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【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
12:00
18:00
22:00

◆ほっとステーションもおか　
　トピックニュース　
　広報もおかTV「今月の表紙、市政ニュース（6
月号）ほか」

　もおかインフォ「水道週間」「第 3次真岡市
男女共同参画社会づくり計画」
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8:30
12:30
18:30
22:30

◆いちごショートケーキ
　「RIS FES Spring」

13:00
20:00

◆コットンタイム「第 56 回民謡発表会（前編）」

9:00
◆中学校入学式
　山前中学校　　5月 30日、31日、6月 3日
　真岡西中学校　6月 1日、2日、4日

15:00
　大内中学校　　5月 30日、31日、6月 3日
　真岡東中学校　6月 1日、2日、4日

【5月 29日（月）～6月4日（日）放送内容予定】

※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。

　　　　　　  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　
　新庁舎建設準備室　☎ 81-6949  FAX84-8431 　Eメール shinchousya@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。
　※計画の詳細は新庁舎建設室窓口（西合同庁舎）とホームページで閲覧できます。

意見を募集する計画「真岡市新庁舎建設基本設計（案）」
　　平成 27年 3月策定の真岡市新庁舎建設基本計画を踏まえ、新庁舎建設にかかる配置計画や各階の構成
などの基本的事項を検討し取りまとめた「真岡市新庁舎建設基本設計」について、パブリックコメントを
募集します。

【募集期間】5月 22日（月）～ 6月 21日（水）必着

【申し込み・問い合わせ】〒321-4305 真岡市荒町111-1
　シルバー人材センター ☎84-1110 FAX84-1109　

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター
新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会
【とき】6月9日（金）午後1時30分から
【ところ】総合福祉保健センター　ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【内容】入会説明会・理事との面接
【仕事内容】除草・草刈り、植木剪定、屋内外清掃、
　家事援助など
【その他】入会書類がありますので、6 月 8 日（木）
　までに下記へお越しください。

あなたの体力年齢、測定してみませんか？あなたの体力年齢、測定してみませんか？
健康体力測定健康体力測定

【とき】6月 19日（月）
　①午前10時～ ②午後3時～ ③午後6時 30分～
【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【対象】市内在住または勤務の20～79歳の一般男女
【内容】握力、反復横とび、立ち幅とび、6分間歩行ほか
【持ち物等】運動のできる服装、体育館シューズ、飲み物
【申し込み】申込期限、定員はありません。
　電話（平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）・
　FAX・Eメールで申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号・年齢を明記

平成 29 年度 第 1 回平成 29 年度 第 1 回
真岡市営住宅入居者募集真岡市営住宅入居者募集

【申し込み・問い合わせ】
　建設課住宅係 ☎ 83-8694 FAX83-6240

【受付期限】6月 2日（金）～ 16日（金）
　※土・日曜日、祝日は除く
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分
【募集部屋】

住宅名 間取り 戸数 内、優先部屋
三ノ宮市営住宅    1LDK 1戸 1戸
東郷市営住宅    3LDK 5戸 1戸
大谷台市営住宅    2DK 3戸 なし
さくら市営住宅    3DK 2戸 1戸
錦町市営住宅    3LDK 2戸 なし

※優先部屋の対象となる世帯は、ひとり親世帯、犯
罪被害者世帯、多数回落選世帯、障がい者世帯、
高齢者世帯です。

【家賃】部屋ごとに収入や家族数により異なります。
【申し込み】市役所建設課および二宮支所で申込書
　を配布しますので、必要事項を記入のうえ、関係
　書類を添えて下記へ申し込みください。
　※応募多数の場合は抽選となります。

【ところ】観光まちづくりセンター（久保記念観光文化交流館内 ）
■うたごえ喫茶（アンサンブル花）
【とき】4日（日）、18日（日）午前 11時から
【参加料】無料
■押し絵教室（ふしぎな花倶楽部）
【とき】1日（木）、15日（木）午前 10時から 
【参加料】実費負担
■子供将棋教室（真岡市将棋連合会）
【とき】3日（土）、17（土）午後 2時から
【参加料】無料
■竹はり画教室（竹真会）
【とき】8（木）、22日（木）午前 9時 30分から
【参加料】実費負担

 6 月 6 月のの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）※火曜日休館

市議会 ≪6 月市議会 ≪6 月のの日程≫日程≫
5月 29日（月）議会運営委員会 10:00 ～

6月

5日（月）開会 10:00 ～
12日（月）質疑・一般質問 10:00 ～
13日（火）質疑・一般質問 10:00 ～
14日（水）質疑・一般質問（予備日）10:00 ～

