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10月20日（水）栃木SCサッカー教室
（祖母井保育園）
特集①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

新型コロナウイルス関連情報
11月は「児童虐待防止推進月間」
自分の命は自分で守る④
令和2年度町の決算
くらしナビ ―自動車窃盗事件増加中！―
環の町芳賀
―実践しましょう！プラスチックの 3R＋3R ―
LRT整備工事について

交通事故多発中！安全運転で事故防止を！
防災行政無線の放送内容を無料電話で聞くことができます

０８００
（８００）
３７９９（無料）※放送から30分以内
総務課地域安全対策係☎028（677）6029

▲電話帳に登録を！

新型コロナウイルス関連情報
新型コロナワクチン接種に関する情報（10月25日現在）
町民の皆さんのご理解とご協力により、町集団接種は、希望者への接種が12月上旬に完了する見通しで
す。このため、町農業者トレーニングセンターでの１回目の接種は、11月11日（木）で終了します。
お早めのご予約をお願いします。12月中旬以降の予定は、広報はがや町ホームページでお知らせします。
※追加接種（３回目）については、詳細が決まり次第お知らせします。

〈芳賀町の新型コロナワクチン接種率〉
１回目接種率：86.2%（接種者：12,162人）
２回目接種率：84.8%（接種者：11,955人）
※10月22日現在、12歳以上の町民

ワクチンを接種した人は、接種していな
い人よりも、新型コロナウイルス感染症の
発症が少ないということや重症化を予防す
る効果があることが分かっています。
接種によって得られるメリット等を正しく
理解し、自分や家族などの大切な人を守る
ため、ワクチン接種の検討をお願いします。

11月4日（木）以降の集団接種の予約受付中
１回 目

２回 目

11月 ４ 日（木）

11月25日（木）

11月 ７ 日（日）

11月28日（日）

11月 ９ 日（火）

11月30日（火）

11月10日（水）

12月 １ 日（水）

11月11日（木）

12月 ２ 日（木）

※完全予約制
【場所】
町農業者トレーニングセンター
【時間】
平日 14:00〜15:30
日曜 9:00〜12:00
【ワクチンの種類】
ファイザー社製

予約方法

【町新型コロナワクチンコールセンター】

☎028（678）8773

対応時間

【町インターネット予約システム】

8:30〜17:00（平日のみ）
※24時間予約可能▶

栃木県若者向けワクチン接種促進キャンペーン

ワクチン接種して応募しよう！

栃木県では、18〜39歳を対象に、抽選で県産品などを贈呈するキャンペーンを実施しています。
〈対
象〉以下のすべての条件を満たす人
詳細は、特設サイトを
①１回目の接種時点で18〜39歳の人
ご覧ください。
②２回目の接種時点で県内に住民票がある人
③11月末までに新型コロナワクチンを2回接種した人
〈応募方法〉特設サイト内の応募フォームに必要事項を入力してください。
〈締
切〉12月24日（金）
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特
集

新型コロナウイルス感染症対策係 ☎028（678）8773

① 特
集
③ 特
集

原則、
入院治療。
県や医療機関が調整します。症状や基礎
疾患の有無に応じて、総合的に判断されます。

集

P CR検 査など で 陽 性判 明

② 特

新型コロナウイルスに感染したらどうなるの？

④ 特

入院調整等

集

自宅療養

集

宿泊施設療養

⑤ 特

入院治療

⑥ 特
集

原則、発症日から10日以上経過、かつ症状軽快後72時間
経過すれば療養解除となります。

⑦

療養の解除

新型コロナウイルスに感染すると、たとえ軽症であったとしても長期の療養が必要となります。自分のた
め、周りの人のために、まずは感染しないように感染予防策をしっかりと行いましょう。

PCR検査・抗原定量検査の費用助成を行っています
〈対
象〉町内在住者
自費で検査を受けた場合に
〈助成金額〉PCR検査
10,000円まで
ご活用ください！
抗原定量検査
3,500円まで
※年度内一人につきいずれか１回限り
〈検査対象期間〉令和３年４月１日〜令和４年3月31日
〈申請期限〉令和4年３月31日（木）または、検査実施日から30日を経過した日のいずれか遅い日
〈手続きの流れ〉①医療機関の窓口で検査費用を全額支払う
②健康福祉課の窓口に必要書類等を持参し、申請手続きを行う
〈持 ち 物〉PCR検査等の領収書、検査を実施したことを証明する書類の写し、印鑑、受検者名義（ま
たは保護者名義）の振込口座がわかるもの
〈備
考〉保険診療の検査は対象外です。

ワクチン接種を終えた後も感染予防策を！
マスク着用・３密の回避・手洗い・消毒を継続してください。

３密の回避

マスク着用

手洗い・消毒

みっしゅう

密集

みっぺい

密閉

みっせつ

密接
広報はが 令和3年11月号
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11月は「児童虐待防止推進月間」

見過ごしていませんか
子どもの気持ち 大人の思い
今だからこそ温かな
「見守り」
「気付き」
「助け」を
「 しつけ のため」という理由で、子どもを虐

身近なところに
こんな様子はありませんか
子ども

待してしまう家庭は少なくありません。虐待に

・表情が乏しい

よって子どもの行動が変わったとしても、それは、

・触られること・近づくことをひどく嫌がる

恐怖心などによって行動した姿であり、子どもの

・乱暴な言葉遣い

成長につながっている訳ではありません。

・極端に無口

一方、虐待をしてしまった家庭の事情を聞くと、
さまざまな問題が複雑に絡み合い、家庭だけでは

・家に帰りたがらない
・性的に逸脱した言動

など

解決困難となっていることが多くあります。さら
に、制限されることが多いコロナ禍の今、大人も
子どももストレスを受けて、感情を上手くコント

保護者

ロールできなくなっているということも考えられ

・感情や態度が変化しやすい

ます。

・子どもへの近づき方や距離感が不自然

このような現状だからこそ、保護者の友人、親

・イライラしている

戚、近所の人、教育・保育現場の人など、社会全

・人前で子どもを厳しくしかる、たたく

体で子育て中の家庭を見守り、異変に気付き、必

・余裕がないように見える

要な支援機関につなげること、「虐待のない子育

・家の様子が見えない

など

てを社会全体で応援すること」が重要です。
状況
・子どもに、保護者にとって説明できない不自然な
けがや、繰り返すけががある
・子どもが、親子でいるときは親をうかがい、態度
や表情が乏しいが、親がいなくなると急に晴れ
やかになる など
参考：政府広報オンライン
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特
集
① 特
集
② 特
集

一人で考え込まず

集
⑦

る、24時間の全国共通の電話番号です。匿名で

⑥ 特

近くの児童相談所にすぐに通告・相談ができ

まずはご相談ください
自分の子どもや孫など、自分の周りの子どもに
関する悩みはありませんか。
イライラしたり、関わり方が難しかったり、煩わし

かけることもでき、通告・相談をした人や内容に

くなったり、子どもについてのさまざまな悩み・

関する秘密は守られます。通話料は無料です。

思いがあるのではないでしょうか。それぞれ個性
の違う子どもたちと接する中で、子どもについて
の悩みが一つもないという人は少ないでしょう。
町は、令和２年度から「芳賀町子ども家庭総合
支援拠点」を設置し、保健師や子ども家庭支援員

芳賀チャンネル、子育て支援課
公式SNSなどで公開中！

等による相談支援を強化しています。
自分自身はもちろん、家族などが、子育てに

「189で絵を描こう！」

「つらい」
「助けが必要」と感じたら、どんなこと

子育て支援課では
「児童虐待の相談窓口の認知

考えていきましょう。

率を向上させ、児童虐待の早期発見につなげる」
という目標に向け、
児童虐待相談窓口
「189」
をモ
チーフにしたデザイン画の募集を行いました。
皆さんに描いていただいた作品を、
11月限定で
公開しています。ぜひご覧ください。
・Twitter

・Instagram

・YouTube

でもご相談ください。どうしたら良いかを一緒に
どうぞお気軽に
ご連絡ください

子育てにつらさを感じたら
おうちでつらいことがあったら
手助けしたい家庭に気付いたら

芳賀町子ども家庭総合支援拠点
・芳賀チャンネル

町ホームページからの
限定公開

・町新型コロナウイルスワクチン接種会場内テレビ

集

☎１８９（24時間受付）

⑤ 特

いちはやく

集

児童虐待対応専用ダイヤル

④ 特

虐待かも？ と思ったら

集

子育て支援課児童福祉係 ☎028（677）1333

③ 特

─虐待のない子育てを進めるために─

子ども虐待防止オレンジリボン
運動とは、
「子ども虐待のない社
会の実現」を目指す市民運 動の
ことです。オレンジリボンは、その
シンボルマークであり、オレンジ
色は子どもたちの明るい未 来を
表しています。
オレンジリボンは、子育てを温
かく見守り、助ける意思があると
いうことを示します。

（子育て支援課児童福祉係）
平日8:30〜17:15

☎028（677）1333

広報はが 令和3年11月号
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シリーズ「自分の命は自分で守る」
（全4回）④

へ
防災・減災
つなぐ

自助・共助・公助の連携
―町・自主防災組織合同防災訓練を実施しました―

問総務課地域安全対策係☎028
問総務課地域安全対策係☎028
（677）6029

自ら命を守る
「自助」
、地域で支え合う
「共助」
、行政などの支援
「公助」の取り
組みの連携が、災害による被害を小さくします。
10月17日
（日）町と各地区自主防災組織は、近年増えている水害を想定し、
合同で防災訓練を実施しました。
日頃から
「自分の命は自分で守る」
を基本に、
助け合って災害に備えましょう。

