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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
【10月 15日（月）～10月 21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。
【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

防災リーダー養成研修防災リーダー養成研修をを開催開催
　防災リーダー養成研修の受講者を募集します。
【とき】11月10日～平成31年3月16日まで全5回
【対象】真岡市在住・在勤で、長期に防災リーダー
として活動できる方　60人程度

【申し込み】10月 22日（月）まで
※本講習は、NPO法人日本防災士機構が実施して
いる「防災士」資格取得とは関係ありません。
　※詳細は、下記へ問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】市民生活課危機管理係
　☎ 83-8396 FAX83-8392 

平成 30 年度 第 2 回平成 30 年度 第 2 回
真岡市営住宅入居者募集真岡市営住宅入居者募集

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

【受付期間】10月12日（金）～25日（木）（土・日曜を除く）
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分

住宅名 間取り戸数 その他
東郷市営住宅 3LDK 1戸 複数人世帯優先、

応募がなければひと
り世帯でも入居可

高間木市営住宅 3DK 1戸
さくら市営住宅 3DK 1戸
錦町市営住宅 2LDK 1戸
三ノ宮市営住宅 1LDK 1戸 優先部屋・障がい者向き
※優先部屋は、手すり等がついて障がい者対応の造りと
なっておりますので、お身体の不自由な方を優先します。

【家賃】部屋ごとに収入や家族数により異なります。
【申し込み】市役所建設課および二宮支所で申込書
　を配布しますので、必要事項を記入のうえ、関係
　書類を添えて下記へ申し込みください。
※応募多数の場合は抽選となります。

皆さまのご意見をお寄せください皆さまのご意見をお寄せください真岡市パブリックコメント制度

【宛て先、問い合わせ】〒 321-4395　栃木県真岡市荒町 5191 番地　区画整理課管理係　
　☎ 83-8155 FAX83-6209  E メール：kukakuseiri@city.moka.lg.jp
　※原案の詳細は区画整理課窓口、市ホームページで閲覧可　※閉庁時は市役所当直窓口で意見書提出可

意見を募集する計画等 真岡市亀山北地区都市再生整備計画事後評価原案
【原案作成の趣旨】真岡市亀山北地区（主に亀山北土地区画整理事業区域）において、都市再生整備計画（平成
24～ 28年度）を策定し、安心して快適に暮らせる居住地域の形成を図るため、道路や公園を整備してきま
した。この都市再生整備計画では事業完了後に計画の数値目標の達成状況等について公表する必要があるこ
とから、事後評価原案を作成したものです。【募集期間】10月 12日（金）～ 10月 25日（木）

【パブリックコメント制度とは】市の政策について、案の段階で計画を公表し、市民の皆さまから意見を求め、
提出された意見を十分考慮し、計画等に反映させる制度です。最終案とともに、提出された意見に対する
市の考え方、修正の内容、反映できない理由を公表します。

【応募方法】ご意見と題名・住所・氏名・電話番号を明記のうえ、下記宛て先へ直接、または郵送・FAX・Ｅメー
ルいずれかの方法でご応募ください。（下記の閲覧可能施設に備え付けの記入用紙または書式自由）

【その他】提出されたご意見等の概要（類似内容はまとめます）およびこれに対する市の考えは、後日ホームペー
ジで公表します。お預かりした個人情報は公表しません。また、個別の回答はできませんのでご了承ください。

～伝えたいふるさとの魅力本物の味～
とちぎ“食と農”ふれあいフェア2018とちぎ“食と農”ふれあいフェア2018
【とき】10月27日（土）、28日（日）午前10時～午後4時 
【ところ】栃木県庁　※雨天決行
【内容】◆県内各地のこだわりの農産物や特産品等
の展示・販売 ◆県内グリーン・ツーリズムの紹
介と地域資源を活かした体験の提供 ◆農村レス
トランの紹介と料理の販売  ◆郷土芸能の紹介 

【問い合わせ】とちぎ“食と農”ふれあいフェア実行委員会
　☎ 028-623-2333 FAX 028-623-2337
　農政課園芸畜産係 ☎ 83-8139 FAX 83-6208

