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市農業委員会委員市農業委員会委員およびおよび
農地利用最適化推進委員農地利用最適化推進委員のの公募公募

農業委員農業委員
【募集人数】16人　
【報酬】月額 41,000 円
【任期】平成29年7月20日～平成32年7月19日
【業務内容】①農地の権利移動や農地転用に係る許
認可の業務 ②担い手への農地の利用集積・集約
化、耕作放棄地の発生防止・解消等の農地等の利
用の最適化の推進に係る業務

【応募資格】農業に関する識見を有し、農地等の利
用の最適化の推進に関する事項、その他農業委員
会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に
行うことができる方

農地利用最適化推進委員農地利用最適化推進委員
【募集人数】16人　
【報酬】月額 41,000 円
【任期】委嘱された日～平成32年7月19日
【業務内容】①担い手への農地の利用集積・集約化、
耕作放棄地の発生防止・解消等の農地等の利用の
最適化の推進に係る業務 ②農地中間管理機構と
連携して行う業務 

【応募資格】農地等の利用の最適化の推進に熱意と
識見を有する方

◆ 共 通 事 項 ◆◆ 共 通 事 項 ◆
【受付期限】3月 24日（金）
　（平日午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【推薦・応募方法】
　規定の様式に必要事項を記入し、添付書類と共に
下記窓口へ提出。（必要書類は下記窓口で配布ま
たは市ホームページよりダウンロード可）

【申し込み・問い合わせ】  〒 321-4395
　真岡市荒町5191 農業委員会事務局
　☎ 83-8742　FAX83-0199

　農業委員会等に関する法律の改正により、農業
委員の選出方法が公選制から議会の同意を要件と
する市長の任命制に変わりました。
　また、農地利用の最適化を推進するため、新た
に農地利用最適化推進委員制度が創設されました。
これに伴い、下記のとおり農業委員と農地利用最
適化推進委員を推薦および公募で募集しています。

原付バイクと小型特殊自動車原付バイクと小型特殊自動車のの
異動届出の夜間受付異動届出の夜間受付

　原付バイクと小型特殊自動車の異動届出の夜間受
付を行います。
　軽自動車税は、4月1日に所有の方に年税（１年分）
で課税されます。3月31日までに廃車や名義変更の
手続きをしないと、平成29年度も課税されます。
【夜間受付の日程】
　3月 22日（水）、24日（金）、
　29日（水）、31日（金）　
　いずれも午後 7時まで
【受付場所】市役所税務課および二宮支所
【対象車種】
　①原動機付自転車（125㏄以下のバイク等）
　②小型特殊自動車（ﾄﾗｸﾀｰ、ｺﾝﾊﾞｲﾝ、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ等）
　※４輪の軽自動車や 125㏄以上のバイク等の手
　　続きはできません。
【問い合わせ】 
　税務課諸税係 ☎ 83-8112 FAX82-1066

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
「湯を沸かすほどの熱い愛」「湯を沸かすほどの熱い愛」
　第 40 回日本アカデミー賞において、宮沢り
えさんが最優秀主演女優賞、杉咲花さんが最優
秀助演女優賞を受賞しました。
【とき】3月 18日（土）　
　①午後 2時から 
　②午後 6時 30分から
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】2時間 5分　
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500円　
　3歳以下　無料　※全席自由　
　※平成28年度芸術鑑賞会会員 無料
【出演】宮沢りえ、杉咲花、オダギリジョー、松坂桃季 ほか
平成29年度「真岡市芸術鑑賞会会員」を募集平成29年度「真岡市芸術鑑賞会会員」を募集
　さまざまな会員特典がありますので、ぜひご入会
ください。映画会会場でも受付できます。  
【対象】高校生以上であれば、市内外を問わず入会可
【入会方法】備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、年
会費2,500円を添えて文化課へお申し込みください。

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

                 井頭公園桜まつり 井頭公園桜まつり（井頭公園）　
4 月 1日（土）～ 4月 9日（日）
4月 1・2・8、9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 28日（火）～ 4月 10日（月）
　◆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 28日（火）～ 4月 9日（日）
　◆ぼんぼり点灯＆ライトアップ 17:00 ～ 20:30
4 月 9日（日）  9:30 ～
模擬店、焼き芋、お茶のサービス

桜町陣屋桜まつり桜町陣屋桜まつり（桜町陣屋跡）
4 月 2日（日）～ 4月 16日（日）
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 22:00
4月9日（日）10:00～模擬店、「ほほえみ座 歌と踊り」

※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
（泉公園およびSL･ 桜 ･ 菜の花街道）

3 月 28日（火）～ 4月 10日（月）　
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 21:00
4月1日（土）12:00～各町会グルメ、抽選会・歌謡ショーなど

　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 28日（火）～ 4月 10日（月）　
　◆ぼんぼり点灯　18:00 ～ 21:00
4月2日（日）10:00～山車、神輿渡御、お囃子、お笑いライブなど

