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もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【3 月 7日（月）～ 3月 13日（日）放送内容予定】
◆ほっとステーションもおか
　トピックニュース、ようこそ市長室へ「真岡の
まちづくり」、もおかインフォ「真岡市の土地
区画整理事業」、広報もおかTV「笑顔をさがし
て（３月号）」など
◆いちごショートケーキ　「幼稚園・保育園ソフ
トバレーボール実施支援事業　ソフトバレー
ボール教室」「第６回竹はり画作品展」◆コッ
トンタイム　第８回長沼小学校フェアウェルコ
ンサート※都合により番組内容や放送時間が
変更になる場合があります。電子番組表でご確
認ください。
※「中学・高校講座」は、3/13（日）の放送で終
了します。

※番組を視聴するには、真岡市ケーブルテレビ施
設への加入が必要となります。視聴の申し込み
は、宇都宮ケーブルテレビ㈱へ（☎83-5001）

農作業農作業のことならのことなら農業公社農業公社へへ
　真岡市農業公社では、農作業のことで困っている真岡市農業公社では、農作業のことで困っている
方のために、水稲の耕起・代かき・田植え等作業の方のために、水稲の耕起・代かき・田植え等作業の
申し込みを受け付けています。申し込みを受け付けています。
【作業料金】農業委員会の標準賃金を参考【作業料金】農業委員会の標準賃金を参考
　※ほ場条件等により異なります。　※ほ場条件等により異なります。
【申し込み】３月 18日（金）までに農業公社へ【申し込み】３月 18日（金）までに農業公社へ

【問い合わせ】
　真岡市農業公社　☎ 83-9931　FAX83-8911

【宛て先・問い合わせ】
　〒321-4395　真岡市荒町5191番地　農政課農政係
　 ☎ 83-8137　FAX 83-6208
　Eメール　nousei@city.moka.lg.jp

真岡市食育推進計画推進真岡市食育推進計画推進
協議会委員協議会委員のの募集募集

　食育推進計画推進協議会委員（任期 2年）の任
期満了に伴い、委員を募集します。この協議会は食
育に関する計画の策定および推進・普及啓発を行い
ます。
【募集人数】４人（応募者多数の場合は選考）
【応募資格】①年齢が 20 歳以上の方（平成 28 年
4月 1日現在）②市内に引き続き、1年以上住所
を有する方 ③平日の昼間の会議に出席できる方

【任期】平成28年6月1日～平成30年5月31日
【応募方法】食育に関する考えなど400字程度にまと
めた作文（様式自由）、必要事項（住所、氏名、年齢、
職業、電話番号）を明記したのものを、下記へ郵送、
FAXまたはEメールで提出してください。

【応募締切】3月25日（金）必着
【その他】選考結果は、個別で通知します。提出書類
は返却しません。

降雪害降雪害に係るに係る補助金申請締切間近補助金申請締切間近
　1月 18 日の降雪による農業被害に対して、以下
の補助事業を実施していますが、①～③の申請締切
および④の一時申請締切が近づいています。申請を
希望する農業者の皆さまはご注意ください。
【申請締切日】3月 10 日（木）※①～③はこれ以
降の申請はできません。④は 5/31 まで可。
【申請場所】農政課窓口
補助の種類 補助の対象経費 補助率・補助金

①被災施設
　の撤去

70％以上の被害を受けた
施設の撤去作業にかかる
労賃

定額補助
（県1/2、市1/2）
※上限額あり

②被害農作
物の取り
片付け

70％以上の被害を受けた
農作物の取り片付け作業
にかかる労賃

定額補助
（県1/2、市1/2）
※上限額あり

③代替作付け
用の種苗等
の購入

70％以上の被害を受けた
農作物の代替作付け用の種
苗等の購入にかかる経費

定額補助
（県1/2、市1/2）
※上限額あり

④被災農業
生産用施
設の復旧

被災農業生産用施設の復
旧にかかる経費（附帯設
備は除く）
※農業生産用でない施
設、過去の竜巻・大雪
災害で補助を受けた施
設等は対象外。

【共済等加入施設】
経費から補償金
を差引いた金額
の30％
【共済等未加入
施設】経費の
1/2の20％

※詳細は、下記までお問い合わせください。

【問い合わせ】農政課園芸畜産係 ☎83-8139　FAX83-6208

　明るく！楽しく！元気よく！をテーマに、地域の皆さんの元気な歌声を全国にお届け
します。出場または観覧をご希望の方は、次のとおりお申し込みください。

『NHKのど自慢』出場者・観覧者募集『NHKのど自慢』出場者・観覧者募集

【とき】■本選　5月 8日（日）　開場：午前11時　開演：午前11時 45分　終演予定：午後 1時 30分
　■予選会　5月 7日（土）　受付：午前 10時 45分　開会：午前 11時 45分　
　　結果発表：午後 5時 30分頃予定　※当日発表
【ところ】市民会館　大ホール
【出演】予選を通過した 20組の皆さん
　　　 ゲスト　北島三郎、藤あや子　 司会　小田切 千アナウンサー
【放送予定】5月 8日（日）午後 0時 15分～午後 1時（生放送）
　　　　　 総合テレビ、ラジオ第一、国際放送

