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いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
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◆ JUMP UP もおか　
・トピックニュース
・ようこそ市長室へ
「真岡の一万本桜まつりに
ついて」
・もおかインフォ
「真岡市の新規就農者支援事業」等　
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◆わくわく体操　
3月のテーマ
「ながら運動」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「真岡市民交響楽団 第 56回定期演奏会」

◆平成 30年第 1回真岡市議会定例会放送予定
　閉会 3/15　10:00 ～終了まで（生中継） 

18:00 ～（再放送）

【3 月 12日（月）～ 3月 18日（日）放送内容予定】
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◆いちごショート  
　ケーキ
「第２６回にのみ
やたこあげ大会」
「夢の教室　長田
小学校5年1組」

※都合により番組内容や放送時間が変更になる場
合があります。電子番組表でご確認ください。

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

※番組を視聴するには、真岡市ケーブルテレビ施設
への加入が必要となります。視聴の申し込みは、
宇都宮ケーブルテレビ㈱へ（☎028-638-8092）

◆行ってみっぺ！
　もおか
「真岡少年柔道会」
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  防災行政無線を用いた防災行政無線を用いた
全国一斉情報伝達訓練全国一斉情報伝達訓練のの実施実施
　地震や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり
情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警
報システム（Ｊアラート）を用いた訓練で、真岡市
以外の地域でもさまざまな手段を用いて情報伝達訓
練が行われます。
【とき】3月 14日（水）午前11時頃
【内容】防災行政無線から、次のように放送されます。

【問い合わせ】安全安心課消防防災係
　☎ 83-8396 FAX83-8392 

上りチャイム音
　「これは、Jアラートのテストです」× 3
　「こちらは、ぼうさい真岡」
下りチャイム音

原付バイク原付バイクとと農耕農耕車等車等のの
夜間廃車受付を実施夜間廃車受付を実施

　原付バイクと小型特殊自動車（農耕用含む）の臨
時夜間異動（廃車等）受付を行います。
　軽自動車税は、4月1日に所有の方に年税（１年分）
で課税されます。3月31日までに廃車や名義変更の
手続きをしないと、平成30年度も課税されます。
【夜間受付の日程】
　3月 16日（金）、23日（金）、
　28日（水）、30日（金）　
　各日とも午後 7時まで
【受付場所】市役所税務課および二宮支所
【対象車種】
　①原動機付自転車（125㏄以下のバイク等）
　②小型特殊自動車（ﾄﾗｸﾀｰ、ｺﾝﾊﾞｲﾝ、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ等）
　※４輪の軽自動車や 126㏄以上のバイク等の手
　　続きはできません。
【問い合わせ】 税務課諸税係 
　☎ 83-8112　FAX82-1066｝

暗証番号記入欄

ご記入ください

ﾏｲﾅﾝﾊ゙ ｰｶー ﾄ゙ﾏｲﾅﾝﾊ゙ ｰｶー ﾄ゙（個人番号カード）の（個人番号カード）の
申請をした方へ申請をした方へ

　現在カードの申請が多いため、カードが届くまでに
時間がかかっています。
　カード交付の準備が整い次第、順次、交付通知書(は
がき )でカード交付のお知らせをいたします。

カード交付の手順カード交付の手順
1交付通知書（はがき）がご自宅に届きます。
2必要な持ち物（下記参照）を持参し、交付通知書
　（はがき）に記載された期限までに、ご本人がお
　越しください。
※15歳未満の方は、法定代理人が同行してください。
【手続き時間】
　平日　午前 8時 30 分～午後 5時 15 分
　延長窓口 (水・金 )午前 8時 30 分～午後 7時
【必要な持ち物】
●交付通知書（はがき）●通知カード
●住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
●本人確認書類（①または②の書類）
　①運転免許証・運転経歴証明書・住民基本台帳カード
　　（写真付き）・旅券（有効期限内のもの）・身体
　　障害者手帳・療育手帳・在留カード等の内１点
　②上記の① の書類をお持ちでない方は、健康保険証・
　　年金手帳・社員証・学生証・預金通帳・医療受
　　給者証の内２点
3窓口で本人確認後、暗証番号を設定し、カード
　交付となります。
【暗証番号の設定】
　①署名用電子証明書（英数字6文字以上16文字以下）
　②利用者証明用電子証明書
　③住民基本台帳用
　④券面事項入力補助用　
※②～④は同じ暗証番号を設定することも可能です。
※暗証番号の入力などで手続きに時間がかかります
　ので、ご了承ください。

数字4桁

【問い合わせ】 
市民課窓口係 
☎83-8117
 FAX83-8514

【カードの有効期限】
■20 歳以上の方
カード発行後 10 回
目の誕生日まで
■ 20 歳未満の方
カード発行後 5 回
目の誕生日まで
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【問い合わせ】スポーツ振興課　指導係　
　☎ 84 ・ 2811　FAX84 ・ 6258
※コース全体図や、その他大会の詳細については、
ツール・ド・とちぎ実行委員会のホームページを
ご覧ください。【ツール・ド・とちぎ実行委員会】　
http://www.tourdetochigi.com/

ツール・ド・とちぎが開催されます！ツール・ド・とちぎが開催されます！第 2 回第 2 回

　「ツール・ド・とちぎ」は、県内全市町を舞台と
した国際公認のサイクルロードレースです。
　第 2回となる本大会では、大会 3日目の 3 月
25 日（日）に真岡市内もコースとなり、フィニッ
シュ会場となる井頭公園では、県内の多くの市町
が独自にイベントブースを展開する予定です。
　その他、会場内の特設ステージでは、多くの
イベントや、大会の見所の解説なども行われま
す。フィニッシュ会場にはどなたでもお越しい
ただけますので、是非ご来場ください。国内外
の鍛え抜かれたプロレーサーが駆け抜ける姿を
ご観戦ください。

