
名　　称

わたのみ商品券わたのみ商品券 にのみやプレミアム商品券にのみやプレミアム商品券

発売日時
6月 20日（土）・21日（日）
午前 10 時～午後 4時
※ 22日（月）以降は平日のみ
    午前9時～午後5時まで販売

6月19日（金）午前9時～午後4時
※6/20（土）・6/21（日）は
　午前9時～正午まで
※22日（月）以降は平日のみ
    午前9時～午後5時まで販売

発売場所 真岡商工会議所（荒町1203） にのみや商工会（久下田 848-5）
発行総額 3 億円 8,400 万円

使用できる店舗 真岡商工会議所に取扱加盟
店として登録した店舗

にのみや商工会に取扱加盟
店として登録した店舗

購入できる方 18歳以上の真岡市民または市外在住で市内通勤・通学者

購入限度額 1 人５万円（5セット）、一世帯 25万円まで
（発行総額に達した時点で終了）

使用できる期間 7 月 1日（水）～ 12月 31日（木）

問い合わせ 真岡商工会議所
☎ 82-3305　FAX 82-7967

にのみや商工会
☎ 74-0324　FAX 74-2737
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　　　　　　  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　
　総務部総務課総務文書係 ☎ 83-8106 FAX82-1065 E メール soumubunsyo@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。
　※計画の詳細は総務課窓口、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 第 6 次真岡市行政改革大綱及び実施計画書（案）
【計画作成の趣旨】平成 22年度に策定した第 5次行政改革大綱の推進期間が終了したことから、新たな時代
に即した市政を推進していくための指針となる第 11次市勢発展長期計画との整合性を図り、計画的で効
率的な行財政の運営を推進するため、第 6次行政改革大綱及び実施計画を策定するものです。

【計画の内容】この計画は、次のとおり構成されています。
　①市民協働のまちづくりの推進 ②開かれた市政の推進 ③事務事業の効率化 ④組織の適正化と人材の育成・
強化 ⑤電子自治体の推進 ⑥健全な財政運営

【募集期間】6月 8日（月）～ 6月 23日（火）必着

「ボランティアバスツアー「ボランティアバスツアー
in南相馬」参加者募集in南相馬」参加者募集

　東日本大震災で被害を受けた地域の復興のための
ボランティア活動と仮設住宅での七夕交流会に参加
しませんか。
【とき】7月 4日（土）・5日（日）
　総合福祉保健センター午前 5時出発
【対象】市内在住または通勤・通学している方
　（中学生以下は保護者同伴）　先着 35人
【参加料】10,000 円
【募集期限】6月 19日（金）午後 5時まで
【申込方法】電話で予約し、下記窓口で参加料を添
えて申し込みの手続きをしてください。

【申し込み・問い合わせ】
真岡市社会福祉協議会　☎ 82-8844  FAX82-5516
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※この商品券の発売に併せて、独
　自の特典や割引サービス等を行
　う取扱加盟店があります。　

　地域住民生活等緊急支援のため
の交付金事業として、プレミアム
付き商品券を発行します。今年は
20%のプレミアム付きです。
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　商品券　商品券をを発売発売

10,000円で12,000円分買える！10,000円で12,000円分買える！

66/7（日）～ 6/13（土）/7（日）～ 6/13（土）
危険物安全週間危険物安全週間

～無事故へと 気持ち集中 はっけよい～
　ガソリン、灯油などの石油類をはじめとする危険物
は事業所などで幅広く利用されるとともに、生活を営
む上で欠かすことのできないものとなっています。
　これらの危険物は、取扱方法を誤ると火災などの
災害を誘発する危険性を持っています。危険物の取
り扱いは十分に注意しましょう。
【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合
　消防本部予防課　☎ 82-8706

１日（月）１日（月） 議会運営委員会　10:00 ～議会運営委員会　10:00 ～
8日（月）8日（月） 開会　10:00 ～開会　10:00 ～
15日（月）15日（月） 質疑・一般質問　10:00 ～質疑・一般質問　10:00 ～
16日（火）16日（火） 質疑・一般質問　10:00 ～質疑・一般質問　10:00 ～
17日（水）17日（水） 質疑・一般質問（予備日）10:00 ～質疑・一般質問（予備日）10:00 ～
18日（木）18日（木） 常任委員会（民生文教・産業建設）10:00～常任委員会（民生文教・産業建設）10:00～
19日（金）19日（金） 常任委員会（総務）10:00 ～常任委員会（総務）10:00 ～
23日（火）23日（火） 閉会　10:00 ～閉会　10:00 ～
【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176  FAX83-8714

市議会 6 月定例会日程市議会 6 月定例会日程

悪質商法悪質商法ににご注意！ご注意！
　5月上旬から、市内で「点検商法」の相談が増え
ています。無料点検に来たなどと訪問し、配管など
を点検後、「工事しないと危険」な
どと不安をあおって、不要な工事
を行う商法です。安易に承諾せず、
相談しましょう。
【問い合わせ】真岡市消費生活センター☎ 84-7830

