
第４回第４回「ツール・ド・とちぎ」「ツール・ド・とちぎ」開催開催にに伴伴うう交通規制交通規制にについてついて

　「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。今回の大会では、
最終日の3月 22日（日）に、
真岡市内を通過するライン
レースが行われ、交通規制
が実施されますので、皆さ
まのご理
解とご協力を
お願いします。

交通規制：3 月 22 日（日）午前 11 時頃～午後 1 時頃交通規制：3月 22 日（日）午前 11時頃～午後 1時頃

【問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 84-2811
　FAX84-6258

　コミュニティ FMは、令和 2年 11 月 15 日（日）
開局予定です。
【アンケート実施場所】市役所案内、市民課、二
宮コミュニティセンター、真岡駅 2階宇都宮
ケーブルテレビ事務所内、または市HPにて投
票を受け付けています。

【アンケート実施期間】2月 11 日（火）まで

愛 称 候 補愛 称 候 補
① FM もおか　　② HAPPY もおか FM

③ いちご FM　  ④ M ラジ③ いちご FM　  ④ M ラジ

⑤ いちラジ　　   ⑥ ぴょんラジ⑤ いちラジ　　   ⑥ ぴょんラジ

【問い合わせ】　情報政策課情報管理係
　☎ 83-8496 FAX83-5896
　㈱エフエム真岡開局準備室
（宇都宮ケーブルテレビ事務所内）☎ 83-7005

コミュニティFMコミュニティFM
FM愛称FM愛称ののアンケート実施アンケート実施

かか

下水道管路止水工事下水道管路止水工事をを実施実施
【工事期間】2月 1日（土）～ 3月 13日（金）
　午前 9時～午後 5時
【施工区域】高勢町二丁目、荒町三丁目・四丁目、
田町、台町、並木町一丁目・二丁目・三丁目、
大谷新町、さくら四丁目

【工事内容】施工区域内の下水道本管の破損等の
修繕工事を行います。施工の際には敷地に立
入る場合もあります。

【施工業者】宇陽環境整備工業㈱
※施行業者は、市が発行した身分証明書を携帯し※施行業者は、市が発行した身分証明書を携帯し
　ています。金銭を請求することは一切ありません。　ています。金銭を請求することは一切ありません。
【問い合わせ】下水道課維持係 
　☎ 83-8162 FAX83-8142

市税等納期限《1月》市税等納期限《1月》
①国民健康保険税（第7期）
②後期高齢者医療保険料（第7期）
③介護保険料（第7期）
【納期限・口座振替】1月 31日（金）
【問い合わせ】
①②国保年金課保険税係☎83-8594 FAX83-6205
③いきいき高齢課介護保険係☎83-8094 FAX83-8554
◆納付・口座振替
　納税課収納管理係 ☎ 83-8115 FAX83-6205

　今年で 3回目の開催となります！有楽町にて、
真岡市と全国いちごサミットのPRを行います。
【とき】1月 25日（土）午前 11時～午後 3時
【ところ】JR有楽町駅前広場

= イベント内容 == イベント内容 =
●●真岡産とちおとめ無料配布（先着900人）真岡産とちおとめ無料配布（先着900人）

●●いちごや特産品の販売いちごや特産品の販売

●●真岡北陵高校による物販真岡北陵高校による物販

●●もおかぴょん、もおか“いちご”チアもおかぴょん、もおか“いちご”チア

　リーダーによる市やサミットのＰＲ　リーダーによる市やサミットのＰＲ

●●生産者によるいちごのＰＲ生産者によるいちごのＰＲ

【問い合わせ】　いちごサミット推進室
　☎ 83-8141 FAX83-6208

もおか“いちご”フェスタもおか“いちご”フェスタ
in有楽町in有楽町をを開催開催しますします

もおか
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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
【1 月27日（月）～2月2日（日）放送内容予定】

【問い合わせ】情報政策課情報管理係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896
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◆わくわく体操　
1 月のテーマ
「膝痛予防」
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◆コットンタイム
「真岡市音楽祭②
【第３部・第４部】」
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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・浪漫ひな飾
 りについて」
もおかインフォ
「全国いちごサミットin もおか2020について」
「真岡駅子ども広場リニューアルオープンに
ついて」
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◆いちごショート
   ケーキ
「令和 2 年真岡市  
 成人式」

下記下記のの計画計画についてについてご意見ご意見ををお寄せお寄せくださいください《 《 パブリックコメントパブリックコメント制度 》制度 》
【閲覧方法】計画（案）の詳細は、下記窓口、市ホームページで閲覧可
【応募方法】ご意見・住所・氏名・電話番号を明記の上、下記窓口・郵送・FAX・Ｅメール
　にて応募ください。書式は自由です。（窓口での受付は、平日 8:30 ～ 17:15 まで） 市HPQR ｺｰﾄﾞ