【出場申し込み】
　■対象　中学生以上、原則としてアマチュアの方
　　（中学生は保護者同伴）
　■申込方法　郵便往復はがきに図 1のとおり明記
　　して申し込み（中学生は保護者の名前と電話番
　　号、中学生・高校生・大学生は部活動等も記入）
　※応募は、１人（組）ではがき１通に限ります。
　※デュエット等２人以上での申し込みは、全員の
　　名前（ふりがな）、年齢、性別、職業を明記。
　※応募後の曲目、出場者の変更はできません。
　■申込期限　3 月 15 日（火）必着
　※応募多数の場合は、250 組を選出のうえ、前
　　日の予選会にご出場いただきます。

【観覧申し込み】
　■申込方法　郵便往復はがきに図 2のとおり明記  
　　して申し込み（記入不備は無効となります。）
　■申込期限　3 月 28 日（月）必着
　※応募多数の場合は抽選のうえ、入場整理券（1
　　枚で 2人まで入場可）を送付します。1歳以上
　　のお子さまから入場整理券が必要です。
　※インターネットオークションなどでの転売を目
　　的としたお申し込みは、固くお断りします。

■図１
　出場申し込みの場合320-8502

NHK宇都宮放送局
「NHKのど自慢」
出場係

※何も書かないで
　ください。

往信（おもて） 返信（うら）

■■■■■■ -■■■■■■■■

①郵便番号
②住所
③名前

①郵便番号②住所
③名前（ふりがな）
④年齢　⑤性別
⑥電話番号
⑦職業（部活動）
⑧歌う曲目と
　歌手名
⑨選曲の理由

返信（おもて） 往信（うら）

321-4395

真岡市役所企画課
「NHKのど自慢」
観覧係

※何も書かないで
　ください。

往信（おもて） 返信（うら）

■■■■■■ -■■■■■■■■

①郵便番号
②住所
③名前

①郵便番号
②住所　
③名前
④電話番号

返信（おもて） 往信（うら）

■図２
　観覧申し込みの場合

北島三郎北島三郎 藤あや子藤あや子

【問い合わせ】企画課企画調整係　☎ 83-8102　FAX83-5896
　　　　　　ＮＨＫ宇都宮放送局（平日午前 9時 30分～午後 6時）　☎ 028-634-9155

　ご応募の際にいただいた情報は、選出・抽選結
果のご連絡のほか、ＮＨＫからの番組やイベント
のご案内、受信料のお願いに使用させていただく
ことがあります。

マイナンバー（個人番号）のマイナンバー（個人番号）の
個人番号カード個人番号カードのの交付交付についてについて
　顔写真付きの個人番号カードを申請された方にお
知らせします。「個人番号カード」の交付は、準備
が整い次第、順次、市民課から「交付通知書」をは
がきで送付しています。
　このはがきに記載された持ち物を持参のうえ、指
定された交付場所（本庁市民課または二宮支所）に、
定められた受取期限までにご来庁ください。
　詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、下
記までお問い合わせください。
●受付時間 ( 受け取りができる日時 )
　月・火・木曜日の平日：8：30～ 17：15
　水・金曜日の窓口業務延長日：8：30～ 19：00
※第 1・3日曜日の休日窓口では受付できません。

【申し込み・問い合わせ】
　市民課窓口係  ☎ 83-8117　FAX83-8514

区分 現行 新税額
H28.4.1～ 重課税

原動機付自転車

50㏄以下 1,000 円 2,000 円
50 ㏄超 90㏄以下 1,200 円 2,000 円
90㏄超125㏄以下 1,600 円 2,400 円
ミニカー 2,500 円 3,700 円

二輪の軽自動車 125㏄超250㏄以下 2,400 円 3,600 円
二輪の小型自動車 250 ㏄超 4,000 円 6,000 円

小型特殊自動車
農耕作業用 1,600 円 2,400 円
その他（ﾌｫー ｸﾘﾌﾄ・ﾛー ﾀ゙ ｰ等） 4,700 円 5,900 円

三輪の軽自動車 3,100 円 3,900 円 4,600 円

四輪の軽自動車
乗用

自家用 7,200 円 10,800円 12,900 円
営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

貨物
自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円
営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

ボ―トトレーラー 2,400 円 3,600 円

　軽自動車税　軽自動車税のの改正改正についてについて
　平成 28年度の軽自動車税額は次のと
おりとなっています。
　また、平成 27年度に新規登録した車
には、車両の燃費性能に応じてグリー
ン化特例（軽減課税）が適用になります。
（グリーン化特例は、平成 28 年度課税
分のみ）
　詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。
※表内　　　部分：平成 28 年 4 月で
車検証の初年度検査年月から 13年を
経過した車両

※表内　　　部分：平成27年4月1日
以降に新規登録した車両（新車）から
適用

▶軽自動車税額一覧（年額）
【問い合わせ】　税務課諸税係
　☎ 83-8112　FAX82-1066

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

ボランティア指導員をボランティア指導員を
やってみませんかやってみませんか

　入所した児童生徒の活動を支援するボランティア
指導員を募集しています。ボランティア指導員の養
成のため、研修会を開催しますので、興味のある方
はご参加ください。
【とき】3月 23日（水）午後 1時 15分～４時ごろ
【ところ】自然教育センター
【内容】ボランティア
経験者の指導によ
り、実際に埴輪作
りを体験しながら、
指導法を学ぶ。

【対象】小・中学生へ
の埴輪作りの指導
者として平日の昼
間に活動できる成人の方。各自で当センターまで
の往復ができる方。

　定員10人程度（希望者が多数の場合は抽選）
【参加費】無料
【持ち物】活動しやすい服装、タオル
【申し込み】3月 18 日（金）までに、下記へ申し
込みください。

【申し込み・問い合わせ】自然教育センター（平日９時～５時）
　☎83-1277　FAX83-1278


