
もおかもおか
Weekly News

真岡市総務部秘書課広報広聴係 編集
☎0285-83-8100  Fax0285-83-5896

平成27年

8月28日発行

第2535 号

【問い合わせ】企画課企画調整係
　 ☎ 83-8102 FAX83-5896

大内西小学校消防訓練大内西小学校消防訓練
　消防訓練を実施します。消防車、救急車および消
防防災ヘリコプターが参加します。地域住民の皆さ
まにはご迷惑をおかけいたしますが、災害と間違わ
ないようにお知らせいたします。※雨天中止
【とき】9月4日（金）午前10時15分から1時間程度
【ところ】真岡市立大内西小学校　
【内容】消防放水訓練、避難訓練等
【問い合わせ】真岡消防署真岡西分署
　☎ 83-2424　FAX84-6100

特定計量器定期検査特定計量器定期検査のの実施実施
■ ■ 今年は検査会場が変わります 今年は検査会場が変わります ■■

　事業所などの取引用、証明用に使用しているはかり
は、計量法で定められている定期検査を受けなければ
なりません。この検査を受けなければ、取引・証明に
使用できなくなりますので、必ず受検してください。
■検査会場：総合福祉保健センター
検査日 対象地区

9月2日（水）真岡地区
（荒町・田町・台町・並木町以外）

9月3日（木）真岡地区（荒町・田町・台町・並木町）
9月4日（金）山前・大内・中村地区
9月7日（月）上記で受けられなかった方
■検査会場：久下田駅前どんとこい広場
検査日 対象地区

9月8日（火）二宮地区
※実施期間中は、対象地区でなくても受検できます。
【検査時間】各日午前10時～正午、午後1時～3時
【持参するもの】はかり、「特定計量器定期検査につ
いて」の用紙、手数料

【問い合わせ】商工観光課商業係☎ 83-8643
　栃木県計量検定所☎ 028-667-9425

結核・肺がん検診結核・肺がん検診（胸部レント（胸部レント
ゲン検診）ゲン検診）をを受診しましょう！受診しましょう！
【対象】40歳以上の方（昭和51年4月1日以前生まれ）
　で、年 1回の胸部レントゲン検診を受けていない方
　※次の方は対象から除きます。
①勤務先で受ける方 ②妊娠中やその可能性があ
る方 ③医療機関で受けた方 ④生活習慣病健診
（集団健診）で肺がん検診を受けた方

【受診方法】下記の日程表を確認して、都合のよい日時・
　会場で受診してください。
【下表以外の実施日】
※詳しい時間と場所は後日WeeklyNews
　もおかでお知らせします。
【受診料】100円（かくたん検査希望の方は
　200円加算）　【検診結果】個別通知
【注意】ボタン・金属のついた肌着を身につけないでください。
≪次の会場は今回実施しませんので、別の会場をご利用ください≫≪次の会場は今回実施しませんので、別の会場をご利用ください≫
真岡工業団地総合管理協会（大谷台町）高間木公民館（上高間木）真岡工業団地総合管理協会（大谷台町）高間木公民館（上高間木）

と　き ところ

9/4
（金）

9:30 ‐ 10:00 長島公民館
10:20‐ 10:40 下大曽公民館
11:00‐11:20 石島公民館
13:00‐13:20 境公民館
13:40‐14:00 程島公民館
14:20‐14:40 大根田公民館

9/7
（月）

9:00‐   9:30 二宮保健センター
 9:50‐ 10:10 上谷貝集荷場
10:30‐10:50 長沼北小学校跡
11:10‐11:30 谷貝新田公民館
13:00‐13:20 原分公民館
13:30‐13:40 桑ノ川公民館
14:00‐14:10 阿部品公民館

※レントゲン車が巡回します。

【問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX83-8619

歯周疾患検診歯周疾患検診でで
　歯　歯のの健康健康をを守ろう！守ろう！
【実施期間】9月1日（火）～11月 30日（月）
　※休診日を除く
【対象】平成 27 年度中に 40 歳、50 歳、60 歳、
　70 歳を迎える方で、自分の歯がある方
　※対象者には、歯周疾患受診券を郵送します。
【検診内容】①口腔内の状態（歯や歯肉の状態、口
の中の清掃状況など） ②歯周ポケット(歯肉からの
出血や、歯石の有無など )　【自己負担金】400 円
　※受診したときに、医療機関に支払ってください。
　※平成 27年度中に 70 歳を迎える方は無料です。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX83-8619

