
問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005
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【4 月 19日（月）～ 4月 25日（日）放送内容予定】

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。新型コ

ロナウイルス感染症対策の観点からも、選挙期日当日の混雑を回避するため期日前投票を積極的
にご利用ください。

投票所入場券投票所入場券 4 月 19日（月）以降に発送予定

選挙公報選挙公報 4 月 21日（水）に新聞折り込み予定

問 選挙管理委員会 ℡ 83-8190 

【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）

市役所を訪れる方へ市役所を訪れる方へ

手話通訳者がお手伝いします手話通訳者がお手伝いします
　聴覚障害のある方が市役所を訪れた際に、手
話通訳によるお手伝いができるよう、手話通訳
者を配置しています。
　利用内容によっては各課に同行しますので、
お気軽に下記窓口へお声がけください。
【配置日時】毎月第 2火曜日、第 4水曜日
　午前 9時～正午
問 社会福祉課障がい福祉係 ℡ 83-8129

地域役員等の皆さまへ

防災ラジオの防災ラジオの無償貸与
　下記のとおり、真岡市防災ラジオを
無償で貸し付けます。
【対象】各地区の区長、町会長、
　公民館長、民生委員および児童委員の方
※既に防災ラジオを無償貸与された方、前任者
より引継ぎを受けた方は対象外

【貸与する日時・場所】全地区 4月 18日（日）
《真岡地区》午前 9時 30分～正午
　真岡市役所本庁舎 1階
《山前地区》午後 2時～ 4時 30分　山前分館
《大内地区》午前 9時 30分～正午　大内分館
《中村地区》午前 9時 30分～正午　中村分館
《二宮地区》午後 2時～ 4時 30分
　二宮コミュニティセンター
※市役所本庁舎 2階「くらし安全課」では、平
　日も対応しておりますのでご利用ください。
問 くらし安全課危機管理係 ℡ 83-8396

病児保育病児保育をごをご利用利用くださいください
　お子さまが病気やけがで登園できず、かつ保
護者が仕事を休めない場合に、お子さまをお預
かりします。
【施設】西真岡Sick Kids（高勢町3丁目205-1）
【対象者】市内在住の小学生や保育園児等、また
は市外在住でも市内の保育園等に通園してお
り、就労等で家庭で保育することができない方

【対象の病気】発熱や風邪、急性胃腸炎など
※入院加療が必要な場合や感染力が強い病気の場
合は利用できません。

【定員】1日あたり 9人
【利用時間】月～金曜日　午前 8時～午後 6時
（午後6時を超える場合は延長料金が掛かります）
※土曜・日曜・祝日・年末年始・お盆は休業
※利用できる期間は、原則 7日間
【利用料金】収入や居住地等により異なります
【持ち物】診療情報提供書、印鑑、保険証、こど
　も医療費受給資格証、母子健康手帳
【利用方法】
①インターネットで予約する（西真岡こどもク
リニックHPから予約できます）
※ インターネットを使用できない場合は、利用
時間内にSick Kids へ問い合わせください。
病児保育 西真岡 Sick Kids ℡ 81-7074
②かかりつけ医の診察を受け「診療情報提供書」
をもらう
③利用日に「利用申請書」と「診療情報提供書」
を病児保育室へ提出する
④病児保育施設担当医が面談し、受け入れの最
終確認をします。

問 保育課保育係 ℡ 83-8035

生垣づくり生垣づくりをを補助補助しますします
　潤いと安らぎのあるまちづくりを進めるため
に、生垣づくりの費用の一部を助成します。
【補助金額】１ｍあたり3,000円（上限60,000円）
【補助対象】過去に当補助を受けた方は対象外
●住宅や事業所等の敷地内に生垣を植栽する
●生垣総延長 5m以上かつ一般通行用道路に 3m
以上面している

●樹木の高さが 50cm 以上あり 1mあたり 2本
以上植栽する

【申し込み】生垣を植栽する前に、下記へ電話で
申し込みください。
問 都市計画課公園保全係 ℡ 83-8724

詳しくは
市HPを確認
ください

西真岡こども
クリニックHP

予約はこちら
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▼英語 〔English〕▼英語 〔English〕
　An infectious cluster has occurred at a home party in Moka city.
　Take thorough measures against the coronavirus.

▼スペイン語 〔Español〕▼スペイン語 〔Español〕
　Los asistentes a una reunión familiar en la ciudad de Moka 
　resultaron infectados (Contagio grupal).
　¡Tome medidas drásticas contra el coronavirus!
 ▼ポルトガル語 〔Português〕 ▼ポルトガル語 〔Português〕
　Pessoas que participaram de uma reunião de família na cidade de Moka foram
　infectadas (contágio em grupo). 
　Tome medidas drásticas contra o coronavírus!

真岡市内でホームパーティクラスターが発⽣しています
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真岡市総合計画に
ついて

市からのお知らせ 図書館 真岡市子ども家庭総
合支援拠点について
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石塀等石塀等のの撤去撤去をを補助補助しますします
　災害を未然に防止するため、危険な塀の撤去
等について、工事費用の一部を補助します。
【補助対象】3段積み以上で高さが 80cm以上
【補助対象工事】
●塀を撤去する工事（道路・隣地沿い）　
●塀の高さを 65cm以下にする工事（道路沿い）
●塀を法令の基準に適合させる工事（道路沿い）
【補助額】最高 10万円
※撤去後は、下記の生垣づくり補助制
度を活用ください。
※詳細は市HPをご確認ください。
問 建設課建築係 ℡ 83-8150

市HP
QRコード

保育士を目指す方へ保育士を目指す方へ

保育士等就職支援金交付事業保育士等就職支援金交付事業
　保育士等の養成施設の在学者で、卒業後に市
内の保育所等に就職する方へ月額 3万円を最大
で 24カ月交付します。
【募集期間】5月 10日（月）まで
【定員】10人程度
※申請方法等は、市 HPをご確認くだ
さい。
問 保育課施設管理係 ℡ 83-8461

市HP
QRコード


