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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
  心を一つに  心を一つに 6060 年年
     豊かに真岡     豊かに真岡
        人人・・夢夢・・未来未来
軽自動車等軽自動車等のの異動届出異動届出

　軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に年税
で課税されます。（月割り課税制度はありません）
　３月 31日までに廃車や名義変更の手続きがされ
ていないと、平成27年度も課税されますので速や
かに手続きを行ってください。また、軽自動車等の
所有者が亡くなられた場合も、廃車または名義変更
の手続きを行ってください。

軽自動車等の種別（車種） 手続き・問い合わせ先

・原動機付自転車
　（125㏄以下のバイク）
・農耕作業用自動車
・小型特殊自動車

《市》税務課諸税係
　☎ 0285-83-8112
《市》二宮コミュニティセンター
　☎ 0285-74-5003
手続きに必要なもの
☆名義変更…印鑑・譲
　渡証明
☆廃車…印鑑・ナンバー

・軽自動車
　（軽４輪貨物
　・軽４輪乗用）

軽自動車検査協会
栃木事務所
☎ 050-3816-3107

・125㏄を超える二輪車
・農耕作業用自動車
　（栃ナンバーのもの）

栃木運輸支局
☎050-5540-2019

【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/

■■栃木県議会議員選挙栃木県議会議員選挙
　【告示日】4月【告示日】4月　　3日（金）3日（金）

  【投票日】4月 12 日（日）【投票日】4月 12 日（日）

■■真岡市議会議員選挙真岡市議会議員選挙
　【告示日】4月 19 日（日）【告示日】4月 19 日（日）

  【投票日】4月 26 日（日）【投票日】4月 26 日（日）

真岡市選挙管理委員会からのお知らせ真岡市選挙管理委員会からのお知らせ

●本市で投票できる方
【栃木県議会議員選挙】
　　平成 7年 4月 13日以前に生まれ、かつ、今年
1月 2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

【真岡市議会議員選挙】
　　平成7年 4月 27日以前に生まれ、かつ、今年
1月18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

【問い合わせ】真岡市選挙管理委員会　☎ 83-8190

●真岡市議会議員立候補予定者説明会
　4月 26日に執行予定の真岡市議会議員選挙の
立候補手続などに関する説明会を開催しますの
で、立候補予定者（代理の方でも可）および同
出納責任者（予定者）は必ず出席してください。
なお、出席者数は、1立候補予定者につき、上記
の方２人までとします。
【とき】3月 18日（水）　受付：午後１時から
　開始：午後 1時 30分から
【ところ】青年女性会館 2階ホール

　　　　　　  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。
【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

【宛て先、問い合わせ】〒 321－ 4395　栃木県真岡市荒町５１９１番地　
　市民生活部安全安心課消防防災係 ☎ 83-8396 FAX83-8392 Eメールsyouboubousai@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。
　※計画の詳細は安全安心課窓口、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。

意見を募集する計画 真岡市地域防災計画（改訂案）
【計画作成の趣旨】災害対策基本法の改正等に伴い、上位計画である栃木県地域防災計画が改訂された事から
真岡市地域防災計画を改訂するものです。

【計画の目的】平成 23年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震、平成 24年 5月に発生した竜巻およ
び昨年２月の大雪被害等、近年、本市に被害をもたらした災害における対応等について検証し、その結果
を踏まえて真岡市地域防災計画の改訂を行うことを目的としています。

【計画の構成】この計画は、次のとおり構成されています。①風水害等対策編 ②震災対策編 ③原子力災害対
策編 ④資料編

【募集期間】3月 10日（火）～3月 25日（水）必着

平成 27年度から平成 27 年度から
前納報奨金制度前納報奨金制度をを廃止廃止しますします
　市県民税および固定資産税・都市計画税の前納報
奨金制度を廃止します。
　これまで、早期納付にご協力いただきました皆
さまにお礼を申し上げますとともに、制度廃止へ
のご理解と引き続きの納期内納付にご協力をお願
いします。
　なお、前納報奨金制度はなくなりますが、引き続
き１年分を一括納付することはできます。

　期別納付（各期ごとの納付）に変更を希望される
方は、「口座振替方法変更届」により、3月 31日（火）
まで変更手続きをお願いします。
【問い合わせ】
　収税課収税係☎ 83-8115 FAX83-6205

■■口座振替により引き続き全期前納（一括納付）の口座振替により引き続き全期前納（一括納付）の
継続を希望される方は、収税課より郵送されてい継続を希望される方は、収税課より郵送されてい
るる「口座振替方法変更届」のお手続きは不要「口座振替方法変更届」のお手続きは不要です。です。

