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お知らせ 真岡県税事務所「窓口混雑
予想カレンダー」掲載中
　密防止、待ち時間短縮のため、混雑
予想日を避けた来庁をお願いします。

真岡県税事務所ホームページ　
窓口混雑予想カレンダー▶

問真岡県税事務所
☎0285（82）2135

消費税インボイス制度説明会
　事業者向けに説明会を開催します。
期日／5月12日（木）、13日（金）、6
月16日（木）、17日（金）
時間／10:00～11:00
場所／真岡税務署1階会議室
定員／20人※要予約（開催前日15:00まで）
問真岡税務署法人課税部門

☎︎0285（82）3374

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（見込み含む）
受付締切／4月14日（木）
＜一般曹候補生＞
募集資格／18歳以上33歳未満
受付締切／5月10日（火）
＜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
問自衛隊真岡募集案内所

☎0285（83）7818

危険物取扱者試験
日時／6月5日（日）9：30～
会場／真岡工業高等学校他
種類／甲種、乙種（第1類～第6類）、丙種
申込／【電子申請】4月12日（火）まで
【書類申請】4月4日（月）～15日（金）
手数料／甲種6,600円、乙種4,600
円、丙種3,700円
願書配布場所／消防試験研究セン
ター栃木県支部、各消防本部等
問一般財団法人消防試験研究センター栃木県支部

☎︎028（624）1022

狂犬病予防集合注射日程
　生後91日以上の犬には登録と狂犬病予防注射（年1回）が義務付けられています。
日程／
①4月16日（土）

時間 会　　場
  8:50 ～  9:00 東高橋農業構造改善センター 芳志戸駐在所東
  9:10 ～  9:20 下塚田旧農協倉庫 上給公民館
  9:30 ～  9:40 山崎公民館 給部分館（給部公民館）
  9:50 ～ 10:00 関谷公民館 八ツ木の丘公園
10:10～ 10:20 西高橋農業構造改善センター 八ツ木集落センター
10:30～ 10:40 黒岡公民館 金井公民館
10:50～ 11:00 3-2 消防詰所 山根公民館
11:10～ 11:20 水橋運動場 下高根沢中郷公民館
11:30～ 11:40 西法寺団地入口 三日市公民館
11:50～ 12:00 和泉ニュータウン児童公園 町工業団地管理センター駐車場
12:10～ 12:20 東水沼公民館 大塚公民館

費用／注射代3,300円※新規登録6,300円（登録料3,000円、注射代3,300円）
備考／通知はがきが届いた人は、持参してください。
問環境対策課環境対策係☎︎028（677）6041

時間 会　　場
  8:50 ～  9:00 総合運動公園北駐車場 上郷西公民館
  9:10 ～  9:20 下延生集落センター
  9:30 ～  9:40 谷中生活センター 与能ライスセンター
  9:50 ～ 10:00 南郷公民館 東水沼ライスセンター
10:10～ 10:20 山本電機（稲毛田）※ 堀の内公民館
10:30～ 10:40 嶺南運動場駐車場 西水沼農業構造改善センター
10:50～ 11:00 西山根公民館 下与能公民館
11:10～ 11:20 旧農協南高支所 ロマンの碑
11:30～ 11:40 上延生公民館 上野原緑地公園北駐車場
11:50～ 12:00 下南集落センター あおぞら公園駐車場
12:10～ 12:30 役場東駐車場 役場東駐車場

②4月17日（日）

※社後旧農協倉庫から変更

芳賀町光の道サービスご契約の皆さまへ
　日頃より、芳賀町光の道サービス（以降「光の道」）をご利用いただきありが
とうございます。
　光の道は、町が整備し、平成22年のサービス開始以降、指定管理により宇都
宮ケーブルテレビ株式会社（以降「宇都宮CATV」）に運営を委託してまいりま
したが、国のガイドラインに基づき光の道施設を宇都宮CATVに譲渡し、令和
4年4月1日から民営化しました。
　民営化後も、現行のサービス（テレビ「再放送サービス（芳賀チャンネル、地
上波デジタル放送）」・「BS」・「CS」、インターネット「CATVひかりネット」、IP
電話）は引き続き宇都宮CATVが提供しますので、これまでどおりご利用いた
だけます。利用料金に変更はありません。契約変更の手続きなども不要です。
　芳賀チャンネルの番組は、これまでと同様に放送してまいります。再放送
サービス（芳賀チャンネル、地デジ）のみご契約の人は、今後も無料でご視聴い
ただけます。
　ご不明な点などは、宇都宮ケーブルテレビまたは町企画課情報広報係まで
ご相談ください。
問宇都宮ケーブルテレビ　☎︎028（638）8092
　企画課情報広報係　☎︎028（677）6032
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耐震対策への補助
　木造住宅の耐震診断等費用の一
部を助成します。
対象／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／条件による※予算がなく
なり次第終了【①耐震診断】限度額
64,000円【②耐震改修（補強計画
策定も同時）】限度額100万円【③
耐震改修（補強計画策定済み）】限
度額80万円【④耐震建て替え】限
度額100万円※栃木県産材10㎥
以上使用で10万円加算
問都市計画課都市計画係