災害対策本部

各自主防災組織

運営
訓練

臨時避難所
開設訓練

各地区自主防災組織
臨時避難所の開設訓練
加わり、物品の扱い方
認しました。

役場では、
町長を本部長とした災害対策本部を設
置し、図上シミュレーション訓練を実施しました。
町内で発生した被害等に対処する指示に従い、
実際
に町職員が現地で対応する訓練を行いました。
▲祖母井地区

▲稲毛田地区

▲下延生地区

▲与能地区

▲芳志戸地区

▲八ツ木地区

▲西水沼地区

▲東高橋地区

町指定避難所

開設
訓練
災害対策本部からの指示を受け、
町職員が町指定
避難所を開設する訓練を行いました。
今回は町工業
団地管理センターなど2カ所で、感染症対策を踏ま
えた運営を訓練しました。

町消防団

水防工法
訓練
町消防団は、真岡消防署芳賀分署職員の指導の
下、河川の土手を保護するための水防工法（シート
張り工法）
の訓練を行いました。
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シリーズ「自分の命は自分で守る」④
特
集
① 特
集

町の防災情報はこちらから！

② 特

ハザードマップ、
避難所、
川の水位など
町防災WEB

集
③ 特
集

災害時の緊急情報メール配信サービス
町防災メール

④ 特
集
⑤ 特

防災グッズ作成訓練

救急救命訓練

土砂災害危険箇所確認訓練

▲下原新町地区

▲東水沼地区

▲西高橋地区

災害時を想定し、H U G（避
難所運営ゲーム）を用いた
訓練も行って
みたいです。

貴重な体験ができました。
災害時には周りの人との協
力が必要だと
仮
感じました。

防災士 鮒田健司さん
▲下高根沢地区

菊地富美雄さん

現場を確認し危険箇所を認
識できました。防災意識を
高めていきた
いです。

防災士 阿久津俊夫さん

炊き出し訓練

発電機取り扱い訓練

訓練の振り返り

▲東高橋地区

▲芳志戸地区

▲下延生地区

▲上給地区
災害時に急に対応するこ
とは難しいと思うので、
有効な訓練になったと思
います。

▲西高橋地区

栁伸一さん

今後も防災士として、自
治会・地域と連携して活
動していき
たいです。

防災士 岡田辰也さん

子どもを守るという視点を
取り入れながら、継続的な
訓練を行って
いきたいです。

細野康史さん
広報はが 令和3年11月号
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⑦

▲上延生地区

※一部をご紹介します。

集

や受け入れ態勢などを確

各自主防災組織独自の訓練

⑥ 特

を行いました。町職員も

集

では、地区公民館等での

補充する

あ なたのご家庭は万全ですか？

最低

3

蓄える

日分 は 備 え ま しょ う

非 常 備 蓄 品

災害が起き、電気や水道などのインフラが停止した中で
生活するには、非常備蓄品を備えておくことが必要です。
どの家庭も、家族全員が最低3日間、出来れば1週間過
ごせる分の備蓄をしましょう。

ローリングストック
日頃から少し多めの量を買っておき、
使った分を補充していけば簡単！

食べる

□

水
（飲料水＋調理用水）必需品

□

カセットコンロ

必需品

電気やガスが使えない場合に、
湯沸かしや調理に便利です。

□

カセットボンベ

必需品

1人1週間約6本

□

鍋、
やかん

使いやすいものを忘れずに。

□

非常用食料

必需品

1人1日約3L程度

・非常食
・日常食品
・持ち歩き用品

2L
500ml

500ml

栄養バランスも大切です。

□

感染症対策の物品

マスク、手指消毒用アルコール、
アルコール除菌ウェットティッシュ、
体温計 など

□

簡易
（携帯）トイレ

長期間の停電や断水でトイレが使えない
場合に必要です。1人1日最低5回目安

□

蓄電池・発電機などの発電設備

□

生活用水

長期停電に備えて
あると安心です。

身だしなみなどにも水が必要です。災害の恐れが高まった
ときは、お風呂に水を溜めたままにしておきましょう。

※災害時には物流が滞り、特殊食品などが手に入りにくくなることが想定されます。小さい子どもや
高齢者など、配慮が必要な人のための備蓄品は、最低2週間分を備えておきましょう。
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シリーズ「自分の命は自分で守る」④
特
集

あると
便利な備品類

集
② 特

食品用ポリ袋
・手袋代わりに
・調理で材料を混ぜ合わせるボウル
代わりに
・お椀にかぶせて洗い物を削減
・大きな袋は水の運搬用に

集
③ 特
集
④ 特

1週間（7日）分／大人2人の場合 ※例

① 特

いろいろ
使えます

集
⑤ 特

2L
1L

集

2L×6本

2L×6本

⑥ 特

2L×6本

2L×6本

集

2L×6本×4箱

⑦

キッチンバサミ
・断水時に、まな板を使わず空中で食
べ物をカットすれば衛生的
12本

ラップ
・お皿に敷いて洗い物を削減

主食（炭水化物、エネルギーの確保）
1kg

米（1人1食75g程度）
2kg×2袋
そうめん

パスタ
600g×2袋

パックご飯
6個
乾麺そうめん
300g×2袋
カップ麺類
6個

主菜（たんぱく質、栄養バランスの確保）
牛丼

レトルト食品
牛丼の素、
カレー等
18個
パスタソース 6個

アルミホイル
・熱い物を載せるお皿代わりに
キッチンペーパー
・布巾やタオル代わりに

缶詰
（肉、魚）
お好みのもの
18缶

副菜・その他（栄養バランスの確保、手軽な栄養補給源）
・日持ちする野菜類
（タマネギ、ジャガイモ等）
・梅干し、のり、
のり、乾燥わかめ等
乾燥わかめ等
・野菜ジュース、果汁ジュース等
・調味料
（砂糖、塩、
しょうゆ、めんつゆ等）
・インスタントみそ汁、
・インスタントみそ汁、即席スープ
即席スープ
・チョコレート、ビスケット、
ビスケット、ようかん等の菓子類
ようかん等の菓子類

除菌スプレー、除菌ペーパー
・手洗い用の水の代わりに
・身辺の衛生確保に

広報はが 令和3年11月号
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令和2年度

町の決算

企画課財政係 ☎ 028
（677）
6031

令和2年度の決算が9月議会で認定されましたので、概要をお知らせします。一般会計と特別
会計を合わせた歳入の決算額の合計は171億3,362万円（前年比 40億5,863万円の増）、歳出は
160億8,513万円
（前年比 40億6,415万円の増）
となりました。

一般会計

福祉や教育、消防など町民の生活に関わる基本的な会計

地方交付税 0.1％

その他 0.8％

・L R T 整備費が21億
4,359万円（前年比17
億1,004万円の増）
・芳賀第2工業団地整備
事業費が1億8,289万
円（前年比1億5,134
万円の増）

9,580万円

1,728万円

地方譲与税 1.1％

1億3,722万円

消防費 2.6％
3億841万円

地方法人税率の見
直しや企業の業績
悪化で前年比2億
219万円の減

諸収入 2,8％
3億5,027万円
繰入金 4.1％
5億1,727万円

公債費 3.2％
3億7,510万円
商工費 3.4％
4億466万円

税交付金 5.1％

衛生費 4.0％
4億7,121万円

6億5,089万円

繰越金 6.7％
8億5,277万円

土木費

農林水産業費 5.0％

歳入

町債 9.8％

126億
4,109万円

12億3,807万円

町税

5億9,208万円

36.9％
46億6,512万円

教育費 9.1％
10億8,257万円

歳出

118億
4,824万円

民生費 18.2％
21億5,707万円

国・県支出金 33.3％

42億1,220万円

27.4％
32億5,069万円

総務費 26.3％

31億1,065万円

町民１人10万円の特別定額給付金事業で15億6,909万円（皆増）

特別会計

特定の事業を行うために一般会計とは別に経理が行われている会計

後期高齢者医療では、高齢化による加入者の増加に伴い、給付費等の歳出が増加しました。公共
下水道事業では、管きょ布設工事等の減少により歳出が減少しました。宅地造成事業では、祖陽が
丘住宅団地の分譲収入の増加により歳入が大幅な増加となりました。
会

