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女性・シニア就活応援
セミナー・個別相談会
日時／【就活応援セミナー】7月29日
（金）13:30～16:30【個別相談会】8
月30日（火）10:00～16:00
場所／町工業団地管理センター
対象／出産で離職後再度働きたい
人、定年退職後まだ働きたい人など
申込／株式会社ワークエントリー
へ電話、ファクシミリ、メール
問株式会社ワークエントリー栃木事業部

☎028（612）8643
ファクシミリ028（612）8645

メールshuroshien@we-tochigi.sakura.ne.jp

下水道排水設備工事責
任技術者試験等
　町下水道条例により、町公共下
水道および農業集落排水への接続
工事等を行う町排水設備指定工事
店には、当該責任技術者を1人以
上置くことが規定されています。
＜更新講習会＞
期日／10月16日（日）、11月1日（火）、
8日（火）
場所／栃木市岩舟文化会館ほか
締切／7月29日（金）※当日消印有効

＜講習会・模擬試験、試験＞
講習会・模擬試験日／9月29日（木）
試験日／10月25日（火）
場所／コンセーレ（宇都宮市）
締切／8月31日（水）※当日消印有効
問公益財団法人とちぎ建設技術センター

☎028（626）3187
　建設課下水道係

☎028（677）6021

令和3年中に家屋を新築等した人へ
　令和3年中に新築、増築および改
築により家屋を取得した人には、7
月に不動産取得税が課税されます。
納税通知書が届いた人は、7月29日
（金）までに納付してください。
　公共事業のために収用を受けた
家屋または被災した家屋の所有者
等が代替家屋を取得した場合は、
軽減措置を受けられる場合があり
ますので、お問い合わせください。
問真岡県税事務所・不動産取得税担当

☎0285（82）2136

イベント・講座
町民会館

コンサートピアノ開放DAY
期日／8月13日（土）、20日（土）

時間／9:00～17:00※1枠25分
（1組2枠まで使用可）
対象／ピアノ経験者※中学生以下
は保護者同伴、高校生以下は保護
者の承諾が必要です。
使用料／1枠500円
申込方法／町民会館窓口または電
話※先着順
申込開始／【町内在住者】7月9日
（土）【町外在住者】7月16日（土）
問町民会館� ☎028（677）0009

はがまる探検隊

「自然の中で遊ぼう」
日時／7月30日（土）9：30～11：30
場所／野元川親水公園
内容／虫取り、草花あそびなど
対象／町内在住・在勤者※小学校
低学年までの児童は、保護者の同伴
定員／15人
申込／7月2日（土）～15日（金）
問生涯学習センター

☎028（677）0306

男性魅力アップ講座

「ガーデニング講座」
日時／7月23日（土）10:00～12:00
場所／生涯学習センター
対象／町内在住・在勤者
材料費／2,000円	
定員／8人
締切／7月15日（金）
問町民会館� ☎028（677）0009
　

ボランティア友の会講座

ソーイング教室参加者募集
　ミシンでエコバックを作ります。
日時／8月4日（木）9:30～11:30
場所／生涯学習センター
対象／町内小学5年生以上の親子
材料費／布代500円程度
定員／親子5組
持ち物／ある人は裁縫箱・ハサミ
※ミシンと糸は用意します。
締切／7月19日（火）
問町民会館� ☎028（677）0009

　町では、平成24年度から地
籍調査を行っています。地籍調
査とは、土地に関する戸籍調査
ともいわれており、土地の所有
者・地番・地目・境界・面積に
ついて、一筆ごとに調査や測量
を行うものです。
　今年度は、大字上稲毛田の一
部を実施します。
　正確な調査を行うためには、
関係者の立ち会いのもと境界を
確認するなど土地所有者の協力
が必要です。調査に関して、費
用の個人負担はありません。皆
さんのご協力をお願いします。

