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【お知らせ】「真岡市内放射線量等測定結果」は、紙面の都合によりお休みさせていただきます。
　なお、放射線量等最新結果は、市のホームページで随時公開しています。http://www.city.moka.tochigi.jp/

　生垣は、ブロック塀のような倒壊の恐れがなく、
防災、防犯、環境保全などの効果があります。環境
に優しく、安全な地域づくりのために生垣を植栽し
ませんか。市内全域が対象です。
【補助対象】①住宅や事業所等の敷地内に植栽する。
　②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。③樹木の高さは50㎝以上、1m
　あたり2本以上植栽する。④補助を受けた方は対
　象外※植栽する前に下記へ申請が必要です。
【補助金額】1ｍ当たり3,000円（上限60,000円）
【問い合わせ】都市計画課維持管理係
　☎ 83-8724　FAX83-6240

生垣づくり補助事業生垣づくり補助事業

平成26年度 第 2回平成 26 年度 第 2回
市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集

【申し込み・問い合わせ】建設課住宅係 ☎ 83-8694

募
集
部
屋

住宅名 間取り 戸数 その他

三ノ宮住宅 2DK
3DK

1戸
1戸

内優先部屋
3戸

東郷住宅 3LDK 4戸
高間木住宅 3DK 2戸
さくら住宅 3DK 2戸

※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、多数回落選世帯、障がい者世帯、高齢者世帯です。
【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
　書類をそろ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。

【受付期間】10月 10日（金）～ 10月 24日（金）
　※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

　　　　　　  皆さまの意見をお寄せください皆さまの意見をお寄せください　　
【パブリックコメント制度とは】市の政策について、案の段階で計画を公表し、市民の皆さまから意見を求め、
　提出された意見を十分考慮し、計画等に反映させる制度です。最終案とともに、提出された意見に対する市
　の考え方、修正の内容、反映できない理由を公表します。
募集期間　▶ 10月 3日（金）～ 10月24日（金）必着

【応募方法】ご意見と題名・住所・氏名・電話番号を明記のうえ、下記あて先へ直接、または郵送・ファクス・Ｅメー
　ルいずれかの方法でご応募ください。（下記の閲覧可能施設に備え付けの記入用紙または書式自由）
【その他】提出されたご意見等の概要（類似内容はまとめます）およびこれに対する市の考えは、後日ホームペー
ジで公表します。お預かりした個人情報は公表しません。また、個別の回答はできませんのでご了承ください。

真岡市パブリックコメント制度

意見を募集する計画 　第 11 次市勢発展長期計画（案）
【計画作成の趣旨】現計画は、平成22年度から平成31年度までの10年間の基本構想と、平成22年度から平成26
　年度までの5年間を計画期間とした前期基本計画（第10次市勢発展長期計画）です。この基本構想を踏まえ、新た
　な時代に適合した市政を推進していくための指針として、平成27年度から平成31年度までの5年間を計画期間と
　した後期基本計画である「第11次市勢発展長期計画」を策定します。
【計画の目的】この計画は、実現すべき望ましい都市像とそれを実現するための施策の方向を明らかにしたもので、本
　市の行財政運営を総合的、計画的に進める指針とし、各種の計画や施策の基本となることを目的に作成しています。
【計画の構成】①市勢発展の基本構想（まちづくりの将来像と、その実現のための施策の基本を定めるもの）
　②市勢発展の基本計画（基本構想の主要施策を明確にしたもの）

【あて先・問い合わせ】    〒321-4395　栃木県真岡市荒町 5191 番地　
　総務部企画課企画調整係 ☎ 83-8102 FAX 83-5896  （開庁時間8:30～ 17:15  土・日曜・祝日休み）
　Eメール kikaku@city.moka.lg.jp（閉庁日の意見の提出は、市役所当直窓口でお預かりします）
※計画の詳細は企画課窓口、二宮コミュニティセンター、市公民館、各分館、ホームページで閲覧できます。