2 日（水）2日（水） 開会　10:00 ～開会　10:00 ～
8 日（火）8日（火） 質疑・一般質問　10:00 ～質疑・一般質問　10:00 ～
9 日（水）9日（水） 質疑・一般質問　10:00 ～質疑・一般質問　10:00 ～
10 日（木）10 日（木） 質疑・一般質問（予備日）10:00 ～質疑・一般質問（予備日）10:00 ～
11 日（金）11 日（金） 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～
14 日（月）14 日（月） 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～
15 日（火）15 日（火） 常任委員会（総務）10:00 ～常任委員会（総務）10:00 ～
16 日（水）16 日（水） 常任委員会（総務）10:00 ～常任委員会（総務）10:00 ～
18 日（金）18 日（金） 決算審査特別委員会 10:00 ～決算審査特別委員会 10:00 ～
25 日（金）25 日（金） 閉会　10:00 ～閉会　10:00 ～

【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176  FAX83-8714

市議会 9 月定例会日程市議会 9 月定例会日程

「上級救命講習会」「上級救命講習会」受講者募集受講者募集
　ＡＥＤ（電気ショック）を用いた心肺蘇生法など
救命に必要な応急手当の知識と技術を学びます。
【とき】9月27日（日）午前９時～午後６時
【場所】総合福祉保健センター
【対象】芳賀郡市内在住、在勤、在学者（高校生以上の方）
先着20人　※定員になり次第受付終了

【募集期間】9月 5日（土）午前９時から真岡消防
　署２階大会議室で先着順に受付を開始します。　
　同日、午前 10時から電話での予約も可能。
　※定員になり次第締め切らせていただきます。
【受講料】テキスト代 2,100 円程度（予定）
【申し込み・問い合わせ】
　真岡消防署救急係　☎82-1029　FAX83-3764

9/1～9/10は屋外広告物適正化旬間9/1～9/10は屋外広告物適正化旬間
広告物広告物をを表示表示するにはするには許可許可がが必要必要ですです
　広告物を表示するには一部の適用除外を除き、あ
らかじめ市の許可を受ける必要があります。良好な
景観の形成と広告物による事故防止のため、広告物
の適正な表示および管理をお願いします。
【問い合わせ】都市計画課計画係
　☎ 83-8152　FAX 83-6240

真岡市地域情報化推進真岡市地域情報化推進
懇談会議委員を募集懇談会議委員を募集

　市では、地域情報化推進の中心的な計画として「真
岡市情報化計画」の策定を進めています。地域情報
化推進懇談会議は、この情報化計画の推進や ICT（情
報通信技術）の普及促進に関すること等について懇
談する会議で、情報化計画の素案について、委員の
方の意見を伺い、市の地域情報化について話し合い
をするものです。
【募集人数・条件】次の条件を全て満たす方　6人程度
　①年齢 20歳から 50歳程度の方
　②市内に引き続き１年以上住所を有する方
　③平日昼間の 2日間の会議に出席できる方
【応募方法】「私の考える真岡市の地域情報化」につい
て600字程度にまとめた作文と、氏名・住所・年齢・
職業・電話番号を明記したものを下記へ郵送、また
はEメールでご応募ください。（書式自由）
※応募書類等は返却できません。
※選考結果は、後日応募者にお知らせします。
【応募締切】9月 18日（金）

【提出先・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町5191
　真岡市総務部情報システム課地域情報係宛☎83-8496　
　FAX83-5896　Ｅメール jouhou@city.moka.lg.jp

