
問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005

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
もおかインフォ
「真岡市長選挙」について

13:00
20:00

◆コットンタイム
「未定」

6:25
8:25
10:25
12:25

16:25
18:25
22:25
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【4 月 12日（月）～ 4月 18日（日）放送内容予定】
イノシシイノシシのの駆除駆除をを実施実施しますします
　わなを主体とした駆除です。わなの近くに「表
示板」「わな表示票」がありますので、ご注意く
ださい。
【とき】4月 1日（木）～令和 4年 3月 31日（木）
※ 7/21 ～ 8/31、9/20 ～ 9/26 を除く
【ところ】根本山周辺、小貝川東部地区
　（青谷、　君島、南高岡、道祖土、
　三谷、水戸部、阿部岡）
問 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

真岡市長選挙真岡市長選挙【告示日】4月18 日（日）【投票日】4月25 日（日）【告示日】4月18 日（日）【投票日】4月25 日（日）

期日前投票 　4月 19 日（月）～ 4月 24 日（土）
投票日当日、仕事や用事などで投票区内にいない予定の方は、期日前投票ができます。期日前

投票をする場合は、投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」をあらかじめ記入してお
持ちください。また、新型コロナウイルス感染症対策として、選挙期日当日の混雑回避のため期

投票所入場券投票所入場券

4 月 19日（月）以降に発送予定
入場券が届いていない場合でも、期日前投票所に設置してある宣誓書に必
要事項を記入すれば投票することができます。
※入場券が届いても、転出等で投票日に投票する権利のない方は投票でき
　ません。

選挙公報選挙公報 4 月 21日（水）に新聞折り込み予定
※市役所、公民館、ＪＡはが野各支店等にも備える予定です。

問 選挙管理委員会 ℡ 83-8190 

不在者投票 県選挙管理委員会の指定を受けている下記施設に入院等をしている場合は、
施設内で不在者投票ができますので、施設に申し出てください。

施設名 芳賀赤十字病院、福田記念病院、真岡病院、老人保健施設（春祺荘・ナーシングホーム青葉・わたのみ荘）、特別養護老人ホーム（きたはら・喜望荘・桜の華・椿寿園・やまさわの里・三起の森・かめやまの郷）
※真岡市民の方が市外県外の施設に入院等をしている場合でも、その施設が指定施設であれば施設内で不在者投票が可能

▼本市で投票できる方（①②を満たす方）
　①満 18歳以上の方（平成 15年 4月 26日以前に生まれた方）
　②令和 3年 1月 17日以前に真岡市に転入届をし、引き続き 3カ月以上住所を有している方

日前投票を積極的にご利用ください。
【時間】午前 8時 30分～午後 8時
【投票所】①市公民館真岡西分館 ②二宮コミュニティセンター 　
　③イオンタウン真岡（ザ・ビッグエクストラ真岡店駐車場北西プレハブ）

真岡市真岡市のの封筒広告封筒広告をを募集募集
【掲載枚数・料金】
　①長形3号：9万枚　1枠 5万円 
　②角形2号：3万枚　1枠 5万円
【サイズ・枠数】
　①長形3号：縦4cm×横10cm 4枠
　②角形2号：縦7cm×横20cm 3枠
【掲載期間】9月頃からおおむね 10カ月
【募集期間】4月 12日（月）～ 5月 31日（月）
【申し込み】市HPを確認ください。
問 総務課総務文書係 ℡ 83-8106

市HPQRコード

令和3年度令和3年度　土地・家屋　土地・家屋
価格縦覧帳簿の縦覧価格縦覧帳簿の縦覧

【縦覧期間】4月 1日（木）～ 5月 31日（月）
　8：30～ 17：15（土曜・日曜・祝日除く）
【縦覧場所】税務課（市役所本庁舎１階）
【対象者】真岡市固定資産税の納税者と、その家族
　（同一世帯）または納税者の委任状をお持ちの方
【持ち物】身分証明書（写真付）、印鑑
問 税務課固定資産税係 ℡ 83-8114

小学校卒業式小学校卒業式
いちごチャンネル放送予定いちごチャンネル放送予定
学校名 放送日① 放送日② 放送日③ 放送

開始時間
物部小 4/15（木）4/16（金）4/18（日） 9:00
久下田小 4/15（木）4/16（金）4/18（日）15:00
長沼小 4/20（火）4/21（水）4/24（土） 9:00
長田小 4/20（火）4/21（水）4/24（土）15:00
中村小 4/22（木）4/23（金）4/25（日） 9:00
西田井小 4/22（木）4/23（金）4/25（日）15:00
山前小 4/27（火）4/28（水）5/1（土） 9:00
大内西小 4/27（火）4/28（水）5/1（土）15:00
大内東小 4/29（木）4/30（金）5/2（日） 9:00
大内中央小 4/29（木）4/30（金）5/2（日）15:00
亀山小 5/4（火）5/5（水）5/8（土） 9:00
真岡西小 5/4（火）5/5（水）5/8（土）15:00
真岡東小 5/6（木）5/7（金）5/9（日） 9:00
真岡小 5/6（木）5/7（金）5/9（日）15:00

令和3年度令和3年度
真岡市会計年度職員募集真岡市会計年度職員募集
● 家庭相談員　2人
【勤務内容】家庭相談事業、虐待通告対応業務等
● 保育士　2人
【勤務内容】保育業務
● 保育所用務員　1人
【勤務内容】保育所の清掃、給食準備等
● 子育て支援センター指導員　1人
【勤務内容】子育て支援センターの運営（保育）等
● 社会福祉士　1人
【勤務内容】地域包括支援センター業務
● 保健師、助産師、看護師のいずれか　1人
【勤務内容】乳幼児健康診査事業に関する業務等

共通事項
【勤務期間】
令和 3年 5月 1日～令和 4年 3月 31日

【申し込み】市HPに掲載している申込書に必要
事項を記入し、事前に連絡の上、下記窓口へ
本人が直接提出

※各職種の応募条件や詳細、その他職
種の募集などは市HPで最新情報を
ご確認ください。
問 総務課人事研修係 ℡ 83-8099

市HPQRコード

庁舎庁舎のの会議室会議室をを貸貸しし出出しますします
　市の事務や事業に支障のない範囲で、一般向け
（営利目的、宗教・政治団体等を除く）に真岡市本
庁舎の会議室を貸し出します。
【貸出会議室】真岡市役所本庁舎　301、302、
　401、402会議室（1室定員10人）
※可動式の間仕切りを取ると、2室を一続きで使
　用できます。
【貸出時間】
　《平日の水曜・金曜日》17：30～ 21：30
　《休日（年末年始を除く）》
　8：30～ 12：30、13：00～ 17：00
【使用料】4時間1,600円
【空き状況】市HPで確認できます。
問 財政課管財係 ℡ 83-8103

市HPQRコード
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Weekly NewsWeekly News

令和3年4月9日発行

総合政策部情報政策課広報広聴係 編集（第2820号）
℡ 83-8100  FAX83-5896
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国民健康保険の国民健康保険の
脱退脱退のの手続手続きをきを忘忘れずにれずに
　市の国民健康保険に加入中で、勤務先の健康
保険にも加入している方は、国民健康保険から
抜ける手続きが必要となります。
　脱退手続きをしていない場合は、国民健康保
険税が課税されたままとなってしまいます。
　手続きは郵送でもできますので、忘れずに行っ
てください。
【手続きに必要な持ち物】
①勤務先の保険証（加入者全員分）
②国保の保険証
※詳しくは、市HPを確認ください。
問 国保年金課国民健康保険係 ℡ 83-8123

市HPQRコード


