
  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】8月 29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。
上りチャイム音
　「これは、Jアラートのテストです」（3回繰り返し）
　「こちらは、ぼうさい真岡」
下りチャイム音
【問い合わせ】市民生活課危機管理係
　☎ 83-8396 FAX83-8392 
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高根沢街道踏切拡幅工事に高根沢街道踏切拡幅工事に
伴う交通規制のお知らせ伴う交通規制のお知らせ

　高根沢街道踏切（北真岡駅西踏切）の拡幅工事に
伴い下記のとおり交通規制されますので、ご協力を
お願いいたします。
【期間】9月 3日（月）～ 12月 15日（土）
　　　　　　　　　終日：片側交互通行
　　　上記期間のうち
　　　10月 6日（土）～ 10月 20日（土）
　　　　　　　　　夜間：全面通行止め
【う回路】下図のとおり

【問い合わせ】
　真岡土木事務所　☎83-8306 FAX83-8319
　真岡鐵道株式会社　☎84-2911 FAX84-2913
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田島中央交差点

夜間全面通行止め時のう回路 N

北真岡駅北真岡駅
みや通り
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広域農道
広域農道

荒町（泉町）交差点

市議会 9 月市議会 9 月のの定例会日程定例会日程
8月 27日（月）議会運営委員会 10:00 ～

9月

3日（月）開会 10:00 ～
10日（月）質疑・一般質問 10:00 ～
11日（火）質疑・一般質問 10:00 ～
12日（水）質疑・一般質問（予備日）10:00 ～
13日（木）常任委員会（民生文教・産業建設）10:00～
14日（金）常任委員会（民生文教・産業建設）10:00～
18日（火）常任委員会（総務）10:00 ～
19日（水）常任委員会（総務）10:00 ～
25日（火）決算審査特別委員会10:00 ～
27日（木）閉会10:00 ～

【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176  FAX83-8714

真岡市若者・子育て世代真岡市若者・子育て世代
定住促進住宅取得支援事業定住促進住宅取得支援事業
9月 3日から受付開始9月 3日から受付開始

　若者の定住促進と子育て世代の負担を軽減するた
め、新築住宅に係る固定資産税相当額の一部を３年
間補助します。
【対象者】①～④の要件を全て満たす方
　①平成 27年 1月 2日以降に市内に新築住宅を取
　得し、取得した新築住宅に係る固定資産税の課
　税があった方および共有名義人
　②取得した住宅を生活の本拠とする方（賃貸目的
　等の住宅は対象外）
　③平成 30年 4月 1日現在、中学生以下の子がい
　る方
　④世帯の全員に、市税及び税外収入金に滞納がな
　い方

【補助金の額】新築住宅の固定資産税減額措置によ
り減額される額の 2分の 1（転入世帯は減額され
る額と同額）※補助限度額は 1会計年度 10万円

【申し込み】9月 3日（月）～ 10月 31日（水）
　午前 8時 30 分～午後 5時 15 分（土曜・日曜・
祝日除く）建設課および二宮支所窓口に申請様式
を設置します。（市ホームページからもダウンロー
ドできます）

【申し込み・問い合わせ】
　建設課住宅係　☎ 83-8694 FAX83-6240

銃器銃器でで有害鳥獣駆除有害鳥獣駆除をを実施実施
　農作物被害の防止のため、カルガモ・カラスの駆
除を次のとおり実施します。
【とき】9月 1日（土）～ 7日（金）
【対象区域】市内全域（住宅地等を除く）
【実施主体】ＪＡはが野
【問い合わせ】
　JAはが野真岡地区営農センター　☎ 83-8700
　JAはが野二宮地区営農センター　☎ 74-4115
　農政課農政係　☎ 83-8137 FAX83-6208

～あなたの回答が、日本の未来へ活かされます～～あなたの回答が、日本の未来へ活かされます～

住宅住宅・・土地統計調査土地統計調査をを実施実施
　総務省統計局・栃木県・真岡市では、10 月 1
日現在で住宅・土地統計調査を実施します。
　本調査は住生活に関する最も基本的で重要な調査
で、全国約 370 万世帯の方々を対象とした、大規
模な調査です。昭和 23年以来 5年ごとに調査が行
われており、今回で 15回目となります。
　この調査は、住生活に関する様々な施策のための、
基礎資料を得ることを目的としています。特に、高
齢化社会を支える居住環境、耐震性・耐火性といっ
た住宅性能水準の達成度、土地の利用状況のほか、
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行さ
れたことにより、空き家の実体を把握することをね
らいとしています。
　8月下旬から、調査員が地域確認のため地区内を見
回ります。9月 15日以降、選ばれた世帯へ調査票記
入のお願いに伺いますので、ご協力をお願いします。
◆統計調査員は、県から任命を受けた非常勤の公
務員です。守秘義務が課せられ、調査で知り得
た情報は決して公表しません。

