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暮らしの中の暮らしの中の合併処理浄化槽合併処理浄化槽
　浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する
装置です。日頃から、微生物が活発に活動できる環
境を保つため、適正な維持管理を心掛け環境保全と
快適な生活を送れるようにしましょう。
◆家庭用の浄化槽をお使いの皆さまへ

※補助を受ける際には、いくつかの要件があります
ので下記まで問い合わせください。また、設置補
助のほか、無利子貸付制度（30万円限度）もあ
りますのでご利用ください。
※設置工事については、栃木県知事の登録を受けた
浄化槽工事業者に依頼してください。

【問い合わせ】下水道課農業集落排水係
　☎ 83-8144  FAX83-8142

【確認しましょう】浄化槽の維持管理（①～③）は 
　浄化槽法で義務付けられています。
①浄化槽の保守点検を県の登録業者と委託契約して
　いますか。
②清掃（浄化槽内の汲み取り）を毎年実施していますか。
③浄化槽法第11条の検査（浄化槽処理水の水質検査
　など）を毎年１回受けていますか。
◆浄化槽を設置する場合、補助金が受けられます！
浄化槽の人槽 補助額 住宅の大きさ等
5 人槽 332,000 円 床面積130㎡以下
7人槽 414,000 円 床面積130㎡を超える
10人槽 548,000 円 二世帯住宅
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◆ JUMP UP もおか　
　・トピックニュース
　・ようこそ市長室へ「敬老の日について」
　・広報もおかTV「笑顔を探して（9月号）」ほか
　・もおかインフォ「介護予防」
　　　「秋の交通安全県民総ぐるみ運動」
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◆けーぶるにっぽん
　祭Japan「もおかのSL
　・桜・菜の花街道」
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◆コットンタイム「真岡の夏まつり　7月23日」

【9 月 11日（月）～ 9月 17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。
※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

◆行ってみっぺ！
もおか
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    9 月 17日（日）9月 17日（日）中村八幡宮流鏑馬開催中村八幡宮流鏑馬開催によりにより
 市内観光施設無料周遊シャトルバス 市内観光施設無料周遊シャトルバスをを運行！運行！
　どなたでも利用できる無料周遊バスを下記の 3 コースで運行します。時刻表などの詳細は
WeeklyNews9 月 15日号でお知らせします。

　　　　　あぐ里っ娘 14:35 発
　　　　　中村八幡宮 15:10 発【1号車】 　　　　　道の駅にのみや15:12発

　　　　　中村八幡宮 15:38 発【2号車】 　　　　　真岡りす村15:00発
　　　　　中村八幡宮 15:30 発【3号車】最終便最終便最終便

　【問い合わせ】商工観光課観光係 ☎ 83-8135　FAX 83-0199

★１号車の午前中については、会場からあぐ里っ娘への
　直通運転となります。
※無料周遊シャトルバスを3台運行します。各号車ごとに停留所が異なりますので、
　お帰りの際には、乗り間違えのないようご注意ください。

【例大祭日程】
9:00 生姜市
10:00 神馬参道行進・抜刀術大会
11:00 例大祭々礼
12:00 流鏑馬（やぶさめ）
13:00 太々神楽
13:30 神輿渡御・お囃子演奏

１号車 号車 周回運行周回運行 あぐ里っ娘あぐ里っ娘
南側駐車場

→
←
第二子育て支援センター
駐車場（大谷台町）

→
←

高勢町
第 2公民館

→
←
中村八幡宮
例大祭流鏑馬会場

２２号車 号車 周回運行周回運行
道の駅
にのみや

→
←
二宮コミュニティ
センター玄関前

→
← 寺内駅 →

←
中村八幡宮
例大祭流鏑馬会場

３号車 号車 周回運行周回運行
真岡りす村
ふれあいの里

→
← 木綿会館前 →

← 真岡駅（東口）
→
←

中村八幡宮
例大祭流鏑馬会場

10月1 日（日）
午前9時 50分～ 11時40分
赤線のコースの一部を規制します。

【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258

第 34回 真岡井頭マラソン大会に伴う第 34回 真岡井頭マラソン大会に伴う
交通規制交通規制ににご協力くださいご協力ください

　真岡市総合運動公園テニスコート等の公共料金につ
いて審議する委員を募集します。メンバーは公募委員の
ほか、各種団体の代表者など15人以内で構成されます。
【公募委員数】3人程度
【任期】審議が終了するまで（審議会は、1・2回開催予定）
【応募条件】市内在住の20歳以上の方で、10月25日（水）
午後に開催する審議会に出席できる方
【応募方法】任意の用紙に、下記の必要事項をご記
入の上、持参、または郵送してください。FAX、
Eメールでも受け付けします。
　■応募の動機 
　■氏名、年齢、性別、職業、住所、電話番号
【締切日】9月 22日（金）必着
　※選考結果は、１週間以内に応募者に通知します。

公共料金審議会公共料金審議会のの委員委員をを公募公募

【応募先・問い合わせ】
　〒321-4395真岡市荒町5191番地　真岡市役所
　総務課総務文書係　☎83-8106　FAX 82-1065
　E ﾒｰﾙ： soumu@city.moka.lg.jp