公園公園をを利用利用するする皆さま皆さまへへ
　最近、公園を利用する皆さまから苦情が増えてい
ます。誰もが快適に、かつ安全に利用するために、
次のことを守って大切にご利用ください。
①犬の散歩をするときは必ずリードをつけて、ペット
のふんは持ち帰りましょう。

②花火やバーベキュー等の火気は絶対使用しないでく
ださい。

③ごみは必ず持ち帰りましょう。
④遊具や施設は大切に使いましょう。
⑤ゴルフ練習はしないでください。
⑥ドローンを含むラジコン飛行機は使用しないでください。
⑦近隣住民の迷惑になりますので、夜遅くまで騒がな
いでください。

【問い合わせ】
都市計画課維持管理係　☎83-8724 FAX83-6240

県都市計画区域マスタープラン県都市計画区域マスタープランのの
縦覧縦覧およびおよび公聴会公聴会のの開催開催

　栃木県が都市計画区域マスタープランを策定する
にあたり、都市計画の構想の縦覧及び公聴会を次の
とおり開催します。
■縦覧
【縦覧期間】6月 23日（火）～ 7月 7日（火）（土
日を除く）

【縦覧場所】栃木県都市計画課、真岡土木事務所企
画調査課、真岡市都市計画課

※構想について意見がある方は縦覧期間中、公聴
会で公述人となる意思の有無を明記して、上記縦
覧場所まで意見申請書を提出してください。

■公聴会
【と　き】7月 29日（水）午後 6時 30分から
【ところ】真岡市公民館第 7会議室
※公述希望者がいない場合は公聴会を開催しませ
ん。傍聴を希望する方は、開催の有無について、
あらかじめ栃木県都市計画課にご確認ください。

【問い合わせ】真岡市役所都市計画課計画係　☎83-8152 
　栃木県都市計画課　☎028-623-2465

【問い合わせ】児童家庭課児童家庭係　☎ 83-8131

　平成 27年 5月 31 日時点で真岡市に住所登録が
あり、平成 27年 6月分の児童手当（特例給付を除
く）を受給される方が対象です。
【対象児童】支給対象者の平成 27 年 6月分の児童
手当の対象となる児童

【支給額】対象児童 1人につき 3,000 円
【申請方法】6月上旬にお送りする児童手当の現況
届の下欄にある「子育て世帯臨時特例給付金申請
書（請求書）」に必要事項を記入し、真岡市児童
家庭課宛てに返送してください。

※公務員の方は、所属先から配布されている申請
書を、「子育て世帯臨時特例給付金」受付窓口へ
申請してください。

【受付場所】建設部棟 1階会議室 ☎ 81-3737

子育て世帯臨時特例給付金子育て世帯臨時特例給付金
　　66/1（月）～ 6/30（火）/1（月）～ 6/30（火）
 土砂災害防止月間 土砂災害防止月間
   ～みんなで防ごう　土砂災害～
　これから梅雨や台風による大雨の季節を迎え、土
石流や地滑り、がけ崩れ等の土砂災害が発生しやす
くなります。
　土砂災害から大切な家庭を守るため、日頃から気
象情報に注意し、安全な避難場所を確認するなど、
土砂災害に備えましょう。
【問い合わせ】真岡土木事務所　☎ 83-8304
　真岡市役所安全安心課　☎ 83-8396　

根本地区根本地区
土砂災害防災避難訓練土砂災害防災避難訓練をを実施実施
　根本地区土砂災害防災避難訓練の実施に伴い、防
災無線を使用した訓練放送を実施します。放送内容
は全て訓練ですのでご注意ください。
【とき】6月 7日（日）
　午前 9時、午前 9時 10分　全 2回
【放送箇所】根本地区（4カ所）
　訓練実施についての放送を、前日の午後 7時に
実施します。※中止の場合は、当日の午前 7時 30
分に防災無線でお知らせします。
【問い合わせ】真岡市役所安全安心課　☎ 83-8396

66/11（木）～ 6/20（土）/11（木）～ 6/20（土）
高齢者交通安全県民総ぐるみ運動高齢者交通安全県民総ぐるみ運動
　この運動は、高齢者の交通事故防止を目的として実施
されます。高齢者を交通事故から守りましょう。通いな
れた道でも油断せず、安全確認は確実に行いましょう。

【問い合わせ】
安全安心課交通安全係　☎83-8110　FAX83-8392

【推進事項】
①子どもや高齢者に優しい３S（スリーエス）運動の推進
　SEE（発見する）、SLOW（減速する）、STOP（停
止する）の３Sを守りましょう。

②高齢歩行者・自転車利用者の交通事故防止
　◇自転車も車の仲間です。交通ルールを守りましょう。
　◇ライトの早め点灯と、自転車に「反射材」を付け
　ましょう。

　◇自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶりましょう。
③高齢運転者の交通事故防止
　◇全席シートベルト着用を徹底しましょう。
　◇身体機能の変化を自覚し、ゆとりある運転をしましょう。
　◇運転に不安等のある方は、運転免許証の自主返納
　を検討しましょう。