◆調査時には、「調査員証」を必ず携行しています。

【問い合わせ】企画課統計係 ☎83-8109  FAX83-5896

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など 11日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 11日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※8/31（金）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

11日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間 9:00 ～ 14:00

4、11、18、25日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  4日（火）  9:30 ～11:30
【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

料金無料
秘密厳守 9 月の各種相談日

募集要項の配布募集要項の配布
【とき】8月 24日（金）～ 9月 14日（金）
　午前9時～午後5時　※土曜・日曜日は除く
【ところ】環境課
※市ホームページから上記期間中に募集要項をダ 
ウンロードできます。

申請書受付申請書受付
【とき】9月 14日（金）～ 28日（金）
　午前9時～午後5時　※土曜・日曜日・祝日は除く
【提出方法】環境課へ直接お持ちください。

現地説明会現地説明会
【とき】9月 3日（月）午前 10時から
【ところ】真岡市リサイクルセンター建設工事現場
　事務所（阿部岡 365番地 4）
【申し込み・問い合わせ】環境課清掃施設係
　☎ 83-8692  FAX83-5896

真岡市リサイクルセンター真岡市リサイクルセンターのの
指定管理者指定管理者をを募集募集

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター
新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会
【とき】9月13日（木）午後1時30分から
【ところ】総合福祉保健センター　ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【内容】入会説明会・理事との面接
【仕事内容】除草、草刈、植木剪定、屋内外清掃、　
　家事援助など　※詳細は問い合わせください。
【その他】入会書類がありますので、9 月 12 日（水）
　までに下記へお越しください。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4305 真岡市荒町111-1
　シルバー人材センター ☎84-1110 FAX84-1109

応募資格応募資格
　市内に主たる事務所、事業所を持つ団体もしくは共同体

募集要項の配布募集要項の配布
【とき・ところ】9月 3日（月）～ 20日（木）
　◆市民生活課窓口　
　午前9時～午後5時　※土曜・日曜日・祝日は除く
　◆真岡市市民活動推進センター窓口
　開館時間内
※市ホームページから上記期間中に募集要項をダ 
ウンロードできます。

申請書受付申請書受付
【とき】9月 28日（金）～ 10月 9日（火）
　午前9時～午後5時　※土曜・日曜日・祝日は除く
【提出方法】市民生活課へ直接お持ちください。

現地説明会現地説明会
【とき】9月 21日（金）午後 1時 30分から
【ところ】真岡市市民活動推進センター（石島893-15）
 ※申込制です。応募予定の団体は、参加必須となります。
【申し込み・問い合わせ】市民生活課市民生活係
　☎ 83-8394  FAX83-8392

真岡市市民活動推進センター真岡市市民活動推進センター
“コラボーレもおか”“コラボーレもおか”のの

指定管理者指定管理者をを募集募集

濁り水排出濁り水排出にに関する減免関する減免についてについて
　8月 6日落雷停電による濁り水解消のため、蛇口か
ら水道を流し続けていただいたご家庭の水道料金の減
免措置があります。詳しくは下記までご連絡ください。
【問い合わせ】水道課庶務係 ☎83-8167 FAX84-7512
　料金係（日本ウォーターテックス） ☎83-8166

市税等納期限（8 月）市税等納期限（8 月）
◎市県民税（第 2期）
◎国民健康保険税（第 2期）
◎後期高齢者医療保険料（第 2期）
◎介護保険料（第 2期）
【納期限】8月 31日（金）
　※口座振替をご利用の方は、8月 31日（金）に
　　振り替えになります。
【問い合わせ】
◆市県民税：税務課市民税係 ☎83-8113 FAX82-1066
◆国民健康保険税・後期高齢者医療保険料：
　国保年金課保険税係 ☎ 83-8594 FAX83-6205
◆介護保険料：いきいき高齢課介護保険係
　☎ 83-8094 FAX83-8554
◆納付・口座振替について：納税課収納管理係
　☎ 83-8115 FAX83-6205

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

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【8 月 27日（月）～ 9月 2日（日）放送内容予定】

※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。
※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）

6:00
8:00
10:00
12:00
16:00
18:00
22:00

◆JUMP UP もおか
・トピックニュース
・ようこそ市長室へ
「農業支援事業について」
・もおかインフォ
「下水道の日」
「真岡市の保育施設と平成31年度の入園児募集開始」

6:25
8:25
10:25
12:25
16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操　
 8 月のテーマ
 「転倒予防」

7:00
9:00
11:00
15:00
17:00
19:00
23:00

◆行ってみっぺ！
　もおか
「そら豆食堂」

13:00
20:00

◆コットンタイム　
「真岡の夏まつり 荒神祭【2日目】」

6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート
  ケーキ
「高勢町第 6回ふ
れあい盆踊り大会」
「第 24 回真岡の
灯ろう流し」