　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】10月 15日（水）～ 11月 5日（水）
【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

26.4

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

久下田北部第 2地区久下田北部第 2地区
まちづくり説明会まちづくり説明会のの開催開催
　現在、久下田北部第２地区（石島、丸山、新石、旭
町地区）のまちづくりについて、検討を行っています。
　つきましては、地域の皆さまにご説明し、ご意見
をいただくため、下記のとおり説明会を開催いたし
ますので、ご参加ください。

と　き 対象地区 会　場
10月21日（火） 石島地区

公民館二宮分館
206・207 会議室10月27日（月） 丸山地区

10月28日（火）新石・旭町地区
【開催時間】各地区ともに午後7時から
【問い合わせ】都市計画課計画係 ☎83-8152 FAX83-6240 

岡部記念館「金鈴荘」にて　13:00 ～岡部記念館「金鈴荘」にて　13:00 ～

●●  真岡木綿ファッションショー 開催 ●
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長蓮寺「弁財天＆十五童子まつり」
　「びわ葉温灸」「琵琶弾き語り」

荒町本通り（歩行者天国8:30 ～16:00）
・特産品展示・特産品販売
・機織り体験

天の織姫市（カラフルテント40店）

足利銀行

本
部

物産会館・木綿会館

本部前市民ステージ
・ミスコットンコンテスト10:45～
　（審査発表は12:00～）
・着ぐるみショー11:30～
・お楽しみショー12:20～
・北川かつみオンステージ12:.30～

・商店会連合会イベント
・世界のグルメ市

びわ市

荒町ポケット
パーク

ふわふわ

　真岡木綿問屋として栄えた岡部呉服店の
別荘として明治初期に建築された岡部記念
館「金鈴荘」を会場に、真岡木綿のファッショ館「金鈴荘」を会場に、真岡木綿のファッショ
ンショーを開催します。歴代のミスコット
ン・準ミスコットンをモデルに、華やかな
真岡木綿の魅力をお楽しみください。真岡木綿の魅力をお楽しみください。

人・農地プラン変更の更新人・農地プラン変更の更新
　地域農業の未来設計図である、「人・農地プラン」
の更新について、下記のとおり縦覧を実施します。
【縦覧期間】10月3日（金）～16日（木）  ※平日のみ
　午前8時 30分～午後5時 15分
【縦覧場所】農政課（福祉産環部棟2階）
【問い合わせ】農政課農政係 ☎83-8137 FAX83-6208 

平成25年度

　受付期間が12月25日（木）まで延長します。申
請がお済みでない方は、期間内の申請をお願いします。
■臨時福祉給付金窓口　☎ 81-3500
　教育委員会棟1階会議室（10月 31日まで）
　※11月４日（火）以降、市役所1階会議室に変更
■子育て世帯臨時特例給付金窓口　☎ 81-3737
　建設部棟1階会議室（10月 28日まで）
　※10月 29日（水）以降、児童家庭課窓口へ変更

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の子育て世帯臨時特例給付金の
申請期間 12/25（木）まで延長申請期間 12/25（木）まで延長

・サンバパレード14:30～
・市民パフォーマンス

　また、特別ゲストとして栃木県出身の書道家「涼 風花さ　また、特別ゲストとして栃木県出身の書道家「涼 風花さ
ん」を招き、ステージにて書道パフォーマンスを披露してん」を招き、ステージにて書道パフォーマンスを披露して
いただきます。いただきます。

「もおか木綿ふれあい祭り」と同日開催！「もおか木綿ふれあい祭り」と同日開催！

　　　　　　真岡の「観光」は、まちの方と触れ合い、
真岡を体感してもらうことが、真岡の「感交」と考え、
市民による同好会やサークルなどの組織が主体となり
「モオカの休日」を開催しています。ぜひお越しください！
【とき】10月 12日（日）午前 10時～午後 3時
【ところ・内容・開始時間・定員・料金等】

