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町営住宅入居募集

募集住宅

町営大宝地住宅Ｂ－201　３Ｋ
　（馬頭710番地１）　１戸
住宅使用料　22,600円～37,400円
（所得に応じて決定）
入居資格　
・同居している親族または婚約者
　を含む同居しようとする親族の
　ある方
・入居希望親族の総所得が規定基
　準内にある方
・現に住宅に困窮していることが
　明らかな方
・町税などに滞納のない方
・本町に住所を有する方または入
　居の日までに本町に住所を有す
　ることができる方
募集期間　
　平成18年５月22日（月）
　～平成18年６月５日（月）まで
入居期間　
　平成18年６月中旬以降予定
選考方法等　
　入居要件を確認の上、公開抽選
にて選考。抽選日等は募集期間終
了後、後日お知らせいたします。
問い合わせ　
　建設課　管理係
　☎０２８７－９２－１１１８　
　小川支所産業建設課　土木管理係
　☎０２８７－９６－２１１６

「とちぎの環境美化県民運動」

　那珂川町では、毎年５月下旬の
日曜日に「環境美化キャンペー
ン」を実施してきましたが、今年
度から栃木県と連携し、「とちぎ
の環境美化県民運動」として、一
斉清掃を実施することにしまし
た。
　地域社会における町民の交流や
協力を深め“とちぎの人間力”形成を
目指すものです。「ごみゼロの
日」として「とちぎの環境美化県
民運動」県民統一行動日には、県
内全域で一斉清掃が行われます。

　町民の皆さまもぜひ、清掃活動
にご参加くださるようお願いしま
す。
日時　５月28日（日）
　　　午前７時～午前９時まで
場所　町内全域
問い合わせ

　住民生活課　生活環境係
　☎０２８７―９２―１１１２

第１回町民登山

　体力に自信のある方ぜひご参加
ください！　　　
日時　６月25日（日）
　　　荒天時7月2日（日）に延期
集合時間　午前４時
集合場所　総合体育館
コース　　福島県田島町
　　　　　七ヶ岳・羽塩程窪沢
参加人員　25名
（定員になり次第締切ります。）
参加費　３,０００円
申し込み・問い合わせ

　6月 9日（金）までに総合体育館へ
　☎０２８７－９２－５６１１

有害鳥獣捕獲

　銃器による有害鳥獣捕獲を実施
しますので、ご協力をお願いしま
す。
期日　5月 7日（日）・20日（土）・
　　　21日（日）
捕獲区域　那珂川町全域
捕獲鳥獣　ハシブトガラス・ハシ
　　　　　ボソガラス・カルガモ
問い合わせ　

農林振興課　☎0287―92―1113
小川支所産業建設課
　　　　　　☎0287―96―2116

住宅新築の方へ

　八溝材の家づくり
　　　　　－町が応援します－
　八溝材の需要拡大を図るため、
八溝材を使用して建てられた木造
住宅に最高30万円の補助金（那珂
川町木材需要拡大事業補助金）が
町から交付されます。八溝材とは

町内で生産または町内の木材業者
が取り扱った八溝産材を対象とし
ます。
交付条件は

・個人が建築または購入する木造
　住宅（共同住宅は除く。）
・使用木材の60％以上が八溝材で
　あること。
・延床面積の1/2以上が住居の用に
　供する住宅であること。
・町内に住民登録をしていること。
交付額は

　新築住宅の床面積１平方メート
ルにつき2,000円で、最高限度額は
30万円です。
　たとえば30坪で198,000円
　40坪で264,000円
　50坪で300,000円（限度額）に
なります。
問い合わせ　
　農林振興課　農林整備係
　☎０２８７―９２―１１１３

県出先機関の所管区域が

変わります。

　特定不妊治療費の助成申請及び
不妊専門相談については、これま
で県東健康福祉センターで受け付
けていましたが、4月から県北健康
福祉センターの所管に変更になり
ました。
　また、低出生体重児届（体重
2,500ｇ未満の赤ちゃんが生まれた
ときに届出）についても県北健康
福祉センターへ提出することにな
ります。
　なお、育成医療、養育医療等に
ついても、県北健康福祉センター
の所管となりますが、申請は従来
どおり烏山健康福祉センターで受
け付けます。
問い合わせ

　県東健康福祉センター健康福祉課
　　☎0285－82－3321（代）
　県北健康福祉センター健康福祉課
　　☎0287－22－2259
　烏山健康福祉センター保健衛生課
　　☎0287－82－2231（代）

