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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 21日（月）～ 3月 27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「平成
28 年第 1 回市議会定例会報告」、広報もおか
TV「あの日あのころ（３月号）」など
◆いちごショートケーキ　「真岡のいちごスペ
シャル」◆コットンタイム　「第 40回市民芸能
チャリティーショー」
※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。
※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（☎ 028-
638-8092）

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

【申し込み・問い合わせ】
　〒 321-4306　真岡市台町 2474 番地 1
　真岡鐵道㈱総務課総務係　☎ 84-2911

SL キューロク館館長募集SLキューロク館館長募集
【勤務場所】SLキューロク館
【職務内容】SLキューロク館維持管理およびイベン
トの企画運営に関する業務　

【募集人数】1人
【応募条件】運転免許がありパソコン（ワード・エ
クセル）を使用できる方。

【雇用期間】5月1日(日)～平成29年3月31日（金）
※更新の可能性あり

【勤務時間】午前 9時 30 分～午後 6時 10 分（内
休憩 1時間）　7時間 40分勤務

【賃金】月額 166,500 円、賞与 2回　※通勤手当
あり、社会保険等加入

【応募方法】市販の履歴書に自筆で必要事項を記入
し、下記へ持参または郵送してください。　

【募集期間】3月 22日（火）～ 4月 8日（金）
【選考日】4月 15日（金）午前10時から

【申し込み・問い合わせ】  環境課環境計画係
　☎ 83-8241 FAX83-5896　

真岡市住宅用太陽光発電システム真岡市住宅用太陽光発電システム
設置補助金 補助金額が変わります設置補助金 補助金額が変わります
　平成 28年度申請分から、補助金額が太陽光電池
モジュールの公称最大出力 1kwあたり 2万円（上
限 4kw：8万円）に変更します。
　申請対象者および要件、申請方法、提出書類は、
変更ありません。（申請書等の様式は下記窓口に用意、
またはホームページからダウンロードください。）
【申請方法】 
　平成 27 年度分は、3月 31 日 ( 木 ) 下記窓口必
着分まで受付。
※4月 1日 (金 )以降に提出された申請は、申請日、
電力会社との受給契約日が 3月 31日以前であっ
ても、平成 28年度の補助金扱いとします。ご注
意ください。

         井頭公園桜まつり         井頭公園桜まつり（井頭公園）　
4 月 2日（土）～ 4月 10日（日）
4月 10日（日） 特設売店など

根本山桜まつり根本山桜まつり（根本山）
3 月 26日（土）～ 4月 10日（日）
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 22:00
　※直火 ･ 炭の使用絶対禁止

行屋川桜まつり行屋川桜まつり（行屋川水辺公園）
3 月 26日（土）～ 4月 10日（日）
　◆ぼんぼり点灯＆ライトアップ 18:00 ～ 20:30
4 月 10日（日）  10:00 ～15:00
模擬店、焼き芋、もちつき、お茶のサービスなど

桜町陣屋桜まつり桜町陣屋桜まつり（桜町陣屋跡）
4 月 3日（日）～ 4月 17日（日）
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 22:00
4月10日（日）10:00～模擬店、オカリナ・キーボード演奏

※開花状況により、各会場の開催日程等が変更とな
　る場合があります。ご了承ください。

北真岡地域ふれあい桜まつり北真岡地域ふれあい桜まつり
（旭町中の宿公園およびSL･ 桜 ･ 菜の花街道）

3 月 26日（土）～ 4月 9日（土）　
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 21:00
4月2日（土）お囃子発表会、カラオケなど 16:00～

　桜町千本桜まつり桜町千本桜まつり（SL･ 桜 ･ 菜の花街道）
3 月 26日（土）～ 4月 9日（土）　
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 21:00
4月3日（日）10:00～16:00　山車神輿渡御、お囃子など

熊倉神宮桜まつり熊倉神宮桜まつり（熊倉公園）
4 月 17日（日）～ 4月 24日（日） 
4 月 24日（日）神輿渡御など 12:30 ～ 16:30

【問い合わせ】真岡市観光協会 ☎82-2012　真岡市観光協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.moka-kankou.org/

タクシー券・温泉券等タクシー券・温泉券等のの受付受付をを４月４日４月４日からから開始開始しますします  

  ①老人福祉タクシー券①老人福祉タクシー券
【対象】市内在住で65歳以上の高齢者のみの世帯で、自
　動車（普通 ･小型 ･軽・バイク）を所有していない世帯
【交付枚数】申請月から月 4枚の割合（年48枚まで）
【交付場所】福祉課高齢者福祉係または二宮支所福
　祉国保窓口係　【申請に必要なもの】印鑑

  ②高齢者井頭温泉券②高齢者井頭温泉券
【対象】市内在住の 70歳以上の方
※昭和 21年 4月 30日以前生まれの方
※平成28年5月以降に70歳を迎える方は、誕生
　月になりましたら福祉課または二宮支所福祉国
　保窓口係へ申請してください。

【交付枚数】申請月から月 1枚の割合（年12枚まで）
【交付日程と会場】下表の日程で交付します。
　交付時間：午前 9時～正午、午後 1時～ 4時

と　き と　こ　ろ

4月

4日（月） 中村農村環境改善センター

5日（火） 総合福祉保健センター
6日（水） 山前農村環境改善センター
7日（木） 二宮コミュニティセンター
8日（金） 大内農業構造改善センター

【申請に必要なもの】印鑑、申請書（送付されたはがき）
※各指定日に都合がつかない方は、指定日以外の
　日（4月 4日以降）に福祉課または二宮支所福祉
　国保窓口係で交付します。

