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付いてますか？付いてますか？  住宅用火災警報器！住宅用火災警報器！
　平成21年 6月から、全ての住宅に
住宅用火災警報器の設置が義務付けら
れました。
　住宅用火災警報器とは、天井や壁に取り付け、火
災時に発生する煙や熱を早期に感知し、警報音や音
声で火災を知らせるための器具です。既に設置され
ている住宅では、定期的に作動確認をしましょう。
※電池タイプの物は、概ね10年で電池切れとなります。
設置方法等、ご不明な点は、下記まで問合せください。
【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合消防本部
　真岡消防署　☎ 82-3161

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【6 月 11日（月）～ 6月 17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。
※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）

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896
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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
「空き家バンクについて」
・もおかインフォ
「【もおかわくわくブック】の発行」
「プレミアム付き商品券の販売」
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◆わくわく体操　
6月のテーマ
「家の中で運動しよう！」
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◆行ってみっぺ！
　もおか
「もめん茶屋」
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◆コットンタイム　
「第 4 回駅なか寄席」
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◆小学校入学式
長田小学校　　6月 14日・15日・17日

15:00 中村小学校　　6月 14日・15日・17日
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◆いちごショート
　ケーキ
「高勢町五月祭」

「雨水集水ます」の清掃に「雨水集水ます」の清掃に
ご協力ご協力くくだださいさい

　道路には、道路に降った雨水を排水するための雨
水集水ますが設けられています。この「ます」の格子
状の蓋に落ち葉やごみが溜まると、十分に排水がされ
ず、道路上に雨水があふれて冠水の原因になります。
　市では、定期的に清掃作業を実施していますが、
道路冠水を未然に防ぐため、地域の皆さまにも「ま
す」清掃のご協力をお願いします。

【問い合わせ】建設課維持係　☎83-8148 FAX83-6240

×ごみで雨水が
　入りにくい

○雨水が入りや
　すくなる

農薬は正しく使いましょう農薬は正しく使いましょう
　農薬の使用機会が多い 6月～ 8月までの３カ月
間は栃木県農薬危害防止運動の期間です。
　農薬の適正使用と管理徹底に心がけ、農薬による
事故等の発生を予防しましょう。

適正使用・管理の徹底適正使用・管理の徹底
・農薬の使用に当たっては、ラベル等で登録農薬であ
ることを確認した上で、使用基準を遵守しましょう。
・農薬や希釈液等をペットボトルやガラス瓶などの飲
食品の空容器等へ移し替えないようにしましょう。

周辺環境への配慮周辺環境への配慮
・住宅地等に近接する農地で農薬を散布する場合は、
周辺住民へ事前に周知し、飛散防止の対策を徹底し
ましょう。

【問い合わせ】農政課農政係
　☎ 83-8137 FAX83-6208

園芸立国もおか推進・チャレンジファーム園芸立国もおか推進・チャレンジファーム
真岡市農業支援事業真岡市農業支援事業

親元就農者支援事業親元就農者支援事業
　真岡市で農業を経営する親元に後継者が就農し、
その農業者が行った投資経費の一部について補助金
を交付します。
【対象者】農業を経営する親元に、3年以内に就農
　した後継者がいる農業者
　（市内在住で市税等を完納していること）
【対象】施設、機械、農地取得等
【補助金額】費用の 10分の 3以内
　（上限額：30万円、1回限り）
新規就農者育成確保支援事業（経営支援）新規就農者育成確保支援事業（経営支援）
　新たに農業を始める方を対象に、初期投資額の一
部について補助金を交付します。
【対象者】認定新規就農者
　（市内在住で市税等を完納していること）
【補助対象】施設、機械、農地取得等
【補助金額】費用の 10分の 3以内
　（上限額：360万円、1回限り）
新規就農者育成確保支援事業（家賃補助）新規就農者育成確保支援事業（家賃補助）
　真岡市在住の認定新規就農者に対し、アパートな
どの家賃の一部について補助金を交付します。
【対象者】認定新規就農者
　（市内在住で市税等を完納していること）
【対象】アパートなどの借家の家賃
【補助金額】家賃の 2分の 1以内
　（上限額：2万円、最長 3年）
【問い合わせ】農政課農政係
　☎ 83-8137 FAX83-6208

平成 30 年度 第 1 回平成 30 年度 第 1 回
真岡市営住宅入居者募集真岡市営住宅入居者募集
【受付期間】6月 1日（金）～ 14日（木）
　※土・日曜日、祝日は除く
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分

住宅名 間取り 戸数 その他

募
集
部
屋

三ノ宮市営住宅  3DK 1戸 なし
東郷市営住宅 3LDK 4戸 優先部屋 1戸

大谷台市営住宅 2DK
3LDK 2戸 なし

さくら市営住宅 3DK 1戸 なし

錦町市営住宅 2LDK
3LDK 2戸 なし

※優先部屋の対象となる世帯は、ひとり親世帯、犯
罪被害者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯です。

※ 3DK・3LDKについては、複数人世帯を優先しま
す。応募が無ければひとり世帯でも入居可能です。

【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】市役所建設課および二宮支所で申込書
　を配布しますので、必要事項を記入のうえ、関係
　書類を添えて下記へ申し込みください。
　※応募多数の場合は抽選となります。
【申し込み・問い合わせ】建設課住宅係 
　☎ 83-8694 FAX83-6240

