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 真岡市制施行60周年記念 真岡市制施行60周年記念
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あなたの意見を聞かせてくださいあなたの意見を聞かせてください
市民フォーラム開催市民フォーラム開催

　現在、平成 27年度から 31年度までの 5年間の
まちづくりの指針となる「第 11次市勢発展長期計
画」の策定を進めています。計画の策定にあたり、
市民の皆さまから広くご意見・ご提案をお聴きし、
計画に反映させるため「市民フォーラム」を開催し
ます。多くの方々のご出席をお待ちしてます。
【とき】9月29日（月）午後6時30分～8時
【ところ】青年女性会館２階　ホール  
【内容】①基調講演：講師　井田 隆一 市長
　②意見交換：参加者から意見・提言を受ける
【問い合わせ】企画課企画調整係 ☎ 83-8102

　真岡市建築賞は、真岡市の優れた景観の創出に寄
与している建築物等を表彰するものです。ふるって
ご推薦、ご応募ください。
■対象：平成21年4月1日から平成26年3月31
　日までに完成（増築、改築、模様替えを含む）され
　た真岡市内に完成した建築物等（公共建築物も含む）
■推薦・応募資格：市民および市内に所在する事業所
　の推薦または建築物等の建築主、設計者、施工者
■応募方法：所定の用紙(建設課窓口に用意)に必要
　事項を記入し、カラー写真（サービス版）２枚程
　度を添付して、持参または郵送（1人何点でも可）
■応募期間：9月 1日（月）～ 10月 31日（金）　
　（当日消印有効）
■選考：真岡市建築賞選考委員会
　※関連する複数の応募の場合は、整理統合して審
　　査する場合があります。
■発表・表彰：平成 27年１月予定
【申し込み・問い合わせ】
　〒321-4395真岡市荒町5191番地　真岡市建設部
　建設課建築係　☎ 83-8150　FAX83-6240
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　受付期間終了後の申請はお受けできませんので、
申請がまだお済みでない方は、必ず期間内の申請を
お願いします。

臨　時　福　祉　給　付　金臨　時　福　祉　給　付　金
■支給額：1人につき 10,000 円
　老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の
受給者、児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者
などは 5,000 円が加算されます。
■支給対象者：平成 26年度分の市民税が課税されて
　いない方が対象。ただし、課税されている方に生
　活の面倒を見てもらっている方や、生活保護の受
　給者は除きます。市民税が課税されない方かを判
　断するには、市・県民税の申告が必要です。収入・
　所得がない方でも申告をしていないと、対象とな
　らない場合があります。
■受付場所：教育委員会棟1階会議室　☎81-3500

子育て世帯臨時特例給付金子育て世帯臨時特例給付金
■支給額：対象児童１人につき 10,000 円
■支給対象者：次のどちらの要件も満たす方
　①平成 26年１月分の児童手当・特例給付を受給
　②平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満
　※特例給付とは、児童１人当たり月額一律 5,000 円が支給
　　されることをいいます。
■対象児童：支給対象者の平成 26年１月分の児童手
　当・特例給付の対象となる児童。ただし、「臨時福
　祉給付金」の対象となる児童、生活保護制度の被
　保護者にあたる児童は対象外です。
■受付場所：建設部棟１階会議室　☎ 81-3737

受付期限は 10/1（水）まで
臨時福祉給付金臨時福祉給付金

子育て世帯臨時特例給付金子育て世帯臨時特例給付金
申請はお済みですか申請はお済みですか

保育所入所保育所入所のの申し込み申し込みをを開始開始
受付期間：10/1 ～ 11/28受付期間：10/1 ～ 11/28

　子ども子育て支援新制度導入のため、認定作業が
加わります。
　①　　①　認　定　申　請認　定　申　請
　　新しい制度では、保育所や認定こども園の利用を希望
　する場合は、市から保育認定を受ける必要があります。
　②　②　認　定　区　分認　定　区　分
　　2 号認定（保育認定）
　　満 3歳以上

