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令和3年4月 No.792

3月10日（水）卒業式（芳賀中学校）

▲防災行政無線
無料電話
QRコード

※放送から30分以内
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

問総務課地域安全対策係☎028（677）6029
０８００（８００）３７９９（無料）

特集① 「広報はが」リニューアル
　　② 新型コロナウイルス関連情報
　　③ 令和3年度当初予算
　　④ 芳賀町の交通まちづくり
　　⑤ あなたにぴったりの生涯学習
　　⑥ くらしナビ―交通安全―
　　⑦ 環の町芳賀“ストップ！不法投棄”



6 広報はが 令和3年4月号

総額144億3,400万円総額144億3,400万円

予算総額の推移

繰入金
5億9,319万円
（5.8%）
財政調整基金、宅地造成
事業特別会計、地域福祉
基金などからの繰入金

　令和3年度は、第6次芳賀町振興計画の中期基
本計画と第2期芳賀町まち・ひと・しごと創生総合
戦略に基づく人口減少対策や新型コロナウイルス
感染症への対応を踏まえて、LRT開業に向けた「ま
ちづくり」の推進や町民生活の「安全・安心」そして

　一般会計では、新型コロナウイルス感染症対策
経費の増などにより、前年度を7,000万円上回る
101億7,000万円となりました。
　国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険を合わ
せた社会保障特別会計は、2,890万円減の35億
5,260万円となりました。
（総額に対し、町民1人当たり約92万4,000円）

　自主財源比率は昨年度と同
値になりましたが、町税は税
制改正などの影響により前年
比2億2,329万円（4.8％）の
減となりました。
　繰入金は、財政調整基金や
宅地造成事業特別会計などか
らの繰入金が前年比1億8,127
万円（44％）の増となりました。

一般会計予算の内訳　歳入

一般会計予算の内訳　歳出（目的別）
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町税 43億4,289万円
（42.7%）
【内訳】
•個人町民税 6億9,070万円
•法人町民税 2億9,471万円
•固定資産税 30億1,169万円
•軽自動車税 5,952万円
•町たばこ税 9,900万円
•都市計画税 1億8,223万円
•入湯税 504万円

その他依存財源 8億4,149万円（8.3%）
地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税など

町債
13億9,890万円
（13.8%）
建設工事等にかかる借入金

県支出金
8億4,387万円（8.3%）
県負担金、補助金、委託金

民生費
23億1,340万円（22.7%）
高齢者や障がい者、児童福祉
などに要する経費

土木費
35億2,685万円（34.7%）
ＬＲＴ整備、市街地整備、道路、
公園などに要する経費

総務費 10億2,760万円（10.1%）
庁舎管理、町有施設管理、基金積立金
など行政全体の事務に要する経費

教育費 9億7,989万円（9.6%）
教育行政、小中学校の管理、生涯学習
などに要する経費

その他
1億2,826万円（1.3%）
議会費、労働費、予備費など

消防費 3億4,294万円（3.4%）
防災、消防団、防犯などに要する経費

商工費 3億2,380万円（3.2%）
商工業や観光に要する経費

公債費
3億4,911万円（3.4%）
町が借り入れた「町債」の償還金

衛生費
5億1,076万円（5.0%）
検診、健康増進、ごみ処理、
環境対策などに要する経費

農林水産業費
6億6,739万円（6.6%）
農林業、土地改良などに要する
経費

国支出金
16億7,540万円
（16.4%）
国庫負担金、補助金、委託金

その他自主財源
3億2,426万円（3.2%）
分担金・負担金、使用料・
手数料、財産収入など

繰越金
1億5,000万円
（1.5%）
令和2年度からの繰越金

予算総額 144億3,400万円
■一般会計 101億7,000万円
■社会保障特別会計 35億5,260万円
■その他特別会計 7億1,140万円

一般会計

歳出

　ＬＲＴ整備事業にかかる工事請負費など投資的
経費が2.6％の減となりました。その他の経費は、
新型コロナウイルス感染症対策としての中小企業
向け資金預託金などが増加したため15％の増と
なっています。

一般会計の内訳　歳出（性質別）

維持
補修費

59.2%

59.1%

区　　分 R2年度 R3年度 増減比
義務的経費
補助費等

5,969 6,025 0.9％
1,816 1,860 2.4％

人件費 1,603 1,632 1.8％
物件費 1,415 1,448 2.3％
扶助費 731 721 －1.4％

382 349 －8.6％
維持補修費 22 15 －31.8％

投資的経費 3,439 3,349 －2.6％
その他の経費 692 796 15.0％

補助費等補助費等

人件費人件費

物件費物件費

その他その他

投資的経費投資的経費

義務的経費の割合

公債費

R2 R3

（百万円）

公債費公債費
維持
補修費

公債費公債費

扶助費扶助費

「子育て支援の更なる充実」を図るため、一般会計
では過去最大となる101億7,000万円、特別会計
を含めた全会計では144億3,400万円の予算を編
成しました。
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　一番多いのは、ＬＲＴ整備
事業や芳賀第２工業団地整備
事業など土木費で、35億
2,685万（前年比1億7,116万
円の減）となりました。
　民生費は、新たに芳賀東小
学校学童保育施設新築工事費
を計上したことなどから、
9,213万円の増額となりまし
た。

101億7,000万円

101億7,000万円

一般会計

歳入

問企画課財政係☎028（677）6031

躍動する芳賀の町　未来につなげよう
令 和 3 年 度 当 初 予 算

新

懐 か し の 広 報 誌

が しくなりました

表紙デザインだけではありません

「広報はが」 ここが変わった！「広報はが」

◀昭和29年4月発行
　町村合併の経緯と新しい町のスタートが報じられた『芳賀
町のあゆみ』。現在の「広報はが」の原型とも言えるでしょう。

「広報はが」は、デザインや内容、構成の変化を重ねつつ、町民の
皆さんの活動や行政情報などをお伝えし続けています。

▲昭和37年5月発行

旧デザイン

▲昭和40年4月発行
名称が「広報はが」に

▲昭和49年3月発行
表紙が初めてのカラー
仕様

▲昭和54年1月発行 ▲昭和60年1月発行 ▲平成4年1月発行 ▲平成15年1月発行 ▲平成20年4月発行 ▲平成25年1月発行

　記事を原則横書きとするこ
とで、問い合わせ先の電話や
電子メールアドレス、ウェブサ
イトのURLなどの読みやすさ
が向上します。

　町が特にお伝えしたい情報を、巻頭に「特集」として
掲載するなど、コーナーの掲載順を変更しました。特
集記事については、表紙に記事名を掲載します。

　ページの端に、インデックス（見出し）を付けました。

　これまで目次ペー
ジに掲載していた「ご
みカレンダー」「役場
庁舎の業務案内」を、
裏表紙に移動しまし
た。芳賀チャンネル
番組表と併せてお役
立てください。
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感染症への対応を踏まえて、LRT開業に向けた「ま
ちづくり」の推進や町民生活の「安全・安心」そして

　一般会計では、新型コロナウイルス感染症対策
経費の増などにより、前年度を7,000万円上回る
101億7,000万円となりました。
　国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険を合わ
せた社会保障特別会計は、2,890万円減の35億
5,260万円となりました。
（総額に対し、町民1人当たり約92万4,000円）

　自主財源比率は昨年度と同
値になりましたが、町税は税
制改正などの影響により前年
比2億2,329万円（4.8％）の
減となりました。
　繰入金は、財政調整基金や
宅地造成事業特別会計などか
らの繰入金が前年比1億8,127
万円（44％）の増となりました。

一般会計予算の内訳　歳入
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町税 43億4,289万円
（42.7%）
【内訳】
•個人町民税 6億9,070万円
•法人町民税 2億9,471万円
•固定資産税 30億1,169万円
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•町たばこ税 9,900万円
•都市計画税 1億8,223万円
•入湯税 504万円

その他依存財源 8億4,149万円（8.3%）
地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税など

町債
13億9,890万円
（13.8%）
建設工事等にかかる借入金

県支出金
8億4,387万円（8.3%）
県負担金、補助金、委託金

民生費
23億1,340万円（22.7%）
高齢者や障がい者、児童福祉
などに要する経費

土木費
35億2,685万円（34.7%）
ＬＲＴ整備、市街地整備、道路、
公園などに要する経費

総務費 10億2,760万円（10.1%）
庁舎管理、町有施設管理、基金積立金
など行政全体の事務に要する経費

教育費 9億7,989万円（9.6%）
教育行政、小中学校の管理、生涯学習
などに要する経費

その他
1億2,826万円（1.3%）
議会費、労働費、予備費など

消防費 3億4,294万円（3.4%）
防災、消防団、防犯などに要する経費

商工費 3億2,380万円（3.2%）
商工業や観光に要する経費
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3億4,911万円（3.4%）
町が借り入れた「町債」の償還金

衛生費
5億1,076万円（5.0%）
検診、健康増進、ごみ処理、
環境対策などに要する経費
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6億6,739万円（6.6%）
農林業、土地改良などに要する
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国支出金
16億7,540万円
（16.4%）
国庫負担金、補助金、委託金

その他自主財源
3億2,426万円（3.2%）
分担金・負担金、使用料・
手数料、財産収入など

繰越金
1億5,000万円
（1.5%）
令和2年度からの繰越金

予算総額 144億3,400万円
■一般会計 101億7,000万円
■社会保障特別会計 35億5,260万円
■その他特別会計 7億1,140万円

一般会計
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　ＬＲＴ整備事業にかかる工事請負費など投資的
経費が2.6％の減となりました。その他の経費は、
新型コロナウイルス感染症対策としての中小企業
向け資金預託金などが増加したため15％の増と
なっています。
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「子育て支援の更なる充実」を図るため、一般会計
では過去最大となる101億7,000万円、特別会計
を含めた全会計では144億3,400万円の予算を編
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　一番多いのは、ＬＲＴ整備
事業や芳賀第２工業団地整備
事業など土木費で、35億
2,685万（前年比1億7,116万
円の減）となりました。
　民生費は、新たに芳賀東小
学校学童保育施設新築工事費
を計上したことなどから、
9,213万円の増額となりまし
た。
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一般会計
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問企画課財政係☎028（677）6031

躍動する芳賀の町　未来につなげよう
令 和 3 年 度 当 初 予 算

問宇都宮ケーブルテレビ ☎028（638）8092 　企画課広報広聴係 ☎028（677）6099
芳賀チャンネル番組表地上デジタル

リモコン番号
101CH
10

2021 4/5（月）～5/2（日）
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
じ番組を放送
しています。
◆1サイクル
120分構成。
◆テレビ内番
組表をご利
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。

① 14:00
② 20:00

「広報はが」個別郵送します
芳賀町ホームページ

編集／芳賀町広報広聴委員会　　発行／芳賀町総務企画部企画課
☎ 028（677）6099　FAX 028（677）3123　　 kouhoukouchou@town.tochigi-haga.lg.jp
〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020番地

問環境対策課 ☎028（677）6041 庁舎の業務案内

業務時間
収集地区 祖母井・稲毛田

上稲毛田・給部
芳志戸・八ツ木

上延生・下延生
与能・打越新田
東高橋・西高橋

上記黒字の地区は火・金
上記色字の地区は月・木

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

下高根沢
東水沼

西水沼・北長島分　類

もえるごみ

業務内容 問い合わせ

平日
8:30～17:15 通常業務 各課

土日祝
8:30～17:00

死亡届など戸籍関係の
届出のみ

日直室
☎028（677）1111

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。

※毎週木曜日の窓口一部延長、毎月第3土曜日の休日開庁は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間中止します。

広 報 令和３年４月号
2021.4 No.792

4月ごみカレンダー 

15日（木）

28日（水）（21日（水）までに事前申込が必要）

6日（火）
22日（木）

20日（火）
9日（金）
23日（金）

21日（水）
12日（月）
26日（月）

News
◆みずはし保育園卒園式
◆認定ひばりこども園卒園式・
　サッカー交流試合
◆芳賀北小学校ブレインジム
◆祖陽が丘行政区説明会
◆JAはが野からランチョンマット
◆ふくしのなかま連絡会シンポジウム

お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：企画課　岩村成美

4/5月
～11日

News
◆生井ミネさん
 100歳のお誕生日
◆祖母井保育園卒園式
◆カンセキ真岡芳賀ロードレース
◆totraサービスイン記念式典
◆とちぎGAPの第三者確認証交付式

お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：企画課　小林由典

4/12月
～18日

News
◆芳賀中学校入学式
◆郵便局との協定調印式
◆春の交通安全県民総ぐるみ運動
◆真岡西ロータリークラブから
　シトラスリボン寄贈

スポーツ大好き
お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：総務課　駒水龍太

4/19月
～25日

News
◆各小学校入学式
◆真岡消防署芳賀分署が新体制
◆芳賀第２工業団地第１期分譲
　に係る予約協定調印式

にこっと子育てガイド
お知らせ
芳賀町民の歌

◆認定ひばりこども園卒園式
◆祖母井保育園卒園式

◆認定こども園のぶ幼稚園卒園式
◆みずはし保育園卒園式

ナビゲーター：総務課　斎藤光葉

4/26月
～5/2日

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

芳賀南小学校卒業式 芳賀東小学校卒業式 芳賀北小学校卒業式 芳賀中学校入学式

芳賀町役場から　
　　　こんにちは

各課からのお知らせ

ふく
しの部屋

二つのご本尊様・宝の下駄

みんなの民話

2020（再放送）
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3月10日（水）卒業式（芳賀中学校）

▲防災行政無線
無料電話
QRコード

※放送から30分以内
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

問総務課地域安全対策係☎028（677）6029
０８００（８００）３７９９（無料）

特集① 「広報はが」リニューアル
　　② 新型コロナウイルス関連情報
　　③ 令和3年度当初予算
　　④ 芳賀町の交通まちづくり
　　⑤ あなたにぴったりの生涯学習
　　⑥ くらしナビ―交通安全―
　　⑦ 環の町芳賀“ストップ！不法投棄”
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用ください。
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◆番組内容
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了承ください。

① 14:00
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「広報はが」個別郵送します
芳賀町ホームページ

編集／芳賀町広報広聴委員会　　発行／芳賀町総務企画部企画課
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問環境対策課 ☎028（677）6041 庁舎の業務案内

業務時間
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上稲毛田・給部
芳志戸・八ツ木
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にこっと子育てガイド
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◆認定こども園のぶ幼稚園卒園式
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4/26月
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②総額144億3,400万円総額144億3,400万円

予算総額の推移

繰入金
5億9,319万円
（5.8%）
財政調整基金、宅地造成
事業特別会計、地域福祉
基金などからの繰入金

　令和3年度は、第6次芳賀町振興計画の中期基
本計画と第2期芳賀町まち・ひと・しごと創生総合
戦略に基づく人口減少対策や新型コロナウイルス
感染症への対応を踏まえて、LRT開業に向けた「ま
ちづくり」の推進や町民生活の「安全・安心」そして

　一般会計では、新型コロナウイルス感染症対策
経費の増などにより、前年度を7,000万円上回る
101億7,000万円となりました。
　国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険を合わ
せた社会保障特別会計は、2,890万円減の35億
5,260万円となりました。
（総額に対し、町民1人当たり約92万4,000円）

　自主財源比率は昨年度と同
値になりましたが、町税は税
制改正などの影響により前年
比2億2,329万円（4.8％）の
減となりました。
　繰入金は、財政調整基金や
宅地造成事業特別会計などか
らの繰入金が前年比1億8,127
万円（44％）の増となりました。

一般会計予算の内訳　歳入

一般会計予算の内訳　歳出（目的別）
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町税 43億4,289万円
（42.7%）
【内訳】
•個人町民税 6億9,070万円
•法人町民税 2億9,471万円
•固定資産税 30億1,169万円
•軽自動車税 5,952万円
•町たばこ税 9,900万円
•都市計画税 1億8,223万円
•入湯税 504万円

その他依存財源 8億4,149万円（8.3%）
地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税など

町債
13億9,890万円
（13.8%）
建設工事等にかかる借入金

県支出金
8億4,387万円（8.3%）
県負担金、補助金、委託金

民生費
23億1,340万円（22.7%）
高齢者や障がい者、児童福祉
などに要する経費

土木費
35億2,685万円（34.7%）
ＬＲＴ整備、市街地整備、道路、
公園などに要する経費

総務費 10億2,760万円（10.1%）
庁舎管理、町有施設管理、基金積立金
など行政全体の事務に要する経費

教育費 9億7,989万円（9.6%）
教育行政、小中学校の管理、生涯学習
などに要する経費

その他
1億2,826万円（1.3%）
議会費、労働費、予備費など

消防費 3億4,294万円（3.4%）
防災、消防団、防犯などに要する経費

商工費 3億2,380万円（3.2%）
商工業や観光に要する経費

公債費
3億4,911万円（3.4%）
町が借り入れた「町債」の償還金

衛生費
5億1,076万円（5.0%）
検診、健康増進、ごみ処理、
環境対策などに要する経費

農林水産業費
6億6,739万円（6.6%）
農林業、土地改良などに要する
経費

国支出金
16億7,540万円
（16.4%）
国庫負担金、補助金、委託金

その他自主財源
3億2,426万円（3.2%）
分担金・負担金、使用料・
手数料、財産収入など

繰越金
1億5,000万円
（1.5%）
令和2年度からの繰越金

予算総額 144億3,400万円
■一般会計 101億7,000万円
■社会保障特別会計 35億5,260万円
■その他特別会計 7億1,140万円

一般会計

歳出

　ＬＲＴ整備事業にかかる工事請負費など投資的
経費が2.6％の減となりました。その他の経費は、
新型コロナウイルス感染症対策としての中小企業
向け資金預託金などが増加したため15％の増と
なっています。

一般会計の内訳　歳出（性質別）

維持
補修費

59.2%

59.1%

区　　分 R2年度 R3年度 増減比
義務的経費
補助費等

5,969 6,025 0.9％
1,816 1,860 2.4％

人件費 1,603 1,632 1.8％
物件費 1,415 1,448 2.3％
扶助費 731 721 －1.4％

382 349 －8.6％
維持補修費 22 15 －31.8％

投資的経費 3,439 3,349 －2.6％
その他の経費 692 796 15.0％

補助費等補助費等

人件費人件費

物件費物件費

その他その他

投資的経費投資的経費

義務的経費の割合

公債費

R2 R3

（百万円）

公債費公債費
維持
補修費

公債費公債費

扶助費扶助費

「子育て支援の更なる充実」を図るため、一般会計
では過去最大となる101億7,000万円、特別会計
を含めた全会計では144億3,400万円の予算を編
成しました。
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　一番多いのは、ＬＲＴ整備
事業や芳賀第２工業団地整備
事業など土木費で、35億
2,685万（前年比1億7,116万
円の減）となりました。
　民生費は、新たに芳賀東小
学校学童保育施設新築工事費
を計上したことなどから、
9,213万円の増額となりまし
た。

101億7,000万円

101億7,000万円

一般会計

歳入

問企画課財政係☎028（677）6031

躍動する芳賀の町　未来につなげよう
令 和 3 年 度 当 初 予 算

インデックスで知りたい情報を探せます

便利情報が裏表紙に

特にお伝えしたい情報は巻頭に
全体が横書き・左開きに

新しい「広報はが」に対するあなたのご意見・ご感想をぜひお聞かせください。
企画課広報広聴係☎028（677）6099　　kouhoukouchou@town.tochigi-haga.lg.jp
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宅地造成事業特別会計などか
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農林業、土地改良などに要する
経費

国支出金
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その他自主財源
3億2,426万円（3.2%）
分担金・負担金、使用料・
手数料、財産収入など

繰越金
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令和2年度からの繰越金

予算総額 144億3,400万円
■一般会計 101億7,000万円
■社会保障特別会計 35億5,260万円
■その他特別会計 7億1,140万円
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新型コロナウイルス感染症対策としての中小企業
向け資金預託金などが増加したため15％の増と
なっています。

一般会計の内訳　歳出（性質別）

維持
補修費

59.2%

59.1%

区　　分 R2年度 R3年度 増減比
義務的経費
補助費等

5,969 6,025 0.9％
1,816 1,860 2.4％

人件費 1,603 1,632 1.8％
物件費 1,415 1,448 2.3％
扶助費 731 721 －1.4％

382 349 －8.6％
維持補修費 22 15 －31.8％

投資的経費 3,439 3,349 －2.6％
その他の経費 692 796 15.0％

補助費等補助費等

人件費人件費

物件費物件費

その他その他

投資的経費投資的経費

義務的経費の割合

公債費

R2 R3

（百万円）

公債費公債費
維持
補修費

公債費公債費

扶助費扶助費

「子育て支援の更なる充実」を図るため、一般会計
では過去最大となる101億7,000万円、特別会計
を含めた全会計では144億3,400万円の予算を編
成しました。
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　一番多いのは、ＬＲＴ整備
事業や芳賀第２工業団地整備
事業など土木費で、35億
2,685万（前年比1億7,116万
円の減）となりました。
　民生費は、新たに芳賀東小
学校学童保育施設新築工事費
を計上したことなどから、
9,213万円の増額となりまし
た。

101億7,000万円

101億7,000万円

一般会計

歳入

問企画課財政係☎028（677）6031

躍動する芳賀の町　未来につなげよう
令 和 3 年 度 当 初 予 算

問企画課広報広聴係☎028（677）6099

大幅リニューアル！

　「広報はが」は、「読みやすく、伝わる広報」を目指
し、今号から大幅に紙面を刷新しました。
　刷新に当たっては、町広報広聴モニター委員の皆
さんにご意見を伺ったり、町ホームページ上でアン
ケート調査を行ったりしたほか、町広報広聴委員会
などにおいて検討を重ね、作業を進めました。
　「広報はが」は、より皆さんに親しまれる広報紙と

　「広報はが」は、役場や総合情報館などにて配布して
いますが、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。