真岡木綿会館内  ☎ 83-2560
◆機織り体験（コースター作り）　※前日までに要予約
　〈時間〉午前10時から　〈料金〉500円（イベント価格）

　　　　　　　　　　ようこそ、ようこそ、感交〈かんこう〉のまちへ 感交〈かんこう〉のまちへ モオカの休日開催モオカの休日開催
物産会館前特設テント

◆リラクゼーション（リフレッシュ花）
　〈時間〉午前10時から：随時受付　〈料金〉500円
◆ハワイアンバッグチャーム作り（カ・レイ・ロケラニ）
　〈時間〉午前10時から：バッグチャーム作り：随時受付
　〈料金〉500円から
【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会  ☎ 83-8135  FAX83-0199

井頭温泉臨時休館井頭温泉臨時休館
　施設の総合点検と修繕工事のため、下記の期間は
臨時休館とさせていただきます。お間違いのないよ
うご利用ください。
【期間】10月 20日（月）～ 30日（木）　
【問い合わせ】井頭温泉 ☎ 83-8822 FAX 84-8505

ボート池

井頭温泉

上大和田
集落センター

一万人プール

国道 121 号線

10月5 日（日）
午前9時 30分～午後 0時30分
赤線のコースの一部を規制します。

【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258

真岡市制施行 60周年記念真岡市制施行 60周年記念
第 31 回 真岡井頭マラソン大会（同時開催：ねんり第 31回 真岡井頭マラソン大会（同時開催：ねんり
んピック栃木 2014 マラソン交流大会）に伴うんピック栃木 2014 マラソン交流大会）に伴う

交通規制交通規制ににご協力くださいご協力ください

「雷様剣士ダイジ」現る！
・ダンスコンテスト10:20～

「無料周遊バス」運行！
【1号車】【1号車】二宮尊徳資料館前＝高田山専修寺＝山前分館（山前二宮尊徳資料館前＝高田山専修寺＝山前分館（山前
　改善センター）＝久保講堂南側砂利駐車場＝お祭り会場　改善センター）＝久保講堂南側砂利駐車場＝お祭り会場
【2号車】【2号車】中村分館（中村改善センター）＝高勢町第二公民館中村分館（中村改善センター）＝高勢町第二公民館
　＝真岡駅（東口）＝お祭り会場　＝真岡駅（東口）＝お祭り会場
【3号車】【3号車】どんとこい広場＝二宮コミュニティセンター玄関前どんとこい広場＝二宮コミュニティセンター玄関前
　＝寺内駅＝工業団地管理協会（西側体育館駐車場）＝お祭り会場　＝寺内駅＝工業団地管理協会（西側体育館駐車場）＝お祭り会場
【4号車】【4号車】あぐ里っ娘南側駐車場＝大内分館（大内改善センター）あぐ里っ娘南側駐車場＝大内分館（大内改善センター）
　＝真岡りす村ふれあいの里西側駐車場＝お祭り会場　＝真岡りす村ふれあいの里西側駐車場＝お祭り会場
※時刻表など詳しくは、ウィークリーニュースもおか10月 10※時刻表など詳しくは、ウィークリーニュースもおか10月 10
　日号または、市ホームページをご確認ください。　日号または、市ホームページをご確認ください。

バスに乗って
市内観光♪

  10 月 12 日　   10 月 12 日　   第 7回 もおか木綿ふれあい祭り（日）（日）
市制施行 60 周年記念市制施行 60 周年記念

【開催時間】午前10時～午後3時（小雨決行）　【ところ】荒町本通り【開催時間】午前10時～午後3時（小雨決行）　【ところ】荒町本通り

【もおか木綿ふれあい祭り駐車場】真岡市役所本庁舎Pおよび建設部棟P・久保講堂南側砂利P・真岡市職員P・
　真岡市公用車 P（法務局真岡支局東側）・常陽銀行真岡支店 P・栃木銀行真岡支店 P
【緊急避難場所】臨時避難場所…真岡市附属体育館、地震時避難場所…真岡小学校校庭