　・保育所
　・認定子ども園

　　3号認定（保育認定）
　　満3歳未満

　・保育所
　・認定子ども園
　・地域型保育

　③　③　認　定　証　交　付認　定　証　交　付

　④　④　利　用　申　し　込　み利　用　申　し　込　み
【申込方法】所定の申込用紙に必要事項を添付して、下記
　に提出してください。
　※申請書は、9月末までに窓口で配布できるよう準備
　　中です。なお、勤務証明書などの申し込みに必要な
　　その他の書類は配布できます。提出に間に合うよう
　　にご準備ください。
【問い合わせ】
　児童家庭課保育係☎ 83-8035　FAX 82-2340

第10回第10回ももおおかかココッットトンン債債

【問い合わせ】企画課財政係  ☎83-8104  FAX83-5896

購入受付スケジュールが決定しました
【購入期間】10月 23日（木）～ 10月 31日（金）
【購入方法】足利銀行の真岡支店・久下田支店・真岡
　西出張所の窓口で直接申し込み（先着順）
【発行額】２億円　【発行日】11月 5日（水）
【利率】利付国債（5年）の入札における募入平均利
　回りを参考に 10月 20日（月）に決定します。
【利払い】年 2回（毎年 5月 5日、11月 5日）
　※利払日が銀行休業日の場合、翌営業日となります。
【購入限度額】個人 1人、1法人・団体あたり 500
　万円まで（1万円単位）
【償還方法】5年満期一括償還
　（満期日 : 平成 31年 11月 5日）
【応募資格】①市内在住または勤務の20歳以上の個人
　②市内に営業拠点等のある法人・団体 

下水道管路ＴＶカメラ調査の実施下水道管路ＴＶカメラ調査の実施
　調査区域内の下水道管内にＴＶカメラを通し、破
損や浸入水等内部の状態を調査します。また、取付
管の調査のため敷地に立入らせていただく場合もあ
りますが、ご了承のうえ、ご協力お願いします。
【期間】9月 6日（土）～ 11月 19日（水）
　午前 9時～午後 5時
【調査区域】台町、並木町 1丁目、並木町 3丁目、
　白布ケ丘（主要地方道真岡上三川線他）
　久下田、久下田西 3丁目、久下田西 6丁目、久
　下田西 7丁目（国道 294号線他）
　東郷、島（国道 294号線・主要地方道真岡烏山線）
【調査業者】㈲関東実行センター ☎ 0285-23-3026
　住所：小山市大字外城 157番地 3　
　調査員は市が発行した身分証明書を携帯しております
ので、ご不明な場合ご確認ください。調査員が営業活動
を行ったり、費用の請求をすることは一切ございません。

【問い合わせ】下水道課維持係☎ 83-8162　FAX83-8142

真岡市総合運動公園陸上競技場落成記念真岡市総合運動公園陸上競技場落成記念
真岡市制施行60周年記念真岡市制施行60周年記念

第45回真岡市駅伝競走大会第45回真岡市駅伝競走大会
参加チーム募集参加チーム募集

【期日】11月 16日（日）　※雨天決行
　スタート：午前 9時 30分
【コース】真岡市総合運動公園陸上競技場を発着およ
　び中継所とする周回コース：６区間、総距離17㎞
　１区・３区・５区：3.07 ㎞
　２区・４区：2.44 ㎞
　６区：2.91 ㎞
【部門】①中学男子の部 ②一般の部 ③女子の部
【参加料】5,000 円（中学生チームは除く）
　※参加料は監督者会議時に納入してください。
【申込方法】10月24日（金）までに参加申込書（総
　合体育館に用意）を記入の上、下記へ持参または
　FAXで申し込みください。
　※参加条件等詳細については、下記まで問い合わ
　　せください。
【問い合わせ】真岡市総合体育館内体育協会事務局
　☎84-2811　FAX84-6258（平日8:30～17:00）