3
MAR 2021

広報はが 
令和3年3月 No.791

芳賀町ホ
ームペー

ジ

https://w
ww.tow

n.tochig
i-haga.lg

.jp

防災行政
無線

無料電話
QRコード

▶

　防災行
政無線が

聞き取れ
ないとき

は、放送か
ら30分以

内で

あれば、電
話で内容

を確認す
ることが

できます
。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

問総務課
地域安全

対策係☎
028（677

）6029

０８００（８
００）３７９

９（無料）

2月2日（火
）みずは

し保育園
豆まき

　新型コ
ロナウイル

スの影響
によりイベ

ントや施設
利用等が

中止・変更
になる

場合があ
ります。最

新情報は
、町ホーム

ページや
芳賀チャン

ネルデー
タ放送を

ご確認くだ
さい。

不要不急
の外出を

控えてく
ださい！

【町の相
談窓口】芳

賀町新型
コロナウイ

ルス感染
症対策本

部（健康福
祉課健康

係）

　　　　
　　　平

日 8：30～
17：15 ☎

028（677
）6042―気を緩

めず続けま
しょう！感

染症対策
―

特集
■くらし

ナビplus
 東日本大

震災から
10年

■お花見
ガイド

なるよう、今後も改良を図りながら、町の情報をお
伝えしていきます。

問宇都宮ケーブルテレビ ☎028（638）8092 　企画課広報広聴係 ☎028（677）6099

芳賀チャンネル番組表
地上デジタル
リモコン番号

101CH
10 2021 4/5（月）～5/2（日）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
じ番組を放送
しています。
◆1サイクル
120分構成。
◆テレビ内番
組表をご利
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。

① 14:00
② 20:00

「広報はが」個別郵送します

芳賀町ホームページ

編集／芳賀町広報広聴委員会　　発行／芳賀町総務企画部企画課
☎ 028（677）6099　FAX 028（677）3123　　 kouhoukouchou@town.tochigi-haga.lg.jp

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020番地

問環境対策課 ☎028（677）6041 庁舎の業務案内
業務時間

収集地区 祖母井・稲毛田上稲毛田・給部芳志戸・八ツ木

上延生・下延生与能・打越新田東高橋・西高橋上記黒字の地区は火・金上記色字の地区は月・木もえないごみ・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

下高根沢
東水沼

西水沼・北長島

分　類
もえるごみ 業務内容 問い合わせ

平日
8:30～17:15 通常業務 各課
土日祝

8:30～17:00
死亡届など戸籍関係の

届出のみ 日直室
☎028（677）1111

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。

※毎週木曜日の窓口一部延長、毎月第3土曜日の休日開庁は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間中止します。広 報 令和３年４月号2021.4 No.792

4月ごみカレンダー 

15日（木）

28日（水）（21日（水）までに事前申込が必要）

6日（火）22日（木）

20日（火）
9日（金）23日（金）

21日（水）
12日（月）26日（月）

News
◆みずはし保育園卒園式◆認定ひばりこども園卒園式・　サッカー交流試合
◆芳賀北小学校ブレインジム◆祖陽が丘行政区説明会◆JAはが野からランチョンマット◆ふくしのなかま連絡会シンポジウム

お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：企画課　岩村成美

4/5 月
～11日

News
◆生井ミネさん
 100歳のお誕生日
◆祖母井保育園卒園式
◆カンセキ真岡芳賀ロードレース◆totraサービスイン記念式典◆とちぎGAPの第三者確認証交付式

お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：企画課　小林由典

4/12 月
～18日

News
◆芳賀中学校入学式
◆郵便局との協定調印式◆春の交通安全県民総ぐるみ運動◆真岡西ロータリークラブから　シトラスリボン寄贈

スポーツ大好き
お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：総務課　駒水龍太

4/19月
～25日

News
◆各小学校入学式
◆真岡消防署芳賀分署が新体制◆芳賀第２工業団地第１期分譲　に係る予約協定調印式

にこっと子育てガイド
お知らせ
芳賀町民の歌

◆認定ひばりこども園卒園式◆祖母井保育園卒園式

◆認定こども園のぶ幼稚園卒園式◆みずはし保育園卒園式

ナビゲーター：総務課　斎藤光葉

4/26月
～5/2 日

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
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

芳賀南小学校卒業式 芳賀東小学校卒業式 芳賀北小学校卒業式 芳賀中学校入学式

芳賀町役場から　　　　こんにちは
各課からのお知らせ

ふくしの部屋二つのご本尊様・宝の下駄

みんなの民話2020（再放送）

APRIL 2021

4広 報
令和3年4月 No.792

3月10日（水）卒業式（芳賀中学校）

▲防災行政無線
無料電話
QRコード

※放送から30分以内
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

問総務課地域安全対策係☎028（6
77）6029

０８００（８００）３７９９（無料）

特集① 「広報はが」リニューアル

　　② 新型コロナウイルス関連情
報

　　③ 令和3年度当初予算

　　④ 芳賀町の交通まちづくり

　　⑤ あなたにぴったりの生涯学
習

　　⑥ くらしナビ―交通安全―

　　⑦ 環の町芳賀“ストップ！不法
投棄”

「広報はが」個別郵送します

2 広報はが 令和3年4月号



6 広報はが 令和3年4月号

総額144億3,400万円総額144億3,400万円

予算総額の推移

繰入金
5億9,319万円
（5.8%）
財政調整基金、宅地造成
事業特別会計、地域福祉
基金などからの繰入金

　令和3年度は、第6次芳賀町振興計画の中期基
本計画と第2期芳賀町まち・ひと・しごと創生総合
戦略に基づく人口減少対策や新型コロナウイルス
感染症への対応を踏まえて、LRT開業に向けた「ま
ちづくり」の推進や町民生活の「安全・安心」そして

　一般会計では、新型コロナウイルス感染症対策
経費の増などにより、前年度を7,000万円上回る
101億7,000万円となりました。
　国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険を合わ
せた社会保障特別会計は、2,890万円減の35億
5,260万円となりました。
（総額に対し、町民1人当たり約92万4,000円）

　自主財源比率は昨年度と同
値になりましたが、町税は税
制改正などの影響により前年
比2億2,329万円（4.8％）の
減となりました。
　繰入金は、財政調整基金や
宅地造成事業特別会計などか
らの繰入金が前年比1億8,127
万円（44％）の増となりました。

一般会計予算の内訳　歳入

一般会計予算の内訳　歳出（目的別）
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依
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存
自
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財
源

（53.2％）（53.2％）（46.8％）（46.8％）

町税 43億4,289万円
（42.7%）
【内訳】
•個人町民税 6億9,070万円
•法人町民税 2億9,471万円
•固定資産税 30億1,169万円
•軽自動車税 5,952万円
•町たばこ税 9,900万円
•都市計画税 1億8,223万円
•入湯税 504万円

その他依存財源 8億4,149万円（8.3%）
地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税など

町債
13億9,890万円
（13.8%）
建設工事等にかかる借入金

県支出金
8億4,387万円（8.3%）
県負担金、補助金、委託金

民生費
23億1,340万円（22.7%）
高齢者や障がい者、児童福祉
などに要する経費

土木費
35億2,685万円（34.7%）
ＬＲＴ整備、市街地整備、道路、
公園などに要する経費

総務費 10億2,760万円（10.1%）
庁舎管理、町有施設管理、基金積立金
など行政全体の事務に要する経費

教育費 9億7,989万円（9.6%）
教育行政、小中学校の管理、生涯学習
などに要する経費

その他
1億2,826万円（1.3%）
議会費、労働費、予備費など

消防費 3億4,294万円（3.4%）
防災、消防団、防犯などに要する経費

商工費 3億2,380万円（3.2%）
商工業や観光に要する経費

公債費
3億4,911万円（3.4%）
町が借り入れた「町債」の償還金

衛生費
5億1,076万円（5.0%）
検診、健康増進、ごみ処理、
環境対策などに要する経費

農林水産業費
6億6,739万円（6.6%）
農林業、土地改良などに要する
経費

国支出金
16億7,540万円
（16.4%）
国庫負担金、補助金、委託金

その他自主財源
3億2,426万円（3.2%）
分担金・負担金、使用料・
手数料、財産収入など

繰越金
1億5,000万円
（1.5%）
令和2年度からの繰越金

予算総額 144億3,400万円
■一般会計 101億7,000万円
■社会保障特別会計 35億5,260万円
■その他特別会計 7億1,140万円

一般会計

歳出

　ＬＲＴ整備事業にかかる工事請負費など投資的
経費が2.6％の減となりました。その他の経費は、
新型コロナウイルス感染症対策としての中小企業
向け資金預託金などが増加したため15％の増と
なっています。

一般会計の内訳　歳出（性質別）

維持
補修費

59.2%

59.1%

区　　分 R2年度 R3年度 増減比
義務的経費
補助費等

5,969 6,025 0.9％
1,816 1,860 2.4％

人件費 1,603 1,632 1.8％
物件費 1,415 1,448 2.3％
扶助費 731 721 －1.4％

382 349 －8.6％
維持補修費 22 15 －31.8％

投資的経費 3,439 3,349 －2.6％
その他の経費 692 796 15.0％

補助費等補助費等

人件費人件費

物件費物件費

その他その他

投資的経費投資的経費

義務的経費の割合

公債費

R2 R3

（百万円）

公債費公債費
維持
補修費

公債費公債費

扶助費扶助費

「子育て支援の更なる充実」を図るため、一般会計
では過去最大となる101億7,000万円、特別会計
を含めた全会計では144億3,400万円の予算を編
成しました。
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　一番多いのは、ＬＲＴ整備
事業や芳賀第２工業団地整備
事業など土木費で、35億
2,685万（前年比1億7,116万
円の減）となりました。
　民生費は、新たに芳賀東小
学校学童保育施設新築工事費
を計上したことなどから、
9,213万円の増額となりまし
た。

101億7,000万円

101億7,000万円

一般会計

歳入

問企画課財政係☎028（677）6031

躍動する芳賀の町　未来につなげよう
令 和 3 年 度 当 初 予 算

新

懐 か し の 広 報 誌

が しくなりました

表紙デザインだけではありません

「広報はが」 ここが変わった！「広報はが」

◀昭和29年4月発行
　町村合併の経緯と新しい町のスタートが報じられた『芳賀
町のあゆみ』。現在の「広報はが」の原型とも言えるでしょう。

「広報はが」は、デザインや内容、構成の変化を重ねつつ、町民の
皆さんの活動や行政情報などをお伝えし続けています。

▲昭和37年5月発行

旧デザイン

▲昭和40年4月発行
名称が「広報はが」に

▲昭和49年3月発行
表紙が初めてのカラー
仕様

▲昭和54年1月発行 ▲昭和60年1月発行 ▲平成4年1月発行 ▲平成15年1月発行 ▲平成20年4月発行 ▲平成25年1月発行

　記事を原則横書きとするこ
とで、問い合わせ先の電話や
電子メールアドレス、ウェブサ
イトのURLなどの読みやすさ
が向上します。

　町が特にお伝えしたい情報を、巻頭に「特集」として
掲載するなど、コーナーの掲載順を変更しました。特
集記事については、表紙に記事名を掲載します。

　ページの端に、インデックス（見出し）を付けました。

　これまで目次ペー
ジに掲載していた「ご
みカレンダー」「役場
庁舎の業務案内」を、
裏表紙に移動しまし
た。芳賀チャンネル
番組表と併せてお役
立てください。

APRIL 2021

4広 報
令和3年4月 No.792

3月10日（水）卒業式（芳賀中学校）

▲防災行政無線
無料電話
QRコード

※放送から30分以内
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

問総務課地域安全対策係☎028（677）6029
０８００（８００）３７９９（無料）

特集① 「広報はが」リニューアル
　　② 新型コロナウイルス関連情報
　　③ 令和3年度当初予算
　　④ 芳賀町の交通まちづくり
　　⑤ あなたにぴったりの生涯学習
　　⑥ くらしナビ―交通安全―
　　⑦ 環の町芳賀“ストップ！不法投棄”

7広報はが 令和3年4月号

特

集

①

特

集

⑦

特

集

⑥

特

集

⑤

特

集

④

特

集

③

特

集
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繰入金
5億9,319万円
（5.8%）
財政調整基金、宅地造成
事業特別会計、地域福祉
基金などからの繰入金

　令和3年度は、第6次芳賀町振興計画の中期基
本計画と第2期芳賀町まち・ひと・しごと創生総合
戦略に基づく人口減少対策や新型コロナウイルス
感染症への対応を踏まえて、LRT開業に向けた「ま
ちづくり」の推進や町民生活の「安全・安心」そして

　一般会計では、新型コロナウイルス感染症対策
経費の増などにより、前年度を7,000万円上回る
101億7,000万円となりました。
　国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険を合わ
せた社会保障特別会計は、2,890万円減の35億
5,260万円となりました。
（総額に対し、町民1人当たり約92万4,000円）

　自主財源比率は昨年度と同
値になりましたが、町税は税
制改正などの影響により前年
比2億2,329万円（4.8％）の
減となりました。
　繰入金は、財政調整基金や
宅地造成事業特別会計などか
らの繰入金が前年比1億8,127
万円（44％）の増となりました。

一般会計予算の内訳　歳入

一般会計予算の内訳　歳出（目的別）
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町税 43億4,289万円
（42.7%）
【内訳】
•個人町民税 6億9,070万円
•法人町民税 2億9,471万円
•固定資産税 30億1,169万円
•軽自動車税 5,952万円
•町たばこ税 9,900万円
•都市計画税 1億8,223万円
•入湯税 504万円

その他依存財源 8億4,149万円（8.3%）
地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税など
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建設工事等にかかる借入金
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庁舎管理、町有施設管理、基金積立金
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教育行政、小中学校の管理、生涯学習
などに要する経費

その他
1億2,826万円（1.3%）
議会費、労働費、予備費など

消防費 3億4,294万円（3.4%）
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「子育て支援の更なる充実」を図るため、一般会計
では過去最大となる101億7,000万円、特別会計
を含めた全会計では144億3,400万円の予算を編
成しました。
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　一番多いのは、ＬＲＴ整備
事業や芳賀第２工業団地整備
事業など土木費で、35億
2,685万（前年比1億7,116万
円の減）となりました。
　民生費は、新たに芳賀東小
学校学童保育施設新築工事費
を計上したことなどから、
9,213万円の増額となりまし
た。
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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。

① 14:00
② 20:00
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届出のみ

日直室
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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。

※毎週木曜日の窓口一部延長、毎月第3土曜日の休日開庁は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間中止します。
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◆芳賀北小学校ブレインジム
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◆ふくしのなかま連絡会シンポジウム
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芳賀町民の歌

ナビゲーター：企画課　岩村成美
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◆芳賀中学校入学式
◆郵便局との協定調印式
◆春の交通安全県民総ぐるみ運動
◆真岡西ロータリークラブから
　シトラスリボン寄贈

スポーツ大好き
お知らせ
芳賀町民の歌
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経費の増などにより、前年度を7,000万円上回る
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　国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険を合わ
せた社会保障特別会計は、2,890万円減の35億
5,260万円となりました。
（総額に対し、町民1人当たり約92万4,000円）

　自主財源比率は昨年度と同
値になりましたが、町税は税
制改正などの影響により前年
比2億2,329万円（4.8％）の
減となりました。
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町税 43億4,289万円
（42.7%）
【内訳】
•個人町民税 6億9,070万円
•法人町民税 2億9,471万円
•固定資産税 30億1,169万円
•軽自動車税 5,952万円
•町たばこ税 9,900万円
•都市計画税 1億8,223万円
•入湯税 504万円

その他依存財源 8億4,149万円（8.3%）
地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税など

町債
13億9,890万円
（13.8%）
建設工事等にかかる借入金

県支出金
8億4,387万円（8.3%）
県負担金、補助金、委託金

民生費
23億1,340万円（22.7%）
高齢者や障がい者、児童福祉
などに要する経費

土木費
35億2,685万円（34.7%）
ＬＲＴ整備、市街地整備、道路、
公園などに要する経費

総務費 10億2,760万円（10.1%）
庁舎管理、町有施設管理、基金積立金
など行政全体の事務に要する経費

教育費 9億7,989万円（9.6%）
教育行政、小中学校の管理、生涯学習
などに要する経費

その他
1億2,826万円（1.3%）
議会費、労働費、予備費など

消防費 3億4,294万円（3.4%）
防災、消防団、防犯などに要する経費

商工費 3億2,380万円（3.2%）
商工業や観光に要する経費

公債費
3億4,911万円（3.4%）
町が借り入れた「町債」の償還金

衛生費
5億1,076万円（5.0%）
検診、健康増進、ごみ処理、
環境対策などに要する経費

農林水産業費
6億6,739万円（6.6%）
農林業、土地改良などに要する
経費

国支出金
16億7,540万円
（16.4%）
国庫負担金、補助金、委託金

その他自主財源
3億2,426万円（3.2%）
分担金・負担金、使用料・
手数料、財産収入など

繰越金
1億5,000万円
（1.5%）
令和2年度からの繰越金

予算総額 144億3,400万円
■一般会計 101億7,000万円
■社会保障特別会計 35億5,260万円
■その他特別会計 7億1,140万円

一般会計

歳出

　ＬＲＴ整備事業にかかる工事請負費など投資的
経費が2.6％の減となりました。その他の経費は、
新型コロナウイルス感染症対策としての中小企業
向け資金預託金などが増加したため15％の増と
なっています。

一般会計の内訳　歳出（性質別）

維持
補修費

59.2%

59.1%

区　　分 R2年度 R3年度 増減比
義務的経費
補助費等

5,969 6,025 0.9％
1,816 1,860 2.4％

人件費 1,603 1,632 1.8％
物件費 1,415 1,448 2.3％
扶助費 731 721 －1.4％

382 349 －8.6％
維持補修費 22 15 －31.8％

投資的経費 3,439 3,349 －2.6％
その他の経費 692 796 15.0％

補助費等補助費等

人件費人件費

物件費物件費

その他その他

投資的経費投資的経費

義務的経費の割合

公債費

R2 R3

（百万円）

公債費公債費
維持
補修費

公債費公債費

扶助費扶助費

「子育て支援の更なる充実」を図るため、一般会計
では過去最大となる101億7,000万円、特別会計
を含めた全会計では144億3,400万円の予算を編
成しました。
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　一番多いのは、ＬＲＴ整備
事業や芳賀第２工業団地整備
事業など土木費で、35億
2,685万（前年比1億7,116万
円の減）となりました。
　民生費は、新たに芳賀東小
学校学童保育施設新築工事費
を計上したことなどから、
9,213万円の増額となりまし
た。

101億7,000万円

101億7,000万円

一般会計

歳入

問企画課財政係☎028（677）6031

躍動する芳賀の町　未来につなげよう
令 和 3 年 度 当 初 予 算

インデックスで知りたい情報を探せます

便利情報が裏表紙に

特にお伝えしたい情報は巻頭に
全体が横書き・左開きに

新しい「広報はが」に対するあなたのご意見・ご感想をぜひお聞かせください。
企画課広報広聴係☎028（677）6099　　kouhoukouchou@town.tochigi-haga.lg.jp

6 広報はが 令和3年4月号

総額144億3,400万円総額144億3,400万円

予算総額の推移

繰入金
5億9,319万円
（5.8%）
財政調整基金、宅地造成
事業特別会計、地域福祉
基金などからの繰入金

　令和3年度は、第6次芳賀町振興計画の中期基
本計画と第2期芳賀町まち・ひと・しごと創生総合
戦略に基づく人口減少対策や新型コロナウイルス
感染症への対応を踏まえて、LRT開業に向けた「ま
ちづくり」の推進や町民生活の「安全・安心」そして

　一般会計では、新型コロナウイルス感染症対策
経費の増などにより、前年度を7,000万円上回る
101億7,000万円となりました。
　国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険を合わ
せた社会保障特別会計は、2,890万円減の35億
5,260万円となりました。
（総額に対し、町民1人当たり約92万4,000円）

　自主財源比率は昨年度と同
値になりましたが、町税は税
制改正などの影響により前年
比2億2,329万円（4.8％）の
減となりました。
　繰入金は、財政調整基金や
宅地造成事業特別会計などか
らの繰入金が前年比1億8,127
万円（44％）の増となりました。

一般会計予算の内訳　歳入

一般会計予算の内訳　歳出（目的別）
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町税 43億4,289万円
（42.7%）
【内訳】
•個人町民税 6億9,070万円
•法人町民税 2億9,471万円
•固定資産税 30億1,169万円
•軽自動車税 5,952万円
•町たばこ税 9,900万円
•都市計画税 1億8,223万円
•入湯税 504万円

その他依存財源 8億4,149万円（8.3%）
地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税など

町債
13億9,890万円
（13.8%）
建設工事等にかかる借入金

県支出金
8億4,387万円（8.3%）
県負担金、補助金、委託金

民生費
23億1,340万円（22.7%）
高齢者や障がい者、児童福祉
などに要する経費

土木費
35億2,685万円（34.7%）
ＬＲＴ整備、市街地整備、道路、
公園などに要する経費

総務費 10億2,760万円（10.1%）
庁舎管理、町有施設管理、基金積立金
など行政全体の事務に要する経費

教育費 9億7,989万円（9.6%）
教育行政、小中学校の管理、生涯学習
などに要する経費

その他
1億2,826万円（1.3%）
議会費、労働費、予備費など

消防費 3億4,294万円（3.4%）
防災、消防団、防犯などに要する経費

商工費 3億2,380万円（3.2%）
商工業や観光に要する経費

公債費
3億4,911万円（3.4%）
町が借り入れた「町債」の償還金

衛生費
5億1,076万円（5.0%）
検診、健康増進、ごみ処理、
環境対策などに要する経費

農林水産業費
6億6,739万円（6.6%）
農林業、土地改良などに要する
経費

国支出金
16億7,540万円
（16.4%）
国庫負担金、補助金、委託金

その他自主財源
3億2,426万円（3.2%）
分担金・負担金、使用料・
手数料、財産収入など

繰越金
1億5,000万円
（1.5%）
令和2年度からの繰越金

予算総額 144億3,400万円
■一般会計 101億7,000万円
■社会保障特別会計 35億5,260万円
■その他特別会計 7億1,140万円

一般会計

歳出

　ＬＲＴ整備事業にかかる工事請負費など投資的
経費が2.6％の減となりました。その他の経費は、
新型コロナウイルス感染症対策としての中小企業
向け資金預託金などが増加したため15％の増と
なっています。