☎028（677）6020

空き家バンク制度のご案内
　空き家バンクとは、空き家を売り
たい人や貸したい人が登録した物
件情報を、空き家の利用を希望す
る人に情報提供する制度です。登
録した家には、リフォームや家財処
分に対する補助制度もあります。
問都市計画課都市計画係

☎028（677）6020

低未利用地の適切な利用・管理を
促進するための特例措置
　譲渡額が500万円以下の空き家
や空き地等を12月31日までに譲
渡した場合に、売主の長期譲渡所
得を100万円控除するものです。
この特例措置を受けるための必要
書類のうち、都市計画課では「低未
利用土地等確認書」を交付します。
問都市計画課都市計画係

☎028（677）6020

町営住宅入居者募集
入居期日／5月上旬（予定）
戸数／1戸（祖母井48－3）※3DK
賃料／20,200円～39,600円（所
得に応じて決定）
申込資格／次の全てに該当する人①
町内在住者または通勤者②町税を滞
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
決定方法／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／4月4日（月）～15日（金）
申込方法／町営住宅入居申込書に
必要書類を添付して、都市計画課
へ提出（郵送可）
問都市計画課都市計画係

☎028（677）6020

知事と語ろう！　　　　　　
とちぎ元気フォーラムin芳賀
日時／6月4日（土）13：30～15：30
場所／町民会館多目的室
対象／県内在住者および通勤・通学者
定員／50人
申込／申込書に必要事項を記入し、
ファクシミリ・メール・郵送※申込書は
県ホームページからダウンロード可、
町企画課情報広報係窓口でも配付中
締切／5月18日（水）
問栃木県広報課広聴担当

☎028（623）2158
ファクシミリ　028（623）2160
電子メールkocho@pref.tochigi.lg.jp

県ホームページ▶

健康福祉掲示板
4月の休日・祝日当番薬局

17日（日）
ファミリー薬局
（祖母井1708－28）
☎︎028（677）5008

24日（日）
つくも薬局芳賀
（祖母井南3-1-7）
☎︎028（678）5895

29日（金）
とちぎ薬局芳賀店
（市貝町上根162－5）
☎︎0285（81）6822

4月の栄養相談・こころ
の相談（予約制）
【栄養相談】14日（木）
【こころの相談】13日（水）、22日
（金）、27日（水）

ねたきり高齢者等紙おむつ
給付事業（上半期分）
　給付対象者に町内協定店舗で利
用できる月額5,000円分の紙おむ
つ給付券（申請した月から令和4年
9月分まで）を交付します。
対象／次の全てに該当する人①町
内在住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
申請／健康福祉課窓口
問健康福祉課介護保険係

☎︎028（677）6015

在宅ねたきり老人及び
認知症老人介護手当
　給付対象者に月額10,000円の
介護手当を支給します。申請した日
の翌月分から給付対象となります。
対象／町内在住で要介護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・入所中の場合は対象外
持ち物／介護者名義の口座番号が分かる物
申請／健康福祉課窓口
問健康福祉課介護保険係

☎028（677）6015

重度心身障害者医療費助成制度

「精神障害者保健福祉手帳1級所持者」追加
　新しく該当となる人には受給者
証を交付します。申請書を送付し
ますので、必要書類を添えて返送
するか、窓口にて手続きください。
対象／精神障害者保健福祉手帳1
級所持者
必要書類／精神障害者保健福祉手
帳の写し、保険証の写し、通帳の写し
申請／健康福祉課窓口、郵送
備考／重度心身障害者医療費助成
制度とは、申請により病気・けがな
どの診療のうち保険診療が適用さ
れた医療費が助成される制度です。
問健康福祉課福祉係

☎028（677）1112
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