
※掲載内容は令和4年1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。

お知らせ 町確定申告相談会の会場は
町民会館
　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、広報はが1月号でお知ら
せした会場から変更しました。
会場／町民会館1階多目的室
期間／2月16日（水）～3月15日（火）
問税務課町民税係

☎028（677）6013

町スキー・スノーボード教室中止
　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、2月に予定していたス
キー・スノーボード教室は中止し
ます。
問武道館� ☎028（677）5155

町税等のクレジットカード
納付スタート
　スマートフォンなどからF-REGI

（エフレジ）芳賀町納付サイト
（https://koukin.f-regi.com/
fc/haga_town/）にアクセスし、
納付書のバーコードを読み取って
クレジット情報などを入力してく
ださい。時間・場所を選ばずに町税
等の納付ができます。
対象となる町民税等／町県民税、
固定資産税・都市計画税、軽自動車
税（種別割）、国民健康保険税、介護
保険料、後期高齢者医療保険料※
特別徴収は除きます。
利用可能なクレジットカード／	
VISA・Mastercard・JCB・American
 Express・Diners Club
注意／納期限が過ぎている納付
書、1枚につき30万円を超えてい
る納付書は、クレジットカードでの
納付はできません。手数料等は納
税者負担となります。クレジット
カードで納付した場合、領収書は
発行されません。

F-REGI芳賀町納付サイト▶
（2月1日（火）11:00開始）　
問税務課納税係

☎028（677）6035

小型家電無料回収
日時／3月5日（土）9：00～11：00
※雨天実施
場所／役場東側駐車場
＜回収できるもの＞
　パソコンおよび周辺機器、携帯
電話、タブレット端末、炊飯器、電

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。
【町B＆G海洋センター】
　天井改修工事のため、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

祖母井中央土地区画整理事業2区画新規分譲開始

問都市計画課市街地整備係☎028（677）6052

受付日時／3月1日（火）～11日（金）
の平日8:30～17:15、12日（土）
9:00～12:00
申込／宅地分譲申込書に必要事項
を記入の上、都市計画課に提出※申
し込み多数の場合には抽選
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人のうごき
令和3年12月末日現在
（住民基本台帳登録者数）

人口	 15,651人（−	 2人）
男	 7,925人（＋	 6人）
女	 7,726人（−	 8人）
世帯数	 5,787戸（＋	 7戸）
◎転入	 37人	 ◎転出	 30人
◎出生	 7人	 ◎死亡	 18人

2月の納税
問税務課納税係

☎028（677）6035
◎国民健康保険税� 8期
◎介護保険料� 8期
◎後期高齢者医療保険料� 8期
納期限：2月28日（月）

※掲載内容は令和4年1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。
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子レンジ、ゲーム機、扇風機、ファ
ンヒーター、掃除機、デジタルカメ
ラ等映像機器、音楽プレーヤー等
音響機器など
＜回収できないもの＞
　家電リサイクル法対象の家電品
（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコ
ン）、木製品のスピーカー、こたつ
など

町営住宅の入居者募集
入居期日／3月下旬（予定）
町営住宅／1戸（祖母井48-3）※
3DK
申込資格／次のすべてに該当する
人①町内に住所または勤務先を有
すること②徴税を滞納していない
こと③同居する親族がいること（例
外あり）④収入基準（月額）が
158,000円以下であること（例外
あり）⑤暴力団関係者ではないこと
家賃／月額20,200円～39,600円
（所得に応じて決定）
選考／書類審査・現地調査※適合
者が多い場合は選考または抽選
申込期間／2月14日（月）～25日
（金）※土日祝日を除く
申込／町営住宅入居申込書に必要
書類を添付して、都市計画課に提出
（郵送可）※詳細は町ホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせく
ださい。
問都市計画課都市計画係

☎028（677）6020

都市計画の案の縦覧
　地区計画を決定するに当たり、
都市計画の案について縦覧を実施
します。案に意見がある人は、縦覧
期間中に意見申出書を提出するこ
とができます。
都市計画の案／宇都宮都市計画地
区計画の決定（芳賀町決定）、とち
ぎ食肉センター周辺地区地区計画
期間／2月7日（月）～21日（月）※
土日祝日を除く
場所／都市計画課窓口
意見書の提出／住所、氏名、生年月
日、職業、電話番号、意見の趣旨お

よび理由を明記し、縦覧期間中に
都市計画課に提出（郵送可）
問都市計画課都市計画係

☎028（677）6020

完熟堆肥購入費補助金
　町では、農作物を栽培するため
に町内の指定販売業者から購入し
た堆肥について、購入費の半分を
上限に補助しています。
対象／町内在住者（町税を滞納し
ていない人）
補助対象となる購入年月日／令和
3年4月～令和4年3月
持ち物／交付申請書、領収書、印
鑑、振込先の銀行口座番号が分か
るもの
申込／農政課窓口
締切／3月23日（水）
問農政課農業振興係

☎028（677）1110

公園の落ち葉を無料配付
　堆肥作りなどにご活用ください。
期間／3月31日（木）まで※落ち葉
が無くなり次第終了
場所／上の原緑地公園（祖母井）、
かしの森公園（下高根沢）
申込／環境対策課に電話※住所、
氏名、利用目的をお聞きします。
方法／申し込み後、自由に落ち葉
をお持ち帰りください。積み込み、
運搬は申し込み者自身で行ってく
ださい。
問環境対策課施設管理係

☎028（677）6017

防災無線を使用した　
全国一斉情報伝達訓練
　防災行政無線から、一斉に試験
放送が流れます。
日時／2月16日（水）11：00
試験放送内容／①チャイム音②
「これはJアラートのテストです」を
3回繰り返し③「こちらははがまち
です」を1回④チャイム音
問総務課地域安全対策係

☎028（677）6029

水道配水管洗管作業の実施
　作業中は、水が濁ったり断水す
る場合がありますので、事前に水
のくみ置き等のご協力をお願いし
ます。また、自然冷媒ヒートポンプ
給湯器（エコキュート）などを使用
している場合、給湯タンク内に濁
り水を引き込むと故障の原因とな
る恐れがありますので、作業中は
使用しないでください。ご不便を
おかけしますが、ご理解とご協力
をよろしくお願いします。
実施地域／東高橋、西高橋、西水沼
の一部、打越新田※対象のお宅に
は、事前に委託業者が詳細をお知
らせします。
日時／2月7日（月）～18日（金）
22：00～5：00
委託業者／㈱サンスイ
問芳賀中部上水道企業団工務係

☎028（677）1953

2月は正しい猫の飼い方
推進月間

○頭数をコントロールしましょう
　猫は繁殖能力の高い動物です。
責任を持てる頭数を飼いましょ
う。※避妊･去勢手術には補助が
あります。（猫･犬）
○終生飼養しましょう
　責任を持って終生飼いましょう。
○所有者を明示しましょう
　迷子札やマイクロチップなどを
活用しましょう。
○室内で飼いましょう
　交通事故、病気、迷子、近隣との
トラブルが少なくなります。

問環境対策課環境対策係
☎028（677）6041

野良猫への無責任な餌やりはや
めましょう
　周辺に迷惑を掛け、飼い主のい
ない猫を増やすことにつながります。
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