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生垣づくり補助事業生垣づくり補助事業
　生垣は、ブロック塀のような倒壊のおそれがなく、
防災、防犯、環境保全などの効果を有しています。
環境に優しく、安全な地域づくりのために生垣を植
栽しませんか。
【補助対象】　
　①住宅や事業所等の敷地内に生垣を植栽する
　②生垣総延長5ｍ以上かつ一般通行用道路に3ｍ
　以上面している

　③樹木の高さは、50㎝以上あり、1ｍ当り2本以上  
 　  植栽する
　④今までに補助を受けた方は、対象外とする
【補助金額】１ｍ当り 3,000 円（上限 60,000 円）
　※生垣を植栽する前に下記へ申請が必要です。
【問い合わせ】 都市計画課維持管理係
 　☎ 83-8724　FAX83-6240

にのみや野外活動センターにのみや野外活動センター
88//2727（土）尊徳夏まつりの利用受付は、（土）尊徳夏まつりの利用受付は、

5/6（金）から受付開始5/6（金）から受付開始
　「尊徳夏まつり」開催日である 8月 27 日（土）
の利用受付は、5月 6日（金）から受付開始です。
下記へ電話で申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】 
 二宮分館 ☎ 74-0107 （日・月曜、祝日は休み）

市民意向調査市民意向調査ににご協力ご協力くださいください
　市民の皆さまの市政に対するご意見やご要望など
を、これからのまちづくりに反映させるため、「市
民意向調査」を実施しています。
　市内在住で 18歳以上の 3,000 人の方を無作為に
選び、調査票をお送りしましたので、調査票が届い
た方は、ご協力をお願いします。
【提出期限】5月 11日（水）までに投函
【問い合わせ】 企画課企画調整係
　 ☎ 83-8102 FAX83-5896

環境審議会環境審議会のの委員委員をを募集募集
【応募条件】①満 20歳以上の方 ②本市に引き続き
　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（公務員および他の審議会委員で 
　ある方を除く） 　【公募委員数】4人以内（任期2年）
【審議内容】市の環境計画に関すること、年次報告、
環境保全に関する基本的事項等。

【応募方法】次の書類を、下記宛先へ郵送または E
メールで提出してください。

　①身上書：住所、氏名、生年月日、年齢、性別、
　職業、勤務先、連絡先の電話番号、環境保全活
　動に関する経歴を明記した書類（様式は自由）

　②作文 400 字程度：「応募の動機」または「真岡
　市の環境保全について」

【応募締切日】5月 13日（金）消印有効
　※選考結果は後日、本人宛に通知します。また、
　　応募書類は返却しませんのでご了承ください。

水石盆栽展
【とき】5月 3日（火）～ 5日（木）
　午前 9時～午後 4時（5日は正午まで）
【ところ】久保講堂
【内容】水石と盆栽の展示
【問い合わせ】　商工観光課観光係 
　☎ 83-8135  FAX83-0199

第37回  『花と緑の市』を開催！
【とき】5月 3日（火）～ 5日（木）
　午前 10時～午後 4時
【ところ】市民会館ロータリー西駐車場
　※周辺駐車場が込み合いますので、
      久保講堂南側駐車場をご利用ください。
【内容】庭園の展示、花木の展示・販売
　※ 5月 3日（火）午前 10時からアジサイの苗木
　　を先着 500名にプレゼントします。

もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【5 月 2日（月）～ 5月 8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「総合運
動公園子ども広場の利用開始」、広報もおか TV
「今月の表紙（5 月号）ほか」など、お知らせ
ウィークリー 4/29 号、もおかインフォ「根本
山自然観察センター」「真岡市地域公共交通網
形成計画」
◆いちごショートケーキ　「リスフェス 2016」
◆コットンタイム　「第 90 回ふるさとの昔ばな
し」「SL芝ざくら号 /熊倉神宮桜まつり」※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

平成 28 年経済センサス平成 28年経済センサス
活動調査を行います活動調査を行います

【調査期日】平成 28年 6月 1日
【調査対象】すべての事業所・企業
【調査方法】下記の２種類の方法で実施
　①平成28年 5月中に調査員が直接調査
　　票記入の依頼に伺います。調査員が回収に伺　
　　うか、インターネットで提出していただきます。
　②支社や支店等を有する企業は、国から直接本社
　　に一括して調査票を送付し、郵送またはインター
　　ネットで提出していただきます。
【その他】調査票に記入した内容は、統計作成目的
　以外に使われることはありません。また、この調
　査は「統計法」により報告の義務があります。

【問い合わせ】企画課統計係　☎83-8109　FAX83-5896
総務省HP　http://www.e-census2016.stat.go.jp/

【かたり調査にご注意ください！】
　経済センサス活動調査を装った不審な訪問者や
不審な電話・電子メールなどにご注意ください。
調査員は必ず調査員証を身に付けておりますので
ご確認ください。
　また、金品を請求したりすることはありません。

【支給額】一人につき 30,000 円
【支給対象者】平成28年度中に65歳以上となる方で、
　平成 27年度の市民税が非課税の方
　※課税者の被扶養者や生活保護受給者等は除く。
【受付期間】4月25日～8月17日（土日・祝日・年
末年始を除く）午前8時30分～午後４時30分