しあわせ高齢ドライバースクールしあわせ高齢ドライバースクール
　参加・体験・実践型のドライバースクールを通し
て、高齢運転者の交通事故防止と、安全かつ快適な
運転を継続してもらうために、参加者を募集します。
【とき】10月 28日 ( 火 )
　午前 9時 30分～午後 3時 45分
【ところ】ツインリンクもてぎ アクティブセーフティ
　トレーニングパーク
　※当日は市役所から送迎します。
【対象】市内在住の 65歳以上の方　先着 6人
　※普通第１種免許以上の運転免許をお持ちの方で、
　　現在も運転を行っている方に限ります。
【内容】3人 1組で行う実技走行と学習・講義等
【参加料】1,700 円 ( 昼食代と教材費 )
【持ち物等】運転しやすい服装・履物、運転免許証
【申し込み】10月 7日 ( 火 ) まで電話受付
【申し込み・問い合わせ】安全安心課交通安全係
　☎ 83-8110  FAX83-8392

ふるさとの魅力を発信！ !ふるさとの魅力を発信！ !
市制施行 60 周年記念事業市制施行 60周年記念事業

「もおか人・夢・未来フェスタ」「もおか人・夢・未来フェスタ」
ブース出展者募集ブース出展者募集

　「いつ来ても、誰が来ても楽しめる」をコンセプ
トに、市民の参加、交流を通じてふるさとの魅力を
共有し、発信するイベントを開催します。
【とき】11月1日（土）午前9時30分～午後3時
【ところ】真岡市民公園
【募集対象】市内在住または勤務の方、市内で活動し
　ている団体または事業者　
【募集内容】①飲食・物産販売
　　　　　 ②団体・企業の活動紹介
【出展料】無料（テント・テーブル・イスは主催者が用意）
【応募締切】9月 25日（木）午後 5時まで
【応募方法】市役所や各公民館等に設置してある申込
　用紙に必要事項を記入し、持参、郵送、ＦＡＸ、Eメー
　ルで下記事務局へ提出してください。申込用紙は
　市ホームページからもダウンロードできます。応
　募多数の場合は選考とします。
【問い合わせ】市制施行 60周年記念事業実行委
員会事務局　企画課企画調整係　☎ 83-8102　
FAX83-5896　Ｅメール kikaku@city.moka.lg.jp

　計量法の規定に基づき、今年度に 8年間の検定
期間が満了となる水道メーターの交換を行います。
【期間】9月 17日（水）～ 10月 7日（火）
【対象】メーターふた裏側が下図のもの　
【その他】交換は市指定給水
　装置工事事業者が、該当と
　なるお宅に直接伺います。
※費用は無料ですが、水道メー
　ターの交換中は、約 10分間程度水道が使えなく
　なります。
※留守の場合でも交換することがあります
　のでご了承ください。
●メーター交換は無料です。交換業者を
　装った悪質な訪問販売にはご注意ください。
●交換業者は、市で発行した証明証を提示します。
●交換および検針に支障をきたしますので、メーター
　ボックスの上に物を置いたり、近くに犬などをつ
　ながないようお願いします。

水道メーター水道メーターをを交換交換しますします

す

い。
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水道メーターふた裏側

～

【問い合わせ】水道課庶務係 ☎83-8167 FAX84-7512

27.3

急患センター急患センター

● 案内看板設置場所
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急患センター急患センター(芳賀地区救急医療センター）(芳賀地区救急医療センター）

9/9は『救急の日』・9/7～9/13は救急医療週間9/7～9/13は救急医療週間
夜間･休日夜間･休日のの診療診療はは急患センター急患センターをを

ご利用くださいご利用ください

【名称】急患センター（芳賀地区救急医療センター）

【連絡先】☎0285-82-9910
【所在地】真岡市田町1246-1芳賀郡市医師会館内
【診療科目】小児科・内科
【診療時間】　休日（日 ･祝日 ･年末年始） 　9:00～12:00

13:00～17:00
休日夜間　　　　　 　　  18:00～21:00
平日夜間（月～土）   　　 18:30～21:30

　※受付時間はおおむね診療終了時間の 30 分前までです。
【お願い】
　日ごろから家族の体調をよく観察し、体調の不良を
感じたら、なるべく医療機関の通常の診療時間内に受
診してください。体に変調をきたしたとき、いつでも
相談できる「かかりつけ医」を持ちましょう。