これって…詐欺じゃない ! ？これって…詐欺じゃない ! ？
　アダルトサイトアダルトサイト
等利用料請求を等利用料請求を
装って、連絡を要装って、連絡を要
求するメールは詐求するメールは詐
欺の可能性があり欺の可能性があり
ます。連絡するこます。連絡するこ
となく、着信拒否となく、着信拒否
の措置後、相談をしましょう。の措置後、相談をしましょう。

【宛て先】〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地
　真岡市企画課「フラッグプレゼント」係
【問い合わせ】
　企画課企画調整係 ☎ 83-8102　FAX83-5896
　Eメール kikaku@city.moka.lg.jp

　市制施行 60 周年記念事業として、市
街地の幹線道路沿いの街路灯および市の
施設に取り付けたフラッグ（約 80 枚、
右写真参照）をプレゼントします。
【対象】市内に在住または通学、通勤する方
【募集期限】3月 20日（金）まで
【応募方法】下記の必要事項を明記し、
はがき（3/20 消印有効）、FAX また
はメールでお申し込みください。

【必要事項】郵便番号、住所、氏名、電話番号、色
の希望（赤または黄色※数に限りがありますので、
ご希望に添えない場合があります）、「市内に通学」
の方は学校名、「市内に通勤」の方は勤務先

【注意】フラッグは、1人 1枚です。申込多数の場
合は抽選の上、お送りします。

60周年記念フラッグ
プレゼントプレゼント

下水道下水道のの使用可能区域使用可能区域がが
拡大拡大しますします

　４月から新たに次の区域で公共下水道の使用が可
能になりますので、この区域の図面を縦覧します。
【該当区域】
　亀山北土地区画整理事業地内の一部の区域
　田町、長田、下鷺谷の一部の区域
【縦覧期間】3月 17日（火）～ 3月 30日（月）
　午前8時30分～午後5時15分 ※土・日、祝日は除く
【縦覧場所】市役所下水道課（市庁舎北側）
■水洗化工事はお早めに
　下水道の使用が可能になると、区域内にお住まい
の方は、速やかに水洗化工事を行うことが法律で決
められています。
　なお、水洗化工事は、粗雑な工事や違法な工事を
防ぐため、市の指定工事店にご依頼ください ｡
■水洗化改造資金融資あっせん制度をご利用ください
　市が、水洗化改造資金の融資を金融機関にあっせ
んし利子を負担する制度です。下水道課または、指
定工事店までご連絡下さい。
【限度額】35万円
【返済方法】毎月１万円ずつ 35回以内
【問い合わせ】下水道課業務係☎83-8160  FAX83-8142

台町水源地自家発電機定期台町水源地自家発電機定期
点検点検に伴うに伴う水道水水道水のの濁り濁りについてについて
　2月 12日（木）に予定しておりました、台町水
源地の自家発電機定期点検は、都合により日程を変
更して実施いたします。
　点検作業は停電により行うため、取水ポンプ等の
機器が一時運転停止状態になり、水道管内の水圧が
変化することにより、一時的に水の濁りが発生する
ことがあります。
　点検時間帯の水道水の使用についてご留意くださ
いますようお願いします。
　また、点検時間帯以降に蛇口から赤水等の濁りが
確認された場合には、お手数でもしばらく水を流し
きれいになってからご利用ください。
　この点検は、水道施設の維持管理上必要であるた
め、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
【点検日時】3月 19日（木）
　午後 1時 30分～ 4時
【点検施設】台町水源地自家発電機
【給水区域】並木町二丁目、三丁目地内の各一部
【点検業者】一般財団法人 関東電気保安協会　下野
事業所

【問い合わせ】
　水道課浄水係☎83-8697  FAX84-7512

水道管の排水作業水道管の排水作業に伴うに伴う
水道水水道水のの濁り濁りについてについて

　水道管の排水作業を下記のとおり実施します。
　作業には、細心の注意を払っておりますが、水道
管内の水圧が変化することで、水の濁りが発生する
ことがありますので、飲み水・洗濯等は、確認の上
使用してください。
　また、作業時間帯以降に蛇口から赤水等の濁りが
確認された場合には、お手数でもしばらく水を流し
きれいになってからご利用ください。
　この作業は、水道施設の維持管理上必要であるた
め、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
【作業日時】3月16日（月）午後10時～3月17日（火）
午前5時

【影響地域】大沼、上大沼（長田土地区画整理事業）
地内の各一部

【問い合わせ】
　水道課工務係☎83-8168  FAX84-7512

【問い合わせ】
安全安心課 ☎ 83-8394 真岡警察署☎ 84-0110