お知らせ
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口座振替で納税ＯＫ！

　自動車税と個人事業税の納税に
口座振替をご利用いただけます。
ぜひ便利な口座振替をご活用くだ
さい。
 ・足利銀行全店及び栃木県内の金
　融機関の本店・支店・出張所の
　口座が利用できます。（郵便局は、
　利用できません。）
 ・預金口座振替依頼書は、金融機
　関や県税事務所にありますので、
　その用紙に預金通帳にご使用の
　印鑑を押してお申し込みくださ
　い。郵送でも受け付けています。
 ・口座振替の開始時期は、自動車税
　については平成 19 年度分から、
　個人事業税については次期分移
　行からとなります。
 ・口座振替の領収書は、振替日の
　10日あとに郵送となります。
 ・ご不明な点がありましたら、矢
　板県税事務所までご連絡くださ
　い。
※すでに口座振替をお申し込みさ
　れている方、振替口座の残高の
　確認をお願いします。口座を解
　約された方、矢板県税事務所ま
　でご連絡ください。
　矢板県税事務所管理課
　☎０２８７－４３－２１７１

電話加入（利用）権公売

　矢板県税事務所では、県税の滞
納により差し押さえた電話加入（利
用）権の公売を行います。
公売日時　5月 23日（火）
　　　　　午後１時 30分から
（10分前にお集まりください。）

場所　栃木県庁塩谷庁舎 101 会議室
持参物　印鑑、買受代金（代理人
　　　　の場合には委任状が必要
　　　　です。）
問い合わせ

　矢板県税事務所収税課
　☎ 0287 － 43－ 2171

（財）栃木県育英会が奨学生募集！

　（財）栃木県育英会では、平成
18 年 4 月に高等学校（盲・ろう・
養護学校を含む。）または修業年限
2年以上の専修学校高等課程の第 1
学年、第 2学年に在学している人
を対象に奨学生を募集します。
募集期間　5月 22日（月）～

　　　　　6月 20日（火）
願書等配布先　
　5月中に県内高等学校等、市町村
教育委員会、県教育事務所、県民
センター、県民相談室に配布しま
す。
問い合わせ　
　（財）栃木県育英会事務局
　☎０２８－６２３―３４５９
　ホームページ
　http://www16.ocn.ne.jp/^tochiiku/
お願い

　栃木県育英会では、奨学金の貸
付原資となる善意の寄付金を募集
しています。1人でも多くの方にご
支援いただきたくお願い申し上げ
ます。なお、寄付金の振込み書等
については、お住まいの市町村教
育委員会に送付してあります。詳
細は育英会事務局までお問い合わ
せください。

南那須養護学校運動会開催

　栃木県立南那須養護学校では障
害児教育への理解と認識を深めて
いただくため学校見学会の一環と
して運動会を開催いたします。見
学者の方々の参加種目も用意して
おりますので、ぜひご参加くださ
い。皆さんのお越しをお待ちして
おります。
日時　5月 20日（土）
　　　午前９時 50分～午後 2時まで
場所　栃木県立南那須養護学校
　　　グラウンド
　　　那須烏山市藤田 1181-152
問い合わせ　
　栃木県立南那須養護学校
　☎ 0287 － 88－ 7571
※見学を希望される方は事前に学

　校にお申し込みください。
日時　① 6月 28日（水）9時集合
　　　② 7月 5日（水）9時集合
会場　栃木県烏山青年の家
対象　県内在住者（パソコン初心者）
定員　15名（先着順）
費用　各回 700 円
　　　（昼食代 , 用紙代等）
内容　①パソコンの基本操作
　　　②暑中見舞いを作ろう
申込期間　5月 2日（火）～
　　　　　6月 20日（火）まで
申込先　栃木県烏山青年の家
　　　　☎ 0287 － 82－ 3142

動物取扱い業が「届け出制」

から「登録制」になります

　平成 18 年 6 月 1 日から、一部
改正された「動物の愛護及び管理
に関する法律」が施行されます。
　これに伴い、動物取扱い業者の
方は登録手続きが必要です。新た
に規制対象となる方だけでなく、
これまでに届け出手続きが必要と
なりますのでご注意ください。
法改正の要点

・「登録の基準」などを満たさな
　い業者の登録の拒否や業務停止
　命令を受けることがあります。
・「動物取扱い責任者」の選任及
　び研修会の受講が義務づけられ
　ます。
・氏名や登録番号、動物取扱い責
　任者等を記載した「標識」の掲
　示が義務づけられます。
・広告にも登録番号等の掲載が必
　要です。
対象となる動物の種類

哺乳類：犬、ねこ、ウサギ、ハム
　　　　 スターなど
鳥　類：インコ、オウム、カナリ
　　　　 ヤ、ニワトリなど
爬虫類：カメ、トカゲ、ヘビ、ワ
　　　　 ニなど
問い合わせ　
　栃木県動物愛護指導センター
　☎ 028 － 684 ― 5458

お知らせ