高等部体験学習を開催します高等部体験学習を開催します
栃木県立益子特別支援学校栃木県立益子特別支援学校  
　特別な支援が必要なお子さまの教育について、保
護者の皆さまや各関係機関の方々に、より一層ご理
解いただくため、次の通り体験学習を開催します。
【とき】11月19日（月）午前9時40分～午後0時30分
　（受付：午前 9時 20分から）
【ところ】栃木県立益子特別支援学校（ 益子町七井3650 ）
【対象】本校への入学を考えている現在中学 3年生
のお子さまおよび保護者、中学校の教職員、関係
機関職員（高等特別支援学校受験希望者も含む）

【内容】高等部入学者選抜について、授業見学・授
業体験、教育相談（原則として全員） 

【持ち物】上履き、運動着 ※防寒具をお持ちください。
【申込期間】10月 22日（月）～ 11月 6日（火）
【申し込み】真岡市教育委員会 ☎83-8181 FAX83-8080 
【問い合わせ】栃木県立益子特別支援学校（担当：鈴木）
 　☎72-4915 FAX72-7895

市民課発行市民課発行のの各種証明書用申請書各種証明書用申請書がが
１枚１枚にに統合統合されますされます

　市民課では、平成30年 10月から新様式の証明書
用申請書に変更します。証明書ごとに分かれていた
各種証明書申請書4枚を 1枚に統合し、利便性の向
上を図りました。新様式でのご利用をお願いします。

各種申請書を 1 枚に統合化各種申請書を 1 枚に統合化
　新様式の申請書は、申請書1枚で住民票、戸籍謄本、
印鑑登録証明書等をまとめて申請することができる
ようになりました。請求する方の負担が軽減されます。

印鑑登録用申請書の導入印鑑登録用申請書の導入
　従来は、印鑑登録をする際、印鑑登録・証明書用
の申請書に記入していましたが、証明書用申請書の
統合に伴い、印鑑登録用申請書を作成しました。印
鑑登録と同時に証明書を必要とする場合は、登録用
申請書の中に請求枚数を記入する欄がありますの
で、証明書用申請書を記入する必要はありません。
　なお、新様式申請書の導入後も、以前の申請書は
利用可能です。なくなり次第、新様式を利用ください。
【問い合わせ】市民課窓口係 ☎ 83-8117 FAX83-8514

山前地区防災避難訓練山前地区防災避難訓練
【とき】10月20日（土）午前8時30分～11時10分
【ところ】総合運動公園　※小雨決行・荒天中止
※訓練開始を防災行政無線で放送します。
※午前8時 30分から数分後、市から訓練用緊急速報
メール（エリアメール）を配信します。真岡市域に
いる方の携帯電話・スマートフォンに配信されます。
※一部機種には配信されない場合があります。
【内容】自主防災組織による救出救護、初期消火訓練など
【防災イベント】はしご車試乗（小学生以上）、煙ハウス、
AED取り扱い、非常食試食体験、消防団操法実演など

【問い合わせ】市民生活課危機管理係
　☎ 83-8396 FAX83-8392 

BCP短期策定ワークショップ開催BCP短期策定ワークショップ開催
　BCP（事業継続計画）策定のための講演会と、
簡易版BCP作成ワークショップを実施します。
【とき】10月 26日（金）午後1時 30分～4時30分
【ところ】真岡商工会議所　会議室
【講師】東京海上日動火災保険株式会社専門チーム
【申し込み・問い合わせ】真岡商工会議所
　☎ 82-3305 FAX82-7967 

Moka CafeMoka Cafe
未来を創る若者ミーティング開催未来を創る若者ミーティング開催
　市の未来を担う高校生、大学生をはじめとする多
数の若者が交流し、ふるさとへの思いや未来の姿に
ついて、カフェのようなリラックスした雰囲気で気
軽に語り合いませんか。子育て中のパパ・ママの参
加もお待ちしております。（全 2回）
【とき】第1回：11月 3日（土）午前 10時～正午
　　　第2回：11月 24日（土）午前 10時～正午
【ところ】フォーシーズン静風（真岡市台町 11-8）
【対象】市内在住で 30歳未満の方
【申込方法】10月 19日（金）までに、下記へ電話ま
たはＥメールで申し込み。Ｅメールの場合は、住所、
氏名、年齢、職業、性別、電話番号を本文に明記。

【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市総務部企画課企画調整係 ☎ 83-8102
　FAX83-5896 Eﾒｰﾙ：kikaku@city.moka.lg.jp