熊倉神宮桜まつり熊倉神宮桜まつり（熊倉公園）
4 月 16日（日）～ 4月 23日（日） 
4 月 23日（日）12:00 ～神輿渡御、お囃子など 

【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/

真岡真岡のの一万本一万本桜桜まつりまつり

平成29年度平成29年度
親と子・3歳児よ親と子・3歳児よい歯のコンクールい歯のコンクール

参加者募集参加者募集
【応募条件】
　①親と子のよい歯のコンクール
　　平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
　　の間に 3歳児健診を受け、虫歯がなく健康な「幼
　　児と父親」または「幼児と母親」
　② 3歳児よい歯のコンクール
　　平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
　　の間に3歳児健診を受け、虫歯がなく健康な幼児
　※①と②両方への応募はできません。
【募集期間】3月 17日（金）～ 4月 28日（金）
【応募方法】健康増進課備え付けの申込用紙に必要
　事項を記入し、窓口へ申し込みください。
【審査基準】申込書や3歳児健診の結果等を考慮します。
　※優秀な結果の方は、県東健康福祉センターで第
　　2次審査が行われる予定です。
【主催】栃木県、各市町、栃木県歯科医師会　
【問い合わせ】健康増進課母子健康係
　 ☎ 83-8121　FAX 83-8619

真岡市議会議場コンサート真岡市議会議場コンサート 
出演者募集出演者募集

　真岡市議会では、平成 29年 6月上旬（6月定例
会）、12 月上旬（12 月定例会）に議場コンサート
を予定しています。    
【演奏時間】午前 9時 10分～ 9時 40分（30分間）
【申込締切】5月 2日（火）必着
【その他】詳しくは市議会ホームページまたは下記
までお問い合わせください。

【申し込み・問い合わせ】議会事務局
　〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地  
　☎ 83-8176　FAX83-8714

中郷・萩田土地区画整理事業区域内中郷・萩田土地区画整理事業区域内のの
用途地域用途地域のの変更変更およびおよび地区計地区計画画
　平成 29年 3月 31 日から中郷・萩田土地区画整
理事業区域内の用途地域が変わります。
　また、建築物等に関する制限を定めた地区計画が
施行されます。地区計画の内容に適合しているか確
認するため、平成 29年 3月 31 日以降に建築物の
建築等を行う際は、着工日の 30日前までに届出が
必要になります。地区計画の詳細については、下記
までお問い合わせください。
【地区計画の制限の内容】
　建築物の用途の制限、建築物の高さの制限 等
【問い合わせ】
　都市計画課計画係  ☎ 83-8152　FAX 83-6240

開発行為許可などの開発行為許可などの
申請窓口が変わります申請窓口が変わります

　都市計画法に基づく開発行為許可などに関する申
請の窓口が、県からの権限移譲に伴い、４月より市
都市計画課へ変更となります。
　※開発登録簿の閲覧窓口も、４月から市都市計画
　　課に変わります。申請審査手数料の額は、４月
　　以降も変更ありません。
【問い合わせ】
　都市計画課計画係  ☎ 83-8152　FAX 83-6240

　とちぎテレビで真岡市の特集番組が放送されます。
　今回は「いちごのまちで歴史探訪」と題して、Ｕ
字工事のお二人が二宮尊徳資料館、高田山専修寺、
道の駅にのみやを旅します。ぜひご覧下さい。
【放送局】とちぎテレビ
【番組名】とちぎ発！旅好き！（30分番組）
【放送日】3月 23日（木）午後 7時 30分から 8時
【再放送】3月 25日（土）午前 9時から 9時 30分
【再々放送】3月27日（月）午後7時から7時30分
【問い合わせ】企画課企画調整係
　☎ 83-8102　FAX83-5896

3/23（木）とちぎテレビ3/23（木）とちぎテレビ
「とちぎ発！旅好き！」「とちぎ発！旅好き！」はは

真岡市特集真岡市特集ですです

もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内

※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

6:00
8:00
10:00
12:00
16:00
18:00
22:00

◆ほっとステーションもおか　特番
　「真岡の冬のダイジェスト」など

6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショートケーキ
 「災害ボランティアセンター運営訓練」
 「新高会子ども神輿お披露目会」

14:00
20:00

◆コットンタイム「地域公民館芸能発表会【前編】」

※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。

【3月 20日（月）～3月26日（日）放送内容予定】

高齢者肺炎球菌高齢者肺炎球菌のの
予防接種予防接種ははお済みですかお済みですか
　この機会に免疫を確実につけ、肺炎の重症化を予
防しましょう。
【対象】①今年の 3月 31 日までに、65、70、75、
80、85、90、95、100 歳になる方で、今まで
に接種したことのない方　【費用】無料

【実施期間】3月 31日（金）まで
【接種場所】市内の医療機関
　※市外医療機関で接種される場合にはご連絡ください。
　該当される方には、昨年４月に通知しています。
　上記以外の 65歳以上の方については、接種費用
　の一部助成制度をご利用ください。
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946　FAX83-8619