地籍調査を実施します

問建設課地籍調査係
　　　 　 ☎028（677）6097
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健康福祉掲示板
令和4年度低所得の子育て世
帯に対する子育て世帯生活支
援特別給付金
支給額／児童一人当たり5万円
対象／平成16年4月2日～令和5
年2月28日に出生した児童の主た
る養育者等
要件／
【ひとり親】①公的年金等を受給し
ていることにより、令和4年4月分
の児童扶養手当の支給を受けてい
ない人②新型コロナの影響で家計
が急変し、収入が児童扶養手当受
給者と同じ水準になっている人
【ひとり親以外】令和4年度住民税
が非課税の人、または新型コロナ
の影響で家計が急変し、非課税相
当の収入になった人
期限／令和5年2月28日（火）
その他／次の①②に該当する人は
申請不要です。①令和4年4月分の
児童扶養手当受給者②令和4年4
月分の児童手当受給者のうち、令
和4年度住民税が非課税の人
問子育て支援課児童福祉係

☎028（677）1333
　

住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金
支給対象／令和4年6月1日に町内
に住民登録があり次のいずれかに
該当する世帯①令和4年度住民税
均等割非課税世帯（令和3年度臨
時特別給付金の支給対象だった世
帯を除く）②令和4年1月以降に新
型コロナの影響で家計急変があっ
た世帯（住民税均等割非課税（相
当）水準以下まで収入減少があっ
た世帯）
給付額／1世帯あたり10万円
申請方法／
【令和4年度住民税均等割非課税
世帯】対象世帯には7月初旬に通
知を発送します。、確認書を返送し
てください。
【令和4年度住民税均等割非課税
世帯で、令和3年12月11日以降に

転入した人がいる場合】電話また
は窓口でお問い合わせください。
【令和4年1月1日以降、新型コロナ
の影響で家計が急変した世帯】給
与明細や通帳など、減収した内容
が分かる書類を準備し、電話また
は窓口でお問い合わせください。
期限／9月30日（金）
備考／令和3年度臨時特別給付金
が支給対象で申請が済んでいない
世帯も、申請することができます。
問健康福祉課福祉係

☎028（677）1112

脳の健康教室「がんばる脳
のう

～」
　認知症予防の体操やミニ講話を
行います。室内運動靴持参の上、動
きやすい服装でお越しください。
日時／7月26日（火）13：30～15：30
場所／温泉健康センター
対象／65歳以上の町内在住者
問健康福祉課地域包括支援センター係

☎028（677）6080

明治安田生命

大人の塗り絵コンクール
　塗り絵で脳を活性化しましょう。
対象／40歳以上の町民
締切／8月10日（水）
応募／専用台紙の塗り絵作品を健
康福祉課窓口に持参※専用台紙は
窓口に設置しています。
問健康福祉課地域包括支援センター係

☎028（677）6080

7月の栄養相談・こころ
の相談（予約制）
【栄養相談】7日（木）
【こころの相談】6日（水）、15日（金）
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

町健康クラブ体験参加者募集
　介護予防の体操や脳トレ体験を
してみませんか。室内運動靴持参
の上、動きやすい服装でお越しく
ださい。

日時／7月4日（月）、8月1日（月）、
9月5日（月）10：00～11：30
場所／温泉健康センター
対象／65歳以上の町内在住者
問健康福祉課地域包括支援センター係

☎028（677）6080
　

7月の休日・祝日当番薬局

3日（日）
ファミリー薬局
（祖母井1708-28）
☎028（677）5008

10日（日）
つくも薬局
（祖母井南3-1-7）
☎028（678）5895

17日（日）
ピノキオフォーマシーズ市貝赤羽店
（市貝町赤羽2658-22）
☎0285（81）7505

18日（月）
とちぎ薬局芳賀店
（市貝町上根162-5）
☎0285（81）6822

社会を明るくする運動強
調月間、青少年の非行・
被害防止全国強調月間
　7月は、全ての国民が犯罪や非
行の防止と罪を犯した人たちの更
正について理解を深め、力を合わ
せて犯罪のない地域社会を築こう
とする全国的な運動の強調月間
です。町では関係機関と連携し、
街頭啓発活動を実施します。
日時／7月2日（土）9:30～10:00
場所／道の駅はが
問町民会館� ☎028（677）0009

7月は「愛の血液助け
合い運動」月間
＜うつのみや大通り献血ルーム＞

☎028（632）1131
【成分献血】
9:30～11:30、13:30～16:00　
【400・200ml献血】
9:30～12:30、13:30～17:00
＜栃木県赤十字血液センター＞

☎028（659）0111
【成分献血】
9:00～11:00、13:00～15:30　
【400・200ml献血】
9:00～12:00、13:00～16:30
※町役場での献血は9月頃を予定
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