
熱中症対策をしましょう！熱中症対策をしましょう！
①暑さを避けましょう
②人と十分な距離（2m）をとり、
　適宜マスクを外しましょう
③こまめに水分を取りましょう

り、

 真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
 男はつらいよ 50 男はつらいよ 50
　お帰り寅さん　お帰り寅さん
【とき】8月 1日（土）
　① 14:00 ～ ② 18:30 ～
【上映時間】約 1時間 56分
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【入場料】入場券当日購入可　全席自由
　大人（高校生以上）1,000 円
　中学生以下（4歳以上）500円 
2020 年度真岡市芸術鑑賞会会員 無料

◆ 1公演につき、定員 550人
◆体調がすぐれない方、熱が 37.5 度以上ある方、
　マスクをしていない方は入場できません
【問い合わせ】真岡市芸術鑑賞会事務局 （文化課）
　☎ 83-7732 FAX 83-4070

下水道管路下水道管路
 TVカメラ調査を実施 TVカメラ調査を実施

【実施期間】7月下旬～ 9月 30日（水）
　午前 9時～午後 5時
【調査区域】荒町三丁目、上高間木一丁目、上高
間木二丁目、上高間木三丁目、亀山一丁目（真
岡地区公共下水道事業地内）、高田、物井（二
宮地区農業集落排水事業地内）

【調査内容】調査区域内の下水道管内の破損や浸
入水等内部の状態を調査します。取付管の調
査のため、敷地に立ち入る場合があります。
ご理解、ご協力をお願いします。

【調査業者】宇都宮文化センター㈱
　宇都宮市江曽島町 2070　☎ 028-633-6171
※調査員は市が発行した身分証明書を携帯して
　おり、営業活動や費用の請求は一切しません。
【問い合わせ】下水道課維持係 
　☎ 83-8162 FAX83-8142

市税等納期限《７月》市税等納期限《７月》
①固定資産税・都市計画税（第 2期）
②国民健康保険税（第 1期）
②後期高齢者医療保険料（第 1期）
③介護保険料（第 1期）
【納期限・口座振替】7月 31 日（金）
【問い合わせ】
①税務課固定資産税係 ☎ 83-8114 FAX82-1066
②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

◆総合福祉保健センター

法律相談（真岡市民に限る）
7/31（金）8:30～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（☎82-8844）
受付時間 9:00 ～ 11:30

4、18、25日（火）
9:00 ～ 12:00

（最終受付 11:30 まで）

人権相談 虐待・DV・差別 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
◆二宮コミュニティーセンター

行政相談 行政への意見 ･要望4日（火）9:30～11:30
◆市公民館山前分館

心配ごと相談 11日（火）9:00～12:00
（最終受付 11:30 まで）

【問い合わせ】
人権相談：社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
行政相談：情報政策課広報広聴係 ☎ 83-8100
そ の 他  ：社会福祉協議会 ☎ 82-8844

料金無料
秘密厳守 ８月の各種相談日

【問い合わせ】生産調整推進室
　（真岡市農業再生協議会）
　 ☎ 81-3117 FAX83-8911

【支援内容・支援単価】
①次期作に前向きに取り組む生産者への支援
国が定める２つ以上の取り組みを行うと 5万円 /10a

　施設花き等：80万円 /10a
　施設果樹　：25万円 /10a
② 需要促進に取り組む生産者への支援
国が定める取り組みを行うと類型ごとに2万円 /10a
③厳選出荷に取り組む生産者への支援
産地の取り決めに基づき、高品質の花き等を出荷
１人・１日あたり 2,200 円

高収益作物次期作支援交付金高収益作物次期作支援交付金
　新型コロナウイルスの影響により売り上げの
減少等があった作物について、次期作に前向き
に取り組む生産者を支援します。
【対象】令和2年 2月から4月の間に野菜、果樹、
花き、茶について、出荷実績があるまたは廃棄
等により出荷できなかった生産者（収入保険、
農業共済等に加入または今後確実に加入する意
向確認が必要）

【申請期限】7月30日（木）まで（JA以外に出荷の方）

詳しくは
市HPにて

夏休み環境学習会夏休み環境学習会
参加者募集参加者募集

火力発電所工場見学＆地球温暖化学習会
でCOOL CHOICE !