一般会計の内訳　歳出（性質別）

維持
補修費

59.2%

59.1%

区　　分 R2年度 R3年度 増減比
義務的経費
補助費等

5,969 6,025 0.9％
1,816 1,860 2.4％

人件費 1,603 1,632 1.8％
物件費 1,415 1,448 2.3％
扶助費 731 721 －1.4％

382 349 －8.6％
維持補修費 22 15 －31.8％

投資的経費 3,439 3,349 －2.6％
その他の経費 692 796 15.0％

補助費等補助費等

人件費人件費

物件費物件費

その他その他

投資的経費投資的経費

義務的経費の割合

公債費

R2 R3

（百万円）

公債費公債費
維持
補修費

公債費公債費

扶助費扶助費

「子育て支援の更なる充実」を図るため、一般会計
では過去最大となる101億7,000万円、特別会計
を含めた全会計では144億3,400万円の予算を編
成しました。
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　一番多いのは、ＬＲＴ整備
事業や芳賀第２工業団地整備
事業など土木費で、35億
2,685万（前年比1億7,116万
円の減）となりました。
　民生費は、新たに芳賀東小
学校学童保育施設新築工事費
を計上したことなどから、
9,213万円の増額となりまし
た。

101億7,000万円

101億7,000万円

一般会計

歳入

問企画課財政係☎028（677）6031

躍動する芳賀の町　未来につなげよう
令 和 3 年 度 当 初 予 算

問企画課広報広聴係☎028（677）6099

大幅リニューアル！

　「広報はが」は、「読みやすく、伝わる広報」を目指
し、今号から大幅に紙面を刷新しました。
　刷新に当たっては、町広報広聴モニター委員の皆
さんにご意見を伺ったり、町ホームページ上でアン
ケート調査を行ったりしたほか、町広報広聴委員会
などにおいて検討を重ね、作業を進めました。
　「広報はが」は、より皆さんに親しまれる広報紙と

　「広報はが」は、役場や総合情報館などにて配布して
いますが、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。
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広報はが 
令和3年3月 No.791

芳賀町ホ
ームペー

ジ

https://w
ww.tow

n.tochig
i-haga.lg

.jp

防災行政
無線

無料電話
QRコード

▶

　防災行
政無線が

聞き取れ
ないとき

は、放送か
ら30分以

内で

あれば、電
話で内容

を確認す
ることが

できます
。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

問総務課
地域安全

対策係☎
028（677

）6029

０８００（８
００）３７９

９（無料）

2月2日（火
）みずは

し保育園
豆まき

　新型コ
ロナウイル

スの影響
によりイベ

ントや施設
利用等が

中止・変更
になる

場合があ
ります。最

新情報は
、町ホーム

ページや
芳賀チャン

ネルデー
タ放送を

ご確認くだ
さい。

不要不急
の外出を

控えてく
ださい！

【町の相
談窓口】芳

賀町新型
コロナウイ

ルス感染
症対策本

部（健康福
祉課健康

係）

　　　　
　　　平

日 8：30～
17：15 ☎

028（677
）6042―気を緩

めず続けま
しょう！感

染症対策
―

特集
■くらし

ナビplus
 東日本大

震災から
10年

■お花見
ガイド

なるよう、今後も改良を図りながら、町の情報をお
伝えしていきます。

問宇都宮ケーブルテレビ ☎028（638）8092 　企画課広報広聴係 ☎028（677）6099

芳賀チャンネル番組表
地上デジタル
リモコン番号

101CH
10 2021 4/5（月）～5/2（日）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
じ番組を放送
しています。
◆1サイクル
120分構成。
◆テレビ内番
組表をご利
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。

① 14:00
② 20:00

「広報はが」個別郵送します

芳賀町ホームページ

編集／芳賀町広報広聴委員会　　発行／芳賀町総務企画部企画課
☎ 028（677）6099　FAX 028（677）3123　　 kouhoukouchou@town.tochigi-haga.lg.jp

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020番地

問環境対策課 ☎028（677）6041 庁舎の業務案内
業務時間

収集地区 祖母井・稲毛田上稲毛田・給部芳志戸・八ツ木

上延生・下延生与能・打越新田東高橋・西高橋上記黒字の地区は火・金上記色字の地区は月・木もえないごみ・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

下高根沢
東水沼

西水沼・北長島

分　類
もえるごみ 業務内容 問い合わせ

平日
8:30～17:15 通常業務 各課
土日祝

8:30～17:00
死亡届など戸籍関係の

届出のみ 日直室
☎028（677）1111

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。

※毎週木曜日の窓口一部延長、毎月第3土曜日の休日開庁は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間中止します。広 報 令和３年４月号2021.4 No.792

4月ごみカレンダー 

15日（木）

28日（水）（21日（水）までに事前申込が必要）

6日（火）22日（木）

20日（火）
9日（金）23日（金）

21日（水）
12日（月）26日（月）

News
◆みずはし保育園卒園式◆認定ひばりこども園卒園式・　サッカー交流試合
◆芳賀北小学校ブレインジム◆祖陽が丘行政区説明会◆JAはが野からランチョンマット◆ふくしのなかま連絡会シンポジウム

お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：企画課　岩村成美

4/5 月
～11日

News
◆生井ミネさん
 100歳のお誕生日
◆祖母井保育園卒園式
◆カンセキ真岡芳賀ロードレース◆totraサービスイン記念式典◆とちぎGAPの第三者確認証交付式

お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：企画課　小林由典

4/12 月
～18日

News
◆芳賀中学校入学式
◆郵便局との協定調印式◆春の交通安全県民総ぐるみ運動◆真岡西ロータリークラブから　シトラスリボン寄贈

スポーツ大好き
お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：総務課　駒水龍太

4/19月
～25日

News
◆各小学校入学式
◆真岡消防署芳賀分署が新体制◆芳賀第２工業団地第１期分譲　に係る予約協定調印式

にこっと子育てガイド
お知らせ
芳賀町民の歌

◆認定ひばりこども園卒園式◆祖母井保育園卒園式

◆認定こども園のぶ幼稚園卒園式◆みずはし保育園卒園式

ナビゲーター：総務課　斎藤光葉

4/26月
～5/2 日

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
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

芳賀南小学校卒業式 芳賀東小学校卒業式 芳賀北小学校卒業式 芳賀中学校入学式

芳賀町役場から　　　　こんにちは
各課からのお知らせ

ふくしの部屋二つのご本尊様・宝の下駄

みんなの民話2020（再放送）

APRIL 2021

4広 報
令和3年4月 No.792

3月10日（水）卒業式（芳賀中学校）

▲防災行政無線
無料電話
QRコード

※放送から30分以内
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

問総務課地域安全対策係☎028（6
77）6029

０８００（８００）３７９９（無料）

特集① 「広報はが」リニューアル

　　② 新型コロナウイルス関連情
報

　　③ 令和3年度当初予算

　　④ 芳賀町の交通まちづくり

　　⑤ あなたにぴったりの生涯学
習

　　⑥ くらしナビ―交通安全―

　　⑦ 環の町芳賀“ストップ！不法
投棄”

「広報はが」個別郵送します

2 広報はが 令和3年4月号

6 広報はが 令和3年4月号

総額144億3,400万円総額144億3,400万円

予算総額の推移

繰入金
5億9,319万円
（5.8%）
財政調整基金、宅地造成
事業特別会計、地域福祉
基金などからの繰入金

　令和3年度は、第6次芳賀町振興計画の中期基
本計画と第2期芳賀町まち・ひと・しごと創生総合
戦略に基づく人口減少対策や新型コロナウイルス
感染症への対応を踏まえて、LRT開業に向けた「ま
ちづくり」の推進や町民生活の「安全・安心」そして

　一般会計では、新型コロナウイルス感染症対策
経費の増などにより、前年度を7,000万円上回る
101億7,000万円となりました。
　国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険を合わ
せた社会保障特別会計は、2,890万円減の35億
5,260万円となりました。
（総額に対し、町民1人当たり約92万4,000円）

　自主財源比率は昨年度と同
値になりましたが、町税は税
制改正などの影響により前年
比2億2,329万円（4.8％）の
減となりました。
　繰入金は、財政調整基金や
宅地造成事業特別会計などか
らの繰入金が前年比1億8,127
万円（44％）の増となりました。

一般会計予算の内訳　歳入

一般会計予算の内訳　歳出（目的別）

0

20

40

60

80

100

120

140

160

H29 H30 R元 R2 R3

（億円）

（年度）

（年度）

（億円）

財

依

源

存
自
主
財
源

（53.2％）（53.2％）（46.8％）（46.8％）

町税 43億4,289万円
（42.7%）
【内訳】
•個人町民税 6億9,070万円
•法人町民税 2億9,471万円
•固定資産税 30億1,169万円
•軽自動車税 5,952万円
•町たばこ税 9,900万円
•都市計画税 1億8,223万円
•入湯税 504万円

その他依存財源 8億4,149万円（8.3%）
地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税など

町債
13億9,890万円
（13.8%）
建設工事等にかかる借入金

県支出金
8億4,387万円（8.3%）
県負担金、補助金、委託金

民生費
23億1,340万円（22.7%）
高齢者や障がい者、児童福祉
などに要する経費

土木費
35億2,685万円（34.7%）
ＬＲＴ整備、市街地整備、道路、
公園などに要する経費

総務費 10億2,760万円（10.1%）
庁舎管理、町有施設管理、基金積立金
など行政全体の事務に要する経費

教育費 9億7,989万円（9.6%）
教育行政、小中学校の管理、生涯学習
などに要する経費

その他
1億2,826万円（1.3%）
議会費、労働費、予備費など

消防費 3億4,294万円（3.4%）
防災、消防団、防犯などに要する経費

商工費 3億2,380万円（3.2%）
商工業や観光に要する経費

公債費
3億4,911万円（3.4%）
町が借り入れた「町債」の償還金

衛生費
5億1,076万円（5.0%）
検診、健康増進、ごみ処理、
環境対策などに要する経費

農林水産業費
6億6,739万円（6.6%）
農林業、土地改良などに要する
経費

国支出金
16億7,540万円
（16.4%）
国庫負担金、補助金、委託金

その他自主財源
3億2,426万円（3.2%）
分担金・負担金、使用料・
手数料、財産収入など

繰越金
1億5,000万円
（1.5%）
令和2年度からの繰越金

予算総額 144億3,400万円
■一般会計 101億7,000万円
■社会保障特別会計 35億5,260万円
■その他特別会計 7億1,140万円

一般会計

歳出

　ＬＲＴ整備事業にかかる工事請負費など投資的
経費が2.6％の減となりました。その他の経費は、
新型コロナウイルス感染症対策としての中小企業
向け資金預託金などが増加したため15％の増と
なっています。

一般会計の内訳　歳出（性質別）

維持
補修費

59.2%

59.1%

区　　分 R2年度 R3年度 増減比
義務的経費
補助費等

5,969 6,025 0.9％
1,816 1,860 2.4％

人件費 1,603 1,632 1.8％
物件費 1,415 1,448 2.3％
扶助費 731 721 －1.4％

382 349 －8.6％
維持補修費 22 15 －31.8％

投資的経費 3,439 3,349 －2.6％
その他の経費 692 796 15.0％

補助費等補助費等

人件費人件費

物件費物件費

その他その他

投資的経費投資的経費

義務的経費の割合

公債費

R2 R3

（百万円）

公債費公債費
維持
補修費

公債費公債費

扶助費扶助費

「子育て支援の更なる充実」を図るため、一般会計
では過去最大となる101億7,000万円、特別会計
を含めた全会計では144億3,400万円の予算を編
成しました。
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　一番多いのは、ＬＲＴ整備
事業や芳賀第２工業団地整備
事業など土木費で、35億
2,685万（前年比1億7,116万
円の減）となりました。
　民生費は、新たに芳賀東小
学校学童保育施設新築工事費
を計上したことなどから、
9,213万円の増額となりまし
た。

101億7,000万円

101億7,000万円

一般会計

歳入

問企画課財政係☎028（677）6031

躍動する芳賀の町　未来につなげよう
令 和 3 年 度 当 初 予 算

新

懐 か し の 広 報 誌

が しくなりました

表紙デザインだけではありません

「広報はが」 ここが変わった！「広報はが」

◀昭和29年4月発行
　町村合併の経緯と新しい町のスタートが報じられた『芳賀
町のあゆみ』。現在の「広報はが」の原型とも言えるでしょう。

「広報はが」は、デザインや内容、構成の変化を重ねつつ、町民の
皆さんの活動や行政情報などをお伝えし続けています。

▲昭和37年5月発行

旧デザイン

▲昭和40年4月発行
名称が「広報はが」に

▲昭和49年3月発行
表紙が初めてのカラー
仕様

▲昭和54年1月発行 ▲昭和60年1月発行 ▲平成4年1月発行 ▲平成15年1月発行 ▲平成20年4月発行 ▲平成25年1月発行

　記事を原則横書きとするこ
とで、問い合わせ先の電話や
電子メールアドレス、ウェブサ
イトのURLなどの読みやすさ
が向上します。

　町が特にお伝えしたい情報を、巻頭に「特集」として
掲載するなど、コーナーの掲載順を変更しました。特
集記事については、表紙に記事名を掲載します。

　ページの端に、インデックス（見出し）を付けました。

　これまで目次ペー
ジに掲載していた「ご
みカレンダー」「役場
庁舎の業務案内」を、
裏表紙に移動しまし
た。芳賀チャンネル
番組表と併せてお役
立てください。
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学校学童保育施設新築工事費
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問企画課財政係☎028（677）6031

躍動する芳賀の町　未来につなげよう
令 和 3 年 度 当 初 予 算

問宇都宮ケーブルテレビ ☎028（638）8092 　企画課広報広聴係 ☎028（677）6099
芳賀チャンネル番組表地上デジタル

リモコン番号
101CH
10

2021 4/5（月）～5/2（日）
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
じ番組を放送
しています。
◆1サイクル
120分構成。
◆テレビ内番
組表をご利
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。

① 14:00
② 20:00

「広報はが」個別郵送します
芳賀町ホームページ

編集／芳賀町広報広聴委員会　　発行／芳賀町総務企画部企画課
☎ 028（677）6099　FAX 028（677）3123　　 kouhoukouchou@town.tochigi-haga.lg.jp
〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020番地

問環境対策課 ☎028（677）6041 庁舎の業務案内

業務時間
収集地区 祖母井・稲毛田

上稲毛田・給部
芳志戸・八ツ木

上延生・下延生
与能・打越新田
東高橋・西高橋

上記黒字の地区は火・金
上記色字の地区は月・木

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

下高根沢
東水沼

西水沼・北長島分　類

もえるごみ

業務内容 問い合わせ

平日
8:30～17:15 通常業務 各課

土日祝
8:30～17:00

死亡届など戸籍関係の
届出のみ

日直室
☎028（677）1111

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。

※毎週木曜日の窓口一部延長、毎月第3土曜日の休日開庁は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間中止します。

広 報 令和３年４月号
2021.4 No.792

4月ごみカレンダー 

15日（木）

28日（水）（21日（水）までに事前申込が必要）

6日（火）
22日（木）

20日（火）
9日（金）
23日（金）

21日（水）
12日（月）
26日（月）

News
◆みずはし保育園卒園式
◆認定ひばりこども園卒園式・
　サッカー交流試合
◆芳賀北小学校ブレインジム
◆祖陽が丘行政区説明会
◆JAはが野からランチョンマット
◆ふくしのなかま連絡会シンポジウム

お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：企画課　岩村成美

4/5月
～11日

News
◆生井ミネさん
 100歳のお誕生日
◆祖母井保育園卒園式
◆カンセキ真岡芳賀ロードレース
◆totraサービスイン記念式典
◆とちぎGAPの第三者確認証交付式

お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：企画課　小林由典

4/12月
～18日

News
◆芳賀中学校入学式
◆郵便局との協定調印式
◆春の交通安全県民総ぐるみ運動
◆真岡西ロータリークラブから
　シトラスリボン寄贈

スポーツ大好き
お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：総務課　駒水龍太

4/19月
～25日

News
◆各小学校入学式
◆真岡消防署芳賀分署が新体制
◆芳賀第２工業団地第１期分譲
　に係る予約協定調印式

にこっと子育てガイド
お知らせ
芳賀町民の歌

◆認定ひばりこども園卒園式
◆祖母井保育園卒園式

◆認定こども園のぶ幼稚園卒園式
◆みずはし保育園卒園式

ナビゲーター：総務課　斎藤光葉

4/26月
～5/2日

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

芳賀南小学校卒業式 芳賀東小学校卒業式 芳賀北小学校卒業式 芳賀中学校入学式

芳賀町役場から　
　　　こんにちは

各課からのお知らせ

ふく
しの部屋

二つのご本尊様・宝の下駄

みんなの民話

2020（再放送）
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3月10日（水）卒業式（芳賀中学校）

▲防災行政無線
無料電話
QRコード

※放送から30分以内
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

問総務課地域安全対策係☎028（677）6029
０８００（８００）３７９９（無料）

特集① 「広報はが」リニューアル
　　② 新型コロナウイルス関連情報
　　③ 令和3年度当初予算
　　④ 芳賀町の交通まちづくり
　　⑤ あなたにぴったりの生涯学習
　　⑥ くらしナビ―交通安全―
　　⑦ 環の町芳賀“ストップ！不法投棄”

問宇都宮ケーブルテレビ ☎028（638）8092 　企画課広報広聴係 ☎028（677）6099
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リモコン番号
101CH
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② 8:00
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⑧ 20:00
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◆1サイクル
120分構成。
◆テレビ内番
組表をご利
用ください。
（原則毎週日
曜日更新）
◆番組内容
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更する場合が
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了承ください。

① 14:00
② 20:00

「広報はが」個別郵送します
芳賀町ホームページ

編集／芳賀町広報広聴委員会　　発行／芳賀町総務企画部企画課
☎ 028（677）6099　FAX 028（677）3123　　 kouhoukouchou@town.tochigi-haga.lg.jp
〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020番地

問環境対策課 ☎028（677）6041 庁舎の業務案内

業務時間
収集地区 祖母井・稲毛田

上稲毛田・給部
芳志戸・八ツ木

上延生・下延生
与能・打越新田
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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。

※毎週木曜日の窓口一部延長、毎月第3土曜日の休日開庁は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間中止します。
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◆ふくしのなかま連絡会シンポジウム
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芳賀町民の歌

ナビゲーター：企画課　岩村成美
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News
◆生井ミネさん
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◆totraサービスイン記念式典
◆とちぎGAPの第三者確認証交付式
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◆真岡西ロータリークラブから
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お知らせ
芳賀町民の歌
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　に係る予約協定調印式

にこっと子育てガイド
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芳賀町民の歌

◆認定ひばりこども園卒園式
◆祖母井保育園卒園式

◆認定こども園のぶ幼稚園卒園式
◆みずはし保育園卒園式

ナビゲーター：総務課　斎藤光葉

4/26月
～5/2日
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②総額144億3,400万円総額144億3,400万円

予算総額の推移

繰入金
5億9,319万円
（5.8%）
財政調整基金、宅地造成
事業特別会計、地域福祉
基金などからの繰入金

　令和3年度は、第6次芳賀町振興計画の中期基
本計画と第2期芳賀町まち・ひと・しごと創生総合
戦略に基づく人口減少対策や新型コロナウイルス
感染症への対応を踏まえて、LRT開業に向けた「ま
ちづくり」の推進や町民生活の「安全・安心」そして

　一般会計では、新型コロナウイルス感染症対策
経費の増などにより、前年度を7,000万円上回る
101億7,000万円となりました。
　国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険を合わ
せた社会保障特別会計は、2,890万円減の35億
5,260万円となりました。
（総額に対し、町民1人当たり約92万4,000円）

　自主財源比率は昨年度と同
値になりましたが、町税は税
制改正などの影響により前年
比2億2,329万円（4.8％）の
減となりました。
　繰入金は、財政調整基金や
宅地造成事業特別会計などか
らの繰入金が前年比1億8,127
万円（44％）の増となりました。

一般会計予算の内訳　歳入

一般会計予算の内訳　歳出（目的別）
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町税 43億4,289万円
（42.7%）
【内訳】
•個人町民税 6億9,070万円
•法人町民税 2億9,471万円
•固定資産税 30億1,169万円
•軽自動車税 5,952万円
•町たばこ税 9,900万円
•都市計画税 1億8,223万円
•入湯税 504万円

その他依存財源 8億4,149万円（8.3%）
地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税など

町債
13億9,890万円
（13.8%）
建設工事等にかかる借入金

県支出金
8億4,387万円（8.3%）
県負担金、補助金、委託金

民生費
23億1,340万円（22.7%）
高齢者や障がい者、児童福祉
などに要する経費

土木費
35億2,685万円（34.7%）
ＬＲＴ整備、市街地整備、道路、
公園などに要する経費

総務費 10億2,760万円（10.1%）
庁舎管理、町有施設管理、基金積立金
など行政全体の事務に要する経費

教育費 9億7,989万円（9.6%）
教育行政、小中学校の管理、生涯学習
などに要する経費

その他
1億2,826万円（1.3%）
議会費、労働費、予備費など

消防費 3億4,294万円（3.4%）
防災、消防団、防犯などに要する経費

商工費 3億2,380万円（3.2%）
商工業や観光に要する経費

公債費
3億4,911万円（3.4%）
町が借り入れた「町債」の償還金

衛生費
5億1,076万円（5.0%）
検診、健康増進、ごみ処理、
環境対策などに要する経費

農林水産業費
6億6,739万円（6.6%）
農林業、土地改良などに要する
経費

国支出金
16億7,540万円
（16.4%）
国庫負担金、補助金、委託金

その他自主財源
3億2,426万円（3.2%）
分担金・負担金、使用料・
手数料、財産収入など

繰越金
1億5,000万円
（1.5%）
令和2年度からの繰越金

予算総額 144億3,400万円
■一般会計 101億7,000万円
■社会保障特別会計 35億5,260万円
■その他特別会計 7億1,140万円

一般会計

歳出

　ＬＲＴ整備事業にかかる工事請負費など投資的
経費が2.6％の減となりました。その他の経費は、
新型コロナウイルス感染症対策としての中小企業
向け資金預託金などが増加したため15％の増と
なっています。