計

名

前年度増減率

歳 出

前年度増減率

−3.9％

18億538万円

−5.3%

1億7,910万円

＋4.7%

1億7,474万円

＋5.2%

15億4,486万円

＋1.9%

14億431万円

−2.5%

656万円

＋34.6%

303万円

＋8.2%

5,761万円

＋5.4%

5,163万円

＋7.0%

公共下水道事業

2億8,629万円

−10.3%

2億7,914万円

−7.5%

農業集落排水事業

1億7,569万円

−3.2%

1億7,025万円

−5.0%

宅地造成事業

3億6,526万円

＋36.4%

3億4,842万円

＋57.7%

社会保障

18億7,714万円

国民健康保険
後期高齢者医療
介護保険

保険事業勘定
介護サービス事業勘定

芳賀工業団地排水処理センター
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特
集

子育て世代臨時特別給付金 4,081万円
生活福祉支援金

1,134万円

21億4,359万円

消防団活動費

2,214万円

農業担い手育成支援費 4,384万円

自治振興費

1,329万円

中小企業振興対策費 1億6,190万円

笑顔をつなげる

6,174万円

教育をつなげる

2,662万円

学校ICT推進費

1億5,841万円

こども医療助成費

5,837万円

学力向上推進費

3,579万円

交通安全施設整備費

生活習慣病検診費

3,005万円

生涯学習センター分館管理運営費 1,409万円

1,875万円

集

妊娠出産支援費

ひばりタクシー運行費 2,794万円

④ 特

LRT 整備費

農業農村整備費

集

便利をつなげる

1,715万円

③ 特

交通安全対策費

集

特別定額給付金事業費 15億6,909万円

話題をつなげる

② 特

地域をつなげる

集

新型コロナウイルス感染症対策

① 特

令和2年度に行った主な事業

⑤ 特
集
⑥ 特
集
⑦

▲ L RT 工事の様子（下高根沢地内）

▲育児用品の贈呈事業の実施

▲タブレットを使用した授業の様子

町の財政状況について
令和2年度決算時点における財政状況は、国が定める自治体の財政健全化を示す指標に
おいて、
全て良好です。

1. 経常収支比率（%）
【低いほうが良い】

2. 実質公債費比率（%）
【低いほうが良い】

3. 将来負担比率（%）
【低いほうが良い】

経 常 収 支
比
率

79.5

実質公債費
比
率

1.8

将 来 負 担
比
率

該当なし

前 年 度 実 績

79.1

前 年 度 実 績

2.1

前 年 度 実 績

該当なし

5 カ 年 平 均

80.3

5 カ 年 平 均

2.3

5 カ 年 平 均

該当なし

県内市町平均

90.6

県内市町平均

5.8

県内市町平均

19.0

自治体の財政構造の弾力性を示す
指標で、経常的収入に占める経常的
経費の割合を示したものです。この
指標が悪化すると、財政の硬直化と
呼ばれ、計画的に事業が進められな
くなるなど影響が出てきます。

扶助費などの増加により、前年
度より0.4ポイント上がりました。
経常経費は今後も緩やかな増加が
見込まれることから、コストの削
減や抑制に引き続き取り組みます。

自治体の年間の標準的収入に占め
る借金返済額などの負担割合を示す
ものです。この指標が悪化すると、
財政の硬直化が進み、年度ごとの事
業の実施に影響が出てきます。
借金（町債）の残高は平成17年
度をピークに減少しており、実質
公債費率は県内市町と比較すると
一番低い状況です。今後の L R T
整備などに伴う借り入れでは、年
度ごとの負担に偏りが生じないよ
う計画的な返済を行っていきます。

自治体の年間の標準的収入に対す
る将来負担額の割合を示したもので
す。将来負担額とは、借金（町債）
残
高や今後生じる債務（債務負担行為）
の合計から基金等の預貯金を差し引
いたものです。
現在は将来負担額よりも基金等
の預貯金額が上回るため、算出さ
れていません。今後のL R T 整備な
どに伴う借り入れでは、国・県補助
金の活用やコスト削減により、将
来の負担軽減に取り組みます。

※表中にある県内市町平均の数値は、令和元年度の指標を掲載しています。
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くらしナビ
━防犯━

自動車窃盗事件増加中 !
総務課地域安全対策係 ☎028（677）6029
県内では乗用車や重機などの窃盗事件が急増しており、町内でも被害が相次いでいます。特に外国産車
やワンボックスなどの高級車が狙われています。盗難の手口と対策を知り、被害を防ぎましょう。

手口の一例
リレーアタック

スマートキーから発生される電波を利用
し、鍵などを開ける手口。スマートキーは
常に電波を発信しており、その電波を特殊
な器具を用いて複製するなどして車両を盗難します。

CAN（キャン）
インベーダー

特殊な端末を用いて自動車下部などの回線から制
御システムに接続し、ハッキングすることで解錠・運
転できるようにする手口。
近年出てきた新しい手口で
あり、
現在、
直接的な対策はまだ見つかっていません。

対策
リレーアタックへの対策
スマートキーを、電波の拡散を防ぐことができ
るブリキなどの金属製の容器に保管する。
※車関連用品店などでも、電波を遮る容器などが
販売されています。

泥棒を車に近付けさせない対策
納屋や車庫などにしまい、扉に鍵を掛ける。
防犯用の玉砂利など、侵入を知らせる対策をとる。
侵入者に対する、警報装置やセンサーライトな
どを設置する。
物理的な防犯対策
ハンドル固定器具やタイヤロック
などを設置する。
車の前に、フェンスや別車両など
の障害物を設置する。

泥棒が嫌がるポイント

1

人目を嫌がる！

高い塀や茂みなどがあり、
外から見えづらい
→見通しのよいフェンスなど
に変える。

2

光を嫌がる！

庭先などが暗い
→センサーライトなどを
設置する。

12
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3

音を嫌がる！

防犯砂利（踏むと音のする
砂利）や窓用防犯アラームな
どを活用する。

4

侵入に時間がかかるのを
嫌がる！

ちょっとした外出や就寝時でも、
ドア・窓を必ず施錠する。
被害の約半数は、戸締まりをしてい
なかったところから侵入されています!

特

環の町芳賀

集
集

問環境対策課環境対策係☎028（677）6041

③ 特
集

プラスチックは、
私たちの生活に利便性と恩恵をもたらしてくれる有用な物質です。
しかし、海に流れ出ると、長期間環境にとどまり、生態系に影響を及ぼします。
もり さと かわ うみ
を行いました。
町は、令和元年8月に
「栃木から森里川湖プラごみゼロ宣言」
一人一人の行動が、ごみを減らします。自分ができる取り組みを行い、プラスチッ
クと上手に付き合っていきましょう。

④ 特
集
⑤ 特
集

3R＋3Rとは
もり さと かわ うみ

３Ｒ

３Ｒ

・Reduce（リデュース）発生抑制
ごみになるものを減らす

・Reuse（リユース）再使用
繰り返し使う

・Rethink（リシンク）考える

＋

・Recycle（リサイクル）再生利用
原材料として再利用する

本当に必要なものかどうかよく考える

・Refuse（リフューズ）判断する
不必要なものはきちんと断る

・Refine（リファイン）分別する
捨てる時には分別する

＼ 再生利用のための分別にご協力ください／

Refine!
&
Recycle!

町は容器包装プラスチック類の無料回収を行っています
対象となるプラスチック製品は？

どうやって出せば良いの？

次のすべてを満たすプラスチック製品です。
①プラスチックマークがついているもの
②商品を包装しているもの
③汚れてないもの

・中身が見える透明または半透明の袋に氏名を記入
し、対象の容器包装プラスチックを入れてください。
・町 施設にあるエコステーション（役場西駐輪場
横、農業者トレーニングセンター、生涯学習セン
ター）、行政区に加入している人は各地域にある
登録エコステーションに出しましょう。

ご注意ください！

まぎらわしいプラスチック製品
・ストロー（もえるごみへ）
・シャンプー容器本体（容器包装プラへ）
・シャンプー容器ポンプ（もえるごみへ）
・密閉袋（もえるごみへ）
・衣類クリーニングのカバー（もえるごみへ）
・クリアファイル（もえるごみへ）
・肉・魚の入っていたトレイ（容器包装プラへ）
・ビニール手袋（もえるごみへ）

回収された物はどうなるの？
集められた容器包装プラスチックは、工場で分別され
資源として再利用されます。再製品化され、工業用パレッ
トや境界杭などに生まれ変わります。

▲分別の様子

▲再製品化された商品

広報はが 令和3年11月号
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⑦

「栃木から森里川湖プラごみゼロ宣言」で掲げられた取り組みの一つです。あなたも意識して行動しま

集

意味の3つの言葉を加えた取り組みのこと。

⑥ 特

環境保全のための3R（リデュース、リユース、リサイクル）に、「考える」
「判断する」
「分別する」という

しょう。

② 特

プラスチックの“3R＋3R”

集

実践しましょう！

① 特

〜循環型社会
を目指して〜

工事期間中、町民の皆さんにはご不便、ご迷惑をお掛けしますが、
ご理解とご協力をお願いします。

8：30〜17：00
※車道の交通規制を伴う場合は、
9：00〜16：30の間で実施
します。
※工事内容により夜間の交通規制（21：00〜5：00）を実施
します。

0285（83）8315
8：00〜17：00
028（677）6161
14
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特

集

① 特

集

② 特

集

③ 特

集

④ 特

集

⑤ 特

集

⑥ 特

集

⑦
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マイナンバーPRキャラクター
マイナちゃん

マイナンバーカードを
作りましょう

住民課住民戸籍係
☎028
（677）
6014

芳賀町のマイナンバーカード交付率は35.6％、交付枚数は5,500枚を超えました（令和３年９月末日現在）。
町民の３人に１人は、もうマイナンバーカードを持っています。
まだマイナンバーカードをお持ちでない人は、ぜひこの機会に申請しませんか。

マイナンバーカードとは
対面でもオンラインでも使える、公的な本人確認書類です。
マイナンバーの他に氏名・住所・生年月日・性別が記載されている、顔写真付きのプラスチック製カードです。

身分証明書

マイナンバーカードはこんな時に使えます
身分証明書になる！

各種証明書をコンビニ
で取得できる！

ライブ会場の入場、携帯
電 話の契 約 、会員 登 録な
どの際に、公 的な身分 証
明書として使用できます。

全国のコンビニエンス
ストアで、住民票の写しと
印鑑登録証明書が取得で
きます。

オンラインで
行政手続きが
できる！
オンラインで 確定申告
や子育て関係の行政手続
きができます。

健康保険証として
使える！
対応する医療機関・
薬局は順次拡大します。
利用には申し込みが
必要です。
詳しくは
こちら▶

マイナンバーカードの申請方法
通知カードと一緒に送付された、または令和３年１〜３月頃に送付された「交付申請書」を持っていますか？
交付申請書を

持っていない

交付申請書を

持って い る

住民課で交付申請書を再発行できます。郵送しますので、住民戸籍係☎ 028（677）
6014にお電話ください。窓口で再発行する場合は、本人確認書類をお持ちください。
４つの方法で申請できます。
●スマートフォンで申請
●証明書写真機で申請
●パソコンで申請
●郵便で申請

自分でマイナンバーカードの
申請をする自信がないなぁ…

詳しくは
こちら▶

役場で申請のお手伝いをしています!