●交通規制にご協力ください

三王山交差点～坂上小南交差点

12:15 頃～ 13:40 頃

坂上小南交差点～しらさぎ一丁目交差点

12:30 頃～ 13:40 頃

しらさぎ一丁目交差点～雷電神社南交差点

12:35 頃～ 13:50 頃

久下田西4丁目交差点～三王山交差点

12:10 頃～ 13:25 頃

小林北交差点～久下田西4丁目交差点

11:50 頃～ 13:15 頃

北中交差点 （益子町） ～小林北交差点

11:35 頃～ 13:00 頃

雷電神社南交差点～井頭公園

12:35 頃～ 14:30 頃

い

観光協会嘱託職員募集観光協会嘱託職員募集
【職種】真岡市観光協会嘱託職員（一般）　
【人数】1名
【業務内容】真岡市の観光振興を推進する業務、施
　設管理業務、予約等受付業務、施設の説明・案内
　業務、他真岡市観光協会の目的達成に必要な業務
【勤務場所】真岡木綿会館および久保記念観光文化交流館
【雇用期間】4月 1日～平成 31年 3月 31日
　（4月 14 日までは試用期間。勤務成績等により、
　雇用の延長あり）
【勤務時間】午前 8時 30 分～午後 6時 15 分の内
　7時間 45分のシフト勤務
【給与】月給 147,100 円
　通勤手当あり（2km以上）、　賞与あり
【応募条件】
　①普通自動車運転免許資格を有する方
　②パソコンの事務能力を有する方（ﾜｰﾄ・゙ｴｸｾﾙ・ﾒｰﾙ必須）
　③真岡市の観光振興に情熱を持てる方 
　④イベント時の会場設営等の屋外作業が可能な方 
　⑤土曜・日曜・祝日の勤務が可能な方　
【応募期限】3月 19日（月）
　（土曜・日曜・祝日を除く）
【応募方法】次の①～③を応募者本人が、下記まで
　持参してください。※郵送不可
　①履歴書（自筆、3カ月以内の顔写真添付）
　②職務経歴書（A4用紙 1枚）
　③自己PR文（A4用紙 1枚）　　　　　　　　　
【試験方法】1次試験：書類審査　２次試験：面接試験
【申込先・問い合わせ】〒321-4395　真岡市荒町5191
　真岡市観光協会事務局（商工観光課内）
　☎ 83-8135　FAX83-0199

下水道下水道のの使用可能区域使用可能区域がが
拡大拡大しますします

　４月から新たに次の区域で公共下水道の使用が可
能になりますので、この区域の図面を縦覧します。
【該当区域】
　■亀山北土地区画整理事業地内の一部の区域
　■中郷・萩田土地区画整理事業地内の一部の区域
　■長田の一部の区域　
　■八木岡の一部の区域
【縦覧期間】3月 16日（金）～ 29日（木）　
　午前8時30分～午後5時15分 ※土・日、祝日は除く
【縦覧場所】市役所下水道課（市庁舎北側）
■水洗化工事はお早めに
　下水道の使用が可能になると、区域内にお住まい
の方は、速やかに水洗化工事を行うことが法律で決
められています。
　なお、水洗化工事は粗雑な工事や違法な工事を防
ぐため、市の指定工事店にご依頼ください ｡
■水洗化改造で金融機関から資金融資を受ける場合、
　市が利子分を補給する制度があります　
　金融機関から借り入れた金額のうち 35万円を限
度額とし、それにかかる利子を市が負担します。
【限度額】35万円　
【返済方法】毎月 1万円ずつ 35回以内
　詳しくは、下水道課または指定工事店までご連絡下さい。
【問い合わせ】下水道課業務係
　☎ 83-8160  FAX83-8142

平成30年度平成30年度 真岡市奨学生真岡市奨学生をを募募集集
　優秀な学生・生徒で、経済的理由により入学・修
学が困難な方に、市教育委員会が学資等を貸与し、
広く有能な人材を育成することを目的としています。
【募集期間】1 月 5日（金）～ 3月 23日（金）
≪修 学 資 金≫
【募集人員】全体で 20人程度
【資格】本市に１年以上住所を有し、修学の意欲があ
り、かつ、品行方正な方で、高等学校、高等専門学校、
短期大学、大学、専修学校（２年以上の専門課程）、
福祉・医療・看護教育を行う各種学校（高校卒業者）
に在学または入学しようとする方
※ただし、在学のため他市に住所を移した方も対象
　となります。
【貸付額】高等学校、高等専門学校は月額 20,000 円、
　それ以外の大学等は月額 40,000 円（年４回に分
　けて貸与、初回振込は５月末）
【貸付期間】在学する学校の正規の最短修業期間
【返還】卒業後２年経過後、貸与した年数の2.5倍に
　相当する期間内に、半年賦による均等払い（無利子）
≪入 学 資 金≫
【募集人員】5人程度
【資格】本市に１年以上住所を有し、短期大学、大
学、専修学校（２年以上の専門課程）、福祉・医療・
看護教育を行う各種学校（高校卒業者）に入学し
ようとする方の保護者

【貸付額】300,000 円（振込は 5月末）
【返還】貸与した年から３年間で、半年賦による均
等払い（無利子）

【共通条件等】世帯の収入、市税の完納などの条件
あり。連帯保証人が２人必要です。

　※詳細については下記へ問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】  学校教育課総務係
　☎ 83-8180 FAX83-8080


