
  

　犬を飼い始めたら登録しましょう。予

防接種は個別にはがきで通知します。

■予防接種実施日／４月１５日（金）・

１６日（土）

■持参物／事前通知はがき、注射代３，

３００円※新規登録する犬がいる場合

は、別途登録料３，０００円

■備考／犬が死亡したり行方不明になっ

た場合は、係にご連絡ください。

　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）※町予算は最小３０基分

有り

　生ごみ処理機材の購入費用を補助します。

■対象／①町内在住で町内に住所があ

る人②処理機材を設置できる敷地があ

る人③処理機材でできた堆肥を家庭で

使用する人④町税の未納が無い世帯

■補助の対象／コンポスト容器…購入

額の２分の１以内で５千円以内、処理

機械…購入額の２分の１以内で３万円以

内、生ごみぼかし堆肥化有機質資材…

購入額の２分の１以内で１千円以内

■提出書類／申請書、領収書のコピー、

請求書

※詳細はお問い合わせください。

　町では、皆さん自らが参画するまちづ

くりを実現するために、まちづくり基本

条例に基づく地域活性化、公益活動な

どを行っているボランティアなどに対し

て奨励金を交付します。

■交付対象／ボランティア団体、民間

非営利組織など（構成員５人以上）

■交付対象分野／保健福祉、教育、文

　本町の一部を含む県内１００地区を対

象として、６月と７月の２回にわたり実施

されますので、調査へのご協力をお願い

します。

　調査は、知事が発行する身分証を携

帯した調査員が、対象地区のお宅に直

接調査のお願いに伺います。電話等で

調査内容を伺うことはありません。

　調査内容など詳しいことは、県ホーム

ページまたは県健康増進課までお問い

合わせください。

　農業委員会総会は毎月２１日に開催し

ています。申請書類の締切は毎月5日

です。

※総会開催日・締切日ともに休日の場合

は変更となりますので、詳細はお問い

合わせください。

　平成２８年度の１０ａあたりの賃借料水

準は次のとおりですので、賃借料決定

の際の参考にしてください。  

■芳賀町平均賃借料（１０aあたり）／田

１４，６００円、畑３，４００円

※詳細は町ホームページをご覧ください。

　利用している福祉サービスが、事前

に説明された内容や契約内容と違う、

職員の言動に傷付けられたなど、サー

ビスの内容に疑問や不満を感じているこ

とはありませんか。

　県運営適正化委員会は、福祉サービ

スに関する苦情を解決するため、利用

者や家族などからの苦情や相談を受け、

事業所への調査や話し合いによるあっ

せん等を行っています。

　相談料は無料です。秘密は厳守します。

■相談時間／月～金曜日９：００～１６：００

※祝日・年末年始は除く

■相談方法／電話、来所（事前に電話

連絡）、文書、メール

■住所等連絡先／〒320-8508宇都宮市

若草1-10-6とちぎ福祉プラザ内、

FAX 028(622)2316、メールアドレス asu.

sw@dream.ocn.ne.jp

　町では、第６次振興計画策定と、芳

賀町都市計画マスタープランの改定に伴

い、町の公共交通整備の指針となる「芳

賀町都市交通マスタープラン及び都市・

地域総合交通戦略」の策定を行います。

　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

都市交通マスタープラン及び都市・地域

総合交通戦略（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／４月１日（金）～３０日（土）

■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）

※詳細はお問い合わせください。

　皆さんにご協力いただいた「国勢調査」

の本町の人口の速報値が発表されました。

◆総人口

１５，２０１人（平成２２年比 －８２９人）

男７，６４０人（平成２２年比 －３７０人）

女７，５６１人（平成２２年比 －４５９人）

　調査にご協力いただき、ありがとうご

ざいました。確定値は平成２８年１０月

頃の公表予定です。※確定値は速報値

と一致しない場合があります。

　今年は「経済センサス」が予定されて

いますので、引き続き皆さんのご協力を

お願いします。

お知らせ

募　集
コミュニティ活動奨励金の
活用団体募集
町民会館　　　【☎ 028(677)0009】

生ごみ資源化処理機購入費補助金
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】

犬の登録と狂犬病予防接種
環境対策課環境対策係
　　　　 　　    【☎ 028(677)6041】

芳賀町賃借料情報
農業委員会　    【☎ 028(677)6047】

農業委員会総会の開催予定日・
申請書の受付締切日
農業委員会　　  【☎ 028(677)6047】

福祉サービスに関する苦情や
相談の受付
県運営適正化委員会
　　　　 　　    【☎ 028(622)2941】

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】

平成２８年国民生活基礎調査に
ご協力ください
県健康増進課　【☎ 028(623)3094】

平成２７年国勢調査の速報値
企画課みらい創生係【☎ 028(677)6012】

マイナンバー総合フリーダイヤル
０１２０－９５－０１７８（無料）
平日９：30～20：00、土・日・祝日 9：30 ～
17：30 ※お掛け間違いのないようご注
意ください。
　「通知カード」「マイナンバーカード
（個人番号カード）」に関することや、
マイナンバー制度に関するお問合せに
お答えします。
　「マイナンバーカード（個人番号カー
ド）」の紛失・盗難によるカードの一時
利用停止については、同じフリーダイ
ヤルで２４時間３６５日対応します。
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化スポーツ、環境保全、地域安全ほか

