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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
【11 月 26日（月）～ 12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。
【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）

結核菌にご注意を！！結核菌にご注意を！！
　「結核」を発病する方が増えています。日本では、
2017 年に 17,625 人が新たに登録され、そのうち
1,889 人が亡くなっています。咳やくしゃみなどの
空気感染によりうつり、感染後 6カ月～ 2年で発病
もしくは、数年～数十年後に発病する例もあります。
　タンが絡む咳が 2週間以上、微熱・身体のだる
さが 2週間以上続くなどの症状がでたら、早めの
受診をお勧めします。
　特に、抵抗力が弱い赤ちゃんは、結核に感染する
と重症になりやすく、生命に危険を及ぼすことがあ
ります。予防接種のBCGを生後 5～ 8カ月までに
接種することが有効です。高齢者は、微熱が続いた
り、体重が減ってきたら結核かもしれません。喫煙
は、結核が発病しやすくなりますので注意しましょ
う。
【結核に感染しないために】
　健康的な生活が予防につながるため、普段から、
適度な運動・十分な睡眠・バランスよい食事・定期
的な健康診査で早期発見等が大切です。
【結核は治せる病気です】
　結核と診断されたら、医師の処方する薬を毎日服
用し、継続して治療することが大切です。（治療の
途中で薬の服用を止めた場合、さらに菌が抵抗力を
つけ薬が効かない耐性菌になることがあります）
　患者の皆さんが安心して医療を受けられるよう、
医療費の公費負担を受けることができます。詳細に
ついては、県東健康福祉センターに相談ください。
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-8946 FAX83-8619

市議会 12月市議会 12月のの定例会日程定例会日程
11月 26日（月）議会運営委員会 10:00 ～

12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（総務）10:00 ～
18日（火）閉会10:00 ～

【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176  FAX83-8714
　定員に達する前に、日程変更・新規申し込みをお
願いします。市で行う健診（集団・施設・人間ドッ
ク）は、いずれか１回限りとなります。
≪生活習慣病健診≫【受付】午前 8時～ 10時

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
4 日（火）、5日（水）、
7日（金）、10日（月）、
14日（金）

総合福祉保健センター

12日（水）、13日（木） 市公民館真岡西分館
※ 12月の女性がん集団検診は、定員となりました。
　 1 月以降、または、施設検診を申し込みください。
※詳細は、市のホームページをご覧ください。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619
　E ﾒｰﾙ :kenkou@city.moka.lg.jp

40代のアナタも！家族のための健康チェック！40代のアナタも！家族のための健康チェック！

12 月の集団健診12 月の集団健診

【問い合わせ】
◆固定資産税・都市計画税：税務課固定資産税係
　☎ 83-8114 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

市税等納期限（11 月）市税等納期限（11 月）
◎固定資産税・都市計画税（第 4期）
◎国民健康保険税（第 5期）
◎後期高齢者医療保険料（第 5期）
◎介護保険料（第 5期）
【納期限】11月30日（金）※口座振替11月30日（金）

◇総合福祉保健センター
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）
※11/30（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

【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 12 月の各種相談日

人権相談のお知らせ人権相談のお知らせ
　人権擁護委員が相談にのります。独りで悩まず、
まず、ご相談ください。※秘密は厳守します。
期日 時間 場所

12/4（火）17:00 ～19:00
真岡市公民館

二宮コミュニティセンター
【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係
　☎ 81-6943 FAX83-8554

有料広告掲載有料広告掲載をを募集募集しますします
　年間約 16万部配布している「水道検針票」（「使
用水量・料金等のお知らせ」）の裏面スペースに掲
載する有料広告を募集します。申請書等は市ホーム
ページをご確認ください。
【掲載期間】平成 31年 4月から 1年間
【広告サイズ】約 7.0 ㎝× 13.5 ㎝以内
【広告料金】税込 30万円（全面掲載のみ）
　※分割掲載は全面掲載応募がない場合のみ対応
【募集期限】12月14日（金）※応募者多数の場合は抽選
【申し込み・問い合わせ】水道課庶務係
　☎ 83-8167 FAX 84-7512