スマート国勢調査スマート国勢調査
平成 27 年平成 27 年国勢調査国勢調査をを実施実施
　平成27年 10月１日現在、日本に住んでいる全て
の人および世帯が対象です。平成27年国勢調査は、
少子高齢化社会における日本の未来を描く上で欠く
ことのできないデータを得るために実施します。
　調査結果は、社会福祉、雇用政策、生活環境の整備、
防災対策など、私たちの暮らしのために役立てられます。
　今回の調査では、先にインターネットでの回答を
受け付け、インターネットで回答されなかった世帯
には紙の調査票を配布して調査を行います。紙の調
査票は、調査員に直接提出いただくか、郵送でも提
出いただけます。
　９月上旬から、調査員がインターネット回答のための
書類をお配りしますので、インターネットでの回答をお
願いします。回答には、パソコン・スマートフォンが利
用できます。
●調査の詳細は国勢調査キャンペーンサイトをご覧
ください。http://kokusei2015.stat.go.jp/

【問い合わせ】企画課統計係 ☎ 83-8109　FAX83-5896

人口予想クイズ人口予想クイズ
「10月1日国勢調査の真岡市人口」「10月1日国勢調査の真岡市人口」

を当てようを当てよう
　平成27年10月1日に行われる国勢調査の「真岡
市人口」は何人でしょうか。
【参考】平成27年8月1日現在
　住民基本台帳人口　81,023人、推計人口80,494人
【応募方法】予想人口・住所・氏名・年齢・電話番号を
明記し、官製はがき（消印ないものは無効）または
Eメールでご応募ください。応募は、真岡市内に在住
の方に限り、１人１通、予想人口は１つとします。

【応募締切】9月30日（水）（当日消印・受信有効）
【入賞者の決定】栃木県が公表する速報値（平成 28
年 2 月発表予定）により決定、正解者多数のと
きは抽選、正解者がいない場合は速報値に近い順
に決定します。速報値に近い順位で同順位のある
場合も、抽選で決定します。

【入賞賞品】1等（1人）：真岡市特産品（１万円相当）、
2等（1人）：真岡市特産品（5,000円相当）、コット
ベリー賞（2人）：真岡市特産品（3,000円相当）

【宛て先・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町5191
　真岡市役所「人口予想クイズ」係宛
　企画課統計係 ☎ 83-8109　FAX83-5896
　E ﾒｰﾙ toukei@city.moka.lg.jp「件名：人口予想クイズ応募」

ご存じですか？75歳以上の方のご存じですか？75歳以上の方の
後期高齢者健康診査施設健診後期高齢者健康診査施設健診
　後期高齢者健康診査施設健診は、75歳以上の方
（年度内に 75 歳になる方、介護認定を受けている
方を除く）を対象とした市内指定医療機関で個別に
受診する基本健康診査です。
　今年度中に、総合福祉保健センターや各地区の改
善センター等での集団健診で、後期高齢者健康診査
を受診された方は、この後期高齢者健康診査を受診
する必要はありません。
　受診を希望される方は、郵送される「後期高齢者健
康診査【受診票】」に住所・氏名・生年月日・電話番号、
問診部分を記入のうえ、「受診券」と一緒に市内の指定
医療機関の窓口に提出し受診してください。
【実施期間】９月１日（火）～ 11月 30日（月）
【対象者】昭和 15年４月１日以前に生まれた方
　※対象の方には個別通知します。【健診費用】無料
【注意】年度内に 75歳になる方（昭和 15年 4月 2
日～昭和 16年 4月 1日生まれの方）は、集団健
診（生活習慣病健診）をご利用ください。施設健
診（医療機関での健診）の対象とはなりません。

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122　FAX83-8619

  ゆるキャラグランプリ 2015ゆるキャラグランプリ 2015
コットベリーコットベリーちゃんちゃん
本気でエントリー！本気でエントリー！    

　みなさん、真岡市イメージキャラクターのコットベ
リーちゃんを応援しましょう。パソコン・スマートフォ
ン・携帯から、毎日１票投票できます。
　投票方法は下記ホームページをご覧ください。
【投票期間】11月16日（月）午後6時まで
【投票方法】１つの ID（メールアドレス）で1日1回
投票できます。下記のＵＲＬにアクセス、またはお
持ちの携帯端末等でQRコードを読み取り、ID登

録を行い，投票をお願いします。
■ゆるキャラグランプリ 2015　
　投票ホームページ

 　http://www.yurugp.
　jp/vote/