真岡市スポーツ推進計画（案）
【計画の趣旨】本市のスポーツ・レクリエーションに関する現状や課題を明確にし、すべての市民が、
いつでも、いつまでも、元気で、いきいきと生活を送れるよう、「ひとり 1スポーツ」の実現を
目指すための、基本的な方向性を定める計画として策定するものです。

【募集期間】1月 24 日（金）～ 2月 12 日（水）まで　※詳細は下記へ問い合わせください。
【宛て先・問い合わせ】〒 321-4325 真岡市田町 1251 番地 1 教育委員会スポーツ振興課
　☎ 84-2811 FAX84-6258  E メール：sports@city.moka.lg.jp

真岡市営住宅入居者募集真岡市営住宅入居者募集

【問い合わせ】建設課住宅係
　☎ 83-8694 FAX83-6240

【受付期間】2月 3日（月）～13日（木）
（土曜・日曜・祝日を除く 8:30 ～ 17:15）
住宅名 間取り 戸数 その他

三ノ宮市営住宅 2DK 1戸 －
東郷市営住宅 3LDK 1戸 －

中丸市営住宅 3DK 2戸 内 1戸は一人親世帯優先部屋
さくら市営住宅 3DK 2戸 －
錦町市営住宅 3LDK 1戸 －
◆ 3DK・3LDKについては、複数人世帯を優先。   
　 応募がなければひとり世帯でも入居可能
【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】建設課および二宮支所で申込書を配
布します。関係書類を添えて下記へ申し込み

※応募多数の場合は抽選となります。

真岡市生涯学習推進基本構想（2020 ～ 2029）・基本計画（前期計画：2020 ～ 2024）（案）

【計画の趣旨】平成 22年度に策定した基本構想から 10年、平成 27年度に策定した基本計画から
5年が経過し、多様化するニーズが社会の変化に対応した、新たな時代にむけた構想・計画を策
定するものです。

真岡市子どもの読書活動推進計画（第三期）（案）
【計画の趣旨】平成 27年度に策定した第二期計画終了にあたり、子どもの読書活動を更に推進し、
子ども達が豊かな人生を歩めるよう、市の取り組みを計画するものです。

【募集期間】1月 24 日（金）～ 2月 12 日（水）まで　※詳細は下記へ問い合わせください。
【宛て先・問い合わせ】〒 321-4305 真岡市荒町 1201 番地 教育委員会生涯学習課
　☎ 82-7151 FAX83-4070  E メール：gakusyuu@city.moka.lg.jp

パン工房小麦さんより東側の「小林北交差点～益子町方面」まで交通規制

上三川町方面「宮岡橋～下大田和～外堀踏切交差点」まで交通規制

公式HPQR ｺｰﾄﾞ

差押不動産の公売差押不動産の公売
市税の滞納による差押不動産を公売します。

【とき】3月 3日（火）午後 1時 30分～
【ところ】市役所建設部棟会議室（北側庁舎 1階）

※詳しくは市HPを確認ください

①②③については、農業委員会発行の買受適格証
明の提出が必要【申請期限：2月10日（月）】

【問い合わせ】納税課納税推進係 
　☎ 83-8489 FAX83-6205

①見積価格 480,000 円　公売保証金：0円
【土地】  粕田 1477番　地積：233.00㎡（田）
【土地】粕田1478番　地積：1456.00㎡（田）
②見積価格 330,000 円　公売保証金：0円
【土地】粕田 1634 番　地積：1168.00㎡（田）
③見積価格 770,000 円　公売保証金：80,000 円
【土地】粕田 1651 番 地積：2697.00㎡（田）
④見積価格 9,050,000円　公売保証金：910,000円
【土地】下籠谷字南原3440番1  地積：667.00㎡   
　  　　下籠谷字南原3440番3  地積：651.00㎡
　　　　下籠谷字南原3440番5  地積：17.00㎡
　全て（現況 宅地：公簿 山林）

市HPQR ｺｰﾄﾞ

　「せん定枝・落ち葉・
草」で収集したもの
に、多くの異物が混
入しています。
　収集したものはた
い肥（資源）になり
ます。分別のご協力
をお願いします。

【問い合わせ】環境課清掃施設係
　☎ 83-8692 FAX 83-5896

せん定枝・落ち葉・草のせん定枝・落ち葉・草の異物混入禁止異物混入禁止

空き缶など空き缶など

市HPQR ｺｰﾄﾞ


