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※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。

小学校運動会小学校運動会
いちごチャンネル放送予定いちごチャンネル放送予定
学校名 放送日①

8:00 ～ 放送日②・時間

物部小 10/17（火）
10/21（土）

8:00 ～
長沼小 10/18（水） 15:00 ～
長田小 10/19（木）

10/22（日）
8:00 ～

中村南小 10/20（金） 15:00 ～
中村東小 10/24（火）

10/28（土）
8:00 ～

中村小 10/25（水） 15:00 ～
東沼小 10/26（木）

10/29（日）
8:00 ～

西田井小 10/27（金） 15:00 ～
山前南小 10/31（火）

11/4（土）
8:00 ～

山前小 11/1（水） 15:00 ～
大内西小 11/2（木）

11/5（日）
8:00 ～

大内東小 11/3（金） 15:00 ～
大内中央小 11/7（火）

11/11（土）
8:00 ～

亀山小 11/8（水） 15:00 ～
真岡西小 11/9（木）

11/12（日）
8:00 ～

真岡東小 11/10（金） 15:00 ～
真岡小 11/14（火） 11/18（土） 8:00 ～

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　☎ 83-8496　FAX 83-5896

【期間】10月 16日（月）～ 11月 6日（月）
【対象】該当するお客さまには、個別に登録されて    
いる住所へ通知します。

【その他】交換は市指定給水装置工事事業者が、該
当となるお宅に直接伺います。
※水道メーターの交換中は、約 10分間水道が使え
　なくなります。
※留守の場合でも交換することがあります。
●メーター交換は無料です。交換業者を装った悪質
　な訪問販売にはご注意ください。
●交換業者は、市で発行した証明証を携帯します。
●メーターボックスの上に物を置いたり、近くに犬
　などをつながないようお願いします。

水道メーター水道メーターをを交換交換しますします

【問い合わせ】水道課庶務係 
　☎ 83-8167 FAX84-7512

道路道路のの側溝清掃側溝清掃にご協力をにご協力を
　快適な生活環境を保つため、地域の道路側溝の清
掃は、各自治会や市民の皆さまにお願いし、ご協力
をいただいています。
　市内の道路側溝が土砂などで詰まると、降雨の時、
道路上に雨水排水があふれたり、皆さんの土地に雨
水が流れ込んだりしてしまいます。
　市では、地域での道路側溝清掃の際に、蓋上げ機
やバール等の無料貸し出しを実施しています。
　ぜひ、ご利用いただき、住みよい街づくりに皆さ
まの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

犬の登録及び狂犬病予防犬の登録及び狂犬病予防
注射 追加実施日程表注射 追加実施日程表

　生後 91日以上の飼い犬は、生涯１度の登録と年
１回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられていま
す。未実施の方および新たに犬を飼われた方は、最
寄の会場にて実施してください。【とき】10/15（日）
◆ 8:30 ～ 8:50：清水第一公民館
◆ 9:10 ～ 9:30：下籠谷公民館 
◆ 9:45 ～ 10:30：公民館真岡西分館   
◆ 10:50 ～ 11:30：真岡市役所 
◆ 11:45 ～ 12:15：山前農村環境改善センター 
◆ 8:30 ～ 9:10：中村農村環境改善センター 
◆ 9:30 ～ 10:10：長沼会館 
◆ 10:25 ～ 11:15：※生涯学習館 
◆ 11:30 ～ 12:10：物部会館

◎料金（釣銭のないようにお願いします） 
　注射代3,300円/登録料3,000円（新規登録のみ）
【問い合わせ】環境課環境保全係 ☎83-8125 FAX 83-5896

当日は、下記料
金と通知はがき
（登録済の方）を
お持ちください。

※生涯学習館駐車場は、西側入口からお入りください。会場は、　
　建物の東側駐車場です。

　　　　　　  皆さまのご意見をお寄せください皆さまのご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、下記宛て先へ直接、または郵送・FAX・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）

真岡市パブリックコメント制度

【宛て先、問い合わせ】〒321 ｰ 4395　栃木県真岡市荒町5191番地　商工観光課工業係　
☎83-8134  FAX83-0199 　Eメール：syoukou@city.moka.lg.jp　※条例の詳細は、商工観光課窓口、
二宮ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、市公民館、各分館、市ホームページで閲覧可　※閉庁時は市役所当直窓口で意見提出

意見を募集する計画 真岡市中小企業・小規模企業の振興に関する条例（案）   
【計画作成の趣旨】中小企業・小規模企業の本市産業や地域社会の発展に果たす役割の重要性に鑑み、中小企
業・小規模企業の振興に関する基本的な事項を定めることにより、中小企業・小規模企業の基盤の強化及
び健全な発展を促進し、もって地域産業、地域社会の発展に寄与することを目的に条例を制定します。