犬犬のの登録登録およびおよび狂犬病予防注射狂犬病予防注射  
追加実施日程表追加実施日程表

　生後 91日以上の飼い犬は、生涯１度の登録と年
１回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられていま
す。未実施の方および新たに犬を飼われた方は、最
寄の会場にて実施してください。

10 月21 日（日）
9:00 ～ 9:30 大内農業構造改善センター
9:50 ～10:20 熊倉公園（なかむらこどもクリニック南側）
10:40～11:10 真岡市役所
11:25 ～11:55 山前農村環境改善センター
9:00 ～ 9:30 中村農村環境改善センター
9:50 ～10:20 長沼会館
10:35 ～11:05 二宮コミュニティセンター南側駐車場
11:20 ～11:50 物部会館
【料金】登録料（新規のみ）：3,000 円
　　　 注射代（毎年 1回）：3,300 円
【持ち物】上記料金、通知はがき（登録済の方）
※飼い犬が死亡しているとき等は、下記まで連絡ください。
【問い合わせ】環境課環境保全係☎83-8125 FAX83-5896

ー
ー

議会報告会議会報告会・・意見交換会意見交換会のの開催開催
　市民の皆さまに議会活動を知っていただくとともに、
意見交換の場として、議会報告会・意見交換会を開催し
ます。市議会議員が、議会の活動内容や市の施策・事業
について報告し、皆さまからのご意見をお伺いします。
　どなたでも参加できます。事前申し込みは不要です。
【とき】10月 29日（月）午後 7時から
【ところ】青年女性会館 2階ホール
【問い合わせ】議事課議事調査係 
　☎ 83-8698 FAX83-8714

10月は10月は
正しい犬の飼い方強調月間正しい犬の飼い方強調月間ですです
◆愛情と責任をもって最後まで飼いましょう。
◆犬の登録、狂犬病の予防注射は必ず受けましょう。
◆不幸な命を増やさないためにも
　不妊・去勢手術をしましょう。
◆犬の放し飼いはやめましょう。
　（散歩も必ずリードをつけましょう） 
◆フンの後始末は必ずしましょう。
◆鳴き声で迷惑をかけないようにしましょう。
◆首輪に鑑札や名札 (飼い主の名前、住所、電話番
号 )を付け、飼い主であることを明示しましょう。
マナーもルールも守るのは犬ではなく飼い主です

受けましょう。

 

し う

結核・肺がん検診（胸部レント結核・肺がん検診（胸部レント
ゲン検診）を受診しましょう！ゲン検診）を受診しましょう！
【対象】40歳以上の方（昭和54年4月1日以前生まれ）
　で、年 1回の胸部レントゲン検診を受けていない方
【受診方法】下記の日程表を確認して、都合のよい日時・
　会場で受診してください。【検診結果】個別通知

と　き ところ

10/19
（金）

9:00‐   9:15 東大島公民館
9:35 ‐   9:50 小林中央公民館
10:10‐10:25 八條南公民館
10:45‐11:00 東郷公民館
11:25‐11:45 八木岡公民館
13:00‐13:25 セブンイレブン真岡八木岡店
13:45‐14:15 大谷公民館（大谷本町）

※詳細は下記へお問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122  FAX83-8619　

【対象】市内在住のおおむね 65 歳以上の方で、自
　宅で寝たきりのため歯科医院への通院が困難な方
【内容】歯科医師が訪問し、虫歯の治療や入れ歯の
　作成・調整等をします。
【費用】①保険診療の自己負担額 ②歯科医師の交通費
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619　

在宅歯科診療のご案内在宅歯科診療のご案内

6:00
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
「秋のイベント紹介に
 ついて」
・もおかインフォ
「議会報告会・意見交換会の開催」
「健康フェスティバル」

6:25
12:25
16:25
18:25
22:25 

◆わくわく体操　
　10月のテーマ
「腰痛予防」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「第 41回栃木県少
年の主張発表芳賀
地区大会」

6:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート
  ケーキ
「熊倉 4区敬老会」
「西田井区敬老会」

◆小・中学校運動会
物部中学校 10/16　8:00 ～、10/20　8:00 ～
真岡小学校 10/17　8:00 ～、10/20　15:00 ～
真岡東小学校 10/18　8:00 ～、10/21　8:00 ～
真岡西小学校 10/19　8:00 ～、10/21　15:00 ～