道路道路でで漏水漏水をを発見したときは発見したときは
ご連絡ご連絡くくだださいさい

　晴れているのに、道路（舗装）の切れ目から水が
出ている、いつも水溜りになっている。
　このような場合は、道路に埋設した水道管から漏
水している可能性がありますので、発見したときは、
お手数でも真岡市水道課にご連絡ください。
【問い合わせ】水道課庶務係
　☎ 83-8167 FAX84-7512

第 35 回真岡井頭マラソン大会第 35 回真岡井頭マラソン大会
プログラムへの広告募集プログラムへの広告募集
　10月 7日（日）に開催する、「第 35回真岡井頭
マラソン大会」の参加者等へ配布するプログラムへ
の掲載広告を募集します。
【掲載位置】広告専用面（プログラム規格A4版）
【サイズ】1枠：A4の 1/4（縦5.8cm×横17.6cm）
　※ 1社あたり最大 4枠（A4）まで　
【料金】1枠 5,000 円
【掲載原稿】申込者が作成し、掲載決定後、料金納
　付と併せて提出してください。（電子データ可）
【発行部数】約 2,500 部（参加者数で多少増減有り）
【申し込み】専用の申込用紙（総合体育館に用意）
に必要事項を記入し、下記へ提出してください。

　※審査後、掲載決定の方は、料金納入と
　　原稿提出により掲載となります。
【申し込み・問い合わせ】真岡井頭マラソン大会実行委員会
　（総合体育館内）☎ 84-2811 FAX 84-6258 
　Eメール sports@city.moka.lg.jp

第 35回第 35 回
真岡井頭マラソン大会真岡井頭マラソン大会

【とき】10月 7日（日）
　※雨天決行（荒天中止）
【ところ】井頭公園および周辺道路

種目 参加費
親子（2km）
親または祖父母と小学 1～ 4年生

1組
2,000 円

小学 5・6年生男女別（2km） 1,000 円
中学生男女別（4km） 1,000 円
一般（高校生以上）年代別・男女別（4km）3,000 円 
一般（高校生以上）年代別・男女別（10km）3,000 円 
【申込期間】6 月 1日（金）～ 8月 6日（月）
（申込期間中に参加料の支払を完了してください）
①郵便局での振り込み、または大会事務局（総合
体育館）へ直接申し込み 
②インターネットによる照会・申し込み
　《照会》テクノプランhttp://www.tecnoplan.co.jp
《申し込み》スポーツエントリー http://www.
sportsentry.ne.jp、ランネットhttp://runnet.jp
③電話申し込み
　スポーツエントリー ☎0570-550-846
　（平日10:00 ～ 17:30）

【問い合わせ】大会について…スポーツ振興課（総合体育館）
　☎84-2811 FAX84-6258（平日：8:30～ 17:15）
　申し込みについて…エントリーセンター（テクノプラン）
　☎ 048-778-5880（平日：10:00 ～ 17:00）

第 59回 真岡市消防団 第 59 回 真岡市消防団 
夏季点検・消防操法大会夏季点検・消防操法大会
　消防団全車両が一堂に集結する姿は圧巻です。消
防団が、日ごろの訓練成果を発揮する操法大会は必
見ですので、ぜひご来場ください。
【とき】6月 17日（日）
　夏季点検：午前6時から 消防操法大会：午前7時から
【ところ】市民公園（総合体育館東）
※雨天時：公設芳賀地方卸売市場

【問い合わせ】市民生活課危機管理係
　☎ 83-8396  FAX83-8392

真岡市融資制度真岡市融資制度ののご案内ご案内
※下記の制度資金以外にも用途に応じた各種制度資金を用意しておりますので、お気軽にお問い合わせく
　ださい。条件など詳細については市のホームページでご確認ください。
制度名 用　途 限度額 返済期間 利率

運転資金 商品仕入、買掛金支払、手形の決済等の運転資金 1,000 万円
3年以内 1.3%
5 年以内 1.5%
7 年以内 1.7%

設備資金 機械器具等の購入、設備の改善、従業員の福利に
関する設備等の設備資金 2,000 万円

3年以内 1.3%
5 年以内 1.5%
7 年以内 1.7%
10 年以内 1.9%

季節資金 商品仕入、買掛金支払、手形の決済等の運転資金 500 万円 期日一括または
元金均等月賦返済 1.2%

【申し込み】市内金融機関（JA・労働金庫を除く）【問い合わせ】 商工観光課商業係  ☎ 83-8643 FAX83-0199

市内中小企業者等が近代化を図り、体質の改善や経
営の合理化等を行う際に、ぜひご利用ください。

あなたの体力年齢、測定してみませんか？あなたの体力年齢、測定してみませんか？
健康体力測定健康体力測定

【とき】6月 18日（月）
　①午前10時～ ②午後3時～ ③午後6時 30分～
【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務の20～79歳の一般男女
【内容】握力、反復横とび、立ち幅とび、6分間歩行ほか
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、飲み物
【申し込み】申込期限、定員はありません。
　電話（平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）・
　FAX・Eメールで申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ:sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢を明記


