
問町選挙管理委員会☎028（677）1111
参議院議員通常選挙があります

あなたの一票は、
国政を決める
大切な一票です。
棄権することなく
投票しましょう。

◆投票日当日の投票終了時刻が変わります
投票日

◆期日前投票所の場所が変わります

不在者投票

―有権者の皆さんへのお願い―

期間／投票日16日前から投票日前日まで
時間／8:30～20:00
場所／芳賀町民会館　→　町役場1階ロビー
　　　※第1投票所は、町民会館のまま変更はありません。

期日前投票

※投票立会人の負担軽減や投票事務経費の
削減のため、投票日当日の投票終了時刻を
20:00から1時間繰り上げます。

期日／未定（6月下旬から7月上旬の日曜日）
投票時間／7:00～19：00

　県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院・入所している
人は、施設内で投票することができます。
　長期出張などにより投票日に投票できない人は、事前に手続きすることで、
滞在地の選挙管理委員会が指定する場所で投票することができます。
　詳しくは、町選挙管理委員会にお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、投票日当日の混雑を避ける
ため、期日前投票を積極的にご利用ください。マスクの着用、手指の消毒、間
隔を開けての整列にご協力をお願いします。

特例郵便等投票
　新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要
件に該当する場合「特例郵便等投票」ができます。詳しくは、町選挙管理委員
会にお問い合わせください。

※掲載内容は令和4年5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
会計年度任用職員（保育士）
採用人数／1人
資格要件／保育士資格
勤務場所／祖母井保育園
任用期間／7月1日～令和5年3月31日
勤務／月～土曜日のうち週5日、
7:00～19:00で7時間30分勤務
※その他、短時間勤務等について
は要相談
報酬／月額154,935円～
申込／「芳賀町会計年度任用職員
選考申込書」に必要事項を記入し、
写真貼付の上、祖母井保育園へ提
出※申込書は、役場、祖母井保育園
で配布のほか、町ホームページか
らもダウンロード可
締切／6月15日（水）
問祖母井保育園

☎028（677）0220

会計年度任用職員（看護師）
採用人数／1人
資格要件／看護師免許
勤務場所／祖母井保育園
任用期間／7月1日～令和5年3月31日
勤務／月～金曜日、8:30～17:00
（7時間30分勤務）
報酬／月額189,193円～
申込／「芳賀町会計年度任用職員
選考申込書」に必要事項を記入し、
写真貼付の上、祖母井保育園へ提
出※申込書は、役場、祖母井保育園
で配布のほか、町ホームページか
らもダウンロード可
締切／6月15日（水）
問祖母井保育園

☎028（677）0220

お知らせ
コミュニティ活動奨励金
　町では、町民自らが参画するま
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。詳細は、町ホームペー
ジをご覧ください。
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
問町民会館� ☎028（677）0009

タウンはが
インフォメーション

施設休館
　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
まで休業します。
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

小型家電無料回収
日時／6月25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＞
　パソコン及び周辺機器、携帯電話、
タブレット端末、炊飯器、電子レンジ、
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
今後の予定／10月29日（土）、令
和5年3月4日（土）
問環境対策課環境対策係

☎028（677）6041

町営住宅入居者募集
入居期日／7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／6月6日（月）～17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

14 広報はが 令和4年6月号

人のうごき
令和4年4月末日現在
（住民基本台帳登録者数）

人口	 15,591人（−14人）
男	 7,913人（−	 1人）
女	 7,678人（−13人）
世帯数	 5,822戸（＋10戸）
◎転入	 37人	 ◎転出	 35人
◎出生	 4人	 ◎死亡	 20人

6月の納税
◎町県民税� 1期
納期限：6月30日（木）
問税務課納税係

☎028（677）6035
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国政を決める
大切な一票です。
棄権することなく
投票しましょう。

◆投票日当日の投票終了時刻が変わります
投票日

◆期日前投票所の場所が変わります

不在者投票

―有権者の皆さんへのお願い―

期間／投票日16日前から投票日前日まで
時間／8:30～20:00
場所／芳賀町民会館　→　町役場1階ロビー
　　　※第1投票所は、町民会館のまま変更はありません。

期日前投票

※投票立会人の負担軽減や投票事務経費の
削減のため、投票日当日の投票終了時刻を
20:00から1時間繰り上げます。

期日／未定（6月下旬から7月上旬の日曜日）
投票時間／7:00～19：00

　県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院・入所している
人は、施設内で投票することができます。
　長期出張などにより投票日に投票できない人は、事前に手続きすることで、
滞在地の選挙管理委員会が指定する場所で投票することができます。
　詳しくは、町選挙管理委員会にお問い合わせください。

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、投票日当日の混雑を避ける
ため、期日前投票を積極的にご利用ください。マスクの着用、手指の消毒、間
隔を開けての整列にご協力をお願いします。

特例郵便等投票
　新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要
件に該当する場合「特例郵便等投票」ができます。詳しくは、町選挙管理委員
会にお問い合わせください。

※掲載内容は令和4年5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。

　ひとりで悩まずにご相談ください。
【不当な差別や偏見に関する相談先】
◆みんなの人権110番
　☎0570（003）110（平日8:30～17:15）
◆こどもの人権110番
　 0120（007）110（平日8:30～17:15）
◆インターネット人権相談
　https://www.jinken.go.jp
◆Foreign-language Human Rights Hotline
　☎0570（090）911（weekdays 9:00～17:00）

6月1日は人権擁護委員の日

　「6月1日人権擁護委員の日」にちなみ、人権相談を実
施します。
　どんなことでも結構です。相談は無料で、秘密は固く
守られますのでお気軽にお越しください。

人権なんでも相談
～困ったことや悩みがあるときは

ご相談ください～
日時／6月3日（金）13:30～16:00
場所／町農業者トレーニングセンター
　　　2階会議室

問住民課住民戸籍係　☎028（677）6014

とちぎ結婚支援センター登録料助成
　県では「とちぎ結婚支援センター」
を設置し、結婚を希望する人に幅広
い出会いの機会を提供しています。
町民の結婚支援を図るため、とちぎ
結婚支援センターの登録料10,000
円の2分の1を助成します。
対象／次の全てに該当する人①芳
賀町民であること②結婚後も継続し
て町内への居住を希望すること
申請／町民会館窓口に申請書を提
出※申請書は町ホームページから
ダウンロード可
持ち物／入会登録料の領収書の写
し、本人確認できる物、印鑑と振込
先がわかる物
問町民会館 ☎028（677）0009
　

栃木県政世論調査
対象／県内に在住する18歳以上
から2，000人を無作為抽出
期間／6月10日（金）～30日（木）
実施方法／調査票を郵送します。
※個人の情報は厳守します。
問栃木県広報課

☎028（623）2158

国籍事務の取扱庁が変わります
　帰化の申請、国籍取得・国籍離脱
の届出などの国籍事務は、宇都宮
地方法務局戸籍課で取り扱うこと
になりました。
問宇都宮地方法務局戸籍課国籍係

☎028（623）0922
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