申請に必要な顔写真の撮影とオンライン申請のお手伝いをしています。住民課住民戸籍係窓口に本人が
来庁してください。代理申請はできません。
16

広報はが 令和3年11月号

はが タウン

11月の納税

インフォメーション

人のうごき

問税務課納税係
☎028（677）
6035
◎固定資産税
4期
◎国民健康保険税

5期

◎介護保険料

5期

◎後期高齢者医療保険料 5期
納期限：11月30日（火）

施設休館
ご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。

【町体育館】
一部が破損し安全性が確認でき
ないため、
使用を中止します。

20人

18人

◎死亡

18人

賀町役場税務課）※郵送の場合は

（金）
に採用試験申込書、写真（4㎝

封筒の表面に必ず「一般事務補助
員応募」
と朱書
締切／11月12日（金）
問税務課町民税係

×3㎝）2枚、最終学校の卒業（見込

芳賀地区広域行政事務組合職員

シルバー人材センター会員

採用人数／一般事務職1人
受験資格／平成3年4月2日以降に
生まれた人で、高校卒業以上の学歴
の人（令和4年3月卒業見込を含む）
1次試験／12月12日（日）9:15〜
11:15、
芳賀地区広域行政センター
（真岡市下籠谷4412）、筆記試験・
適性検査を実施
2次試験／1次試験合格者を対象
に作文・面接試験
申込／11月1日（月）〜30日（火）
に職員採用試験申込書を持参また
は郵送（必着）※申込書は芳賀地区

事業所への派遣（屋内外清掃や
軽作業）、草むしりや植木の枝切り
などの作業ができる会員を募集し
ています。
対象／健康で働く意欲のある60
歳以上の町内在住者
問町シルバー人材センター
☎︎028（677）0246

☎︎028（677）6013

広域行政事務組合総務課で配布
（組合ホームページからダウンロー
ド可）
問芳賀地区広域行政事務組合総務課庶務企画係
☎︎0285（82）9151

芳賀中部上水道企業団職員

芳賀地区合同公売会
地方税の滞納処分により、県と
芳賀郡市内の市町が差し押さえた
財産（物品）を売却します。公売物
件の写真は、栃木県庁芳賀庁舎、芳
賀郡市内市役所・役場にて11月
29日（月）
から掲示します。
入札期間／11月29日（月）
〜12月
10日
（金）
8:30〜17:15※12月4日
（土）、5日（日）
を除く
入札場所／真岡県税事務所窓口
※中止になる場合があります。
問真岡県税事務所
☎︎0285（82）2135

タウンリポート

業以上の人（令和4年3月31日まで
に卒業見込の人を含む）

お知らせ

文芸・お便り

1次試験／令和4年1月16日（日）、
町農業者トレーニングセンター2
階研修室、教養試験・性格特性検査
を実施
申込／11月1日（月）〜12月17日

※掲載内容は令和3年910月25日現在の情報です。詳細は、町ホームページや芳賀チャンネルをご覧いただくか各担当までお問い合わせください。

芳賀町人

採用人数／一般事務職1人
受験資格／芳賀町、市貝町、益子町
のいずれかに住所があり、平成5年
4月2日以降生まれの人で、高校卒

み）証明書・成績証明書を持参
採用予定日／令和4年4月1日
問芳賀中部上水道企業団総務係
☎︎028（677）1661

知恵の環館だより

付 ）を 持 参 または 郵 送（ 〒 3 2 1 3392芳賀町大字祖母井1020芳

◎転出

◎出生

談

し、基本的なパソコン操作（ワー
ド・エクセル）
ができること
報酬／月額141,387円〜
応募方法／市販の履歴書（写真貼

48人

て 相

月〜金曜日）
資格要件／普通自動車免許を有

5,772戸（＋10戸）

◎転入

育

職務内容／確定申告受付業務、
データ入力等
勤務条件／1日7.5h勤務（8:30〜
17:00※休憩60分）、週5日（原則

世帯数

康 子

（火）
から
勤務場所／町役場税務課

7,719人（＋11人）

健

採用人数／1人
任用期間／令和4年1月1日（土）
〜
3月31日
（木）
※勤務開始は1月4日

7,910人（＋14人）

女

イベント講座

町会計年度任用職員（事務補助）

15,629人
（＋25人）

男

人材募集 お知らせ

人材募集

人口

税

【町B＆G海洋センター】
天井改修工事のため、令和4年6
月30日までプールの営業のみ休
業、
7月1日営業再開予定です。
問武道館
☎︎028（677）5155
町B＆G海洋センター
☎︎028（677）0030
【生涯学習センター水橋分館】
耐震基準を十分に満たしていな
いため、
当面の間休館します。
※指定避難所は
「旧水沼小学校」
問町民会館 ☎︎028（677）0009

令和3年9月末日現在
（住民基本台帳登録者数）

広報はが 令和3年11月号
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お知らせ

一・二種奨学金、栃木県育英会奨学
金、日本学生支援機構ホームペー

イベント・講座

第4回募集ライトライン見学会

ジ掲載の奨学金事業実施団体奨学
金、その他の知事が認める貸与型
奨学金

大人チャレンジクラブ

開催日／12月5日
（日）
、
12日
（日）
、
19日
（日）
、
26日
（日）

時間／①9：00②11：00③13：30
（各日1時間程度）
場所／車両基地（宇都宮市下平出町）
対象／県内に在住または通勤・通
学している人
内容／LRT車両の見学等
定員／各回抽選20組（30人程度）
申込／専用サイト申込フォームま

たは往復はがき（往信に①代表者
の住所・氏名・電話番号・年齢②参
加希望日・時間（第2希望まで選択
可）③応募資格（県内に在住または
通勤・通学）④参加者全員の氏名・
年齢を記入、返信に代表者の住所・
氏名を記入し郵送（〒320-8540
宇都宮市旭1丁目1番5号宇都宮市
役所LRT企画課協働広報室宛て））
締切／11月15日
（月）
備考／申込者は、撮影や取材、広報
紙などへの写真掲載について承諾
いただいたものとします。中学生以
下の参加については、保護者同伴
とします。
できるだけ多くの人の参
加のため、1グループ（1家族）1回
の申し込みとします。新型コロナウ
イルス感染症の影響に伴い、開催
を延期または中止する場合があり
ます。
11月1日（月）受付開始
申し込みフォーム▶
問都市計画課LRT整備係
☎028（677）6161

「とちぎ未来人材応援事業」
奨学金返還助成
県では、県内の製造業、卸売業・
小売業、情報通信業、宿泊業に就職
する大学生等の奨学金返還を最大
150万円助成します。
対象／大学3年生、大学院修士1年
生、短期大学1年生、高等専門学校
4年生

対象奨学金／日本学生支援機構第
18

広報はが 令和3年11月号

申込／栃木県電子申請システムか
ら応募
締切／12月3日（金）
備考／詳細は県ホームページをご
覧ください。
問栃木県労働政策課雇用対策担当
☎028（623）3224

栃木県交通安全協会入会のお願い
栃木県交通安全協会は、悲惨な
交通事故を防止するため交通安全
啓発活動を行っています。運転免
許証更新時に加入できます。
会費／3年:1,200円、4年:1,600
円、5年:2,000円
会員限定／チャイルドシートの無
料貸出し、協賛店で会員証を見せ
てお得な割引サービスなど
問真岡地区交通安全協会（真岡警察署内）
☎0285（82）6990

ごみの野焼き禁止
家 庭から出るごみを野 焼きし
て、煙や臭いで周辺の人に迷惑を
掛けていませんか。
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。
違反した者は5年以下の懲役若し
くは1，000万円以下の罰金また
は、
この両方を科されます。

講師に町の伝統食作りの名人を
招き、地域の伝統食について学び
ます。
内容／①花寿司作り、12月4日（土）
9:30〜11:30、材料費1,000円程度
②こんにゃく作り、12月18日（土）
9:30〜11:30、材料費400円程度③
味噌作り※2kg、1月15日（土）9:30
〜11:30、材料費1,000円
※一人につき1講座のみ
対象／町内在住・在勤者

場所／生涯学習センター調理室
定員／各回ともに8人※定員を超
えた場合は抽選
募集期間／11月6日（土）〜12日（金）
※日・月・祝日は休館
問町民会館 ☎028（677）0132
第40回記念芳賀町民祭

文化部門「バーチャル文化祭」
特設ホームページ内で、町民の
皆さんから募集した作品を展示し
ます。皆さんの力作をぜひご覧く
ださい。
公開／11月7日（日）
〜
部門／書画工芸展、盆栽展、詩、短
歌、俳句、川柳、写真展、音楽･伝統
芸能大会
町ホームページから
特設ホームページを
ご覧いただけます▶
問町民会館

☎028（677）0009

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
もえるごみやもえないごみ、
その他
のごみの収集日に出しましょう。
問環境対策課環境対策係
☎028（677）6041

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間
11月12日㈮〜18日㈭
8：30〜19：00（土日10：00〜17：00）
電話相談0570（070）810
問宇都宮地方法務局
栃木県人権擁護委員連合会

※掲載内容は令和3年10月25日現在の情報です。
詳細は、
町ホームページや芳賀チャンネルをご覧いただくか各担当までお問い合わせください。

芳賀町民会館開館30周年記念事業

宝くじおしゃべり音楽館
～想い出のスクリーンミュージック～

栃木県県東健康福祉センター
☎︎0285（82）2139

受付期間／令和4年2月28日（月）ま
で※毎年度申請が必要です。昨年度

認定NPO法人ウイメンズハウスとちぎ
☎︎028（621）9993
栃木県警本部県民相談室

申請した人でも申請がないと支給さ
れませんので必ず申請してください。
問健康福祉課福祉係

☎︎028（627）9110
問健康福祉課福祉係
☎028（677）1112

春風亭小朝の楽しいおしゃべり、
小原孝のピアノ、島田歌穂の歌声と、

11月の栄養相談・こころの
相談（予約制）

おしゃべり音楽館ポップスオーケス
トラの演奏をお楽しみください。
日 時 ／ 令 和 4 年 1 月 2 3 日（ 日 ）
13:30開場、
14:00開演

【栄養相談】11日（木）
【こころの相談】10日（水）、19日（金）
問健康福祉課健康係
☎028（677）6042

場所／町民会館ホ－ル
前売券／11月20日（土）発売、全
席指定2,500円（一般）1,500円

タウンリポート
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広報はが 令和3年11月号

芳賀町人

問芳賀地区広域行政事務組合消
防本部真岡消防署芳賀分署
☎028（677）0212

※掲載内容は令和3年910月25日現在の情報です。詳細は、町ホームページや芳賀チャンネルをご覧いただくか各担当までお問い合わせください。

知恵の環館だより

住宅用火災報知器の
アンケートにご協力
をお願いします▶

談

これからの季節は、空気が乾燥
し火災が発生しやすくなります。
・火の取り扱いには十分注意しま
しょう。
・住宅では火を使う場所だけで
はなく、建物の周辺にも燃えや
すいものは置かないようにしま
しょう。
・火災による逃げ遅れをしないよ
う、住宅用火災警報器設置し
ましょう。
※消火器や住宅用火災警報器の悪
質な訪問販売が発生しています
ので、十分にご注意ください。

て 相

☎︎028
（665）
8720

病医療受給者証、申請者の金融機
関通帳
申請窓口／健康福祉課

相談機関／
とちぎ男女共同参画センター相談ルーム

対象／10月1日時点で町内に住所が
あり、県発行の指定難病特定医療費受
給者証（小児慢性特定疾病医療受給者
証含む）の交付を受けている人または

秋の全国火災予防運動
11月9日㈫～15日㈪
「おうち時間
家族で点検 火の始末」

育

その保護者（毎年度1回支給）
支給額／20,000円
持ち物／印鑑、指定難病特定医療
費受給者証または小児慢性特定疾

特定疾患者福祉手当の申請

介護認定を受けていない人）
内容／体操、筋トレ、五行川周辺で
ノルディックウオーキング
締切／11月10日（水）
備考／新型コロナウイルスの感染
拡大の状況により、通常と異なる
教室運営となる場合があります。
問健康福祉課地域包括支援センター係
☎028（677）6080

康 子

人権を著しく侵害するものであり、決し
て許されるものではありません。次のよ
うなことをされた場合は、一人で悩ま
ず、まずは誰かに相談してください。
・殴る、
蹴る、
物を投げつけるなど
・暴言、大声で怒鳴る、何を言っても無視され
るなど
・生活費を渡さない、借金をさせるなど
・性行為を強要する、避妊に協力しないなど
・実家、友人との付き合いを制限するなど

15:00（受付13:10〜）※①②いずれか
場所／温泉健康センター
対象／65歳以上の町内在住者（要

健

配偶者等からの暴力（DV）は、性別や
加害者、被害者の間柄を問わず、相手の

申込／町社会福祉協議会に電話
問町社会福祉協議会
☎028（677）4711

行います。
日時／①11月11日（木）、25日（木）②
11月12日（金）、26日（金）13:30〜

イベント講座

配偶者等からの暴力（DV）相談

講師から指導を受けながら、ノ
ルディックウオーキングや体操を

人材募集 お知らせ

健康福祉掲示板

栃木県子ども若者・ひきこもり総合
相談センター「ポラリス☆とちぎ出張相
談会」を開催します。専門のスタッフが、
関係機関と連携しながら共に進む方向
を考えます。どんなことでも構いませ
ん。相談内容の秘密は守ります。本人、
家族からの相談をお待ちしています。
開催日／11月26日（金）、12月24
日（金）、令和4年1月28日（金）、2
月25日（金）、3月25日（金）
時間／①10:00〜11:30②13:00
〜14:30※予約制、1日2組、1時間
30分ずつ
場所／町農業者トレーニングセン
ターボランティアルーム

元気アップ教室

税

（高校生以下）※宝くじの助成に
より、
特別料金となっています。
前売券販売／町民会館、生涯学習
センタ－、総合情報館、セブンイレ
ブン芳賀祖母井店・芳賀西水沼店、
モンマ－トぬまのう、道の駅はが、
南高郵便局
備考／4歳から入場可
能です。前売りで完売
の場合、当日券の販売
はありません。
問町民会館 ☎028（677）0009

ひきこもり相談会

☎028（677）1112

健康福祉掲示板

子 育 て

歯周疾患検診

11月の乳幼児健診・相談

検診期間／令和4年1月31日（月）
まで
対象／30〜80歳の町民※年齢基準日は令和4年3月31日

【4カ月児健診】
24日（水）※令和3年7月生

受診方法／医療機関に直接予約（ただし受診票が必要です。）
受診票／30・35・40〜50・55・60・65・70・76・80歳の年齢の人には郵送済
みです。
それ以外の年齢の人は健康係へお申し込みください。

【6カ月児相談】
24日（水）※令和3年4月・5月生
【10カ月児健診】
17日（水）※令和2年12月・令和3年1月生
【1歳6カ月児健診】
10日（水）※令和2年4月・5月生

内容／問診、
歯と歯肉の検診、結果に応じたアドバイス
検診料金／自己負担400円※70歳以上、生活保護、住民税非課税世帯の人
は無料

実施医療機関／

実施医療機関名

所在地

電話番号

今井歯科医院

祖母井509−4

028（677）0118

小林歯科クリニック

祖母井南1−7−1

028（677）1900

やなぎだ歯科クリニック

下高根沢3859−2

028（677）4755

塩田歯科医院

西水沼433

028（678）0002

たけざわ歯科医院

下高根沢3919−407 028（678）5800

祖母井・熊倉デンタルクリニック 祖母井1048−6
なかの歯科・矯正歯科クリニック
上延生533−1
なかのキッズデンタル
問健康福祉課健康係

028（666）4182
028（677）8241

☎028（677）6042

不妊治療費の助成
医療保険適用外の不妊治療を受
けたご夫妻に、治療費の一部を助
成します。申請書一式は子育て支
援課窓口でお渡しします。申請に
必要な書類がそろうまで1カ月程
度かかる場合がありますので、お
早めにお問い合わせください。
助成額／治療費の2分の1の額
（100円未満切り捨て）※1年度15
万円を限度に通算5年まで助成
申請期限／不妊治療を終了した日
の属する年度の末日まで（3月治療
分で3月末までに申請できない場
合はご相談ください。
）
備考／栃木県特定不妊治療費助成
事業の対象になる場合には、優先
して県の助成を受けてください。
問子育て支援課子育て世代包括支援センター係
☎028（677）6040

脳と体の健康チェック
体力面、知力面を総合してチェッ
クし、物忘れの防止などに役立てま
す。室内運動靴持参の上、動きやす
い服装でお越しください。
日時／11月9日（火）、30日（火）
9:30〜11:00（前日までに予約、
30分ごと）
場所／温泉健康センター
対象／65歳以上の町内在住者（要
介護認定を受けていない人）
問健康福祉課地域包括支援センター係
☎028（677）6080

11月は栃木県糖尿病予防・
重症化防止強化月間
「1に予防、2に検診、
しっかり治療で糖尿病阻止」
問健康福祉課健康係
☎028（677）6042
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受付時間／個別通知に記載
場所／保健センター
問子育て支援課子育て世代包括支援センター係
☎028（677）6040

子育て支援施設
各施設ホームページにイベント
の予定などを掲載しています。
子育て支援センターあっとほーむ
問あっとほーむ
（生涯学習センター内）
☎028（677）8400
https://k-oneta6.wixsite.com/mysite

子育てひろばぴよぴよ
問ぴよぴよ
（モテナス芳賀内）
☎028（677）0110
http://sien677.blog99.fc2.com/

新型コロナウイルス

栃木県受診・ワクチン相談センター
24時間（土日祝日を含む）
☎0570（052）092
・新型コロナウイルスワクチン
接種に関する専門的な相談（ワ
クチン接種後の副反応など）
・発熱などの症状があり、かか
りつけ医や最寄りの医療機関に
連絡できないときに受診できる
医療機関を知りたいとき

11月の介護カフェ
日時／19日（金）10:00〜12:00
場所／総合情報館多目的室
申込／地域包括支援センター係に電話
問健康福祉課地域包括支援センター係
☎028（677）6080

※掲載内容は令和3年10月25日現在の情報です。
詳細は、
町ホームページや芳賀チャンネルをご覧いただくか各担当までお問い合わせください。

相

談

生活困窮者自立相談
生活保護を受けていない人で、
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。
日時／毎週月〜金曜日9:00〜16:00
場所／健康福祉課福祉係
問健康福祉課福祉係
☎028（677）1112

第3回法律相談
弁護士1人と心配ごと相談員2
人が対応する無料相談です。
日時／12月7日（火）13:30〜16:00
場所／農業者トレーニングセンター
定員／先着5人（1人30分程度）
締切／11月29日（月）
問町社会福祉協議会
☎028（677）4711

行政相談
毎月第3火曜日の定例相談は、
当面の間中止しています。
問企画課広報広聴係
☎028（677）6099

税

人権相談

心配ごと相談

・石けんを使ってこまめに手を洗いましょう
・食べ物や健康状態に気を付けましょう
・調理器具などの適切な消毒をしましょう

インフォメーション
水曜日定休

ホームページ

て 相

ロマンの湯☎028
（677）
4126

育

友遊はが☎028（677）6000

友遊はが
ロマンの湯

康 子

道の駅はが

Twitter

グッズ抽選会
（健康測定会参加者で先着150人）

11月7日㈰
・ブルーベリー苗木の無料配布
（1,000円以上お買い上げの人
先着150人）

※掲載内容は令和3年910月25日現在の情報です。
詳細は、
町ホームページや芳賀チャンネルをご覧いただくか各担当までお問い合わせください。

広報はが 令和3年11月号

文芸・お便り

・いなほ工房による味噌・ひしお麹の販売会
・町産の野菜ととちぎ食肉センター直販ゆめポーク、
いなほ工房の味噌を使った豚汁をキッチンカーで販売
・とちぎ食肉センター加工
とちぎゆめポークの直販
・各地の人気店出店
和気精肉店
那須高原キングハム
クレープ アドレ など

タウンリポート

・栃木SCによる健康運動教室

芳賀町人

11月6日㈯・7日㈰両日

知恵の環館だより

11月6日㈯

談

収穫祭「食と健康フェスタ」11/6㈯・7㈰ 9：00〜道の駅はが芝生広場
・明治安田生命保険相互会社の
協賛による健康測定会と健康

健

日時／毎週火曜日13:30〜16:00
（前日17:00までに電話予約）
場所／農業者トレーニングセンター
問町社会福祉協議会
☎028（677）4711

イベント講座

栃木県ノロウイルス食中毒
予防推進期間
11月1日〜令和4年3月31日

人材募集 お知らせ

日時／11月16日（火）13:30〜16:00
場所／町農業者トレーニングセンター
問住民課住民戸籍係
☎028（677）6014
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知恵の 環 館だより

総合情報館 ☎028
（677）
2525

※新型コロナウイルスの影響により、変更が生じる場合がございます。
お電話またはホームページにてご確認ください。

テーマ展

棟方志功・
川上澄生

岩村秀巖

暮らしを彩る美

新収蔵
記念展

稲毛田に生まれた日本画家・岩
村秀巖の作品の中から、新収蔵
作品を中心に屏風や掛け軸など
を展示します。

11月27日（土）
〜12月26日（日）

丸山悦郎氏（祖母井）
棟方志功〈天地明炎之韻妃図〉当館蔵
から寄贈を受けた作
月
日（日）まで
品を中心に、棟方志功
と川上澄生の作品45 観覧時間／9:30〜17:00
点を展示しています。 場所／総合情報館展示室１・2
総合情報館で芸術の 観覧料／無料
秋をお楽しみください。 休館日／月曜日

11 14

新着図書案内
今月の一冊

著者名：柚月 裕子
出版社：文藝春秋

内容：手術支援ロボット「ミカエル」を推進する
心臓外科医・西條と、ドイツ帰りの天才医師・真
木。難病の少年の治療をめぐり対立する２人。そ
んな中、西條を慕っていた若手医師が自ら命を
絶ち…。
『週刊文春』連載を加筆修正。
ＴＲＣ週刊全点案内より転載

DVD

CD

出演者

エミリオ・エステベス、
アレック・ボールドウィンほか

吉沢 亮、杉咲 花ほか

トム・ホランド、
クリス・プラット
ほか声の出演

発売元
バップ
バップ

ウォルト・ディズニー・
ジャパン

池谷 のぶえほか声の出演 日本コロムビア
池谷 のぶえほか声の出演 日本コロムビア

歌手名
小曽根 真/ピアノ
桑田 佳祐
清塚 信也/ピアノ
市原 悦子、
高橋 惠子ほか出演

発売元
ユニバーサルミュージック
ビクター エンタテインメント
ユニバーサルミュージック
彩流社

※入荷済、入荷予定のものを含みます。町ホームページからも新着図書を検索できます。
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休館日／月曜日、11月30日（火）
場所／総合情報館展示室１
観覧料／無料
岩村秀巖〈松竹梅鶴図〉部分 個人蔵（当館寄託）

一般書

『ミカエルの鼓動』

タイトル
パブリック 図書館の奇跡
青くて痛くて脆い
2分の1の魔法
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 1巻 型ぬき人魚グミ
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 2巻 獏ばくもなか

観覧時間／9:30〜17:00

11月の休館日 1・8・15・22・29・30日

☆ 一般書☆

タイトル
OZONE 60
ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き
眠るためのピアノアルバム
宮沢賢治の世界 1〜３

図書館
ケータイサイト

書 名
7.5グラムの奇跡
北緯43度のコールドケース
ルパンの絆
舞風のごとく
ボーダーライト
夜が明ける
星を掬う
チグリジアの雨
あの春がゆき この夏がきて
ディープフェイク

児童書

書 名
ちいさなおじさんとおおきな犬
よあけ
ありがとうのうたをうたえば
めいたんていサムくんとなぞの地図
わたしたちの森

著者名
砥上 裕將
伏尾 美紀
横関 大
あさの あつこ
今野 敏
西 加奈子
町田 そのこ
小林 由香
乙川 優三郎
福田 和代

出版社
講談社
講談社
講談社
文藝春秋
小学館
新潮社
中央公論新社
角川春樹事務所
徳間書店
PHP研究所

著者名

出版社
あすなろ書房
あべ 弘士 作
偕成社
マイケル・モーパーゴ 作
エミリー・グラヴェット 絵 すぎた ななえ訳 小学館
那須 正幹 作 はた こうしろう 絵 童心社
ジアナ・マリノ 作 小手鞠 るい 訳 ポプラ社
バールブロー・リンドグレン 文
エヴァ・エリクソン 絵 菱木晃子 訳

図書館おはなし会

─ボランティアさんによる本や紙芝居の読み聞かせ─
日時／11月20日
（土）
11：00〜
場所／総合情報館 多目的室

芳賀町人 発見！
豊田 尚史さん（下延生）

フルート奏者
豊田さんがフルートを始めたのは、小学校６年生

になってくれていたらうれしいとほほ笑みます。

の時。家の押し入れにあったフルートを見つけたの

「音楽は、奏者やその組み合わせ、会場の響きや

がきっかけで、レッスンに通うようになりました。本

その時のテンション、湿度や温度によってさまざま

格的に音楽の道に進むことを決めたのは、高校１年

な音色になる。そこが面白い。不完全と考えれば不

生の頃 。学 校の芸 術鑑 賞 会で、後の師匠となるフ

完全ですが、そこが奥深くて美しいんです」と語る豊

ルート奏者の演奏を聴いたことが大きな転換点とな

田さん。自分の演奏スタイルや演奏方法を確立し、

り、憧れの世界を目指すことを決意。大学３年生の

地元で幅広くコンサートや指導を続けていきたいと、

頃にフランスで行われた講習会に参加したことを

今後の抱負を教えてくれました。

きっかけに、４年間フランスに留学し研鑽を積みま
した。
「フランスでは、音色や吹き方に関して知らな
かった世界を知ることができ、留学の経験は、奏者
としても指導者としても生かせています」と思い出の
詰まったフルートを見つめます。
税

フルートを演奏するときは、絵画や映像作品と違

人材募集 お知らせ

い、その場限りの なまもの であることを意識して
いるそうです。
「どんな時も新鮮な気持ちで、昨日の
自分より良い音を出そうと考えている」とのこと。そ
んな演奏を聴いてくれた人が、少しでも良い気持ち

企画課広報広聴係 ☎028（677）
6099

康 子

リモコン操作

健

芳賀チャンネルデータ放送では、町からの最新情報や、大切なお知らせを随時更新して掲載しています。
ぜひご覧ください。

イベント講座

芳賀チャンネルデータ放送の見方

芳賀チャンネルを表示後、リモコンの

育
て 相

「黄色ボタン」または「dボタン」を押す。

談
知恵の環館だより

左下のメニュー「大切なお知らせ」を矢印ボタンで
選択し、
「決定ボタン」を押す。

芳賀町人

リモコン操作

タウンリポート

見たい記事を矢印ボタンで選択し、決定ボタンを押す。
※「次のページ」の表示がある場合、記事の続きがあ
りますので「次のページ」を選択してご覧ください。

広報はが 令和3年11月号

文芸・お便り

大切なお知らせはここでも確認できます︒

リモコン操作
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タウン リポート & スポーツの話題

左から、小林さん、手塚さん、
加藤さん、
鯉淵さん、
岩村さん

8/23 福祉活動に尽力 ･ 貢献

栃木県民福祉のつどい表彰

9/1 栃木県公衆衛生大会保健衛生事業

功労者大会長表彰に川又和子さん

栃木県社会福祉協議会会長表彰に民生委員児童委員
の小林三郎さん（上延生）、手塚久美子さん（祖母井）、加

栃木県公衆衛生大会が開催され、町食生活改善推進
員の川又和子さん
（下高根沢）
が保健衛生事業功労者と

藤春江さん（稲毛田）が、社会福祉施設・団体関係功労者
に町立祖母井保育園の鯉淵紀子さん（西水沼）、町社会
福祉協議会の岩村美穂子さん
（稲毛田）
が選ばれました。

して大会長表彰を受けました。川又さんは、多年にわた
り公衆衛生事業の発展のために尽力されています。

9/21〜30 秋の交通安全県民総ぐるみ運動
管理センター前、道の駅はが入口、西水沼交差点北の
町内主要の交差点で、交通安全運動街頭広報が行われ
ました。
スピード注意やシートベルト着用などのプレー
トを掲げ、
交通安全を呼び掛けました。

9/21 自治会長と町との懇談会
自治会長と町が、日々の活動で感じている課題や要望
などについて意見交換を行いました。これは、相互連携を
深めるために毎年開催されています。LRT整備とトラン
ジットセンターなどによるにぎわいの創出や、通学路の安
全確保などを議題とし、活発な意見交換が行われました。

9/30 芳賀中学校 2 年生

認知症サポーター養成講座

10/15 八ツ木の丘公園に遊具設置

町職員が講師となり、代表生徒5人が直接講座を受け
たほか、各教室をオンラインでつないで講座が行われま
した。認知症の症状や関わり方などの話に、生徒らは熱

町が管理を行う八ツ木の丘公園に、すべり台、ブラン
コ、
ロープウエーを新たに設置しました。広い斜面と芝
生広場のある自然にめぐまれた公園です。
ぜひご利用く

心に聞き入っていました。最後に、認知症サポーターと
なった証のカードが渡されました。

ださい。
問環境対策課施設管理係☎028（677）6017

「芳賀チャンネル」
で町のさまざまな話題を放送中！ 加入は宇都宮ケーブルテレビ☎028
（638）
8092まで
24

広報はが 令和3年11月号

11/1 教育委員に山口友也さん
11月1日付けで、山口友也さん（西水沼）が町教育委
員会委員に任命されました。任期は、11月1日から令和
7年10月31日までの4年です。

10/12〜11/14 棟方志功／川上澄生

新収蔵記念展

町総合情報館で、丸山悦郎さん（祖母井）から寄贈さ
れた棟方志功の肉筆画と川上澄夫の版画9点を中心に
展示しています。新たに収蔵された2人の版画家の作品
を、
ぜひご覧ください。

税

10/8 町戦没者追悼式

康 子

を斉唱し、戦没者への思いを込めて献花を行いました。

健

町民会館多目的室で、町戦没者追悼式が行われまし
た。先の戦争で命を落とされた人々に対し、黙とうを捧げ
ました。見目町長、岡田武町遺族会会長から追悼の言葉が
あり、町議会小林議長が慰霊の言葉を述べました。鎮魂歌

イベント講座

町防災士連絡会員約20人が集まり、各地域の自主防
災組織で運営する臨時避難所での活動を想定し、研修
会が行われました。資機材操作や避難者受付について
町担当職員から説明を受けた後、実践しました。

人材募集 お知らせ

10/11 町防災士連絡会研修会

育
て 相
談
知恵の環館だより

関東中学校総合体育大会
弓道

（敬称略）
ソフトテニス

女子団体
女子個人

タウンリポート

秋田紅美子・廣谷流凛、
設樂理莉・村木涼果

文芸・お便り

男子団体 Aチーム・Bチーム 10位タイ
男子個人 9位 松本空
女子団体 23位タイ Aチーム・Bチーム
女子個人 9位タイ 湯澤埜々美
ソフトテニス 女子団体 第3位
女子個人 ベスト8 設樂理莉・村木涼果

芳賀町人

全国中学校総合体育大会出場

（敬称略）

「芳賀チャンネル」
で町のさまざまな話題を放送中！ 加入は宇都宮ケーブルテレビ☎028
（638）
8092まで
広報はが 令和3年11月号
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タウ
県少年の主張芳賀地区大会最優秀賞に塩澤昊季さん
9月に、芳賀中学校3年の塩澤昊季さんは「話を聞いて」
と題し、周りの人の支えに
より少しずつ前を向くことができた経験から、話を聞くことの大切さを主張しまし
た。最優秀賞に選ばれ、県大会に芳賀地区代表として出場しました。

話を聞いて

芳賀中学校3年

「あ～だるい。頭が重い。
動きたくない。
」
また、
朝が来た。
部屋の扉の向こう側から、

塩澤

昊季

のが、両親でした。母は、不登校になった私を責めることは一
度もありませんでした。母は、
いつでも
「大丈夫だよ。」
と何度
も私に声をかけてくれました。その一言で、私の心がどれだ

母の声が聞こえる。
「今日は、
どうするの？学校行けるの？」

け救われたことか。
そんな両親の勧めで、カウンセリングのために訪れた、あ

「無理。行かない。
」
布団を頭からかぶりつぶやくように返事をする。毎朝、
こ
の繰り返し。
これが、
一年半前の私でした。
私たち中学生は、心身ともに子どもから大人へと変化し

る病院の小児科の先生は、批判めいたことを何も言わず、私
の話を親身に聞いてくれたのです。話を聞いてもらう、ただ
それだけで、
どれだけ心が軽くなったことか・・・。

ていく思春期を生きています。
この誰もが経験する思春期に

何度かカウンセリングを受けていくうちに、少しずつ前向

起こりえるのが「不登校」
です。何らかの事情や理由で、精神

きな気持ちが芽生え、私は町の教育支援センターに通うこ

的・肉体的に辛くなり登校できなくなってしまうのです。不

とができるようになりました。そこでは、私と同じように学

登校の生徒は、日本中で、現在15万人以上いると言われて

校に通うことができない小学生や中学生と一緒に、勉強した

います。

り、
スポーツをしたり、遊んだりして過ごしました。彼らと関

私は、一年生の秋から学校に行けなくなりました。特に、誰

わるうちに、人と関わることの恐怖心が次第になくなってい

かからいじめられたとか、嫌がらせを受けたということはあ

き、
あれ程人と話すことが苦手だった私が支援センターの中

りません。その当時のクラスメイトとの間に少し「感覚のず

でおしゃべりな人間になっていたのです。そして、
どうすれ

れ」
を感じるようになったことがきっかけでした。
そして、
ク

ばうまく人とコミュニケーションがとれるのかが分かるよう

ラスでの居心地が悪くなり、気が付けば学校を休むようにな

になりました。

りました。学校に行かなければ、
と頭では分かっていても、気
持ちが前を向かず、
体が動いてくれないのです。
学校に行かなくなり、一日中自宅にいる時は、ずっと暗闇

その方法は、
「相手に微笑みかけること」です。
いきなり話
しかけるのは、難しくても、相手の方を向いて口角をあげる
だけで、自分も相手も少し互いの距離を縮められたような気

の中をさまよっているようでした。毎日、ゲームをし、ユー

になるのです。
「自分はあなたに敵意はないよ。仲良くしたい

チューブを観て時間を過ごす。昼食は、母が作っておいてく

と思っているよ。
」
と伝えることが大事なのです。

れた物を食べる。
そして、眠くなれば眠りにつく。気が付くと

自分なりに見つけた方法で、今では学校に行くことが当た

もう夕方。夕食だけは家族と食べるものの、両親は、私を気

り前になり、友達もできて楽しく学校生活を送っています。

遣っているのか、学校のことについて話しかけてはこない。

しかし、私のように、周りの支えがあり、運良く学校に行

会話というほどの会話もない。そして、12時になったら寝

けるようになる人は多くありません。
なかなか本音を話せず

る。
その繰り返しの日々でした。周りから見ると、自由気まま

に、自分でもどうすればよいのか分からずに悩み続けている

で楽しんでいるように見えてしまうかもしれませんが、何の

人もたくさんいると思います。
もし、
あなたの近くに、
そんな

生産性もない無味乾燥な毎日に、いつしか私の胸は張り裂

人がいたら、耳を傾けてあげてください。ただ話を聞いてく

けそうなほどの苦しみを抱えるようになりました。
こんな辛

れるだけでいいのです。
すぐには解決しないかもしれません

くて苦しいのなら、いっそのこと自分なんか・・・とまで考え

が、あなたが話を聞いてくれるだけで、少しずつ前を向く力
が湧いてくるのです。
「話を聞いてもらえる」だけで、救われ

るようになっていました。
そんなどん底にいる自分をたくさんの人が助けようとし
てくれました。学校の先生や友人、
カウンセラーの先生。
その

る人がたくさんいるのです。
みなさん、少しだけ、話を聞いて
くれませんか。

中でも一番面倒をかけたにも関わらず、支え、助けてくれた

「芳賀チャンネル」
で町のさまざまな話題を放送中！ 加入は宇都宮ケーブルテレビ☎028
（638）
8092まで
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はが の文芸