■交付対象外の経費／飲食費、構成員

に対する人件費、謝礼など

■奨励金の額／年間５０，０００円まで

■受付期限／５月３１日（火）

※詳細はお問い合わせください。

　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

ご協力いただける方を募集しています。

■対象／県内在住の満１６歳以上で、月

１回程度のアンケートに回答できる人

■申込／県ホームページ「とちぎネットア

ンケート協力者募集」の応募フォームか

ら応募

　シルバー人材センターでは、高齢者の

皆さんが働く機会をとおして生きがいの

充実と健康増進、そして地域社会の活

性化に貢献するため、各種事業を展開

しています。

　働く意欲のある高齢者の皆さん、当

センター事務局までご連絡ください。

■対象／町内在住で、健康で働く意欲

のある６０歳以上の人

　町ゴルフ連盟主催の恒例のゴルフ大

会を開催します。ぜひご参加ください。 

■期日／５月１５日（日） 

■場所／芳賀カントリークラブ 

■プレー費／１３，０００円（参加費含む） 

■締切／４月２８日（木）

　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／４月１６日（土）１１：００～

（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

みなみサロン（生涯学習センター水橋分館）

■日時／８日・１５日・２２日（金）１０：

００～１５：００

平成２８年度オープニングイベント

「子育て支援センターへ遊びに来ませんか」

■日時／２０日（水）１０：１０～１２：００

新年度会員登録

■日時／１日（金）～ 

育児応援講座

■日時／１１日（月）１１：００～ 

子ども用品委託品用タグ配布

■日時／１８日（月）～  

母の日 制作

■日時／１８日（月）～２４日（日）

【貸切イベント】お誕生会

■日時／２５日（月）１０：００～１２：００

【貸切イベント】ぴよぴよ講座ヨガ教室

（託児付き）

■日時／２８日（木）１０：３０～１１：４５

教室…ウェルネス運動教室会場

託児…子育てひろばぴよぴよ

ひととき保育（託児）

■日時／予約制１０：００～１６：００

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） 

２月１日～２９日届出（掲載は承諾者のみ）

石川　サタ （84）  東水沼 1 /31

平石佐登子 （88） 上延生 2 / 2

小池　スミ （87）  給　部 2 / 2

吉住　　義 （89）  祖母井 2 / 2

小筆　 キノ（91）  下高根沢 2 / 6

横田　靜江 （93）  祖母井 2 / 7

佐藤　昭一 （65）  西水沼 2 / 8

尾嶋　　好 （83）  八ツ木 2 / 10

水沼　新吉 （94）  下延生 2 / 15

稲川　竹雄 （95）  上延生 2 / 16

髙原　マサ （80）  下延生 2 / 16

岩渕　　稔 （45）  下延生 2 / 16

人見　岑子 （82）  下高根沢 2 / 20

中園シゲ子 （94）  祖母井 2 / 22

髙 　　勇 （93）  芳志戸 2 / 23

岡田　和子 （89）  芳志戸 2 / 24

斎藤　二郎 （87）  東水沼 2 / 25

小堀　三郎 （72）  下高根沢 2 / 26

関矢　武利 （90）  八ツ木 2 / 28

黒﨑　絢
けん

蒔
し

  （ 　　　） 芳志戸大　尊
美　香

髙木　旺
おうすけ

介  （ 　　　） 祖母井知　一
里　菜

関　　咲
さく

耶
や

  （ 　　　） 祖母井美　則
美　佳

増淵　月
る な

那  （ 　　　） 下高根沢隆　之
弘　美

川村　泰
だ

葵
いあ

  （ 　　　） 祖母井　剛
留　美

寺門　泉
いず

穂
ほ

  （ 　　　） 西水沼昭　佳
智　子

菅原　麻
ま お

央  （ 　　　） 祖母井泰　雄
綾　子

根本　桜
おうすけ

介  （ 　　　） 八ツ木光　隆
　歩

見目　　渚
なぎさ

  （ 　　　） 芳志戸大　士
紗　織

谷田貝友
ゆう

登
と

  （ 　　　） 下高根沢和　久
美　香

行政相談・人権相談

４月１９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】

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

町ゴルフ連盟ゴルフ大会
参加者募集 
町ゴルフ連盟事務局（町農政課内
山本）　　  　    【☎ 028(677)6046】

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

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】

講座・教室

子育てガイド

町図書館おはなし会
総合情報館　　 【☎028(677)2525】

平成 28年度
クリーン芳賀環境美化の日

環境対策課環境対策係
　　　　　　【☎028(677)6041】

5 月 15日（日）・7月 10日（日）・
9月 11日（日）・2月 12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

１自転車もルールを守って安全利用！
２後部座席もシートベルト着用！
３ 飲酒運転は絶対しない！
総務課地域安全対策係【☎028(677)6029】

春の交通安全県民総ぐるみ運動
４月６日（水）～１５日（金）
マナーアップ！
あなたが主役です

４月から利用料金を値下げしました！
大人 200円・小学生以下 100円

ふれあいタクシーひばり

予約センター【☎028(677)2323】

2016.4 18広報はが

����




