
もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【11月 14日（月）～11月 20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「地域公
共交通」、広報もおかTV「笑顔をさがして（11
月号）ほか」など、もおかインフォ「真岡市の
食育」「栃木県知事選挙」
◆いちごショートケーキ「平成 28 年度真岡地区
THPウォーキング大会」「真岡ライオンズカッ
プ第 49回真岡市中学生ソフトテニス大会」
◆コットンタイム「もおか木綿ふれあい祭り」「も
おか人・夢・未来フェスタ」

※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
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★不在者投票★不在者投票 県選挙管理委員会の指定を受けている下記施設に入院等されている場合は、
施設内で不在者投票をすることができますので、施設に申し出てください。

施設名 芳賀赤十字病院、福田記念病院、真岡病院、介護老人保健施設の春祺荘・ナーシングホーム青葉・わたのみ荘、特別養護老人ホームのきたはら・喜望荘・桜の華・椿寿園・やまさわの里・三起の森・かめやまの郷
※真岡市民が、市外県外の施設に入院等をされている場合でも、その施設が指定施設であれば施設内で不在者投票をすることができます。
【問い合わせ】選挙管理委員会　☎ 83-8190 FAX83-8082

★ 本市で投票できる方★ 本市で投票できる方
　※①、②両方を満たす方　※①、②両方を満たす方

①満18歳以上の方（平成10年11月 21日以前に生まれた方）
②平成 28 年 8月 2日以前に真岡市に転入届をし、引き続き
　３カ月以上住所を有している方

★期日前投票★期日前投票 投票日当日、仕事やレジャーなどで投票区内にいない予定の方は、下記の 3
カ所で期日前投票ができます。

【期間】11月 19日（土）まで　【時間】午前 8時 30分～午後 8時
【投票所】①市公民館真岡西分館　②二宮コミュニティセンター
　③イオンタウン真岡（ザ・ビッグエクストラ真岡店駐車場北西プレハブ）

  栃木県知事選挙栃木県知事選挙 【投票日】11月 20 日（日）午前 7時～午後 8時【投票日】11 月 20 日（日）午前 7時～午後 8時

ご自分の投票所入場券裏
面の「期日前投票宣誓書
兼請求書」をあらかじめ
記入してお持ちください。

　　　　　　  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　
　産業環境部 農政課農政係　☎ 83-8137  FAX83-6208 　Eメール nousei@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。
　※計画の詳細は農政課窓口とホームページで閲覧できます。

意見を募集する計画 第3期真岡市食育推進計画（案）（平成29年度～平成33年度）
【計画作成の趣旨】真岡市食育推進計画は、食育基本法に基づく「食育推進計画」であり、平成 19年度に 5
年計画として策定し、平成 23年４月に第２期真岡市食育推進計画を策定しました。「食の大切さを理解し、
食に対する感謝の気持ちを深め、心身の健康と人間性豊かな生活を目指す」を基本理念に掲げ、食育を支
援してきました。第２期計画策定から 6年が経過し、現状と課題に応じた取組を新たに見直します。

【募集期間】11月 18日（金）～ 12月 19日（月）必着

【支給の対象者】平成 27 年 4月 1日において、恩
給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援
護法による遺族年金を受ける方（戦没者等の妻や
父母等）がいない場合に、ご遺族お一人に特別弔
慰金が支給されます。

戦没者等のご遺族の皆さまへ戦没者等のご遺族の皆さまへ
戦没者等戦没者等のの遺族遺族に対するに対する特別弔慰金特別弔慰金
（第10回特別弔慰金）（第10回特別弔慰金）がが支給支給されますされます

　※対象の詳細は下記までお問い合わせください。
【支給内容】額面 25万円。5年償還の記名国債
【請求期限】平成 30年４月２日（月）まで
【提出書類】提出書類については、戦没者およびご
遺族の状況により異なります。下記へお尋ねくだ
さい。※窓口の混雑が予想されるため、相談、書
類提出等は事前に日時をお知らせください。

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

議場コンサート議場コンサートをを開催開催
【とき】12月1日（木）午前9時10分～9時40分
　（受付：午前 8時 40分から）
【ところ】市役所　市議会議場
【内容】3人組「Moka Hawaiians」
　によるハワイアン音楽の演奏
　※午前 10時から本会議が開始
【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176 FAX83-8714

イノシシイノシシのの駆除駆除をを実施中実施中
　農作物被害防止のために、イノシシの駆除を実施
しておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
【期間】4月1日（金）～平成 29 年 3月 31日（金）
【ところ】根本山周辺、小貝川東部地区（青谷、君島、
　南高岡、道祖土、三谷、水戸部、阿部岡）
【内容】わなを主体とした駆除です。わなの近くに
　表示板やわな表示票がありますので、付近では十
　分ご注意ください。
【問い合わせ】ＪＡはが野真岡地区営農センター ☎ 83-3311
　　　　　　 ＪＡはが野二宮地区営農センター ☎74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137  FAX83-6208