　国内初の内陸型火力発電所「コベルコパワー　国内初の内陸型火力発電所「コベルコパワー
真岡」の工場見学と地球温暖化学習会を通して、真岡」の工場見学と地球温暖化学習会を通して、
身近な環境を守る大切さを学びます。身近な環境を守る大切さを学びます。
【とき】8月3日（月）、4日（火）
　午後 1時 30分～ 4時
【見学場所】コベルコパワー真岡
　（第 5工業団地内）
【対象】小学生とその保護者
　各日先着10組程度（20人）
【参加料】無料
【申し込み】下記にて電話で受付
【主催】もおか環境パートナーシップ会議
【問い合わせ】環境課環境対策係
　☎ 83-8127 FAX83-5896

岡

【問い合わせ】社会福祉協議会
　☎ 82-8844 FAX82-5516

【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係
　☎ 81-6943 FAX83-8554

　熊本県等を中心とした豪雨災害に伴い、市で
は被災されました方を支援するため、下記の場
所に募金箱を設置しています。
　皆さまのご支援をよろしくお願いします。

日本赤十字社日本赤十字社
【募金箱設置場所】
　市民課、社会福祉課、二宮支所、　市公民館
【受付期間】12月 21日（月）まで
【税控除を受けられる方】
　本義援金を拠出される方は、所得税の一部免
除を受けられる場合があります。
　ご希望の方は、足利銀行または栃木銀行にあ
る専用の振込依頼書をご利用ください。

共同募金会共同募金会
【受付窓口】社会福祉協議会（栃木県共同募金会
　真岡市支会事務局）
【受付期間】12月 21日（月）まで

令和2年7月豪雨災害令和2年7月豪雨災害
義援金義援金をを受受けけ付付けていますけています

7/237/23（木）（木）～ 7/26～ 7/26（日）（日）
コンビニ交付サービス停止コンビニ交付サービス停止

【問い合わせ】 
◆住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード
　市民課窓口係 ☎ 83-8117 FAX83-8514
◆所得・課税証明書
税務課諸税係 ☎ 83-8112 FAX82-1066

　上記の期間中は、マイナンバーカードを利用
した住民票、印鑑登録証明書、所得・課税証明
書のコンビニ交付サービスが停止となります。

もおか
Weekly News

令和2年7月24日発行

総務部情報政策課広報広聴係 編集（第 2784 号）
☎83-8100  FAX83-5896

【7 月27日（月）～8月2日（日）放送内容予定】

【問い合わせ】
　宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局　☎ 83-7005
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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
「FMラジオ」について
もおかインフォ
「いちごバス夏のわくわく無料乗車キャン
ペーン」について
「新子ども・子育てプラン」について

13:00
20:00

◆コットンタイム
令和元年 真岡の夏まつり 荒神祭・１日目（再）
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◆わくわく体操
7 月のテーマ「自体重筋力アップ」

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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◆いちごショートケーキ
令和元年 西田井祇園祭（再）

都合により、番組内容や放送時間が変更となる
場合があります。詳しくは、いちごチャンネル
データ放送、スマホアプリの番組
ガイド、EPG（電子番組表）を確
認ください。

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】下記窓口、二宮支所、市公民館、各分館、市HPで閲覧できます。
【応募方法】所定の記入用紙または任意の様式に、ご意見・住所・氏名・電話番号を
明記の上、下記窓口・郵送・FAX・Ｅメールで応募ください。

　（窓口での受付は平日 8:30 ～ 17:15）

真岡市国土強靭化地域計画（案）
【計画の趣旨】国土強靭化基本法に基づき、大規模自然災害等から市民の生命や生活を守るとともに、被害
の低減を図り、「強さ」と「しなやかさ」を兼ね備えた安全・安心なまちづくりを総合的かつ計画的に
推進することを目的として策定します。

【募集期間】7月 22 日（水）～ 8月 21 日（金）　※詳しくは下記へ問い合わせください。
【宛て先・問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地
　総合政策課総合政策係　☎ 83-8102 FAX83-5896  E メール：sougouseisaku@city.moka.lg.jp

市 HPQR ｺｰﾄﾞ