一般会計の内訳　歳出（性質別）

維持
補修費

59.2%

59.1%

区　　分 R2年度 R3年度 増減比
義務的経費
補助費等

5,969 6,025 0.9％
1,816 1,860 2.4％

人件費 1,603 1,632 1.8％
物件費 1,415 1,448 2.3％
扶助費 731 721 －1.4％

382 349 －8.6％
維持補修費 22 15 －31.8％

投資的経費 3,439 3,349 －2.6％
その他の経費 692 796 15.0％

補助費等補助費等

人件費人件費

物件費物件費

その他その他

投資的経費投資的経費

義務的経費の割合

公債費

R2 R3

（百万円）

公債費公債費
維持
補修費

公債費公債費

扶助費扶助費

「子育て支援の更なる充実」を図るため、一般会計
では過去最大となる101億7,000万円、特別会計
を含めた全会計では144億3,400万円の予算を編
成しました。
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　一番多いのは、ＬＲＴ整備
事業や芳賀第２工業団地整備
事業など土木費で、35億
2,685万（前年比1億7,116万
円の減）となりました。
　民生費は、新たに芳賀東小
学校学童保育施設新築工事費
を計上したことなどから、
9,213万円の増額となりまし
た。

101億7,000万円

101億7,000万円

一般会計

歳入

問企画課財政係☎028（677）6031

躍動する芳賀の町　未来につなげよう
令 和 3 年 度 当 初 予 算

インデックスで知りたい情報を探せます

便利情報が裏表紙に

特にお伝えしたい情報は巻頭に
全体が横書き・左開きに

新しい「広報はが」に対するあなたのご意見・ご感想をぜひお聞かせください。
企画課広報広聴係☎028（677）6099　　kouhoukouchou@town.tochigi-haga.lg.jp
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　一般会計では、新型コロナウイルス感染症対策
経費の増などにより、前年度を7,000万円上回る
101億7,000万円となりました。
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•個人町民税 6億9,070万円
•法人町民税 2億9,471万円
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その他
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農林業、土地改良などに要する
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国支出金
16億7,540万円
（16.4%）
国庫負担金、補助金、委託金

その他自主財源
3億2,426万円（3.2%）
分担金・負担金、使用料・
手数料、財産収入など

繰越金
1億5,000万円
（1.5%）
令和2年度からの繰越金

予算総額 144億3,400万円
■一般会計 101億7,000万円
■社会保障特別会計 35億5,260万円
■その他特別会計 7億1,140万円

一般会計

歳出

　ＬＲＴ整備事業にかかる工事請負費など投資的
経費が2.6％の減となりました。その他の経費は、
新型コロナウイルス感染症対策としての中小企業
向け資金預託金などが増加したため15％の増と
なっています。

一般会計の内訳　歳出（性質別）

維持
補修費

59.2%

59.1%

区　　分 R2年度 R3年度 増減比
義務的経費
補助費等

5,969 6,025 0.9％
1,816 1,860 2.4％

人件費 1,603 1,632 1.8％
物件費 1,415 1,448 2.3％
扶助費 731 721 －1.4％

382 349 －8.6％
維持補修費 22 15 －31.8％

投資的経費 3,439 3,349 －2.6％
その他の経費 692 796 15.0％

補助費等補助費等

人件費人件費

物件費物件費

その他その他

投資的経費投資的経費

義務的経費の割合

公債費

R2 R3

（百万円）

公債費公債費
維持
補修費

公債費公債費

扶助費扶助費

「子育て支援の更なる充実」を図るため、一般会計
では過去最大となる101億7,000万円、特別会計
を含めた全会計では144億3,400万円の予算を編
成しました。
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　一番多いのは、ＬＲＴ整備
事業や芳賀第２工業団地整備
事業など土木費で、35億
2,685万（前年比1億7,116万
円の減）となりました。
　民生費は、新たに芳賀東小
学校学童保育施設新築工事費
を計上したことなどから、
9,213万円の増額となりまし
た。

101億7,000万円

101億7,000万円

一般会計

歳入

問企画課財政係☎028（677）6031

躍動する芳賀の町　未来につなげよう
令 和 3 年 度 当 初 予 算

問企画課広報広聴係☎028（677）6099

大幅リニューアル！

　「広報はが」は、「読みやすく、伝わる広報」を目指
し、今号から大幅に紙面を刷新しました。
　刷新に当たっては、町広報広聴モニター委員の皆
さんにご意見を伺ったり、町ホームページ上でアン
ケート調査を行ったりしたほか、町広報広聴委員会
などにおいて検討を重ね、作業を進めました。
　「広報はが」は、より皆さんに親しまれる広報紙と

　「広報はが」は、役場や総合情報館などにて配布して
いますが、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。

3
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広報はが 
令和3年3月 No.791

芳賀町ホ
ームペー

ジ

https://w
ww.tow

n.tochig
i-haga.lg

.jp

防災行政
無線

無料電話
QRコード

▶

　防災行
政無線が

聞き取れ
ないとき

は、放送か
ら30分以

内で

あれば、電
話で内容

を確認す
ることが

できます
。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

問総務課
地域安全

対策係☎
028（677

）6029

０８００（８
００）３７９

９（無料）

2月2日（火
）みずは

し保育園
豆まき

　新型コ
ロナウイル

スの影響
によりイベ

ントや施設
利用等が

中止・変更
になる

場合があ
ります。最

新情報は
、町ホーム

ページや
芳賀チャン

ネルデー
タ放送を

ご確認くだ
さい。

不要不急
の外出を

控えてく
ださい！

【町の相
談窓口】芳

賀町新型
コロナウイ

ルス感染
症対策本

部（健康福
祉課健康

係）

　　　　
　　　平

日 8：30～
17：15 ☎

028（677
）6042―気を緩

めず続けま
しょう！感

染症対策
―

特集
■くらし

ナビplus
 東日本大

震災から
10年

■お花見
ガイド

なるよう、今後も改良を図りながら、町の情報をお
伝えしていきます。

問宇都宮ケーブルテレビ ☎028（638）8092 　企画課広報広聴係 ☎028（677）6099

芳賀チャンネル番組表
地上デジタル
リモコン番号

101CH
10 2021 4/5（月）～5/2（日）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
じ番組を放送
しています。
◆1サイクル
120分構成。
◆テレビ内番
組表をご利
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。

① 14:00
② 20:00

「広報はが」個別郵送します

芳賀町ホームページ

編集／芳賀町広報広聴委員会　　発行／芳賀町総務企画部企画課
☎ 028（677）6099　FAX 028（677）3123　　 kouhoukouchou@town.tochigi-haga.lg.jp

〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020番地

問環境対策課 ☎028（677）6041 庁舎の業務案内
業務時間

収集地区 祖母井・稲毛田上稲毛田・給部芳志戸・八ツ木

上延生・下延生与能・打越新田東高橋・西高橋上記黒字の地区は火・金上記色字の地区は月・木もえないごみ・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

下高根沢
東水沼

西水沼・北長島

分　類
もえるごみ 業務内容 問い合わせ

平日
8:30～17:15 通常業務 各課
土日祝

8:30～17:00
死亡届など戸籍関係の

届出のみ 日直室
☎028（677）1111

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。

※毎週木曜日の窓口一部延長、毎月第3土曜日の休日開庁は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間中止します。広 報 令和３年４月号2021.4 No.792

4月ごみカレンダー 

15日（木）

28日（水）（21日（水）までに事前申込が必要）

6日（火）22日（木）

20日（火）
9日（金）23日（金）

21日（水）
12日（月）26日（月）

News
◆みずはし保育園卒園式◆認定ひばりこども園卒園式・　サッカー交流試合
◆芳賀北小学校ブレインジム◆祖陽が丘行政区説明会◆JAはが野からランチョンマット◆ふくしのなかま連絡会シンポジウム

お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：企画課　岩村成美

4/5 月
～11日

News
◆生井ミネさん
 100歳のお誕生日
◆祖母井保育園卒園式
◆カンセキ真岡芳賀ロードレース◆totraサービスイン記念式典◆とちぎGAPの第三者確認証交付式

お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：企画課　小林由典

4/12 月
～18日

News
◆芳賀中学校入学式
◆郵便局との協定調印式◆春の交通安全県民総ぐるみ運動◆真岡西ロータリークラブから　シトラスリボン寄贈

スポーツ大好き
お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：総務課　駒水龍太

4/19月
～25日

News
◆各小学校入学式
◆真岡消防署芳賀分署が新体制◆芳賀第２工業団地第１期分譲　に係る予約協定調印式

にこっと子育てガイド
お知らせ
芳賀町民の歌

◆認定ひばりこども園卒園式◆祖母井保育園卒園式

◆認定こども園のぶ幼稚園卒園式◆みずはし保育園卒園式

ナビゲーター：総務課　斎藤光葉

4/26月
～5/2 日

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
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

芳賀南小学校卒業式 芳賀東小学校卒業式 芳賀北小学校卒業式 芳賀中学校入学式

芳賀町役場から　　　　こんにちは
各課からのお知らせ

ふくしの部屋二つのご本尊様・宝の下駄

みんなの民話2020（再放送）

APRIL 2021

4広 報
令和3年4月 No.792

3月10日（水）卒業式（芳賀中学校）

▲防災行政無線
無料電話
QRコード

※放送から30分以内
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

問総務課地域安全対策係☎028（6
77）6029

０８００（８００）３７９９（無料）

特集① 「広報はが」リニューアル

　　② 新型コロナウイルス関連情
報

　　③ 令和3年度当初予算

　　④ 芳賀町の交通まちづくり

　　⑤ あなたにぴったりの生涯学
習

　　⑥ くらしナビ―交通安全―

　　⑦ 環の町芳賀“ストップ！不法
投棄”

「広報はが」個別郵送します
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集
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集

③

特

集

②



2回目の接種は1回目から3～4週間間隔を空けます。

対応内容 受付時間

9：00～21：00
（土日祝日を含む）

24時間
（土日祝日を含む）

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

接種順位

1

2

3

4

対　象　者

医療従事者等

高齢者（令和３年度中に65歳以上に達する人）

基礎疾患のある人、高齢者施設等の従事者

それ以外の人

新型コロナウイルス関連情報

対　　象／町内在住者
対象の検査内容と助成金額／
 PCR検査：1万円（補助上限額）
 抗原定量検査：3,500円（補助上限額）
 ※年度内一人につきいずれか１回限り
対象期間／4月1日～令和4年3月31日
申請期限／検査実施日から30日以内
申請手続きの流れ／
 ①医療機関の窓口で検査費用を全額支払う
 ②健康福祉課窓口に必要書類を持参し、

申請手続きを行う
必要書類／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
名義の振込口座がわかるもの

 ※お子さんなどの場合は保護者名義の振込口座
そ の 他／保険診療の検査は対象外

接種の対象／16歳以上の人
接種順位／ワクチンは徐々に供給が行われることから、

下表の順に接種を進めていく見込みです。

接種回数／1人2回
接種会場／集団接種は、農業者トレーニングセンター

を予定しています。医療機関で接種する
個別接種の実施については、現在、町内
医療機関と調整中です。

Ｑ：芳賀町ではいつごろから接種できますか？
Ａ：５月の連休明け頃から接種開始を予定しています。

Ｑ：集団接種は毎日行いますか？
Ａ：集団接種は毎週火・水・木曜日と月２回の日
曜日を計画しています。

　　受付は13:30～15:30の予定で、予約時には受付
時間も予約します。

Ｑ：持病があって定期的に病院に行っている人は
　　どうすればよいのですか？
Ａ：病気で治療中の人やアレルギーをお持ちの人は、
接種を慎重に検討した方がよい場合があります
ので、かかりつけ医等にご相談ください。

　接種を希望する場合は事前予約が必要です。町の
集団接種の予約方法は、電話またはインターネットの
2通りを予定しています。具体的な方法は、詳細が決
まり次第ご案内します。

通知を受け取る
　通知が届いたら、クーポン券（接種券）、予診票、
案内通知などが入っているかご確認ください。

接種１回目の予約をする
　町コールセンターへ電話またはインターネットで、
接種日時を予約。

ワクチン接種（１回目）
　予約した日時に接種会場へ行き、医師による予診
後、接種を受ける。

接種２回目の予約をする
　町コールセンターへ電話またはインターネットで、
　2回目であることを申し出し、接種日時を予約。

ワクチン接種（２回目）
　予約した日時に接種会場へ行き、医師による予診
後、2回目の接種を受ける。

接種完了
　接種内容を記録した予防接種済証を発行します。
大切に保管してください。

芳賀町
独自

問健康福祉課新型コロナウイルス感染症対策係 ☎028（678）8773

ＰＣＲ検査等の費用を
助成します

新型コロナウイルスワクチン
接種の流れ（集団接種の場合）

新型コロナウイルス
ワクチン接種について

　４月１日に「町新型コロナワクチンコールセンター」
を開設しました。町におけるワクチン接種に関するお
問い合わせに対応していきます。

町新型コロナワクチンコールセンター
☎028（678）8773

受付時間／平日8:30～17:00
※専門的な相談については、次の栃木県や厚生労
働省のコールセンターへお問い合わせください。

栃木県〈受診・ワクチン相談センター〉
☎0570（052）092

厚生労働省〈新型コロナワクチンコールセンター〉
☎0120（761）770

受付時間／9:00～21:00（土日祝日を含む）
対応内容／新型コロナウイルスワクチン全般に関す
る問い合わせ等

　新型コロナウイルスワクチン接種についての一般
的な情報は、厚生労働省ホームページや首相官邸
ホームページなどでご確認できます。

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000121431_00218.html

首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/
kansensho/vaccine.html

不審な電話に注意
　新型コロナウイルスワクチン接種のために必要と語り、
金銭や個人情報をだまし取ろうとする電話が確認されて
います。ワクチン接種に費用が掛かることはありません。
　少しでも不安を感じたら、芳賀地区消費生活セン
ター☎0120（797）188にご相談ください。

町新型コロナワクチン
コールセンター開設

感染者やその家族、医療従事者等の人権を尊重し
差別的な取り扱いはやめましょう

・無症状、無自覚で訪れた店舗が、謝罪や賠償を強
　要する
・勤務先の病院で感染者が発生したことを理由に、
　子どもの保育園等の利用を拒否する
・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表、
　非難する
・感染者が発生した学校の学生やその家族に対して、
　来店を拒否する
・感染したことを理由に解雇する
・回復したのに出社拒否する

　新型コロナウイルス感染症に関する
偏見や差別を防止するための規定が設
けられました。

新型コロナウイルス感染症対策推進室

4 広報はが 令和3年4月号



2回目の接種は1回目から3～4週間間隔を空けます。

対応内容 受付時間

9：00～21：00
（土日祝日を含む）

24時間
（土日祝日を含む）

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

接種順位

1

2

3

4

対　象　者

医療従事者等

高齢者（令和３年度中に65歳以上に達する人）

基礎疾患のある人、高齢者施設等の従事者

それ以外の人

新型コロナウイルス関連情報

対　　象／町内在住者
対象の検査内容と助成金額／
 PCR検査：1万円（補助上限額）
 抗原定量検査：3,500円（補助上限額）
 ※年度内一人につきいずれか１回限り
対象期間／4月1日～令和4年3月31日
申請期限／検査実施日から30日以内
申請手続きの流れ／
 ①医療機関の窓口で検査費用を全額支払う
 ②健康福祉課窓口に必要書類を持参し、

申請手続きを行う
必要書類／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
名義の振込口座がわかるもの

 ※お子さんなどの場合は保護者名義の振込口座
そ の 他／保険診療の検査は対象外

接種の対象／16歳以上の人
接種順位／ワクチンは徐々に供給が行われることから、

下表の順に接種を進めていく見込みです。

接種回数／1人2回
接種会場／集団接種は、農業者トレーニングセンター

を予定しています。医療機関で接種する
個別接種の実施については、現在、町内
医療機関と調整中です。

Ｑ：芳賀町ではいつごろから接種できますか？
Ａ：５月の連休明け頃から接種開始を予定しています。

Ｑ：集団接種は毎日行いますか？
Ａ：集団接種は毎週火・水・木曜日と月２回の日
曜日を計画しています。

　　受付は13:30～15:30の予定で、予約時には受付
時間も予約します。

Ｑ：持病があって定期的に病院に行っている人は
　　どうすればよいのですか？
Ａ：病気で治療中の人やアレルギーをお持ちの人は、
接種を慎重に検討した方がよい場合があります
ので、かかりつけ医等にご相談ください。

　接種を希望する場合は事前予約が必要です。町の
集団接種の予約方法は、電話またはインターネットの
2通りを予定しています。具体的な方法は、詳細が決
まり次第ご案内します。

通知を受け取る
　通知が届いたら、クーポン券（接種券）、予診票、
案内通知などが入っているかご確認ください。

接種１回目の予約をする
　町コールセンターへ電話またはインターネットで、
接種日時を予約。

ワクチン接種（１回目）
　予約した日時に接種会場へ行き、医師による予診
後、接種を受ける。

接種２回目の予約をする
　町コールセンターへ電話またはインターネットで、
　2回目であることを申し出し、接種日時を予約。

ワクチン接種（２回目）
　予約した日時に接種会場へ行き、医師による予診
後、2回目の接種を受ける。

接種完了
　接種内容を記録した予防接種済証を発行します。
大切に保管してください。

芳賀町
独自

問健康福祉課新型コロナウイルス感染症対策係 ☎028（678）8773

ＰＣＲ検査等の費用を
助成します

新型コロナウイルスワクチン
接種の流れ（集団接種の場合）

新型コロナウイルス
ワクチン接種について

　４月１日に「町新型コロナワクチンコールセンター」
を開設しました。町におけるワクチン接種に関するお
問い合わせに対応していきます。

町新型コロナワクチンコールセンター
☎028（678）8773

受付時間／平日8:30～17:00
※専門的な相談については、次の栃木県や厚生労
働省のコールセンターへお問い合わせください。

栃木県〈受診・ワクチン相談センター〉
☎0570（052）092

厚生労働省〈新型コロナワクチンコールセンター〉
☎0120（761）770

受付時間／9:00～21:00（土日祝日を含む）
対応内容／新型コロナウイルスワクチン全般に関す
る問い合わせ等

　新型コロナウイルスワクチン接種についての一般
的な情報は、厚生労働省ホームページや首相官邸
ホームページなどでご確認できます。

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000121431_00218.html

首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/
kansensho/vaccine.html

不審な電話に注意
　新型コロナウイルスワクチン接種のために必要と語り、
金銭や個人情報をだまし取ろうとする電話が確認されて
います。ワクチン接種に費用が掛かることはありません。
　少しでも不安を感じたら、芳賀地区消費生活セン
ター☎0120（797）188にご相談ください。

町新型コロナワクチン
コールセンター開設

感染者やその家族、医療従事者等の人権を尊重し
差別的な取り扱いはやめましょう

・無症状、無自覚で訪れた店舗が、謝罪や賠償を強
　要する
・勤務先の病院で感染者が発生したことを理由に、
　子どもの保育園等の利用を拒否する
・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表、
　非難する
・感染者が発生した学校の学生やその家族に対して、
　来店を拒否する
・感染したことを理由に解雇する
・回復したのに出社拒否する

　新型コロナウイルス感染症に関する
偏見や差別を防止するための規定が設
けられました。

新型コロナウイルス感染症対策推進室
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総額144億3,400万円総額144億3,400万円

予算総額の推移

繰入金
5億9,319万円
（5.8%）
財政調整基金、宅地造成
事業特別会計、地域福祉
基金などからの繰入金

　令和3年度は、第6次芳賀町振興計画の中期基
本計画と第2期芳賀町まち・ひと・しごと創生総合
戦略に基づく人口減少対策や新型コロナウイルス
感染症への対応を踏まえて、LRT開業に向けた「ま
ちづくり」の推進や町民生活の「安全・安心」そして

　一般会計では、新型コロナウイルス感染症対策
経費の増などにより、前年度を7,000万円上回る
101億7,000万円となりました。
　国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険を合わ
せた社会保障特別会計は、2,890万円減の35億
5,260万円となりました。
（総額に対し、町民1人当たり約92万4,000円）

　自主財源比率は昨年度と同
値になりましたが、町税は税
制改正などの影響により前年
比2億2,329万円（4.8％）の
減となりました。
　繰入金は、財政調整基金や
宅地造成事業特別会計などか
らの繰入金が前年比1億8,127
万円（44％）の増となりました。

一般会計予算の内訳　歳入

一般会計予算の内訳　歳出（目的別）
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（53.2％）（53.2％）（46.8％）（46.8％）

町税 43億4,289万円
（42.7%）
【内訳】
•個人町民税 6億9,070万円
•法人町民税 2億9,471万円
•固定資産税 30億1,169万円
•軽自動車税 5,952万円
•町たばこ税 9,900万円
•都市計画税 1億8,223万円
•入湯税 504万円

その他依存財源 8億4,149万円（8.3%）
地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税など

町債
13億9,890万円
（13.8%）
建設工事等にかかる借入金

県支出金
8億4,387万円（8.3%）
県負担金、補助金、委託金

民生費
23億1,340万円（22.7%）
高齢者や障がい者、児童福祉
などに要する経費

土木費
35億2,685万円（34.7%）
ＬＲＴ整備、市街地整備、道路、
公園などに要する経費

総務費 10億2,760万円（10.1%）
庁舎管理、町有施設管理、基金積立金
など行政全体の事務に要する経費

教育費 9億7,989万円（9.6%）
教育行政、小中学校の管理、生涯学習
などに要する経費

その他
1億2,826万円（1.3%）
議会費、労働費、予備費など

消防費 3億4,294万円（3.4%）
防災、消防団、防犯などに要する経費

商工費 3億2,380万円（3.2%）
商工業や観光に要する経費

公債費
3億4,911万円（3.4%）
町が借り入れた「町債」の償還金

衛生費
5億1,076万円（5.0%）
検診、健康増進、ごみ処理、
環境対策などに要する経費

農林水産業費
6億6,739万円（6.6%）
農林業、土地改良などに要する
経費

国支出金
16億7,540万円
（16.4%）
国庫負担金、補助金、委託金

その他自主財源
3億2,426万円（3.2%）
分担金・負担金、使用料・
手数料、財産収入など

繰越金
1億5,000万円
（1.5%）
令和2年度からの繰越金

予算総額 144億3,400万円
■一般会計 101億7,000万円
■社会保障特別会計 35億5,260万円
■その他特別会計 7億1,140万円

一般会計

歳出

　ＬＲＴ整備事業にかかる工事請負費など投資的
経費が2.6％の減となりました。その他の経費は、
新型コロナウイルス感染症対策としての中小企業
向け資金預託金などが増加したため15％の増と
なっています。