【募集期間】10月 10日（火）～ 10月 31日（火）必着

ハクビシン等用ハクビシン等用のの捕獲箱捕獲箱のの貸出貸出
　生活環境や農作物に被害のある方に捕獲箱の貸し
出しを行っています。被害に困っている方は、農政
課へご相談ください。
【対象】ハクビシン、タヌキ、アライグマ
※捕獲箱の管理、捕獲後の処理はご自身で行ってい
　ただきます。
【申し込み・問い合わせ】農政課農政係 
　☎ 83-8137　FAX83-6208

都市計画変更（原案）都市計画変更（原案）のの
縦覧縦覧及び及び公聴会公聴会のの開催開催

■縦覧【内容】
　■宇都宮都市計画地区計画の変更（原案）について
　　（下高間木地区・真岡商工タウン・高田新町地区・
　　大和田産業団地・中郷・萩田地区）
　■宇都宮都市計画公園の変更（原案）について
　　（中郷・萩田地区）
【縦覧期間】11月 2日（木）まで（土日・祝日を除く）
午前 8時 30分～午後 5時
　◎原案について意見のある方は、縦覧期間中に都市
　計画課へ意見書を提出してください。
■公聴会　11月 8日（水）午後 6時 30分から
【ところ】市公民館 第 7会議室
※公述希望者がいない場合は、公聴会を開催しません。
　傍聴希望の方は、開催の有無を下記でご確認ください。
【問い合わせ・縦覧場所】都市計画課計画係　☎83-8152 

平成 29 年度 第 2 回平成 29 年度 第 2 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】10月 5日（木）～ 19日（木）
　（土・日曜、祝日を除く）
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分

住宅名 間取り 戸数 内、優先部屋

三ノ宮市営住宅 1LDK
2DK・3DK 3戸 1戸

東郷市営住宅    3LDK 5戸 1戸
さくら市営住宅    3DK 1戸 なし
錦町市営住宅    3LDK 1 戸 なし

※優先部屋の対象は、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。

午前7時～午後8時
【投票日】10/22（日）

【問い合わせ】選挙管理委員会　☎ 83-8190 FAX83-8082

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 午前7時～午後8時午前 7時～午後8時
【投票日】10/22（日）【投票日】10/22（日）

★期日前投票 10 月 11 日（水）～ 10 月 21 日（土）
　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。
【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）

▼３種類の投票を行います　
　小選挙区選出議員選挙：候補者個人の氏名を記入。
　比例代表選出議員選挙：政党等の名称、略称を記入。
　最高裁判所裁判官国民審査：辞めさせたい裁判
　官のみ×を記入。

▼本市で投票できる方
　平成11年10月23日以前に生まれ、かつ、今年7月
9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（今年7月10日以降に、真岡市に転入
届をした方は、真岡市内での投票所では投票できません）

投票所入場券裏面の「期日前
投票宣誓書兼請求書」に記入
してお持ちください。

★選挙公報：10月18日（水）に新聞折込予定★選挙公報：10月18日（水）に新聞折込予定 市役所、公民館、郵便局、ＪＡはが野各支店等にも備える予定です。

※第16 投票区は、根本和い和いホールではなく、森の木公民館（真岡市根本 1062 番地 1、神宮寺塚古墳の南）
　が投票所となりますので、ご注意ください。

★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、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

※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。

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
6:00
12:00
16:00
18:00
22:00

◆ JUMP UP もおか　
・トピックニュース
・ようこそ市長室へ
「わくわく体操の放送について」
・もおかインフォ
「衆議院議員総選挙」等　

6:25
12:25
16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操
10月のテーマ
「腰痛予防」

◆小学校運動会
物部小学校　　10月 17日 8:00 ～、10月 21日 8:00 ～
長沼小学校　　10月 18日 8:00 ～、10月 21日 15:00 ～
長田小学校　　10月 19日 8:00 ～、10月 22日 8:00 ～
中村南小学校　10月 20日 8:00 ～、10月 22日 15:00 ～

【10月 16日（月）～10月 22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。
【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

6:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート  
　ケーキ
「96 SUMMER   
 FESTIVAL」

13:00
20:00

◆コットンタイム　
「第 20 回 真岡市小学校
親善野球大会 イリエ杯」

※選挙用紙の色

「“いちご”といえば真岡」
～ブランド力の向上を図るため、愛称を決定！～

施 設 名 愛  称
もおか鬼怒公園
ゴルフクラブ  “いちご”ゴルフクラブ

 井頭温泉
チャットパレス  “いちご”チャットパレス

真岡ケーブル
テレビ施設 “いちご”チャンネル

※10/1 から利用を開始しています。