  ③③介護手当受給者用井頭温泉券介護手当受給者用井頭温泉券
【対象】介護手当を受給している方【対象】介護手当を受給している方
【交付枚数】申請月から2カ月で1枚の割合（年6枚まで）【交付枚数】申請月から2カ月で1枚の割合（年6枚まで）
【交付場所】福祉課高齢者福祉係
【申請に必要なもの】印鑑

  ④高齢者等外出支援事業利用券④高齢者等外出支援事業利用券
　リフト付車両で外出する際に、利用することができます。　リフト付車両で外出する際に、利用することができます。
【対象】市内在住在宅の方で、寝たきり高齢者（要【対象】市内在住在宅の方で、寝たきり高齢者（要
　介護 4以上）、重度の身体障がい者（身障手帳 1・　介護 4以上）、重度の身体障がい者（身障手帳 1・
　2級）・知的障がい者（療育手帳A1･A2）の方　2級）・知的障がい者（療育手帳A1･A2）の方
【交付枚数】申請月から月 2枚の割合（年24枚まで）
【交付場所】福祉課高齢者福祉係
【申請に必要なもの】印鑑

【①～④ 申し込み・問い合わせ】福祉課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX82-2340

 ⑤障がい者福祉タクシー券 ⑤障がい者福祉タクシー券
【対象】市内在住在宅の方で、身障手帳1･2 級、療
　育手帳Ａ･Ａ1･Ａ2、精神保健福祉手帳1･2級の方
【交付枚数】申請月から月４枚の割合（年 48枚まで）
【交付場所】福祉課障害者福祉係または二宮支所福
　祉国保窓口係
【申請に必要なもの】印鑑、各障害者手帳

 ⑥障がい者井頭温泉券 ⑥障がい者井頭温泉券
【対象】市内在住在宅の方で、身障手帳１･２級、
　療育手帳Ａ ･Ａ１･Ａ２、精神保健福祉手帳１級
　の方は本人用と介護者用。身障手帳３級、療育手
　帳Ｂ１、精神保健福祉手帳 2級の方は本人用
※ 70歳以上の方の本人用は、高齢者井頭温泉券で
　の交付になります。
【交付枚数】申請月から月 1枚の割合（年 12枚まで）
【交付場所】福祉課障害者福祉係または二宮支所福
　祉国保窓口係
【申請に必要なもの】印鑑、各障害者手帳
【⑤・⑥ 申し込み・問い合わせ】
　福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129 FAX82-2340

料金無料
秘密厳守 4 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など   12日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   12日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※3/25（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

 12日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間9：00～ 14：00

5・12・19・26 日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  5日（火）  9:30 ～11:30

【人権相談の問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

【問い合わせ】企画課統計係  ☎83-8109 FAX83-5896

平成27年国勢調査平成27年国勢調査
真岡市人口予想クイズ入賞者発表真岡市人口予想クイズ入賞者発表
　皆さまからご応募いただいた真岡市人口予想クイ
ズの正解者は、今回は残念ながらいらっしゃいませ
んでした。そこで、募集要項の規定に基づき、速報
人口の近い数値をあげていただいた上位４人の方を
入賞とさせていただきます。
入賞者の人口予想数値は、次のとおりです。
●真岡市速報人口　79,579 人
　1位 79,654 人（  +75 人）
　2位 80,102 人（+523 人） 　該当者 2人
コットベリー賞　80,175 人（+596 人）
　上記の数値を予想された 4人の方には、市から
商品をお贈りします。皆さまのご応募ありがとうご
ざいました。

真岡真岡のの一万本一万本桜桜まつりまつり

亀山北土地区画整理事業地内亀山北土地区画整理事業地内

公売保留地 随時受付中公売保留地 随時受付中

【申し込み・問い合わせ】
　区画整理課
　亀山北指導一係・二係
　 ☎ 83-8156
　 FAX83-6209

N

　個人、法人は問いません。申し込みは、下記窓口
へお問い合わせください。
【受付時間】
　午前 8時 30分～午後 5時（土・日曜、祝日を除く）
※随時先着順で売却します。
【面積・価格等】

面積
(㎡)

㎡単価
（円）

価格
（千円）

用途地域
（容積率 /建ぺい率）

① 204.25 37,200 7,598 第二種中高層住居専用地域（200/60）

② 315.75 34,700 10,956 第一種低層住居専用地域（80/50）
※学区：亀山小学校、真岡西中学校
【公売箇所図】

●亀山
　クリニック

春祺荘●
椿寿園●

　『管理栄養士さんの話～食事からの便秘予防～』　『管理栄養士さんの話～食事からの便秘予防～』
と題した健康講座を開催します。と題した健康講座を開催します。
【とき】3月26日（土）午後1時30分～2時 30分【とき】3月26日（土）午後1時30分～2時 30分
【対象】市内在住の方　先着 15人【対象】市内在住の方　先着 15人
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　（受付 9:00 ～ 17:00）　080-9990-3998
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122 FAX83-8619

「まちなか保健室ほっとステーション「まちなか保健室ほっとステーション
駅前館」駅前館」でで健康講座健康講座をを開催開催