亀山北土地区画整理事業地内亀山北土地区画整理事業地内
保留地の公売保留地の公売

　個人、法人は問いません。申し込みは、下記窓口
へ問い合わせください。
※１区画に対し１世帯（１法人）一口
【受付期間】11月 27日（火）～ 12 月 10日（月）
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時
　（土曜・日曜・祝日を除く、最終日は午後 3時まで）
※申込多数の場合は 12 月 12 日（水）午前 10 時
　から抽選会を実施します。

面積
( ㎡ )

価格
（千円）

㎡単価
（円）

用途地域
（容積率 /建ぺい率）

① 253.38 8,690 34,300 第二種中高層
住居専用地域
（200/60）② 214.01 6,110 28,600

③ 292.77 7,810 26,700 第一種低層住居専用地域（80/50）

④ 296.14 7,290 24,600 第一種住居地域
（200/60）

※学区：①・②亀山小学校、真岡西中学校
　　　　③・④大内西小学校、真岡中学校
【公売箇所図】

【申し込み・問い合わせ】
　区画整理課
　亀山北指導一係・二係
　 ☎ 83-8156
　 FAX83-6209

議場コンサート議場コンサートをを開催開催
　市議会では、議場でコンサートを開催します。
【とき】12月3日（月）午前9時 10分～ 9時 40分
　（受付：午前 8時 40分から）
【ところ】市役所　市議会議場
【内容】箏桜会による箏の演奏
　※午前10時から本会議が始まります。
【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176 FAX83-8714

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
「真岡市の土地区画
 整理事業について」
・もおかインフォ
「楽しく習う『楽習情報』冬のイベント編」

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

◆わくわく体操
11月のテーマ
「ウォーキング」

7:00
9:00
13:00
17:00
19:00
23:00

◆行ってみっぺ！
 もおか
「tierra」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「真岡市文化祭《ホール部門》『ダンスと音楽の
 祭典』《午後の部》」

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

◆いちごショート
  ケーキ
「老人・身障合同
 スポーツ大会」

剪定枝を無料配布します剪定枝を無料配布します
　公園・街路樹を剪定した枝（生木）を無料配布し
ます。真岡市民で家庭用薪ストーブ等に利用する方
が対象です。　※完全予約制
【配布期間】12月 3日（月）～ 9日（日）
　午前９時～午後 4時 
【配布場所】西田井グリーンセンター
　（西田井 548番地の西側）
【予約方法】下記窓口へ電話で申し込みください
【予約受付期間】11月 26日（月）～ 30日（金）
　午前 9時～午後 5時
【注意事項】道路混雑解消のため、完全予約制の配
布となります。センター内では、係員の指示にし
たがってください。

※各自で手積みとなります、工具等をご用意ください。

【申し込み・問い合わせ】都市計画課維持管理係
　☎83-8724  FAX83-8879

国道 294 号線
至真岡市街 至益子

鹿島
神社

谷中橋

西田井第一幹線排水路

自動販売機
大中内北山
公民館

西田井谷中
公民館

旧マルシンフーズ

西田井グリーンセンター

N

日）

平成 31 年度採用平成 31 年度採用
芳賀地区広域行政事務組合芳賀地区広域行政事務組合

一般職員を募集一般職員を募集
職種 人数 受験資格
一般
事務 若干名

昭和58年4月2日以降に生まれた方で、
高校卒業以上の学歴を有する方
（平成31年3月卒業見込みの方を含む）

【申込期間】11月 28日（水）まで
【試験日程】12月9日（日）受付：午前8時30分～9時
　試験：午前 9時 15分～正午（適性検査含む）
【試験会場】芳賀地区広域行政センター　
【試験方法】第 1次試験 一般教養試験・適性検査
　第 2次試験 作文・口述試験（1次合格者対象）
【第1次試験合格発表】12月 18日（火）午前10時
　組合ホームページおよび芳賀地区広域行政セン　
ター玄関前に掲示
【申込方法】採用試験申込書に所要事項を記入し下
記へ持参または郵送（11 月 28 日（水）必着）
※申込書は下記窓口または、組合ホームページから
ダウンロードください。

【申し込み・問い合わせ】〒321-4415真岡市下籠谷4412 
　芳賀地区広域行政事務組合総務課庶務企画係
　☎ 82-9151 FAX82-9152


