
※掲載内容は令和4年4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。

人材募集
参議院議員通常選挙投票立会人
　町ホームページまたは役場2階
総務課にある申込書に必要事項を
記入の上、提出してください。
【投票日】
期日／6月下旬～7月中旬のいず
れかの日曜日
時間／7:00～20:00（予定）
立会場所／居住地区の各投票所
【期日前投票】
期間／投票日の16日前（17日前
の場合有り）～投票日の前日
時間／8:30～20:00
問町選挙管理委員会事務局

☎028（677）1111

まちづくり委員募集
　町は、芳賀町まちづくり基本条
例に基づき、町民主体のまちづく
りを推進しています。町民の意見・
提言などを町政に反映するため、
「まちづくり委員会」公募委員を募
集します。
人数／6人
条件／20歳以上の町内在住・在勤者
任期／6月～令和6年3月
会議／会議は年4～5回程度、午後
7時開始予定、謝礼は会議1回につ
き6,500円
締切／5月27日（金）
応募方法／応募用紙に必要事項を
記入し、企画課みらい創生係に提
出してください。（郵送、電子メー
ル、FAXなどでも可）※応募用紙は

タウンはが
インフォメーション

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

ゴールデンウイークの業務案内　申請や手続きが必要な場合はご注意ください。

※貸館は要予約
・★は月曜日を除く土日祝日の施設利用可能
・◆および体育施設、農業者トレーニングセンターは、期間中の施設利用可能
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栃木県受診・ワクチンセンター ☎0570（052）092
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業務（24時間受付）
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人のうごき
令和4年3月末日現在
（住民基本台帳登録者数）

人口	 15,605人（−27人）
男	 7,914人（−	 5人）
女	 7,691人（−22人）
世帯数	 5,812戸（＋16戸）
◎転入	 71人	 ◎転出	 88人
◎出生	 9人	 ◎死亡	 20人

5月の納税
問税務課納税係

☎028（677）6035
◎固定資産税� 1期
◎軽自動車税� 1期
◎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：5月31日（火）

※掲載内容は令和4年4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。

町ホームページからダウンロード
できます。
問企画課みらい創生係

☎028（677）6012
ファクシミリ028（677）3213
　電子メールmiraisousei@
town.tochigi-haga.lg.jp

お知らせ
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、汚
してしまった場合には速やかに泥
の撤去・清掃をお願いします。
問農政課農業振興係

☎028（677）1110

有害鳥獣駆除の実施
　農作物被害防止のため、町内全
域で銃器によるカモ、カラス、カワ
ウの駆除を行います。危険ですの
で駆除現場には近寄らないようお
願いします。また、町内の農地で鳥
獣による農作物への被害があると
きはご相談ください。
日程／5月14日（土）、15日（日）
時間／6:00～17:00
問農政課農業振興係

☎028（677）1110

町営住宅入居者募集
入居期日／6月上旬（予定）
戸数／1戸（3DK）
所在地／祖母井48-3
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町内に住所又は勤務先を有する
こと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／5月6日（金）～17日（火）
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

宇都宮都市計画地区計画（とちぎ食
肉センター周辺地区）図書の縦覧
　都市計画法第19条第1項の規定
により令和4年4月1日に決定した
宇都宮都市計画地区計画（とちぎ
食肉センター周辺地区）の関係図
書を、都市計画法第20条第2項の
規定により縦覧します。
縦覧場所／都市計画課窓口
問都市計画課都市計画係

☎028（677）6020

防災行政無線を使用した
全国一斉情報伝達訓練
日時／5月18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

自動車税の納期限は　
5月31日（火）
　お近くの金融機関・コンビニエ
ンスストア、クレジットカード、ペ
イジー、スマートフォン決済アプリ

（PayPay、LINE Pay）で納付でき
ます。自動車税（種別割）のほか個
人事業税は、口座振替での納付も
可能です。
　身体に障害のある人のために使
用する自動車には、障害の程度な
ど一定の要件に該当する場合、減
免制度があります。
問栃木県真岡県税事務所収税課

☎0285（82）2135

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会

県民参加プロジェクト
　環境に配慮した大会運営を目指
し、不要になった衣類をリサイクル
して、大会で使用するハンドタオル
を製作します。
対象／不要な衣類（綿100％のもの）
※汚れのあるものや下着類は不可
回収場所／県庁本館1階、カンセキ
スタジアムとちぎ、とちぎ福祉プラ
ザ障害者スポーツセンター、県立
県北体育館、県立県南体育館
期間／5月31日（火）まで
問いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会

☎028（623）3517

モテナス芳賀テナント募集
　モテナス芳賀内2区画募集します。
募集区画／①月額131,738円（店舗
面積81.32㎡）②月額149,853円（店
舗面積90.82㎡）

海鮮和食
海蔵（みくら）

モテナス広場
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問町商工会� ☎028（677）0144
　モテナス事務所

☎028（687）2200

イベント・講座
大人チャレンジクラブ
「梅干しづくり」

　未来に伝えたい伝統食の調理体
験「梅干しづくり」を行います。
日時／6月25日（土）9:30～11:30
場所／生涯学習センター調理室
対象／町内在住・在勤者
材料費／1,000円程度※1kgの青梅
定員／8人
申込／5月21日（土）～6月3日（金）
※定員を超えた場合は抽選
問生涯学習センター
� ☎028（677）0152
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