母井　淳
賀　代

阿部慎太郎・玉﨑　育美　 
祖母井

塙　　忠則・髙橋なおみ　 
祖母井

荒川　裕一・綱川　美奈　 
祖母井

髙木　直人・岡﨑　恵美　 
西高橋

行政相談・人権相談

３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】

生活困窮者自立相談

◆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。

毎週月・火・木・金曜日９：００～１７：１５

健康福祉課

健康福祉課福祉係【☎028(677)1112】

芳賀町書道連盟会員展　
総合情報館  　 【☎ 028(677)2525】

植物二人展－写真と標本で
見る芳賀町の植物－
総合情報館  　 【☎ 028(677)2525】

平成２８年度消費生活リーダー
養成講座
商工観光課商工観光係
　　　　 　　    【☎028(677)6018】

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】

イベント

子育てガイド

≪１月１８日雪害≫
農業用パイプハウス等
再建支援事業申請受付中
提出期限３月１１日（金）
農政課農業振興係
　　　　　　【☎028(677)1110】

議会事務局　 【☎ 028(677)6023】

≪一般質問≫

３日（木）―――――――――――――

岡田年弘議員

○芳賀町北部第２地区再圃
ほ

場整備事業に

ついて

○遊水地整備について

大根田周平議員

○第６次振興計画について

大島浩議員

○高齢者の運転免許自主返納に対する支

援について

７日（月）―――――――――――――

岩村治雄議員

○高齢者の徘徊に対する対策について

水沼孝夫議員

○町の人口を減らす人口ビジョン及び総

合戦略の再考について

大根田弘議員

○後継者問題について

○農地放棄地について

○山の日について

北條勲議員

○ＬＲＴの導入を町民に理解されるには

○デマンド交通の計画について

期　　日 内　　　　容

　３日（木） 開会、本会議（一般質問３人）

　７日（月） 本会議（一般質問４人）

　８日（火） 本会議

　９日（水） 
本会議、
常任委員会（書類審査）

　１１日　（金）
　～１４日（月）

常任委員会（書類審査）

　１５日（火） 常任委員会（現地調査）

　１７日（木） 本会議、閉会

3月議会定例会の日程
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