一般会計の内訳　歳出（性質別）

維持
補修費

59.2%

59.1%

区　　分 R2年度 R3年度 増減比
義務的経費
補助費等

5,969 6,025 0.9％
1,816 1,860 2.4％

人件費 1,603 1,632 1.8％
物件費 1,415 1,448 2.3％
扶助費 731 721 －1.4％

382 349 －8.6％
維持補修費 22 15 －31.8％

投資的経費 3,439 3,349 －2.6％
その他の経費 692 796 15.0％

補助費等補助費等

人件費人件費

物件費物件費

その他その他

投資的経費投資的経費

義務的経費の割合

公債費

R2 R3

（百万円）

公債費公債費
維持
補修費

公債費公債費

扶助費扶助費

「子育て支援の更なる充実」を図るため、一般会計
では過去最大となる101億7,000万円、特別会計
を含めた全会計では144億3,400万円の予算を編
成しました。
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　一番多いのは、ＬＲＴ整備
事業や芳賀第２工業団地整備
事業など土木費で、35億
2,685万（前年比1億7,116万
円の減）となりました。
　民生費は、新たに芳賀東小
学校学童保育施設新築工事費
を計上したことなどから、
9,213万円の増額となりまし
た。

101億7,000万円

101億7,000万円

一般会計

歳入

問企画課財政係☎028（677）6031

躍動する芳賀の町　未来につなげよう
令 和 3 年 度 当 初 予 算
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町税 43億4,289万円
（42.7%）
【内訳】
•個人町民税 6億9,070万円
•法人町民税 2億9,471万円
•固定資産税 30億1,169万円
•軽自動車税 5,952万円
•町たばこ税 9,900万円
•都市計画税 1億8,223万円
•入湯税 504万円

その他依存財源 8億4,149万円（8.3%）
地方譲与税、地方消費税交付金、地方交付税など

町債
13億9,890万円
（13.8%）
建設工事等にかかる借入金

県支出金
8億4,387万円（8.3%）
県負担金、補助金、委託金

民生費
23億1,340万円（22.7%）
高齢者や障がい者、児童福祉
などに要する経費

土木費
35億2,685万円（34.7%）
ＬＲＴ整備、市街地整備、道路、
公園などに要する経費

総務費 10億2,760万円（10.1%）
庁舎管理、町有施設管理、基金積立金
など行政全体の事務に要する経費

教育費 9億7,989万円（9.6%）
教育行政、小中学校の管理、生涯学習
などに要する経費

その他
1億2,826万円（1.3%）
議会費、労働費、予備費など

消防費 3億4,294万円（3.4%）
防災、消防団、防犯などに要する経費

商工費 3億2,380万円（3.2%）
商工業や観光に要する経費

公債費
3億4,911万円（3.4%）
町が借り入れた「町債」の償還金

衛生費
5億1,076万円（5.0%）
検診、健康増進、ごみ処理、
環境対策などに要する経費

農林水産業費
6億6,739万円（6.6%）
農林業、土地改良などに要する
経費

国支出金
16億7,540万円
（16.4%）
国庫負担金、補助金、委託金

その他自主財源
3億2,426万円（3.2%）
分担金・負担金、使用料・
手数料、財産収入など

繰越金
1億5,000万円
（1.5%）
令和2年度からの繰越金

予算総額 144億3,400万円
■一般会計 101億7,000万円
■社会保障特別会計 35億5,260万円
■その他特別会計 7億1,140万円

一般会計

歳出

　ＬＲＴ整備事業にかかる工事請負費など投資的
経費が2.6％の減となりました。その他の経費は、
新型コロナウイルス感染症対策としての中小企業
向け資金預託金などが増加したため15％の増と
なっています。

一般会計の内訳　歳出（性質別）
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1,816 1,860 2.4％

人件費 1,603 1,632 1.8％
物件費 1,415 1,448 2.3％
扶助費 731 721 －1.4％

382 349 －8.6％
維持補修費 22 15 －31.8％

投資的経費 3,439 3,349 －2.6％
その他の経費 692 796 15.0％
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「子育て支援の更なる充実」を図るため、一般会計
では過去最大となる101億7,000万円、特別会計
を含めた全会計では144億3,400万円の予算を編
成しました。
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　一番多いのは、ＬＲＴ整備
事業や芳賀第２工業団地整備
事業など土木費で、35億
2,685万（前年比1億7,116万
円の減）となりました。
　民生費は、新たに芳賀東小
学校学童保育施設新築工事費
を計上したことなどから、
9,213万円の増額となりまし
た。
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8 広報はが 令和3年4月号

 会　計　名 予算総額 事 業 概 要

社会保障特別会計　合計 35億5,260万円

　国民健康保険  18億9,000万円 保険給付費、保険事業費納付金

　後期高齢者医療 1億8,000万円 後期高齢者医療広域連合納付金

　介護保険（2勘定） 14億8,260万円 介護サービス給付金、介護予防支援事業

その他特別会計　合計 7億1,140万円

　工業団地排水処理センター 5,430万円 排水処理センターの維持管理費

　公共下水道事業 3億100万円 公共下水道施設の整備維持管理費

　農業集落排水事業 1億8,100万円 8地区処理施設の維持管理費

　宅地造成事業  1億7,510万円 祖陽が丘住宅団地の分譲収入など

総　合　計  42億6,400万円

〇県への道路改良工事委託料、軌道敷設工事の着手などLRT整備費 22億2,819万円
〇県企業局への造成工事負担金など芳賀第２工業団地整備事業費 3億848万円
〇道水路築造工事、地権者の物件移転補償費など祖母井中央地区整備費 1億9,410万円
〇芳賀遊水地の桜堤と多目的広場の実施設計業務など公園管理費 1,073万円
〇三日市・芳賀第２工業団地線改良舗装工事など町道新設改良費 2億3,894万円
〇下水道管きょ布設工事（祖母井・下高根沢地区）など公共下水道事業特別会計 3億100万円

〇小中学校に教師用タブレット整備・ＩＣＴ支援員の配置など学校ＩＣＴ推進費 4,693万円
〇児童・生徒の相談対応のためのスクールソーシャルワーカーの配置など教育相談費 845万円
〇開館３０周年記念イベント業務など町民会館運営費 453万円
〇生涯学習センター水橋分館の改修工事設計業務など生涯学習センター分館管理運営費 2,129万円

〇ため池調査業務や農道舗装工事など農業農村整備費 7,538万円
〇整備工事にかかる県営農地整備事業負担金など北部第２地区ほ場整備事業費 6,291万円
〇梨産地拡大に向けた梨栽培拡大事業補助金など農業担い手育成支援費 2,510万円
〇新型コロナウイルス感染症対策として個人事業主向け補助金など商業振興費 1,020万円

〇子どもの虐待防止の啓発活動や見守り配食サービスなど要保護児童対策費 355万円
〇新型コロナウイルス感染症の検査費助成金や対策用備蓄品購入など保健衛生総務費 1,080万円
〇保育支援ソフトの導入や保育室床張替工事など祖母井保育園管理費 1,586万円
〇学童保育施設新築工事（東小）など放課後子供健全育成費 1億8,135万円

〇地域防災計画修正業務、防災士取得補助金など災害対策費 1,046万円
〇消防自動車の準中型自動車運転免許証取得補助金など消防団活動費 2,793万円
〇消防団詰所改修工事（芳志戸・東水沼）など消防施設管理費 1,290万円
〇地域をつなげる事業補助金など自治振興費 1,674万円

　町 債 は、ＬＲＴ整 備 事 業9億
2,350万円、芳賀第２工業団地造
成整備事業1億5,520万円、道路
整備事業1億3,620万円など総額
13億9,890万円の借入を見込みま
した。
　今後の償還計画を踏まえて、健
全な財政運営に努めていきます。

町債残高総額 70億6,643万円
■一般会計 47億2,959万円
■特別会計 23億3,684万円
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〇旧稲毛田小学校特別棟屋根防水工事など学校跡地管理費 1,352万円
〇電子入札システムサービス提供業務など入札管理費 315万円
〇納税におけるLINEPay、クレジット決済の導入など町税収納費 2,856万円
〇自治体テレワークシステムの試験導入などＬＧＷＡＮ接続系運営費 2,850万円

（町民1人当たり約45万2,000円）

（年度）

特別会計予算の内訳

町債の推移

令和3年度の主な事業
　特定の事業を行うために一般会計と区分し
て経理される特別会計は、下表のとおり7会
計設置されており、予算総額は42億6,400万
円（前年比1億6,250万円の減）となりました。
　昨年度と比較して、社会保障特別会計は

2,890万円（0.8%）の減、その他特別会計は祖
陽が丘住宅団地の分譲が一段落した宅地造成
事業が1億2,810万円（42.2%）の減となる見
込みです。

 　「第6次芳賀町振興計画」に定める5つの「つなげる」をキーワードに、各分野の事業を実施してい
きます。令和3年度に実施する主な事業は次のとおりです。

便利をつなげる

教育をつなげる

話題をつなげる

笑顔をつなげる

地域をつなげる

行財政分野
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〇下水道管きょ布設工事（祖母井・下高根沢地区）など公共下水道事業特別会計 3億100万円

〇小中学校に教師用タブレット整備・ＩＣＴ支援員の配置など学校ＩＣＴ推進費 4,693万円
〇児童・生徒の相談対応のためのスクールソーシャルワーカーの配置など教育相談費 845万円
〇開館３０周年記念イベント業務など町民会館運営費 453万円
〇生涯学習センター水橋分館の改修工事設計業務など生涯学習センター分館管理運営費 2,129万円

〇ため池調査業務や農道舗装工事など農業農村整備費 7,538万円
〇整備工事にかかる県営農地整備事業負担金など北部第２地区ほ場整備事業費 6,291万円
〇梨産地拡大に向けた梨栽培拡大事業補助金など農業担い手育成支援費 2,510万円
〇新型コロナウイルス感染症対策として個人事業主向け補助金など商業振興費 1,020万円

〇子どもの虐待防止の啓発活動や見守り配食サービスなど要保護児童対策費 355万円
〇新型コロナウイルス感染症の検査費助成金や対策用備蓄品購入など保健衛生総務費 1,080万円
〇保育支援ソフトの導入や保育室床張替工事など祖母井保育園管理費 1,586万円
〇学童保育施設新築工事（東小）など放課後子供健全育成費 1億8,135万円

〇地域防災計画修正業務、防災士取得補助金など災害対策費 1,046万円
〇消防自動車の準中型自動車運転免許証取得補助金など消防団活動費 2,793万円
〇消防団詰所改修工事（芳志戸・東水沼）など消防施設管理費 1,290万円
〇地域をつなげる事業補助金など自治振興費 1,674万円

　町 債 は、ＬＲＴ整 備 事 業9億
2,350万円、芳賀第２工業団地造
成整備事業1億5,520万円、道路
整備事業1億3,620万円など総額
13億9,890万円の借入を見込みま
した。
　今後の償還計画を踏まえて、健
全な財政運営に努めていきます。

町債残高総額 70億6,643万円
■一般会計 47億2,959万円
■特別会計 23億3,684万円
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〇旧稲毛田小学校特別棟屋根防水工事など学校跡地管理費 1,352万円
〇電子入札システムサービス提供業務など入札管理費 315万円
〇納税におけるLINEPay、クレジット決済の導入など町税収納費 2,856万円
〇自治体テレワークシステムの試験導入などＬＧＷＡＮ接続系運営費 2,850万円

（町民1人当たり約45万2,000円）

（年度）

特別会計予算の内訳

町債の推移

令和3年度の主な事業
　特定の事業を行うために一般会計と区分し
て経理される特別会計は、下表のとおり7会
計設置されており、予算総額は42億6,400万
円（前年比1億6,250万円の減）となりました。
　昨年度と比較して、社会保障特別会計は

2,890万円（0.8%）の減、その他特別会計は祖
陽が丘住宅団地の分譲が一段落した宅地造成
事業が1億2,810万円（42.2%）の減となる見
込みです。

 　「第6次芳賀町振興計画」に定める5つの「つなげる」をキーワードに、各分野の事業を実施してい
きます。令和3年度に実施する主な事業は次のとおりです。

便利をつなげる

教育をつなげる

話題をつなげる

笑顔をつなげる

地域をつなげる

行財政分野

9広報はが 令和3年4月号

特

集

①

特

集

⑦

特

集

⑥

特

集

⑤

特

集

④

特

集

③

特

集

②

 会　計　名 予算総額 事 業 概 要

社会保障特別会計　合計 35億5,260万円

　国民健康保険  18億9,000万円 保険給付費、保険事業費納付金

　後期高齢者医療 1億8,000万円 後期高齢者医療広域連合納付金

　介護保険（2勘定） 14億8,260万円 介護サービス給付金、介護予防支援事業

その他特別会計　合計 7億1,140万円

　工業団地排水処理センター 5,430万円 排水処理センターの維持管理費

　公共下水道事業 3億100万円 公共下水道施設の整備維持管理費

　農業集落排水事業 1億8,100万円 8地区処理施設の維持管理費

　宅地造成事業  1億7,510万円 祖陽が丘住宅団地の分譲収入など

総　合　計  42億6,400万円

〇県への道路改良工事委託料、軌道敷設工事の着手などLRT整備費 22億2,819万円
〇県企業局への造成工事負担金など芳賀第２工業団地整備事業費 3億848万円
〇道水路築造工事、地権者の物件移転補償費など祖母井中央地区整備費 1億9,410万円
〇芳賀遊水地の桜堤と多目的広場の実施設計業務など公園管理費 1,073万円
〇三日市・芳賀第２工業団地線改良舗装工事など町道新設改良費 2億3,894万円
〇下水道管きょ布設工事（祖母井・下高根沢地区）など公共下水道事業特別会計 3億100万円

〇小中学校に教師用タブレット整備・ＩＣＴ支援員の配置など学校ＩＣＴ推進費 4,693万円
〇児童・生徒の相談対応のためのスクールソーシャルワーカーの配置など教育相談費 845万円
〇開館３０周年記念イベント業務など町民会館運営費 453万円
〇生涯学習センター水橋分館の改修工事設計業務など生涯学習センター分館管理運営費 2,129万円

〇ため池調査業務や農道舗装工事など農業農村整備費 7,538万円
〇整備工事にかかる県営農地整備事業負担金など北部第２地区ほ場整備事業費 6,291万円
〇梨産地拡大に向けた梨栽培拡大事業補助金など農業担い手育成支援費 2,510万円
〇新型コロナウイルス感染症対策として個人事業主向け補助金など商業振興費 1,020万円

〇子どもの虐待防止の啓発活動や見守り配食サービスなど要保護児童対策費 355万円
〇新型コロナウイルス感染症の検査費助成金や対策用備蓄品購入など保健衛生総務費 1,080万円
〇保育支援ソフトの導入や保育室床張替工事など祖母井保育園管理費 1,586万円
〇学童保育施設新築工事（東小）など放課後子供健全育成費 1億8,135万円

〇地域防災計画修正業務、防災士取得補助金など災害対策費 1,046万円
〇消防自動車の準中型自動車運転免許証取得補助金など消防団活動費 2,793万円
〇消防団詰所改修工事（芳志戸・東水沼）など消防施設管理費 1,290万円
〇地域をつなげる事業補助金など自治振興費 1,674万円

　町 債 は、ＬＲＴ整 備 事 業9億
2,350万円、芳賀第２工業団地造
成整備事業1億5,520万円、道路
整備事業1億3,620万円など総額
13億9,890万円の借入を見込みま
した。
　今後の償還計画を踏まえて、健
全な財政運営に努めていきます。

町債残高総額 70億6,643万円
■一般会計 47億2,959万円
■特別会計 23億3,684万円

0

20

40

60

80

100
（億円）

H1
8
H1
9
H2
0
H2
1
H2
2
H2
3
H2
4
H2
5
H2
6
H2
7
H2
8
H2
9
H3
0 R元 R2 R3

1

2

3

4

5

〇旧稲毛田小学校特別棟屋根防水工事など学校跡地管理費 1,352万円
〇電子入札システムサービス提供業務など入札管理費 315万円
〇納税におけるLINEPay、クレジット決済の導入など町税収納費 2,856万円
〇自治体テレワークシステムの試験導入などＬＧＷＡＮ接続系運営費 2,850万円

（町民1人当たり約45万2,000円）

（年度）

特別会計予算の内訳

町債の推移

令和3年度の主な事業
　特定の事業を行うために一般会計と区分し
て経理される特別会計は、下表のとおり7会
計設置されており、予算総額は42億6,400万
円（前年比1億6,250万円の減）となりました。
　昨年度と比較して、社会保障特別会計は

2,890万円（0.8%）の減、その他特別会計は祖
陽が丘住宅団地の分譲が一段落した宅地造成
事業が1億2,810万円（42.2%）の減となる見
込みです。

 　「第6次芳賀町振興計画」に定める5つの「つなげる」をキーワードに、各分野の事業を実施してい
きます。令和3年度に実施する主な事業は次のとおりです。

便利をつなげる

教育をつなげる

話題をつなげる

笑顔をつなげる

地域をつなげる

行財政分野



高根沢町

東北・北海道
方面

東京・東海道
方面

真岡市

JR

宇都宮駅

宇都宮市

芳賀町

市貝町
茂木町方面

ゆいの杜

上高根沢
ふれあい
センター

多田羅駅

那須烏山市
方面

真岡 IC
方面

市貝町・茂木町
方面

真岡駅

北真岡駅

J R 

ひばりタクシー
（デマンド交通）

真岡鐵道 トランジットセンター

ＬＲＴ
（次世代型路面電車）

歩行者・自転車

ネットワーク
新規路線（南北公共交通軸）道路

（広域連携軸・地域間連携軸） 幹線バス

支線バス

祖母井
居住拠点

清原台

医療
福祉

清原
TC

芳賀
TC

医療
福祉

医療
福祉

生活
拠点

生活
拠点

公共
施設

医療
福祉

教育
機関

教育
機関

商店
スーパー

赤羽
商店街

芳賀
日赤

TC

▲totraサービスイン記念式典の様子

　サービス開始に当たり、JR宇都宮駅西口で記念
式典が開催され、来賓として見目町長が出席しま
した。式典終了後には、totraを利用してバスの乗
車体験が行われました。

　関東自動車およびジェイアールバス関東の
営業所・支店中・定期販売窓口

公共交通ネットワークの将来イメージ

LRT整備とともにさまざまな交通手段をつなげます。
鉄道・バス

・LRT・

お買い物に
使える！ サービス開始

しました！

　町では、誰もが移動しやすい交通環境を目指して、LRT（次世代型路面電車システム）を中心とした公共
交通を整備しています。LRT事業と合わせて、トランジットセンターの整備やバス路線の再編、デマンド交
通の利便性向上など公共交通を充実させることで、LRT沿線地域だけではなく、町全体が便利に、暮らし
やすいまちになります。 問都市計画課公共交通係☎028（677）1717

　広域バス路線は、主にLRTと接続する交通
手段として再編を行い、トランジットセンター
において他の公共交通と連携します。支線バ
ス路線を新設し、バスが利用しやすい地域を
広げます。工業団地内に、トランジットセン
ターに接続する循環バスを導入する予定です。

より身近な移動手段に！
バス路線の再編

3月21日サービスイン記念式典

さらに楽々移動！
デマンド交通のサービス向上

　町内全域や近隣市町の医療機関などをつな
ぐデマンド交通は、新たな目的施設の追加な
どサービスを拡充し、日常生活を支える移動
手段としてさらに利便性を高めます。これま
で不十分であった町の北部と南部をつなぐ公
共交通として、新たな移動サービスの導入も
検討していきます。

　LRT、路線バス、デマンド交通、自動車、
自転車などの乗り継ぎ施設として、（仮称）管
理センター前停留場周辺にトランジットセン
ターを整備します。

乗り継ぎをスムーズに！
トランジットセンターの整備

便利で
お得！

totra発売
中！

 totraとは？

　Suicaの機能に加えて、ポイントサービス
など地域独自のサービスを受けられる全国
初の交通系ICカードです。
　バスや、今後開業予定のLRTに乗るとき・
降りるときにタッチするだけで、運賃の支
払いができます。

totra
トトラ

便利をつなげる
芳賀町の
交通まちづくり

LRTで
町全体が
便利に！
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歩行者・自転車

ネットワーク
新規路線（南北公共交通軸）道路

（広域連携軸・地域間連携軸） 幹線バス
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祖母井
居住拠点

清原台

医療
福祉

清原
TC

芳賀
TC

医療
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機関
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▲totraサービスイン記念式典の様子

　サービス開始に当たり、JR宇都宮駅西口で記念
式典が開催され、来賓として見目町長が出席しま
した。式典終了後には、totraを利用してバスの乗
車体験が行われました。

　関東自動車およびジェイアールバス関東の
営業所・支店中・定期販売窓口

公共交通ネットワークの将来イメージ

LRT整備とともにさまざまな交通手段をつなげます。
鉄道・バス

・LRT・

お買い物に
使える！ サービス開始

しました！

　町では、誰もが移動しやすい交通環境を目指して、LRT（次世代型路面電車システム）を中心とした公共
交通を整備しています。LRT事業と合わせて、トランジットセンターの整備やバス路線の再編、デマンド交
通の利便性向上など公共交通を充実させることで、LRT沿線地域だけではなく、町全体が便利に、暮らし
やすいまちになります。 問都市計画課公共交通係☎028（677）1717

　広域バス路線は、主にLRTと接続する交通
手段として再編を行い、トランジットセンター
において他の公共交通と連携します。支線バ
ス路線を新設し、バスが利用しやすい地域を
広げます。工業団地内に、トランジットセン
ターに接続する循環バスを導入する予定です。

より身近な移動手段に！
バス路線の再編

3月21日サービスイン記念式典

さらに楽々移動！
デマンド交通のサービス向上

　町内全域や近隣市町の医療機関などをつな
ぐデマンド交通は、新たな目的施設の追加な
どサービスを拡充し、日常生活を支える移動
手段としてさらに利便性を高めます。これま
で不十分であった町の北部と南部をつなぐ公
共交通として、新たな移動サービスの導入も
検討していきます。

　LRT、路線バス、デマンド交通、自動車、
自転車などの乗り継ぎ施設として、（仮称）管
理センター前停留場周辺にトランジットセン
ターを整備します。

乗り継ぎをスムーズに！
トランジットセンターの整備

便利で
お得！

totra発売
中！

 totraとは？

　Suicaの機能に加えて、ポイントサービス
など地域独自のサービスを受けられる全国
初の交通系ICカードです。
　バスや、今後開業予定のLRTに乗るとき・
降りるときにタッチするだけで、運賃の支
払いができます。

totra
トトラ

便利をつなげる
芳賀町の
交通まちづくり

LRTで
町全体が
便利に！
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こちらもどうぞ♪ 楽しい仲間を見つけてみませんか？
ボランティアが運営しています

　講師はボランティアで、39種類のさまざまな講座
が開かれています。お気軽にお問い合わせください。

問町民会館 ☎028（677）0009
生涯学習友の会活 活き き

この春、見つけてみませんか

　あなたにぴったりの生涯学習
　―人生100年時代―
　変化の激しい現代社会において、豊かな人生を
送るためには、健康づくりとともに、生涯を通し
て自己の人格を磨き、学び続けることが大切です。
　町では、老若男女問わず生涯を通じて学習でき

る機会を提供しているほか、町民の皆さんが学習
した成果を生かし、さまざまな分野で活動できる
ような取り組みを推進しています。
　生涯学習講座の詳細は、生涯学習センター☎028
（677）0306までお気軽にお問い合わせください。

生涯学習センターの各分館 大人向け “春の講座”
対象／町内在住・在勤者　申込期間／4月13日（火）～30日（金） 参加費／無料※材料費がかかる講座あり
申込／生涯学習センター☎028（677）0306 備　考／応募多数の場合は抽選

日時／13:30～

定員／15人
場所／町民会館　
内容／観賞菊を苗から育てる

観賞菊講座（6回連続講座）

日時／5月15日（土）
　　　9:00～
定員／15人
場所／生涯学習センター　
内容／マインドフルネスの体感

マインドフルネス講座

日時／5月22日（土）10:00～
定員／30人
場所／生涯学習センター
内容／簡単な動きやゲームで体

を動かす楽しさを体験！

楽しくスポーツ（全5回）
子どもから大人まで楽しめます！
グラウンドでお待ちしています。

ストレス解消・集中力
アップのヒントに

日時／6月12日（土）
　　　9:00～
定員／8人（男性）
場所／生涯学習センター　
内容／本格コーヒーの入れ方のコツ

男磨き講座 partⅡ
おいしいコーヒーを入れて
魅力ある男性にステップアップ

日時／5月29日（土）
　　　9:00～
定員／8人（男性）
場所／生涯学習センター　
内容／ピザ作りと家事の豆知識

男磨き講座 partⅠ
できる男は家事もこなす

日時／5月28日（金）9:00～
定員／10人
場所／生涯学習センター　
内容／共感と癒やしの体験
　　　コラージュ＆リンパマッサージ

グローアップ講座 partⅠ
自分の可能性を発見しよう！
何歳になっても進化できる！

日時／6月19日（土）13:30～
定員／20人（独身者）
場所／町民会館　
内容／自己分析・婚活へ参加する

前に知っておくことを学ぶ

あつまれ！婚活の森partⅠ
自分を知って、他人を理解
することから始めましょう。

日時／6月25日（金）9:00～
定員／10人
場所／生涯学習センター　
内容／ストレスを溜めない伝え方
　　　＆髪飾り作り

グローアップ講座 partⅡ
自分の可能性を発見しよう！
何歳になっても進化できる！

日時／7月3日（土）
　　　10:00～
定員／10人
場所／生涯学習センター
内容／自分のお金の行方を学ぶ

気になる講座

「お金の得する事・損する事」

  月  日（金）、  月  日（水）、
  月  日（水）、  月  日（水）、
  月  日（水）、  月  日（水）

7
21
8

5
7
9

6
8
10

2
25
6

　子どもや高齢者を含めた全ての道路利用者に優
しい運転「3Ｓ（スリーエス）運動」を実施し、悲惨
な事故や交通事故を防止しましょう。

ＳＥＥ（発見する）
子どもや高齢者をいち早く発見する

ＳＬＯＷ（減速する）　
子どもや高齢者を見たら減速する

ＳＴＯＰ（停止する）　
危険を感じたらすぐに停止する

　４月は、初心者ドライバーや新しい職場に通うため不慣れな道を運転する人、新しく通学を始めた新入
生などが増え、より交通安全に気を付けて運転しなければなりません。
　交通安全意識を高め、交通ルールの遵守と正しいマナーを実践して、交通事故を防止しましょう。

問総務課地域安全対策係 ☎028（677）6029

マナーアップ！
　あなたが主役です

町内3カ所で実施！交通安全総ぐるみ運動

取り組もう！ ３Ｓ運動

運転者
　歩行者が横断している時は、自動車は必ず停止
し、歩行者が安全に横断できるようにしましょう。
歩行者
　手を挙げるなど、横断の意思を通行車両にはっき
りと示し、左右を確認して安全に横断しましょう。

　4月6日（火）～15日（木）の「春の交通安全県民総
ぐるみ運動」に合わせ、町では右記のとおり交通安
全運動として街頭広報活動を行い、通勤者などに
対し交通安全の意識啓発を行います。歩行者も運転
者も交通ルールを守り、交通事故を無くしましょう！

交差点では誰もが特に注意を
子どもに対して
　特に通学時間帯などは、子どもの姿を見落とさぬ
よう注意して運転し、発見したら減速するなど、事故
を回避できるようにしましょう。
高齢者に対して
　昨年県内において歩行中に交通事故で亡くなった
人は21人で、そのうち15人（約71％）は65歳以上の
高齢者でした。加齢に伴って生じる身体機能の変化
を理解し、安全な交通行動を実践しましょう。

歩行者の立場で運転を

　夕暮れから夜間は、交通事故が発生しやすく、
特に道路横断中の歩行者が車にはねられる事故が
多発しています。

　対向車や先行車がない時
は、原則ハイビームを活用し
て走行しましょう。

　歩行者等は、自らの存在をアピー
ルするため、反射材用品を着用しま
しょう。

夜間はハイビーム走行が原則です

交通安全意識を高め
事故を防ごう！

各日程7:30から行います。
4月 6日（火）町工業団地管理センター
 7日（水）セブンイレブン芳賀西水沼店
 8日（木）はがの農協芳賀支店南交差点

くらしナビ
━交通安全━ 　この写真は、実際に町内で不法投棄されてい

たごみです。
　年間の芳賀町での不法投棄ごみの量は、令和
元年度は約5.6tにもなります。これは、約15kg
のごみが毎日捨てられている計算になり、不法
投棄による環境の悪化・公衆衛生の阻害は、芳賀
町においても大きな問題となっています。
問環境対策課環境対策係☎028（677）6041

12 広報はが 令和3年4月号



こちらもどうぞ♪ 楽しい仲間を見つけてみませんか？
ボランティアが運営しています

　講師はボランティアで、39種類のさまざまな講座
が開かれています。お気軽にお問い合わせください。

問町民会館 ☎028（677）0009
生涯学習友の会活 活き き

この春、見つけてみませんか

　あなたにぴったりの生涯学習
　―人生100年時代―
　変化の激しい現代社会において、豊かな人生を
送るためには、健康づくりとともに、生涯を通し
て自己の人格を磨き、学び続けることが大切です。
　町では、老若男女問わず生涯を通じて学習でき

る機会を提供しているほか、町民の皆さんが学習
した成果を生かし、さまざまな分野で活動できる
ような取り組みを推進しています。
　生涯学習講座の詳細は、生涯学習センター☎028
（677）0306までお気軽にお問い合わせください。

生涯学習センターの各分館 大人向け “春の講座”
対象／町内在住・在勤者　申込期間／4月13日（火）～30日（金） 参加費／無料※材料費がかかる講座あり
申込／生涯学習センター☎028（677）0306 備　考／応募多数の場合は抽選

日時／13:30～

定員／15人
場所／町民会館　
内容／観賞菊を苗から育てる

観賞菊講座（6回連続講座）

日時／5月15日（土）
　　　9:00～
定員／15人
場所／生涯学習センター　
内容／マインドフルネスの体感

マインドフルネス講座

日時／5月22日（土）10:00～
定員／30人
場所／生涯学習センター
内容／簡単な動きやゲームで体

を動かす楽しさを体験！

楽しくスポーツ（全5回）
子どもから大人まで楽しめます！
グラウンドでお待ちしています。

ストレス解消・集中力
アップのヒントに

日時／6月12日（土）
　　　9:00～
定員／8人（男性）
場所／生涯学習センター　
内容／本格コーヒーの入れ方のコツ

男磨き講座 partⅡ
おいしいコーヒーを入れて
魅力ある男性にステップアップ

日時／5月29日（土）
　　　9:00～
定員／8人（男性）
場所／生涯学習センター　
内容／ピザ作りと家事の豆知識

男磨き講座 partⅠ
できる男は家事もこなす

日時／5月28日（金）9:00～
定員／10人
場所／生涯学習センター　
内容／共感と癒やしの体験
　　　コラージュ＆リンパマッサージ

グローアップ講座 partⅠ
自分の可能性を発見しよう！
何歳になっても進化できる！

日時／6月19日（土）13:30～
定員／20人（独身者）
場所／町民会館　
内容／自己分析・婚活へ参加する

前に知っておくことを学ぶ

あつまれ！婚活の森partⅠ
自分を知って、他人を理解
することから始めましょう。

日時／6月25日（金）9:00～
定員／10人
場所／生涯学習センター　
内容／ストレスを溜めない伝え方
　　　＆髪飾り作り

グローアップ講座 partⅡ
自分の可能性を発見しよう！
何歳になっても進化できる！

日時／7月3日（土）
　　　10:00～
定員／10人
場所／生涯学習センター
内容／自分のお金の行方を学ぶ

気になる講座

「お金の得する事・損する事」

  月  日（金）、  月  日（水）、
  月  日（水）、  月  日（水）、
  月  日（水）、  月  日（水）

7
21
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6

　子どもや高齢者を含めた全ての道路利用者に優
しい運転「3Ｓ（スリーエス）運動」を実施し、悲惨
な事故や交通事故を防止しましょう。

ＳＥＥ（発見する）
子どもや高齢者をいち早く発見する

ＳＬＯＷ（減速する）　
子どもや高齢者を見たら減速する

ＳＴＯＰ（停止する）　
危険を感じたらすぐに停止する

　４月は、初心者ドライバーや新しい職場に通うため不慣れな道を運転する人、新しく通学を始めた新入
生などが増え、より交通安全に気を付けて運転しなければなりません。
　交通安全意識を高め、交通ルールの遵守と正しいマナーを実践して、交通事故を防止しましょう。

問総務課地域安全対策係 ☎028（677）6029

マナーアップ！
　あなたが主役です

町内3カ所で実施！交通安全総ぐるみ運動

取り組もう！ ３Ｓ運動

運転者
　歩行者が横断している時は、自動車は必ず停止
し、歩行者が安全に横断できるようにしましょう。
歩行者
　手を挙げるなど、横断の意思を通行車両にはっき
りと示し、左右を確認して安全に横断しましょう。

　4月6日（火）～15日（木）の「春の交通安全県民総
ぐるみ運動」に合わせ、町では右記のとおり交通安
全運動として街頭広報活動を行い、通勤者などに
対し交通安全の意識啓発を行います。歩行者も運転
者も交通ルールを守り、交通事故を無くしましょう！

交差点では誰もが特に注意を
子どもに対して
　特に通学時間帯などは、子どもの姿を見落とさぬ
よう注意して運転し、発見したら減速するなど、事故
を回避できるようにしましょう。
高齢者に対して
　昨年県内において歩行中に交通事故で亡くなった
人は21人で、そのうち15人（約71％）は65歳以上の
高齢者でした。加齢に伴って生じる身体機能の変化
を理解し、安全な交通行動を実践しましょう。

歩行者の立場で運転を

　夕暮れから夜間は、交通事故が発生しやすく、
特に道路横断中の歩行者が車にはねられる事故が
多発しています。

　対向車や先行車がない時
は、原則ハイビームを活用し
て走行しましょう。

　歩行者等は、自らの存在をアピー
ルするため、反射材用品を着用しま
しょう。

夜間はハイビーム走行が原則です

交通安全意識を高め
事故を防ごう！

各日程7:30から行います。
4月 6日（火）町工業団地管理センター
 7日（水）セブンイレブン芳賀西水沼店
 8日（木）はがの農協芳賀支店南交差点

くらしナビ
━交通安全━ 　この写真は、実際に町内で不法投棄されてい

たごみです。
　年間の芳賀町での不法投棄ごみの量は、令和
元年度は約5.6tにもなります。これは、約15kg
のごみが毎日捨てられている計算になり、不法
投棄による環境の悪化・公衆衛生の阻害は、芳賀
町においても大きな問題となっています。
問環境対策課環境対策係☎028（677）6041
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こちらもどうぞ♪ 楽しい仲間を見つけてみませんか？
ボランティアが運営しています

　講師はボランティアで、39種類のさまざまな講座
が開かれています。お気軽にお問い合わせください。

問町民会館 ☎028（677）0009
生涯学習友の会活 活き き

この春、見つけてみませんか

　あなたにぴったりの生涯学習
　―人生100年時代―
　変化の激しい現代社会において、豊かな人生を
送るためには、健康づくりとともに、生涯を通し
て自己の人格を磨き、学び続けることが大切です。
　町では、老若男女問わず生涯を通じて学習でき

る機会を提供しているほか、町民の皆さんが学習
した成果を生かし、さまざまな分野で活動できる
ような取り組みを推進しています。
　生涯学習講座の詳細は、生涯学習センター☎028
（677）0306までお気軽にお問い合わせください。

生涯学習センターの各分館 大人向け “春の講座”
対象／町内在住・在勤者　申込期間／4月13日（火）～30日（金） 参加費／無料※材料費がかかる講座あり
申込／生涯学習センター☎028（677）0306 備　考／応募多数の場合は抽選

日時／13:30～

定員／15人
場所／町民会館　
内容／観賞菊を苗から育てる

観賞菊講座（6回連続講座）

日時／5月15日（土）
　　　9:00～
定員／15人
場所／生涯学習センター　
内容／マインドフルネスの体感

マインドフルネス講座

日時／5月22日（土）10:00～
定員／30人
場所／生涯学習センター
内容／簡単な動きやゲームで体

を動かす楽しさを体験！

楽しくスポーツ（全5回）
子どもから大人まで楽しめます！
グラウンドでお待ちしています。

ストレス解消・集中力
アップのヒントに

日時／6月12日（土）
　　　9:00～
定員／8人（男性）
場所／生涯学習センター　
内容／本格コーヒーの入れ方のコツ

男磨き講座 partⅡ
おいしいコーヒーを入れて
魅力ある男性にステップアップ

日時／5月29日（土）
　　　9:00～
定員／8人（男性）
場所／生涯学習センター　
内容／ピザ作りと家事の豆知識

男磨き講座 partⅠ
できる男は家事もこなす

日時／5月28日（金）9:00～
定員／10人
場所／生涯学習センター　
内容／共感と癒やしの体験
　　　コラージュ＆リンパマッサージ

グローアップ講座 partⅠ
自分の可能性を発見しよう！
何歳になっても進化できる！

日時／6月19日（土）13:30～
定員／20人（独身者）
場所／町民会館　
内容／自己分析・婚活へ参加する

前に知っておくことを学ぶ

あつまれ！婚活の森partⅠ
自分を知って、他人を理解
することから始めましょう。

日時／6月25日（金）9:00～
定員／10人
場所／生涯学習センター　
内容／ストレスを溜めない伝え方
　　　＆髪飾り作り

グローアップ講座 partⅡ
自分の可能性を発見しよう！
何歳になっても進化できる！

日時／7月3日（土）
　　　10:00～
定員／10人
場所／生涯学習センター
内容／自分のお金の行方を学ぶ

気になる講座

「お金の得する事・損する事」

  月  日（金）、  月  日（水）、
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　子どもや高齢者を含めた全ての道路利用者に優
しい運転「3Ｓ（スリーエス）運動」を実施し、悲惨
な事故や交通事故を防止しましょう。

ＳＥＥ（発見する）
子どもや高齢者をいち早く発見する

ＳＬＯＷ（減速する）　
子どもや高齢者を見たら減速する

ＳＴＯＰ（停止する）　
危険を感じたらすぐに停止する

　４月は、初心者ドライバーや新しい職場に通うため不慣れな道を運転する人、新しく通学を始めた新入
生などが増え、より交通安全に気を付けて運転しなければなりません。
　交通安全意識を高め、交通ルールの遵守と正しいマナーを実践して、交通事故を防止しましょう。

問総務課地域安全対策係 ☎028（677）6029

マナーアップ！
　あなたが主役です

町内3カ所で実施！交通安全総ぐるみ運動

取り組もう！ ３Ｓ運動

運転者
　歩行者が横断している時は、自動車は必ず停止
し、歩行者が安全に横断できるようにしましょう。
歩行者
　手を挙げるなど、横断の意思を通行車両にはっき
りと示し、左右を確認して安全に横断しましょう。

　4月6日（火）～15日（木）の「春の交通安全県民総
ぐるみ運動」に合わせ、町では右記のとおり交通安
全運動として街頭広報活動を行い、通勤者などに
対し交通安全の意識啓発を行います。歩行者も運転
者も交通ルールを守り、交通事故を無くしましょう！

交差点では誰もが特に注意を
子どもに対して
　特に通学時間帯などは、子どもの姿を見落とさぬ
よう注意して運転し、発見したら減速するなど、事故
を回避できるようにしましょう。
高齢者に対して
　昨年県内において歩行中に交通事故で亡くなった
人は21人で、そのうち15人（約71％）は65歳以上の
高齢者でした。加齢に伴って生じる身体機能の変化
を理解し、安全な交通行動を実践しましょう。

歩行者の立場で運転を

　夕暮れから夜間は、交通事故が発生しやすく、
特に道路横断中の歩行者が車にはねられる事故が
多発しています。

　対向車や先行車がない時
は、原則ハイビームを活用し
て走行しましょう。

　歩行者等は、自らの存在をアピー
ルするため、反射材用品を着用しま
しょう。

夜間はハイビーム走行が原則です

交通安全意識を高め
事故を防ごう！

各日程7:30から行います。
4月 6日（火）町工業団地管理センター
 7日（水）セブンイレブン芳賀西水沼店
 8日（木）はがの農協芳賀支店南交差点

くらしナビ
━交通安全━ 　この写真は、実際に町内で不法投棄されてい

たごみです。
　年間の芳賀町での不法投棄ごみの量は、令和
元年度は約5.6tにもなります。これは、約15kg
のごみが毎日捨てられている計算になり、不法
投棄による環境の悪化・公衆衛生の阻害は、芳賀
町においても大きな問題となっています。
問環境対策課環境対策係☎028（677）6041
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　道路や山、他の人の土地へごみを捨てるなど、法
令に違反した処分方法で廃棄物を捨てることです。
　不法投棄されたごみは新たなごみを呼び、不法
投棄された場所はきれいにごみを撤去しても、よ
くごみが捨てられている場所として認識されてし
まいます。

　山林、空き地など人目に付きにくい土地では、
不法投棄が多く見られます。町では、このような
私有地に不法投棄されたごみを回収することがで
きません。
　不法投棄を未然に防ぐには、外部から簡単にご
みを持ち込まれないように、柵やフェンスを設置
したり、定期的に除草を行ったりと、ごみを捨て
られにくい環境づくりに自ら取り組む自己防衛が
必要です。

　この写真は、実際に町内で不法投棄されてい
たごみです。
　年間の芳賀町での不法投棄ごみの量は、令和
元年度は約5.6tにもなります。これは、約15kg
のごみが毎日捨てられている計算になり、不法
投棄による環境の悪化・公衆衛生の阻害は、芳賀
町においても大きな問題となっています。
問環境対策課環境対策係☎028（677）6041

　不法投棄をした人は、次のとおり罰せられます。
不法投棄をした人
　5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金ま
たはその併科
法人の業務に関して不法投棄をした人
　法人に対して3億円以下の罰金
不法投棄を目的に廃棄物を収集または運搬した人
　3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金また
はその併科

　不法投棄が行われている、または不法投棄をし
ようとしているところを見つけたら、警察に通報
してください。

不法投棄とは 法律で罰せられます

不法投棄を発見したら110番

不法投棄されないよう対策を

　一般廃棄物の不法投棄や散乱を防止し、町民の健康と快適な生活環
境や自然環境を保全するため、12人の町廃棄物監視員が活躍してい
ます。
【活動内容】
廃棄物の不法投棄等を防止するための監視、清掃および環境保全に必
要な監視および指導など ▲不法投棄防止に向けたPR活動の様子

　一人一人の環境美化意識が不法投棄を防
ぎます。皆さんのご協力をお願いします。

町廃棄物監視員が巡回し
環境美化活動に取り組んでいます

ストップ！
　 不法投棄

環の町芳賀
～循環型社会
　　　 を目指して～
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不法投棄されないよう対策を
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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B＆G海洋センター】
　施設メンテナンスのため、当面
の間休館します。
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】
　耐震診断の結果、耐震基準を十
分に満たしていないことが判明し
たため、当面の間休館します。
　指定避難所は、旧水沼小学校と
なります。
問町民会館� ☎028（677）0009

お知らせ
定住促進補助金
　40歳未満の若者世帯による住
宅の購入や賃貸住宅の家賃に対し
て補助金を交付します。
対象／①新たに住宅を新築または
中古住宅を購入した人②市街化区
域内の賃貸住宅に居住している人
補助要件／①町外から転入した
人、分家して新しい世帯を持つ人
②町外から転入した人※その他要
件あり
補助金額／①住宅取得補助：50万
円（条件により加算金あり）②住宅
家賃補助：月1万円（最大36カ月）
※住宅取得補助は住宅引き渡し後
6カ月以内、住宅家賃補助は住所
設定後3カ月以内に申請が必要
問都市計画課市街地整備係

☎028（677）6052

都市計画の案の縦覧
　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。案に
ついてご意見のある人は、縦覧期
間中に意見書を提出することがで
きます。
縦覧する都市計画の案／宇都宮都
市計画道路の変更（県決定）3・4・
502号祖母井中央通り
対象とする土地の区域／芳賀町祖
母井の一部
案の縦覧期間・意見書提出期間／
4月13日（火）～27日（火）※土日を除く
提出方法／意見書に住所、氏名、生
年月日、職業、意見の趣旨およびそ
の理由を明記し、提出先に持参ま
たは郵送、栃木県電子申請システ
ムにより提出してください。
案の縦覧場所、意見書の提出先／
都市計画課都市計画係、栃木県県
土整備部都市計画課計画担当、真
岡土木事務所企画調査課
問栃木県県土整備部都市計画課計画担当

☎028（623）2468

令和3年度「協会けんぽ」
保険料率の変更
　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、9.88%から9.87%に引き下げ
となります。また、介護保険料率は
1.79%から1.80%に引き上げに
なります。変更時期は4月納付分
からです。詳細はhttps://www.
kyoukaikenpo.or.jp/でご確認く
ださい。
問協会けんぽ栃木支部

☎028（616）1692

町営住宅入居者募集
　町営住宅の入居者を募集します。
募集戸数／1戸（2LDK）
所在地／芳賀町大字祖母井48-3
入居開始日／5月上旬（予定）
賃料／18,000円～35,300円（所
得に応じて決定）
募集期間／4月5日（月）～16日（金）
※土日祝日を除く
※詳細は町ホームページまたは都市
計画課までお問い合わせください。
問都市計画課都市計画係

☎028（677）6020

耐震対策への補助
　建物の耐震性の向上を図るた
め、木造住宅の耐震診断、耐震改
修、建替えをする人に費用の一部
を助成します。
対象建物／昭和56年5月31日以前
に建築された2階以下で、在来軸組工
法の賃貸を目的としない木造住宅
補助額／①耐震診断を行う場合：
指定機関が行う耐震診断費用の
2/3（限度額64,000円）
※①の診断結果により、次の②
～④の補助を活用できる場合あ
り。②耐震改修（補強計画策定も
同時に行う場合）：耐震改修等費
用の4/5（限度額1,000,000円）
③耐震改修（補強計画策定済み
の場合）：耐震改修等費用の1/2

（限度額800,000円）④ 耐震建
替え場合：建替費用の1/2（限度
額1,000,000円）※栃木県産材
を10㎥以上使用で100,000円加
算）※予算がなくなり次第終了
問都市計画課都市計画係

☎028（677）6020
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タウンはが
インフォメーション

人のうごき
令和3年2月末日現在

（住民基本台帳登録者数）

人口 15,617人（＋29人）
男 7,885人（＋17人）
女 7,732人（＋12人）
世帯数 5,699戸（＋14戸）
◎転入 58人 ◎転出 33人
◎出生 13人 ◎死亡 9人

4月の納税
問税務課納税係

☎028（677）6035
◎町県民税� 随期
◎国民健康保険税� 随期
◎介護保険料� 随期
◎後期高齢者医療保険料�随期
納期限：4月30日（金）
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お知らせ
コミュニティ活動奨励金
　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
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
締切／5月29日（土）
問町民会館� ☎028（677）0009
　

生ごみ資源化推進補助金
　生ごみ処理機材の購入費用を補
助します。
要件／①町内に住所があり、かつ
居住している人②処理機材を設置
できる敷地がある人③町税を滞納
していない世帯の人
内容／コンポスト容器：補助率1/2
（限度額5,000円/基）、1世帯につ
き3基まで
電動式生ごみ処理機：補助率1/2
（限度額30,000円/台）、1世帯に
つき1台まで
生ごみ堆肥化用有機質資材（EMぼ
かし）：補助率1/2（限度額1,000
円/30kg）、1世帯につき年間30kg
まで

提出書類／申請書、領収書の写し、
請求書、納税確認同意書
問環境対策課環境対策係

☎028（677）6041

農振除外の申出受付
　農業振興地域の農用地を住宅
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。なお、次回の受付
期間は11月です。
受付期間／5月6日（木）～31日（月）
提出書類／農用地利用計画変更申
出書、その他必要書類
問農政課農業振興係

☎028（677）1110

芳賀町賃借料情報
　令和3年度の10a当たりの賃借
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。
芳賀町標準賃借料（10a当たり）／
田：15,000円、畑：3,000円
問農業委員会（農政課内）

☎028（677）6047

農業委員会総会の開催　
予定日・申請書の受付締切
　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
切日共に、休日の場合は変更とな
ります。
問農業委員会（農政課内）

☎028（677）6047

令和3年国民生活基礎調査
　本年は、本町の一部を含む栃木
県内15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。4
月中旬以降、栃木県知事の発行す
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
お聞きすることはありません。詳細
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。
問栃木県保健福祉部健康増進課健康長寿推進班

☎028（623）3094

固定資産課税台帳の閲覧
　納税義務者などが自己の所有す
る固定資産について、固定資産課
税台帳に登録された内容を閲覧す
ることができます。
閲覧期間／4月1日（木）～通年
8：30～17：00
場所／税務課
閲覧できる人／固定資産税の納税
義務者、その委任を受けた人（委任
状を持参）など※いずれの場合も
本人確認ができるもの（運転免許
証など）の提示が必要
手数料／1件300円※4月1日（木）
～5月31日（月）は無料
問税務課資産税係

☎028（677）6078

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
　納税者は自己の所有する固定資
産の価格と他の固定資産の価格を
比較するため、土地・家屋価格等縦
覧帳簿を縦覧することができます。
縦覧期間／4月1日（木）～5月31日
（月）8：30～17：00
場所／税務課
縦覧できる人／固定資産税の納税
者、その委任を受けた人（委任状を
持参）など※いずれの場合も本人
確認ができるもの（運転免許証な
ど）の提示が必要
手数料／無料
問税務課資産税係

☎028（677）6078

道路に泥を落とさない
ようにしましょう
　車道や歩道に落ちた泥のかたま
りはスリップの原因になるなど危
険です。農作業後に道路を走る時
は泥を落とさないように注意して
ください。道路を汚してしまった場
合は、速やかに泥の撤去・清掃をお
願いします。
問農政課農業振興係

☎028（677）1110
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お知らせ
コミュニティ活動奨励金
　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
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
締切／5月29日（土）
問町民会館� ☎028（677）0009
　

生ごみ資源化推進補助金
　生ごみ処理機材の購入費用を補
助します。
要件／①町内に住所があり、かつ
居住している人②処理機材を設置
できる敷地がある人③町税を滞納
していない世帯の人
内容／コンポスト容器：補助率1/2
（限度額5,000円/基）、1世帯につ
き3基まで
電動式生ごみ処理機：補助率1/2
（限度額30,000円/台）、1世帯に
つき1台まで
生ごみ堆肥化用有機質資材（EMぼ
かし）：補助率1/2（限度額1,000
円/30kg）、1世帯につき年間30kg
まで

提出書類／申請書、領収書の写し、
請求書、納税確認同意書
問環境対策課環境対策係

☎028（677）6041

農振除外の申出受付
　農業振興地域の農用地を住宅
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。なお、次回の受付
期間は11月です。
受付期間／5月6日（木）～31日（月）
提出書類／農用地利用計画変更申
出書、その他必要書類
問農政課農業振興係

☎028（677）1110

芳賀町賃借料情報
　令和3年度の10a当たりの賃借
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。
芳賀町標準賃借料（10a当たり）／
田：15,000円、畑：3,000円
問農業委員会（農政課内）

☎028（677）6047

農業委員会総会の開催　
予定日・申請書の受付締切
　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
切日共に、休日の場合は変更とな
ります。
問農業委員会（農政課内）

☎028（677）6047

令和3年国民生活基礎調査
　本年は、本町の一部を含む栃木
県内15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。4
月中旬以降、栃木県知事の発行す
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
お聞きすることはありません。詳細
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。
問栃木県保健福祉部健康増進課健康長寿推進班

☎028（623）3094

固定資産課税台帳の閲覧
　納税義務者などが自己の所有す
る固定資産について、固定資産課
税台帳に登録された内容を閲覧す
ることができます。
閲覧期間／4月1日（木）～通年
8：30～17：00
場所／税務課
閲覧できる人／固定資産税の納税
義務者、その委任を受けた人（委任
状を持参）など※いずれの場合も
本人確認ができるもの（運転免許
証など）の提示が必要
手数料／1件300円※4月1日（木）
～5月31日（月）は無料
問税務課資産税係

☎028（677）6078

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
　納税者は自己の所有する固定資
産の価格と他の固定資産の価格を
比較するため、土地・家屋価格等縦
覧帳簿を縦覧することができます。
縦覧期間／4月1日（木）～5月31日
（月）8：30～17：00
場所／税務課
縦覧できる人／固定資産税の納税
者、その委任を受けた人（委任状を
持参）など※いずれの場合も本人
確認ができるもの（運転免許証な
ど）の提示が必要
手数料／無料
問税務課資産税係

☎028（677）6078

道路に泥を落とさない
ようにしましょう
　車道や歩道に落ちた泥のかたま
りはスリップの原因になるなど危
険です。農作業後に道路を走る時
は泥を落とさないように注意して
ください。道路を汚してしまった場
合は、速やかに泥の撤去・清掃をお
願いします。
問農政課農業振興係

☎028（677）1110
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自衛官等募集
＜一般幹部候補生＞
募集資格／大卒22歳以上26歳未
満、院卒28歳未満で修士課程修了
者など（見込含む）
受付締切／4月28日（水）
一次試験日／5月8日（土）、9日（日）
＜一般曹候補生＞
募集資格／18歳以上33歳未満
受付締切／5月11日（火）
一次試験／5月21日（金）～30日（日）
＜自衛官候補生＞
募集資格／18歳以上33歳未満
受付締切／年間を通じ募集
一次試験日／受付時に通知
問自衛隊真岡募集案内所

☎0285（83）7818

ヘルプカードを配布しています
　ヘルプカードとは、障がいのある
人が災害時や日常生活の中で困っ
た際に、必要な配慮や援助の内容
を周囲の人に知らせることができ
るカードです。

日時／4月1日（木）～通年
対象／障がい者手帳所持者（身体
障がい、知的障がい、精神障がい）、
難病患者、障がい福祉サービスの
受給者などヘルプカードを必要と
する人
費用／無料※1人1枚まで
申込／健康福祉課窓口
問健康福祉課福祉係

☎028（677）1112

就活フェア
芳賀町で就職を希望する人を対象
に、就職面接会を行います。町内企
業が数多く参加します。ぜひお越
しください。
期日／6月16日（水）
場所／町工業団地管理センター
問商工観光課商工観光係

☎028（677）6018

健康福祉掲示板
4月の栄養相談・こころの相談（予約制）
場所／保健センター
【栄養相談】15日（木）
【こころの相談】9日（金）、21日（水）、
28日（水）
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

ゴールデンウイークの業務案内

29㈭
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休 休
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休
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休
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　申請や手続き等が必要な場合はご注意ください。
　町民会館、生涯学習センター、武道館は、月曜日を除く祝日においても貸館による施設利用は可能です。

■ 役場 ☎028（677）1111
■ 総合情報館 ☎028（677）2525
■ 町民会館 ☎028（677）0009
■ 生涯学習センター ☎028（677）0306
■ 生涯学習センター水橋分館 ☎028（678）0004
■ 海洋センター ☎028（677）0030
■ 武道館 ☎028（677）5155
■ ロマンの湯 ☎028（677）4126

■ 道の駅はが ☎028（677）6000
■ 芳賀地区広域行政事務組合（斎場） ☎0285（82）9151
■ あっとほーむ ☎028（677）8400
■ ぴよぴよ ☎028（677）0110
■ ふれあいタクシーひばり ☎028（677）2323
■ 芳賀中部上水道企業団 ☎028（677）1661
■ 環境対策課（ごみ回収） ☎028（677）6041
■ 第一環境クリーンセンター（し尿収集） ☎0285（72）2522

役場一般業務
総合情報館
町民会館
生涯学習センター
生涯学習センター水橋分館
海洋センター
武道館
ロマンの湯
道の駅はが
芳賀広域行政斎場
あっとほーむ
ぴよぴよ
ふれあいタクシーひばり
芳賀中部上水道企業団
芳賀地区エコステーション（持ち込み）
し尿収集
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実施日 会場
6 月   2 日 水 ト
6 月   3 日 木

管6 月   4 日 金
6 月   5 日 土
6 月   6 日 日 ト
6 月   7 日 月

管9 月   1 日 水
9 月   2 日 木
9 月   4 日 土 ト9 月   5 日 日
9 月   6 日 月

管9 月   7 日 火
10 月 18 日 月
10 月 20 日 水
10 月 22 日 金 ト
10 月 23 日 土 管
10 月 24 日 日 ト
10 月 26 日 火 管

1 月 22 日 土 ト（女性のみ）
1 月 24 日 月 管

注意事項／
●生涯学習センター水橋分館は休館中のため、昨年度同館で受診した人は、会

場が町工業団地管理センターに変更となりますのでご注意ください。
●芳賀町国民健康保険以外の保険加入者の人で、町の総合検診で特定健診を受

診できるのは、保険の被扶養者のみです。加入者本人は受診できません。特定
健診以外の項目は、保険の種別に関わらず、どなたでも受診できます。

●1/22（土）は女性限定の日です。前立腺がん検診以外のすべての検診が受診
できます。

●昨年度受診した項目のみが今年度自動的に予約されます。追加・変更の場合
は、インターネット予約サイトにて手続きまたは健康係までお問い合わせくだ
さい。

検診項目 対象 料金 内　　容

ヤングエイジ検診 19 ～ 39 歳 無料
※令和
3年度
から

身長・体重・血圧・尿検査・血液検査（貧血・脂質・血糖・
肝機能・腎機能）

特定健診 40 ～ 74 歳 身長・体重・血圧・尿検査・診察・腹囲測定・血液検査（貧
血・脂質・空腹時血糖・HbA1c・肝機能・腎機能）・心電
図検査・眼底検査健康診査 75 歳以上 無料

が
ん
検
診

胃
40 歳以上

400 円 胃部エックス線撮影
肺 無料 胸部エックス線撮影（喫煙歴により喀痰検査を追加 300 円）

大腸 200 円 便の潜血検査
前立腺 50 歳以上の男性 200 円 血液検査
子宮 20 歳以上の女性 300 円 子宮頸部細胞診＋ HPV（ヒトパピローマウイルス）検査
乳 30 歳以上の女性 500 円 超音波検査（40 歳以上は超音波検査＋マンモグラフィ）

骨粗しょう症検診 19 ～ 70 歳の女性 300 円 超音波検査（踵部）

肝炎ウイルス検診 40 歳以上で検査を
受けたことがない人 300 円 血液検査

ピロリ菌抗体検査 19 ～ 39 歳で検査を
受けたことがない人 200 円 血液検査

令和3年度町総合検診のご案内
　今年度から、ヤングエイジ・特定健診は無料で受けられます。各種がん検診もお得に受診できます。子宮がん検診は、
今年度は全日程で受診できます。ご自身と大切な人のためにも、健康診断を受けましょう。

問健康福祉課健康係　☎028（677）6042

※次の人は検診料金が無料です。②、③、④の人は当日受付にお申し出ください。
①70歳以上の人　②町民税非課税世帯の人（未申告の場合、低所得であっても非課税とならない場合があります）　③生活保護世帯の
人　④身体障害者手帳1・2級、精神保健福祉手帳1・2級、療育手帳A1・A2該当の人（当日受付に手帳をお出しください）

受診方法／ 5 月中に受診案内を個別通知しますので、ご確認ください。
検診当日の受付時間／ 8:00 ～ 11:00

会場…ト：農業者トレーニングセンター
　　　管：町工業団地管理センター

インターネット検診専用予約サイトでの
予約・変更が便利です。

総合検診の流れ／

▼

▼

▼

▼

1　検診申し込み 検診専用予約サイト・健康福祉課窓口または電話にて申し込み

2　問診票等送付 検診日の約2週間前に問診票等をご自宅へ郵送します

3　検診受診 検診会場で受診※検診日程参照

4　検診結果送付 受診日から約1カ月後に検診結果をご自宅へ郵送します

5　検診結果返却 精密検査が必要な場合は、紹介状が入っていますので紹介状を
持って、医療機関へ受診しましょう

健康福祉掲示板
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実施日 会場
6 月   2 日 水 ト
6 月   3 日 木

管6 月   4 日 金
6 月   5 日 土
6 月   6 日 日 ト
6 月   7 日 月

管9 月   1 日 水
9 月   2 日 木
9 月   4 日 土 ト9 月   5 日 日
9 月   6 日 月

管9 月   7 日 火
10 月 18 日 月
10 月 20 日 水
10 月 22 日 金 ト
10 月 23 日 土 管
10 月 24 日 日 ト
10 月 26 日 火 管

1 月 22 日 土 ト（女性のみ）
1 月 24 日 月 管

注意事項／
●生涯学習センター水橋分館は休館中のため、昨年度同館で受診した人は、会

場が町工業団地管理センターに変更となりますのでご注意ください。
●芳賀町国民健康保険以外の保険加入者の人で、町の総合検診で特定健診を受

診できるのは、保険の被扶養者のみです。加入者本人は受診できません。特定
健診以外の項目は、保険の種別に関わらず、どなたでも受診できます。

●1/22（土）は女性限定の日です。前立腺がん検診以外のすべての検診が受診
できます。

●昨年度受診した項目のみが今年度自動的に予約されます。追加・変更の場合
は、インターネット予約サイトにて手続きまたは健康係までお問い合わせくだ
さい。

検診項目 対象 料金 内　　容

ヤングエイジ検診 19 ～ 39 歳 無料
※令和
3年度
から

身長・体重・血圧・尿検査・血液検査（貧血・脂質・血糖・
肝機能・腎機能）

特定健診 40 ～ 74 歳 身長・体重・血圧・尿検査・診察・腹囲測定・血液検査（貧
血・脂質・空腹時血糖・HbA1c・肝機能・腎機能）・心電
図検査・眼底検査健康診査 75 歳以上 無料

が
ん
検
診

胃
40 歳以上

400 円 胃部エックス線撮影
肺 無料 胸部エックス線撮影（喫煙歴により喀痰検査を追加 300 円）

大腸 200 円 便の潜血検査
前立腺 50 歳以上の男性 200 円 血液検査
子宮 20 歳以上の女性 300 円 子宮頸部細胞診＋ HPV（ヒトパピローマウイルス）検査
乳 30 歳以上の女性 500 円 超音波検査（40 歳以上は超音波検査＋マンモグラフィ）

骨粗しょう症検診 19 ～ 70 歳の女性 300 円 超音波検査（踵部）

肝炎ウイルス検診 40 歳以上で検査を
受けたことがない人 300 円 血液検査

ピロリ菌抗体検査 19 ～ 39 歳で検査を
受けたことがない人 200 円 血液検査

令和3年度町総合検診のご案内
　今年度から、ヤングエイジ・特定健診は無料で受けられます。各種がん検診もお得に受診できます。子宮がん検診は、
今年度は全日程で受診できます。ご自身と大切な人のためにも、健康診断を受けましょう。

問健康福祉課健康係　☎028（677）6042

※次の人は検診料金が無料です。②、③、④の人は当日受付にお申し出ください。
①70歳以上の人　②町民税非課税世帯の人（未申告の場合、低所得であっても非課税とならない場合があります）　③生活保護世帯の
人　④身体障害者手帳1・2級、精神保健福祉手帳1・2級、療育手帳A1・A2該当の人（当日受付に手帳をお出しください）

受診方法／ 5 月中に受診案内を個別通知しますので、ご確認ください。
検診当日の受付時間／ 8:00 ～ 11:00

会場…ト：農業者トレーニングセンター
　　　管：町工業団地管理センター

インターネット検診専用予約サイトでの
予約・変更が便利です。

総合検診の流れ／

▼

▼

▼

▼

1　検診申し込み 検診専用予約サイト・健康福祉課窓口または電話にて申し込み

2　問診票等送付 検診日の約2週間前に問診票等をご自宅へ郵送します

3　検診受診 検診会場で受診※検診日程参照

4　検診結果送付 受診日から約1カ月後に検診結果をご自宅へ郵送します

5　検診結果返却 精密検査が必要な場合は、紹介状が入っていますので紹介状を
持って、医療機関へ受診しましょう

健康福祉掲示板
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在宅ねたきり老人および
認知症老人介護手当
　月額10,000円の介護手当を支
給します。申請した日の翌月分か
ら支給対象となります。
対象／①町内に住所がある②要介
護3以上の認定を受けた65歳以上
の高齢者を在宅で介護している同
一世帯内の介護者※入院・入所中
の要介護者は対象外
持ち物／印鑑、介護者名義の振込
口座がわかるもの
申込／健康福祉課窓口
問健康福祉課介護保険係

☎028（677）6015
　

寝たきり高齢者等紙おむつ
給付事業（上半期分）
　町内協定店舗で利用できる月額
5,000円分の紙おむつ給付券（申
請した月から9月分までの月数分）
を交付します。
対象／以下の条件に全て該当する
人①町内に住所がある②要介護3
以上の認定を受けている③町民税
非課税世帯の人④在宅で紙おむつ
を利用している※入院・入所中の
人は対象外
持ち物／印鑑
申込／健康福祉課に申請書を提出
問健康福祉課介護保険係

☎028（677）6015

糖尿病教室鶴の会会員募集
　鶴の会は、糖尿病についての勉
強会や仲間作りを通して、病気の
改善や健康増進に役立てることを
目的とした会です。
実施回数／年7回程度
場所／農業者トレーニングセンター
対象／町内在住の糖尿病の人およ
びその家族、糖尿病に関心のある人
内容／野外研修、レクリエーショ
ン、調理実習など
費用／年間1,000円
申込／健康福祉課窓口または電話
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

全国障害者スポーツ大会（三重
とこわか大会）派遣選手募集
大会期間／10月23日（土）～25日（月）
開催地／三重県
競技種目／陸上競技、水泳、フライ
ングディスク、ボッチャほか
申込／在宅の人…健康福祉課
福祉係☎028（677）1112
学校・施設に所属する人…
所属する学校・施設
締切／4月30日（金）
問県障害者スポーツ協会
☎・ファクシミリ028（624）2761

子 育 て
4月の乳幼児健診・相談
【4カ月児健診】
28日（水）※令和2年12月生
【2歳6カ月児歯科検診】
14日（水）※平成30年8月・9月生
【3歳児健診】
9日（金）※平成30年2月・3月生
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

戦没者等の遺族に対する特別
弔慰金（第11回特別弔慰金）
請求期間／令和5年3月31日（金）
まで※請求期間内に請求を行わな
いと時効により特別弔慰金を受け
る権利が消滅しますので、お早め
に請求を行ってください。
支給内容／額面25万円、5年償還
の記名国債
支給対象者／令和2年4月1日（基
準日）において、「恩給法による公
務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺
族等援護法による遺族年金」等を
受ける人（戦没者等の妻や父母な
ど）がいない場合に、次の順番によ
る先順位のご遺族お一人に支給さ
れます。戦没者等の死亡当時のご
遺族で①令和2年4月1日までに戦
傷病者戦没者遺族等援護法による
弔慰金の受給権を取得した人②戦
没者等の子③戦没者等の⑴父母⑵
孫⑶祖父母⑷兄弟姉妹※戦没者等
の死亡当時、生計関係を有してい
ること等の要件を満たしているか
どうかにより順番が入れ替わりま
す。④上記1から3以外の戦没者等
の三親等内の親族（甥、姪等）※戦
没者等の死亡時まで引き続き1年
以上の生計関係を有していた人に
限ります。
問健康福祉課介護保険係

☎028（677）6015

リフレッシュ・はが会員募集
　リフレッシュ・はがは、会員同士
が和気あいあいと楽しみながら運
動ができる活動をしています。
日時／【昼コース】金曜（隔週）10：
30～12：00、土曜（隔週）13：30
～15：00
【夜コース】木曜（毎週）19：30～
21：00
場所／農業者トレーニングセンター
対象／町内在住または在勤者
講師／神山裕子氏（健康運動指導士）
参加費／月額1,500円
申込／健康福祉課窓口または電話
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

4月の介護カフェ
　介護や認知症について気軽
にお話しませんか。
日時／16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
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子 育 て
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。
　お気軽にお問い合わせください。

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

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

相　　談
行政相談・人権相談
日時／4月20日（火）13：30～16：00
場所／農業者トレーニングセンター
問企画課広報広聴係

☎028（677）6099
問住民課住民戸籍係

☎028（677）6014

生活困窮者自立相談
　生活保護を受けていない人で、
経済的に困っていて、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

心配ごと相談
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

町職員人事異動 令和3年4月1日付　○は昇任、（　）は異動前
【部長級】■総務企画部長兼総務課長（住民生活部
長兼健康福祉課長）大根田和久■住民生活部長兼
健康福祉課長（建設課長）〇稲川英明
【課長級】■総務課付芳賀地区広域行政事務組合派
遣（商工観光課長補佐兼商工観光係長）○仲尾周■
住民課長（会計課長）上野真美■子育て支援課祖母
井保育園長（子育て支援課祖母井保育園副園長）〇
土屋歩■建設課長（総務課付芳賀中部上水道企業
団派遣）磯顕吾■会計課長（会計課長補佐兼出納係
長）〇髙橋純子
【課長補佐級】■企画課長補佐兼みらい創生係長
（企画課みらい創生係長）〇髙松克孔■税務課長
補佐兼納税係長（税務課納税係長）〇鎌田修好■税
務課長補佐兼町民税係長（税務課町民税係長）〇塚
本智博■住民課長補佐兼住民戸籍係長（住民課住
民戸籍係長）〇齊藤弓子■健康福祉課長補佐兼健
康係長（健康福祉課健康係長）〇荻野治美■子育て
支援課祖母井保育園副園長（子育て支援課祖母井
保育園主任保育士）○鯉淵紀子■農政課長補佐兼
農村整備係長（税務課長補佐兼資産税係長）大塚英
樹■議会事務局長補佐兼次長（議会事務局次長）
〇伊佐野祐子■学校教育課長補佐兼学校管理係長
（総務課長補佐兼秘書係長）野沢幸代

【係長級】■総務課行政係長（農政課農村整備係長）
赤羽康隆■総務課地域安全対策係長（総務課行政
係長）水沼真伸■税務課資産税係長（学校教育課
主査）〇黒川あゆみ■子育て支援課祖母井保育園
主任保育士（子育て支援課祖母井保育園主任主査）
〇塙正江■商工観光課商工観光係長（都市計画課付
（栃木県派遣）主査）〇大野真央■建設課下水道係
長（農政課主査）〇阿久津喜行■都市計画課付宇都
宮市派遣（建設課下水道係長）阿部慎悟■会計課出
納係長（学校教育課学校管理係長）梅津綾
【主任主査級】■健康福祉課主任主査（総務課付主
任主査）小堀理恵■健康福祉課主任主査（総務課付
主査）〇田邉朋世■健康福祉課主任主査（総務課付
主査）〇仲村亜衣■建設課主任主査（建設課主査）
〇人見祐生■生涯学習課主任主査（生涯学習課主
査）〇谷口誠
【主査級】■総務課主査（総務課付主事）〇斎藤光葉
■企画課主査（企画課主事）〇阿久津年央■住民課
主査（住民課主事）〇海老原美咲■健康福祉課主査
（健康福祉課主事）〇磯部太郎■子育て支援課主査
（都市計画課主査）田中秀典■農政課主査（総務課
主査）長谷川耕平■農政課主査（企画課主査）稲川
聡

【主事・主事補級】■総務課付栃木県派遣主事（住民
課主事）菊池丈朗■企画課主事（総務課主事）小林
由典■企画課主事（総務課主事）岩村成美■税務課
主事（税務課主事補）〇近野茉美■健康福祉課主事
（健康福祉課主事補）〇坂本汐里■健康福祉課主事
（健康福祉課主事補）〇鈴木里奈■環境対策課主事
（芳賀地区広域行政事務組合主事）〇北條郁哉■
都市計画課主事（都市計画課主事補）〇窪田賢人■
都市計画課主事（都市計画課付宇都宮市派遣主事）
直井佑樹■学校教育課主事（企画課主事）亀谷寿樹
■総務課主事補（新規採用）江口尭博■生涯学習課
主事補（新規採用）片桐綾乃
【用務員】■子育て支援課祖母井保育園用務員（生
涯学習課用務員）菊池里美■環境対策課用務員（子
育て支援課祖母井保育園用務員）田川浩■環境対
策課用務員（学校教育課芳賀中学校用務員）水田悟
■学校教育課芳賀中学校用務員（環境対策課用務
員）横田秀夫
【退職者】令和3年3月31日付■総務課総務企画部
長兼総務課長大関一雄■住民課課長滝口浩子■子
育て支援課祖母井保育園長見目仁子■健康福祉課
主任主査上田詔子■環境対策課用務員渡邉雅文

ありがとう
ございました。

寄附

奨学金寄附
　匿名希望者 1人� 119,888円
　匿名希望者 1人� 100,000円
ふるさと芳賀応援基金寄付金
　36人� 1,695,000円

https://k-oneta6.wixsite.com/mysite

http://sien677.blog99.fc2.com/
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子 育 て
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。
　お気軽にお問い合わせください。

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

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

相　　談
行政相談・人権相談
日時／4月20日（火）13：30～16：00
場所／農業者トレーニングセンター
問企画課広報広聴係

☎028（677）6099
問住民課住民戸籍係

☎028（677）6014

生活困窮者自立相談
　生活保護を受けていない人で、
経済的に困っていて、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

心配ごと相談
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

石下　修平・飯出　香晴（東水沼）
石川　京平・宮原　菜月（下高根沢）
塙　　祐也・坂本　優綺（西水沼）

令和3年2月1日～2月28日届出
（掲載は承諾者のみ）

町職員人事異動 令和3年4月1日付　○は昇任、（　）は異動前
【部長級】■総務企画部長兼総務課長（住民生活部
長兼健康福祉課長）大根田和久■住民生活部長兼
健康福祉課長（建設課長）〇稲川英明
【課長級】■総務課付芳賀地区広域行政事務組合派
遣（商工観光課長補佐兼商工観光係長）○仲尾周■
住民課長（会計課長）上野真美■子育て支援課祖母
井保育園長（子育て支援課祖母井保育園副園長）〇
土屋歩■建設課長（総務課付芳賀中部上水道企業
団派遣）磯顕吾■会計課長（会計課長補佐兼出納係
長）〇髙橋純子
【課長補佐級】■企画課長補佐兼みらい創生係長
（企画課みらい創生係長）〇髙松克孔■税務課長
補佐兼納税係長（税務課納税係長）〇鎌田修好■税
務課長補佐兼町民税係長（税務課町民税係長）〇塚
本智博■住民課長補佐兼住民戸籍係長（住民課住
民戸籍係長）〇齊藤弓子■健康福祉課長補佐兼健
康係長（健康福祉課健康係長）〇荻野治美■子育て
支援課祖母井保育園副園長（子育て支援課祖母井
保育園主任保育士）○鯉淵紀子■農政課長補佐兼
農村整備係長（税務課長補佐兼資産税係長）大塚英
樹■議会事務局長補佐兼次長（議会事務局次長）
〇伊佐野祐子■学校教育課長補佐兼学校管理係長
（総務課長補佐兼秘書係長）野沢幸代

【係長級】■総務課行政係長（農政課農村整備係長）
赤羽康隆■総務課地域安全対策係長（総務課行政
係長）水沼真伸■税務課資産税係長（学校教育課
主査）〇黒川あゆみ■子育て支援課祖母井保育園
主任保育士（子育て支援課祖母井保育園主任主査）
〇塙正江■商工観光課商工観光係長（都市計画課付
（栃木県派遣）主査）〇大野真央■建設課下水道係
長（農政課主査）〇阿久津喜行■都市計画課付宇都
宮市派遣（建設課下水道係長）阿部慎悟■会計課出
納係長（学校教育課学校管理係長）梅津綾
【主任主査級】■健康福祉課主任主査（総務課付主
任主査）小堀理恵■健康福祉課主任主査（総務課付
主査）〇田邉朋世■健康福祉課主任主査（総務課付
主査）〇仲村亜衣■建設課主任主査（建設課主査）
〇人見祐生■生涯学習課主任主査（生涯学習課主
査）〇谷口誠
【主査級】■総務課主査（総務課付主事）〇斎藤光葉
■企画課主査（企画課主事）〇阿久津年央■住民課
主査（住民課主事）〇海老原美咲■健康福祉課主査
（健康福祉課主事）〇磯部太郎■子育て支援課主査
（都市計画課主査）田中秀典■農政課主査（総務課
主査）長谷川耕平■農政課主査（企画課主査）稲川
聡

【主事・主事補級】■総務課付栃木県派遣主事（住民
課主事）菊池丈朗■企画課主事（総務課主事）小林
由典■企画課主事（総務課主事）岩村成美■税務課
主事（税務課主事補）〇近野茉美■健康福祉課主事
（健康福祉課主事補）〇坂本汐里■健康福祉課主事
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（芳賀地区広域行政事務組合主事）〇北條郁哉■
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都市計画課主事（都市計画課付宇都宮市派遣主事）
直井佑樹■学校教育課主事（企画課主事）亀谷寿樹
■総務課主事補（新規採用）江口尭博■生涯学習課
主事補（新規採用）片桐綾乃
【用務員】■子育て支援課祖母井保育園用務員（生
涯学習課用務員）菊池里美■環境対策課用務員（子
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策課用務員（学校教育課芳賀中学校用務員）水田悟
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【退職者】令和3年3月31日付■総務課総務企画部
長兼総務課長大関一雄■住民課課長滝口浩子■子
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主任主査上田詔子■環境対策課用務員渡邉雅文
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鈴木　　幸（98）上稲毛田� 2/3
萩嶌キミ子（88）稲毛田� 2/20
沼敏一郎（81）祖母井南� 2/26
大根田　寿（54）西高橋� 2/26

おくやみ

ありがとう
ございました。

寄附

奨学金寄附
　匿名希望者 1人� 119,888円
　匿名希望者 1人� 100,000円
ふるさと芳賀応援基金寄付金
　36人� 1,695,000円

https://k-oneta6.wixsite.com/mysite

http://sien677.blog99.fc2.com/
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図書館
ケータイサイト

知恵の      館だより環環 問総合情報館 ☎028（677）2525

今月の一冊 ☆一般書☆

CD

一般書

児童書

4月の休館日 5・12・19・26・30日

※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。

新着図書案内

DVD
タイトル 出演者 発売元
蜜蜂と遠雷 松岡 茉優、松坂 桃李ほか 東宝

となりのシムラ　1 志村 けん NHKエンタープライズ（販売）
となりのシムラ　2 志村 けん NHKエンタープライズ（販売）
アナと雪の女王　2  ウォルト・ディズニー・ジャパン

タイトル 歌手名 発売元
ミュージック シーア ワーナーミュージック・ジャパン
ワッツ・アップ 2020-2021 レディー・ガガほか ユニバーサルミュージック
ありがとう!石原軍団 石原 裕次郎ほか テイチクエンタテインメント
35th Anniversary BEST 少年隊 ジェイ・ストーム
SEKAI NO OWARI 2010-2019 SEKAI NO OWARI TOY’S FACTORY
EVANGELION FINALLY  King Record

書　名 著者名 出版社
物語のものがたり 梨木 香歩 岩波書店
傷痕のメッセージ 知念 実希人 KADOKAWA
きみの傷跡 藤野 恵美 KADOKAWA
なごり雪 新堂 冬樹 KADOKAWA
むしろ、考える家事 山崎 ナオコーラ KADOKAWA
どの口が愛を語るんだ 東山 彰良 講談社
泳ぐ者 青山 文平 新潮社
嘘かまことか 平岩 弓枝 文藝春秋
Go To マリコ 林 真理子 文藝春秋
大義 横浜みなとみらい署暴対係 今野 敏 徳間書店

書　名 著者名 出版社
はしごしゃの のびるくん 正高 もとこ作   鎌田 歩絵 岩崎書店
ありえない！   偕成社
モルモットのちゃもと けだまーず なかや みわ作 金の星社
わたし、パリにいったの たかどの ほうこ作 のら書店
つくしちゃんとおねえちゃん いとう みく作  丹地 陽子絵 福音館書店

内容：職を失い、自転車旅行をしていた栗田拓
海は、年季の入った一軒の建物を訪れた。そこに
は3人の女性がそれぞれ事情を抱えて過ごして
いた。拓海は足の怪我が治るまで、そこにとどま
ることに･･･。『小説野性時代』連載を単行本化。

ＴＲＣ週刊全点案内より転載

『ムーンライト・イン』
著者名：中島 京子
出版社：KADOKAWA

エリック・カール作　アーサー・ビナード訳

ストーリー・オブ・マイライフ
わたしの若草物語

シアーシャ・ローナン、
エマ・ワトソンほか

ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント

イディナ・メンゼル、クリステン・ベル
ほか声の出演

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／4月17日（土）11：00～
場所／総合情報館多目的室

総合情報館企画展 芳賀町の祭礼
期　　間／4月10日（土）～6月20日（日）
観覧時間／10:00～17:00
場　　所／総合情報館展示室１・２
入 場 料／無料

【関連イベント】
栃木県立博物館移動講座「芳賀町の祭礼について」
日時　5月29日（土）14:00～16:00
場所　総合情報館多目的室
講師　篠﨑茂雄氏（栃木県立博物館人文課長）
定員　20人（要申込）

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、展覧会期間が変更
になる場合があります。来館する際は、電話または町ホームペー
ジでご確認ください。

─受け継がれてきた伝統文化─
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　江羅和夫さん（下高根沢、写真左）、黒﨑政光さん（与
能、写真中）、水沼秀夫さん（西水沼、写真右）が、栃木県
民生委員児童委員協議会会長表彰を受けました。
　民生委員・児童委員として地域の福祉向上のために
努力された功績が讃えられました。

栃木県民生委員児童委員協議会会長表彰に
江羅和夫さん・黒﨑政光さん・水沼秀夫さん

2/25

　町防災士連絡会設立総会が行われ、町防災士連絡会
が設置されました。
　同会は、町内の防災士の相互連携を強化し、地域防災
への貢献が目的です。防災知識の普及・啓発や自主防災
組織の支援などを行います。

町防災士連絡会を設置3/3

　手塚久美子さん（祖母井）は、同委員4期7年目とな
り、ボランティアで行政上の困りごとを聞いて解決を図
るとともに行政改善の推進に尽力いただいています。
◎行政相談日は広報はが「はがタウンインフォメーショ
ン」に掲載しています。

&スポーツの話題タウンリポート

　篠﨑恭明さん（与能、写真左）が栃木県農業士、人見悦
夫さん（下高根沢、写真右）が栃木県名誉農業士に認定
されました。
　篠﨑さんはイチゴや水稲を、人見さんは水稲や麦、イ
チゴなどを栽培しています。

栃木県農業士に篠﨑恭明さん
栃木県名誉農業士に人見悦夫さん

3/3

総務大臣から委嘱
行政相談委員に手塚久美子さん

4/1

　阿久津靖典さん（西高橋）が、1月1日付で旭日単光章
を受章し、見目町長が勲章などを伝達しました。
　阿久津さんは、平成3年から平成7年と平成11年から
平成19までの12年の長きにわたり町議会議員を務め、
町政発展に貢献されました。

旭日単光章に阿久津靖典さん3/3

　井本正司さん（東水沼）が、多年にわたる功労があったと
して、全国社会福祉協議会会長表彰を受けました。
　井本さんは、平成10年12月から民生委員・児童委員を務
め、町民生委員児童委員協議会の会長や県民生委員児童委
員協議会の副会長として地域福祉に貢献されています。

全国社会福祉協議会長表彰に
井本正司さん

3/3
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「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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　〈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

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
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お
楽
し
み
川
柳
」参
加
者

芳賀町文化協会会長　駿河富夫さん（稲毛田）からの投稿
生きることば　しあわせ　瀬戸内寂聴著より
　生きることは働くこと、仕事をさせていただくことです。自分に
ふさわしい、自分にできる仕事をして人様の役に立つことが生きが
いです。働くことは当たり前ですが、仕事がいつまであるかは分か
りません。させていただく気持ちが大切ですね。

小林　操さん（下高根沢）からの投稿
医食同源
　今の世の中、食品関係も変化しています。インスタント食品、冷凍食品など世界中の食品が
出回っています。添加物や着色剤等をよく調べて、安心安全な食品を選び、自家製の自然食品
と組み合わせて取るようにしています。食事は身体を作る基本です。規則正しい生活と食事で
健康寿命を伸ばしたいものですね。

高松イクさん（下高根沢）からの投稿
　右の祈りの像は、益子に出向いて手作りした私の作品です。毎日
見られるように茶の間のテレビの台に置いています。この像を見て
いると、コロナ禍の一日も早い終息、家族の健康など手を合わせて
祈ってくれているような気がします。じっと祈りの像を見て同じよ
うに手を合わせると、私の気持ちを和らげてくれます。
「一日の大切な日を祈りつつ明日に生きよう明るい未来」

※

「
町
民
俳
句
講
座
」参
加
者
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問宇都宮ケーブルテレビ ☎028（638）8092 　企画課広報広聴係 ☎028（677）6099
芳賀チャンネル番組表地上デジタル

リモコン番号
101CH
10

2021 4/5（月）～5/2（日）
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
じ番組を放送
しています。
◆1サイクル
120分構成。
◆テレビ内番
組表をご利
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。

① 14:00
② 20:00

「広報はが」個別郵送します
芳賀町ホームページ

編集／芳賀町広報広聴委員会　　発行／芳賀町総務企画部企画課
☎ 028（677）6099　FAX 028（677）3123　　 kouhoukouchou@town.tochigi-haga.lg.jp
〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020番地

問環境対策課 ☎028（677）6041 庁舎の業務案内

業務時間
収集地区 祖母井・稲毛田

上稲毛田・給部
芳志戸・八ツ木

上延生・下延生
与能・打越新田
東高橋・西高橋

上記黒字の地区は火・金
上記色字の地区は月・木

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

下高根沢
東水沼

西水沼・北長島分　類

もえるごみ

業務内容 問い合わせ

平日
8:30～17:15 通常業務 各課

土日祝
8:30～17:00

死亡届など戸籍関係の
届出のみ

日直室
☎028（677）1111

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。

※毎週木曜日の窓口一部延長、毎月第3土曜日の休日開庁は、新型
コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間中止します。

広 報 令和３年４月号
2021.4 No.792

4月ごみカレンダー 

15日（木）

28日（水）（21日（水）までに事前申込が必要）

6日（火）
22日（木）

20日（火）
9日（金）
23日（金）

21日（水）
12日（月）
26日（月）

芳賀N a v i

News
◆みずはし保育園卒園式
◆認定ひばりこども園卒園式・
　サッカー交流試合
◆芳賀北小学校ブレインジム
◆祖陽が丘行政区説明会
◆JAはが野からランチョンマット
◆ふくしのなかま連絡会シンポジウム

お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：企画課　岩村成美

4/5月
～11日

芳賀N a v i

News
◆生井ミネさん
 100歳のお誕生日
◆祖母井保育園卒園式
◆カンセキ真岡芳賀ロードレース
◆totraサービスイン記念式典
◆とちぎGAPの第三者確認証交付式

お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：企画課　小林由典

4/12月
～18日

芳賀N a v i

News
◆芳賀中学校入学式
◆郵便局との協定調印式
◆春の交通安全県民総ぐるみ運動
◆真岡西ロータリークラブから
　シトラスリボン寄贈

スポーツ大好き
お知らせ
芳賀町民の歌

ナビゲーター：総務課　駒水龍太

4/19月
～25日

芳賀N a v i

News
◆各小学校入学式
◆真岡消防署芳賀分署が新体制
◆芳賀第２工業団地第１期分譲
　に係る予約協定調印式

にこっと子育てガイド
お知らせ
芳賀町民の歌

◆認定ひばりこども園卒園式
◆祖母井保育園卒園式

◆認定こども園のぶ幼稚園卒園式
◆みずはし保育園卒園式

ナビゲーター：総務課　斎藤光葉

4/26月
～5/2日

エンジョイスリム体操

2020 Part 6

エンジョイスリム体操

2020 Part 6

エンジョイスリム体操

2020 Part 7

エンジョイスリム体操

2020 Part 7

エンジョイスリム体操

2020 Part 8

エンジョイスリム体操

2020 Part 8

エンジョイスリム体操

2020 Part 9

エンジョイスリム体操

2020 Part 9

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

芳賀南小学校卒業式 芳賀東小学校卒業式 芳賀北小学校卒業式 芳賀中学校入学式

芳賀町役場から　
　　　こんにちは

各課からのお知らせ

ふく
しの部屋

二つのご本尊様・宝の下駄

みんなの民話

2020（再放送）