15日（木）常任委員会（民生文教・産業建設）10:00 ～
16日（金）常任委員会（総務）10:00 ～
20日（火）閉会10:00 ～

【問い合わせ】
　議事課 ☎ 83-8176 FAX83-8714

雨水集水ますの清掃に雨水集水ますの清掃に
ご協力くださいご協力ください

　道路には、道路に降った雨水を排水するための「ま
す」が設けられています。この「ます」に落ち葉や
ごみが溜まると、十分に排水がされず、道路上に雨
水があふれて道路冠水の原因になります。
　市では、定期的に清掃作業を実施していますが、
道路冠水を未然に防ぐため、地域の皆さまにも「ま
す」の清掃にご協力をお願いします。

【問い合わせ】建設課維持係　
　☎ 83-8148　FAX83-6240　

×ごみで雨水が
　入りにくい

○雨水が入りや
　すくなる

          ～製造事業所の皆さまへ～
      工業統計調査工業統計調査ににご協力ご協力をを

【問い合わせ】企画課統計係 ☎ 83-8109 FAX83-5896

　平成 29 年工業統計調査を 6月 1日現在で実
施します。
　工業統計調査は、日本の工業の実態を明らか
にすることを目的とした、統計法に基づく報告
義務がある重要な統計調査です。
　調査結果は、中小企業施策や地域振興などの
基礎資料として利活用されます。ご記入いただ
いた内容は、統計作成の目的以外に使用するこ
とはありません。
【インターネット回答ができるようになりました】
　インターネット回答に必要な IDと確認コード
が配布された事業所がご利用いただけます。回答
期限は、6 月 7日（水）までです。
　ぜひご活用ください。

【かたり調査にご注意ください】
　工業統計調査を装った不審な訪問者や電話・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いますのでご確認ください。
　また、金品を請求することはありません。

まちかど美術館 3階展示室まちかど美術館 3階展示室
市民ギャラリーとして貸出市民ギャラリーとして貸出
　6月 10日（土）に開館する
「まちかど美術館」の 3階の展
示室を市民ギャラリーとして
貸し出しします。日頃の創作
発表の場として是非ご利用く
ださい。市内外を問わずどな
たでもご利用いただけます。
【展示できる作品】絵画、彫刻、写真、書道、陶芸、
手芸などの作品、安全衛生上問題のないもの

【使用期間】最長1カ月
【使用時間】午前9時～午後6時
【使用料金】無料
【申し込み】展示室の空き状況を確認後、必要書類
　を提出してください。書式は下記窓口で配布、ま
　たは市ホームページからダウンロードできます。
　※ご利用の詳細に関しては、市役所ホームページ
　　にも掲載しています。
【問い合わせ】
　文化課文化振興係　☎ 83-7731 FAX83-4070

【申し込み・問い合わせ】
　企画課財政係　☎ 83-8104　FAX83-5896

　市では、ふるさと寄附をいただいた方に感謝の気持
ちを伝え、市の魅力や特産品をＰＲできるような謝礼品
を、市内の事業者に協力していただき、お届けしていま
す。新たに協力していただける事業者を募集します。　
【申込要件】
　①本社、支社、営業所のいずれかを市内に有する
事業者、農業法人など ②真岡市税の滞納がない
こと ③暴力団による不当な行為の防止等に関す
る法律に掲げる暴力団構成員でないこと

【募集する謝礼品】
　市内で生産された農作物や加工品、市をＰＲして
　いると認められるものなど。詳しくは下記へお問
　い合わせください。

真岡市ふるさと寄附金真岡市ふるさと寄附金
協力事業者協力事業者・・謝礼品謝礼品のの募集募集

【問い合わせ】環境課清掃係 ☎ 83-8126 FAX83-5896

5/285/28（日）（日）春季春季市内一斉清掃市内一斉清掃
【内容】公共の場所（道路、河川、公園など）の清
掃をお願いします。

【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）②空き缶・
空きビン ③雑草・木の枝 ④その他 の４種類
※午前９時までに指定の集積場所に出してください。
※もえるごみ、空き缶、空きビンは、必ず透明また
は半透明の袋に入れて出してください。
※真岡市指定ごみ袋（黄色）およびボランティア袋
（ピンク）は使用しないでください。
※雑草・木の枝は、雑草・木の枝だけを袋に入れる
か、束ねて縛って出してください。

【その他】雨天時は 6月 4日（日）に延期
　延期・中止の場合のみ、午前7時に防災無線で周知

「とちぎの環境美化県民運動」県民統一行動日