廃棄物廃棄物（ごみ等）の（ごみ等）の野外焼却野外焼却はは禁止禁止
　皆さんの家庭では、ごみ等の焼却をして、煙や臭
いで周辺の方に迷惑をかけていませんか。廃棄物の
焼却は、法律により一部の例外を除いて禁止されて
います。住みよい生活環境づくりのためには、皆さ
ん一人一人の自覚が大切です。家庭から出るごみは
分別し、もえるごみや資源、その他・粗大ごみの収
集日に出しましょう。
【問い合わせ】環境課清掃係 ☎ 83-8126
　公害対策係　☎ 83-8127　FAX83-5896

500㎡以上の埋め立て500㎡以上の埋め立て（盛土）、（盛土）、
一時たい積一時たい積はは許可許可がが必要です必要です
　土砂等の埋め立て等による土壌の汚染や災害の発
生を防止するため、500 ㎡以上 3,000 ㎡未満の埋
め立て（盛土）を行う場合や、土砂等を一時たい積
する場合は、市の条例により許可が必要となります。
　埋め立て等を行う場合は、事前に相談してくださ
い。真岡市の土砂条例では、自然発生土由来の土砂
を許可の対象としています。
　したがって、建設汚泥由来の改良土を用いた埋め
立てはできませんので、ご注意ください。
　なお、3,000㎡以上の埋め立て（盛土）、一時たい
積を行う場合は、県の条例の許可が必要になります。
　不審な埋め立て等を見かけた方は下記まで情報提
供をお願いします。
【問い合わせ】環境課公害対策係 　
　☎ 83-8127　 FAX83-5896

発火性、引火性の高い発火性、引火性の高い
『危険なごみ』『危険なごみ』の出し方の出し方

　出し方に誤りが見受けられます。発火や爆発の危険
があるため、ルールを守り、分別して出してください。
①乾電池、充電式電池の入った家電製品等
　電池を取り外す。取り外し方は取扱説明書等を参照。
【例】おもちゃ、電動歯ブラシ、電動ひげ剃り機、コー
　ドレス電話機（子機）、ガステーブル　など
『その他・粗大ごみ』に出すか、使用済小型家電回
収ボックスによるリサイクルへのご協力をお願いし
ます。乾電池は『資源①乾電池』へ。
②ガスボンベ、スプレー缶
　中身を使い切り、穴を開けてガス抜き（屋外作業）
し、『資源①雑ビン「その他の雑ビン・缶等」』へ。
③使い捨てライター
　レバーを粘着テープ等で固定しガス抜き（屋外作
業）し、『資源①雑ビン「その他の雑ビン・缶等」』へ。
④充電式電池、ボタン電池
　収集しません（芳賀地区エコステーションへの直接
持込も不可）。家電量販店や販売店の回収BOXへ。
【問い合わせ】環境課清掃係 
　☎ 83-8126　FAX83-5896

栃木県ＢＣＰ策定支援プロジェクト栃木県ＢＣＰ策定支援プロジェクト
ＢＣＰ講演会ＢＣＰ講演会を開催を開催

　下記の通り、ＢＣＰについての講演会を開催しま
すのでぜひご参加ください。
【とき】9月 22日（金）午後 6時 30分開演
【ところ】市民会館大ホール　【参加料】無料
【対象】市内に事業所を有する企業、病院、介護施設等
【主催】真岡市
【協力】栃木県経営支援課、真岡商工会議所、にの
　みや商工会、真岡工業団地総合管理協会
【問い合わせ】安全安心課消防防災係
　☎83-8396　FAX83-8392

第23回全国報徳サミット日光市大会第23回全国報徳サミット日光市大会
参加者募集参加者募集

　二宮尊徳ゆかりの全国 17 市町村が一堂に集い、
報徳仕法を学び、教えを受け継いでいます。平成
26年度は真岡市で開催され、今年度は日光市で開
催されますので、参加者を募集します。
【とき】11月 11日（土）午前 6時集合・出発
　※サミットは午前 9時開会
【ところ】日光市　日光市今市文化会館
【内容】報徳サミット参加（基調講演、報徳学習発表、
　パネルディスカッション、大会宣言）、二宮尊徳
　記念館見学、ゆかりの史跡めぐり
【参加料】1,000円（弁当代）　※バス料金等は市が負担
【対象】市内在住の方　先着40人
【申し込み】9月22日（金）までに、下記へ申し込み
【問い合わせ】文化課文化財係
　☎83-7731　FAX83-4070

～働く人の明日をつくる～～働く人の明日をつくる～  
就業構造基本調査のお知らせ就業構造基本調査のお知らせ

【かたり調査にご注意ください！】
　調査員は、「調査員証」を必ず携行しています。
就業構造基本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。今調査
では、電子メール等で個人情報の回答を求めた
り、金品を請求することはありません。

 【問い合わせ】企画課統計係 
　☎ 83-8109　FAX83-5896

　総務省統計局・栃木県・真岡市では、10 月 1日
現在で就業構造基本調査を実施します。
　この調査は、国民の就業・不就業の状態を詳細に把
握することにより、雇用政策などに必要な基礎資料を
得ることを目的としています。
　調査対象となった世帯には、９月中旬に調査依頼のハガ
キを送ります。15歳以上の世帯員全員が調査対象です。
後日統計調査員が調査票を持って伺いますので、調査への
ご協力をお願いします。※調査対象地区については、市ホー
ムページをご覧ください（http://www.city.moka.lg.jp/)。