【補助の条件】
　◆飼い主が市内に住所があること（※販売目的は不可）
◆犬の場合は狂犬病予防法に基づく登録と毎年1回
　の予防注射が済んでいること 

　◆芳賀郡内獣医師の手術を受けること
　◆市税等を完納していること（世帯全員）
【補助金額】
　メス犬一頭につき5,000円、メス猫一頭につき3,500円
【手続き】手術後 30 日以内に申請書兼請求書を環
　境課へ提出してください。申請書兼請求書はホー
　ムページからもダウンロードできます。また、郡
　内の動物病院にもあります。
　飼い主のいない不幸な犬や猫を増やさないよう、愛情を持って
しつけ、生涯責任を持って飼いましょう。また、周囲の人に迷惑
をかけることなく、楽しく快適にペットと暮らしましょう。

【申し込み・問い合わせ】
　環境課環境保全係　☎ 83-8125  FAX83-5896

メス犬・メス猫メス犬・メス猫のの
       避妊手術補助金制度       避妊手術補助金制度

野鳥はペットではありません野鳥はペットではありません
　メジロやオオルリなどの野鳥はペットではありま
せん。かわいらしいから手元で飼いたいというのは、
自由に生きる野鳥の権利を奪う許されない考え方で
す。許可なく野鳥を捕ったり飼ったりするのは法律
で禁止されています。絶対にやめましょう。
【問い合わせ】県東環境森林事務所　☎0285-81-9001
　真岡市環境課 ☎ 83-8125

【問い合わせ】産業祭☎ 82-3305（真岡商工会議所）　JＡまつり☎ 84-6611（JAはが野真岡支店）
乳製品無料配布☎ 83-8139（市農政課）子どもまつり☎ 82-7151（市生涯学習課）
消費者まつり☎83-8394（市安全安心課）環境展☎83-8692（市環境課）
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ＪＡまつり

産業祭
　　　物産振興会抽選会
　　格安販売「青空市」
　自衛隊展示・模擬店
地震体験車
アルミ缶回収

  新米・ポン菓子・ソバ粉
無料配布、娯楽ｽﾃー ｼ゙ 、射的、
  仔牛の重さ当てクイズ
　　　  乳製品無料配布

　　模擬店
　   など　Ｐ

身
障
者
用
駐
車
場

土木事務所

◇野菜 ･果物など新鮮な農産物を激安販売！◇おいしい地元名産品＆他県の特産も大集合！
◇ダンス･地域芸能などステージも充実！◇真岡市イメージキャラクターのコットベリ－＆もおかぴょんが登場！

バザー（公民館2階）10:00～、模擬店・遊びコーナー10:00～
クイズ大会 10:00～、11:00～
チャレンジゲーム大会 10:30～、11:30～

環  境  展

青年女性会館

消費者まつり

真岡市大産業祭真岡市大産業祭第27回第 27 回
11 月 23 日11 月 23 日（水･（水･祝祝））
午前10時～午後3時午前10時～午後3時 雨天決行（花火合図） 雨天決行（花火合図）
【会場】真岡市民広場ほか【会場】真岡市民広場ほか

【真岡工業高校】
・ミニSL　・ミニロボット操作体験

フリーマーケット

公民館

乳製品無料配布（1人1つ）
【とき】配布時間午前11時から【ところ】乳用牛共励会会場
【対象】先着 300人　【主催】真岡市酪農組合

古本市

周遊バス停留所

アルミ缶を持参して回収車で
              リサイクルしよう！
アルミ缶の数に応じて粗品プレゼント！
（※粗品はなくなり次第終了）アルミ缶は中を洗って

持ってきてね。

・いちごの紙風船配布（数量限定）
・くらしに関する情報コーナー
・リサイクル品の抽選会（受付 10:00～ 12:00）

フォン、デジタルカメラ、ゲーム機など
を回収します。お持ちいただいた方に粗
品プレゼント！
【ところ】市民会館南側芝生広場

・使用済小型家電回収イベント
　不要なパソコン、携帯電話、スマート

当日の無料シャトルバス運行の詳しい時刻は次週のWeeklyNeswもおかでお伝えします！当日の無料シャトルバス運行の詳しい時刻は次週のWeeklyNeswもおかでお伝えします！

一閑張りの手提げかご作り
 モオカの休日開催 モオカの休日開催

【申し込み・問い合わせ】
　市観光協会　☎ 82-2012 （FAX兼）

【とき】11月20日、27日、12月4日、11日、18日
　午後 1時～ 4時（毎週日曜日、全 5回）
　※全5回で1つの作品を仕上げます。
【ところ】久保記念観光文化交流館内
　観光まちづくりセンター
【参加料】7,000 円　【定員】15人
【申し込み】下記へ電話で申し込み

Ｐ

Ｐ