　※必ず期間内に申請してください。期限後の申請
　はお受けできません。

【申請方法】平成 27年 1月 1日時点で真岡市に住
民票があり支給要件を満たす方は、4月下旬に世
帯ごとに送られた「年金生活者等支援臨時福祉給
付金申請書（請求書）」をよく確認し、同書に必
要書類を貼付、押印のうえ、同封されている返信
用封筒でご返送ください。なお、支給要件を満た
しているが世帯に申請書が届いていないという方
は下記申請受付窓口までご連絡ください。

【受付会場】■ 7月1日まで：本庁舎１階会議室
　■7月 4日以降：建設部棟１階会議室
※会場は大変混み合いますので、郵便での申請
　にご協力ください。
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【問い合わせ】
　真岡市臨時福祉給付金申請受付窓口 ☎ 81-3500

年金生活者等支援年金生活者等支援
臨時福祉給付金申請受付臨時福祉給付金申請受付4月　 29日発行

第2569 号

災害に対する家庭での災害に対する家庭での
備蓄は十分ですか備蓄は十分ですか

　災害はいつ発生するかわかりません。電気、ガス、
水道などが止まった場合に備え、飲料水や非常食な
どを備蓄しておきましょう。広域に被害の及ぶ巨大
地震では「1週間分以上」の備蓄が望ましいといわ
れています。
≪備蓄の例≫
【飲料水】1人 1日 3リットル目安
【非常食】調理せずに食べられるもの
　（アルファ米、乾パン、ビスケット、缶詰など）
【その他】常備薬、懐中電灯、ラジオ、生活必需品など
　※飲料水とは別にトイレを流したりする生活用水
　　も必要です。お風呂の水を日頃から張っておく
　　などしましょう。
【問い合わせ】 安全安心課消防防災係
　 ☎ 83-8396 FAX83-8392

　4月 14 日に発生した熊本県熊本地方を震源とす
る最大震度 7の地震により、熊本県益城町を中心
に大きな被害が出ています。この災害で被災された
方々を支援することを目的として、義援金の受付を
します。募金方法は以下の 2通りです。

①現金の場合①現金の場合
　【募金箱設置場所】市役所「社会福祉課」および「市
　　民課」、二宮支所、公民館「生涯学習課」

②口座振込の場合②口座振込の場合
　【口座振込先】以下のいずれでも振込可能

金融機関 支店名 口座番号 口座名義

足利銀行  県庁内支店 (普 ) 17559
日本赤十字社
栃木県支部
（ニホンセキ
ジュウジシャト
チギケンシブ）

栃木銀行 本店 (普) 1403453

　※日本赤十字社作成の振込用紙を利用すれば、　
　　振込手数料は無料となります。

 

【受付締切】6月 30日（木）

 【問い合わせ】社会福祉課 社会福祉係
　 ☎ 81-6943　FAX83-8554

　本義援金を拠出された方については、所得税法
および法人税法、地方税法により一部免除を受け
ることができる場合があります。この取り扱いを
希望される拠出者については、被災地の支部であ
る日本赤十字社熊本県支部、または栃木県支部の
発行する受領証が必要となりますので、上記の口
座振込先へ直接振込・送金してください。

◆口座振込での募金は税控除を受けられる
　場合があります◆

日本赤十字社日本赤十字社
平成 28 年 平成 28 年 熊本地震義援金熊本地震義援金

現在受付中現在受付中

【あて先・問い合わせ】環境課環境計画係
  〒 321-4395 真岡市荒町 5191
  ☎ 83-8241　FAX83-5896
  Ｅメール：kankyou@city.moka.lg.jp

①現金の場合①現金の場合
　【受付窓口】社会福祉協議会（共同募金会真岡市支会）

②口座振込の場合②口座振込の場合
　【口座振込先】以下のいずれでも振込可能

金融機関 支店名 口座番号 口座名義

肥後銀行 水
すいどうちょう

道町支店 (普) 1281400
社会福祉法
人熊本県共
同募金会
（シャカイフクシ
ホウジンクマモ
トケンキョウド
ウボキンカイ）

熊本銀行 花
はなばた

畑支店 (普) 0025449

ゆ うちょ
　　  銀行 00950-2-174321

熊本県共同
募金会熊本
地震義援金
（クマモトケン
キョウドウボキン
カイクマモトジシ
ンギエンキン）

　※上記銀行における窓口での振込手数料は無料。
　※上記以外の他銀行からの振込みやATM、ネッ
　　トバンキング等についての手数料は有料。　
　※税控除等に必要な領収書については、お問い合
　　わせください。
【受付締切】①現金の場合：6月 22日（水）
　　　　　 ②口座振込の場合：6月 30日（木）
 【問い合わせ】社会福祉協議会
　 ☎ 82-8844　FAX82-5516

社会福祉協議会社会福祉協議会
平成 28年 平成 28年 熊本地震義援金熊本地震義援金

現在受付中現在受付中