短 歌

不揃えのとうもろこしを手にとりて

孫ら集いば笑顔はじける

佐山 美代子 ︵ 下 高 根 沢 ︶

岡田 ツヤ子 ︵西水沼︶

小雨降る朝に媼の気力見る
稲穂かき分け一人ヒエ抜く

俳 句

稲川 清子 ︵ 与 能 ︶

小林 元子 ︵ 東 高 橋 ︶

コロナ禍や都会に送る今年米

柳

稲の香をまとひ道草下校の子

川

本当の幸をコロナに教えられ

山本 美枝子 ︵ 稲 毛 田 ︶

七井 章治 ︵ 与 能 ︶

片付けをしたら出て来た五円玉

ウ ン リポート & スポ ーツの話題

税

町文化協会では参加者を募集しています︒
詳細は町民会館まで
☎０２８︵６７７︶０００９

人材募集 お知らせ

前向きにすごした月日を懐かしむ
老いて夫婦の午後のひととき

山本 妙子 ︵上延生︶

稗を抜く同じ稲科が競い合う
利無きは疎みて蔑み外す

荷見 泰一 ︵芳志戸︶

ままごとの花瓶に挿せる草の花

福武 幸子 ︵下延生︶

十五夜におとぎばなしに興ずる児

上野 恭子 ︵真岡市︶

﹁町民俳句講座﹂参加者
※

女子会の声が健康盛り上げる

吉住 広子 ︵祖母井︶

温暖化いつかだれかと他人ごと

石川 文治 ︵市貝町︶

﹁お楽しみ川柳﹂参加者
※

イベント講座

あなたの声を聞かせてね！
お便り待ってます！
●身近な出来事や町に関する要望・意見

健

芳賀町文化協会会長

駿河富夫さん（稲毛田）からの投稿

康 子
育
て 相

ノーベル賞を取るための５カ条
ノーベル物理学賞江崎玲於奈さんの話から
１．今までの行きがかりにとらわれてはいけない。２．大先生にの
めりこまない。３．無用なガラクタ情報に惑わされてはいけない。
４．自分の主張を貫くには闘うことを避けてはならない。５．子ど
ものような飽くなき好奇心と初々しい感情を失ってはいけない。
これらは、物理分野以外でも大切なことです。仕事などにおい
ても、心に留めておきたい言葉だと思います。いくつになっても
好奇心を持ち続け、健康な生活を送りたいものです。

皐月さん
（稲毛田）

宍戸スミ江さん
（下高根沢）

鈴木モコさん
（西高橋）

〈お便りの宛先〉 〒321-3392 芳賀町大字祖母井1020 企画課広報広聴係 ☎028
（677）6099

広報はが 令和3年11月号

談

高松イクさん
（下高根沢）

知恵の環館だより

芳賀町人

高松イクさん（下高根沢）からの投稿

タウンリポート

叱るより褒めて育てる
相撲の世界でも褒める指導をしているそうです。９月26日の大相
撲テレビ中継でアナウンサーが言っていました。褒めることの重要
性を感じました。普段の生活でも、褒められたらいい気分になりま
す。その一言が、相手を落ち込ませるか、喜ばせるかを決めてしまい
ます。うきうき気分になれる言葉を選びたいものです。
「叱るより褒めて育てて効果倍」

文芸・お便り
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地上デジタル101CH

10

リモコン番号
放送開始
時間
① 6:00
② 8:00
③ 10:00
④ 12:00
⑤ 14:00
⑥ 16:00
⑦ 18:00
⑧ 20:00
⑨ 22:00

◆午前6時か
ら2時間おき
に番組が始ま
ります。
◆1日9回同

芳賀チャンネル番組表 2021
宇都宮ケーブルテレビ ☎028（638）8092

8 〜14

1 〜7

11/

11/

11/1（月）〜12/5（日）

企画課広報広聴係 ☎028（677）
6099

15 〜21 11/22 〜28

11/

29 〜12/5

11/

ナビゲーター：建設課 手塚優希 ナビゲーター：都市計画課 鈴木崇広 ナビゲーター：都市計画課 窪田賢人 ナビゲーター：都市計画課 阿久津貴淑 ナビゲーター：都市計画課 佐藤宏則

芳賀 N a v i

芳賀 N a v i

芳賀 N a v i

芳賀 N a v i

芳賀 N a v i

News
◆防災訓練
◆日本水泳振興会から東
京オリンピック・パラ
リンピック記念品贈呈
◆町戦没者追悼式
◆町更 生保 護 女 性 会 が
町内小中学校にチュー
リップの球根を寄贈
◆農生研サツマイモ堀り
◆東高橋コキア
児童虐待通告ダイヤル189
芳賀中学校生徒会からのお知らせ
お知らせ
芳賀町民の歌

News
◆芳賀東小学校稲刈り
◆のぶ幼稚園
サツマイモ堀り
◆祖母井保育園
栃木SCサッカー教室
◆下高北部環境保全 会
によるひばりこども園
サツマイモ堀り体験
◆みずはし保育園運動会
◆芳賀中学校吹奏楽部引退演奏会
児童虐待通告ダイヤル189
芳賀中学校生徒会からのお知らせ
お知らせ
芳賀町民の歌

News
◆見目匡さんが農林水産大臣表彰
◆保健衛生事業功労者大会長
表彰に川又和子さん
◆盆栽愛好会による盆栽展
◆生活支援サポーター
ステップアップ講座
◆のぶ幼稚園
ハロウィーンパーティー
◆ひばりこども園ひばり祭
児童虐待通告ダイヤル189
芳賀中学校生徒会からのお知らせ
子育てガイド
お知らせ
芳賀町民の歌

News
◆各小学校運動会
◆芳賀中学校文化発表会
◆町・県央まちづくり協議会
包括連携協定調印式
◆みずはし保育園
ミニ運動会
◆芳賀南小学校
稚魚の放流

News
◆のぶ幼稚園
栃木SCサッカー教室
◆ひばりこども園
わくわくday
◆みずはし保育園
お別れ遠足
◆祖母井保育園七五三
◆イラスト紹介

児童虐待通告ダイヤル189
芳賀中学校生徒会からのお知らせ
道の駅はがへようこそ
お知らせ
芳賀町民の歌

児童虐待通告ダイヤル189
芳賀中学校生徒会からのお知らせ
スポーツ大好き
お知らせ
芳賀町民の歌

じ番組を放送
しています。

ふく

◆1サイクル

しの 部

屋

120分構成。
◆テレビ内番
組表をご利

〜認定ひばりこども園運動会〜 〜認定こども園のぶ幼稚園運動会〜 〜みずはし保育園運動会〜

〜保育園・こども園ミニ運動会〜

用ください。
（原則毎週日
曜日更新）
◆番組内容
は予告なく変
更する場合が
あります。ご
了承ください。
エンジョイ
スリム体操

① 7:45
② 9:45
③ 11:45
④ 13:45
⑤ 15:45
⑥ 17:45
⑦ 19:45
⑧ 21:45
⑨ 23:45

みんなの民話
〜キツネの詫び証文・
子育てゆうれい〜

わ

芳賀町役場から
こんにちは
子育て支援課・生涯学習課

〜町・自主防災組織
合同防災訓練〜

紙類・ペットボトル

はがタウンインフォメーション はがタウンインフォメーション はがタウンインフォメーション はがタウンインフォメーション はがタウンインフォメーション

体験×LRT

LRT導入後 の 交通ルール

体験×LRT

体験×LRT

体験×LRT

車両紹介編

ドライバー編

ドライバー編

利用者編

車両紹介編

エンジョイスリム体操

エンジョイスリム体操

エンジョイスリム体操

エンジョイスリム体操

エンジョイスリム体操

2020 Part 6

2020 Part 7

2020 Part 8

2020 Part 9

2020 Part 10

議会中継

① 14:00
② 20:00

（当日20:00・翌日14:00）

環境対策課 ☎028
（677）
6041
下高根沢
収集地区 祖母井・稲毛田 上延生・下延生

庁舎の業務案内
業務時間

業務内容

問い合わせ

類

平日
8:30〜17:15

通常業務

各課

11月ごみカレンダー
分

・認定ひばりこども園
・祖母井保育園
・認定こども園のぶ幼稚園
・みずはし保育園

もえるごみ
もえないごみ・
びん類・衣類布類
紙・カン類・
ペットボトル
家庭粗大ごみ
個別回収

上稲毛田・給部 与能・打越新田
東水沼
芳志戸・八ツ木 東高橋・西高橋 西水沼・北長島
上記黒字の地区は火・金
上記色字の地区は月・木

16日
（火）

17日
（水）

18日
（木）

8日
（月）
22日
（月）

9日
（火）
24日
（水）

10日
（水）
25日
（木）

24日
（水）
（17日（水）
までに事前申込が必要）

「広報はが」個別郵送します

住民課
17:15〜19:15 印鑑登録、マイナンバーカード交付のみ ☎028（677）6014

窓口一部延長（第1・3木曜日のみ） 住民票・印鑑証明書・戸籍謄抄本の発行、

土日祝
死亡届など
日直室
8:30〜17:00 戸籍関係の届出のみ ☎028（677）1111
11月20日（第3土曜日） 事前
（３日前まで）
に
8:30〜12:00
担当課に要予約

各課

新聞をお取りでない世帯には、
個別に郵送しますので、
企画課広報広聴係☎028
（677）
6099までご連絡ください。
芳賀町ホームページ
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