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いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
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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「ごみ
の減量化・資源化について」
・もおかインフォ
「プレミアム付き商品券の
使用期限」等　
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◆わくわく体操　
12月のテーマ
「猫背予防」

◆真岡市議会放送予定
　閉会12/19 10:00～終了まで（生中継） ・18:00～（再放送）

【12月 18日（月）～12月 24日（日）放送内容予定】
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◆いちごショート  
　ケーキ
「第 18 回ジャ
パンクラシッ
クベンチプレ
ス大会」「久保
邸ハロウィン」

※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

※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）

◆コットンタイム
「舞ヶ丘合唱団35周年記
念コンサート」

13:00
20:00

第4回はが路ふれあいマラソン開催第4回はが路ふれあいマラソン開催【とき】12月 17日（日）【とき】12月 17日（日）
　午前9時33分スタート　午前9時33分スタート

■はが路ふれあいマラソンコース　42.195㎞■はが路ふれあいマラソンコース　42.195㎞

■交通規制があります
　■9:15～10:20全面通行止め
　■片側一車線のみ通行可能

　芳賀郡市一市四町の道路をコースとして、第 4回はが路ふれあいマラソン大会を開催します。開催に
伴いコースおよび付近の道路では大幅な交通規制のため、混雑が予想されます。周囲の住民の皆さまに
は大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力の程宜しくお願い致します。

【問い合わせ】はが路ふれあいマラソン実行委員会事務局　☎028-677-5155　8:30～17:15（日、月曜日は除く）

プレミアム商品券のご利用はお済みですかプレミアム商品券のご利用はお済みですか
使用期限使用期限はは12/3112/31（日）（日）までまで
　「わたのみ商品券」と「にのみやプレミアム商品券」は、
1月以降使用できなくなりますのでご注意ください。
　利用できる店舗一覧は、市ホームページでご確認
ください。

【問い合わせ】
　真岡商工会議所☎ 82-3305　FAX82-7967
　にのみや商工会☎ 74-0324　FAX74-2737
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年末の交通安全県民総ぐるみ運動年末の交通安全県民総ぐるみ運動
および年末年始特別警戒および年末年始特別警戒

【問い合わせ】安全安心課交通安全係☎ 83-8110 
　生活安全係☎ 83-8394　（共通）FAX83-8392

　年末年始は、交通事故や犯罪が多く発生する時期
です。交通事故防止と防犯に努めましょう。

年末の交通安全県民総ぐるみ運動
【運動期間】12 月 11 日（月）～ 31 日（日）
【スローガン】マナーアップ！あなたが主役です
【運動の重点】①子どもと高齢者の交通事故防止 
　②全ての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底 ③飲酒運転の根絶 ④「夜間
走行中の原則ハイビーム」の徹底および「反射材
の効果的な着用」の推進

年末年始特別警戒実施
【実施期間】12 月 11 日（月）～ 1月 3日（水）
【スローガン】みんなでなくそう 年末年始の事件事故

きれいなまちづくりにご協力くださいきれいなまちづくりにご協力ください
12/17（日）年末市内一斉清掃12/17（日）年末市内一斉清掃
　公共の場所 (道路、河川、公園など）の清掃をお　公共の場所 (道路、河川、公園など）の清掃をお
願いします。願いします。
【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）　②空き缶・【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種類空きビン　③雑草・木の枝　④その他　の４種類

　※　※午前９時まで午前９時までに指定の集積場所に出してください。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、　※もえるごみ、空き缶・空きビンは、必ず透明ま必ず透明ま
　　たは半透明の袋　　たは半透明の袋に入れて出してください。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※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。　　袋（ピンク）は、使用しないでください。
　※雑草や木の枝は、　※雑草や木の枝は、雑草・木の枝だけ雑草・木の枝だけを袋に入れを袋に入れ
　る（　る（雑草は必ず袋に入れる雑草は必ず袋に入れる）か、袋に入れない）か、袋に入れない
　場合は、束ねて縛って出してください。　場合は、束ねて縛って出してください。

【その他】雨天中止（順延なし）　【その他】雨天中止（順延なし）　
　　※中止の場合のみ午前７時に防災無線でお知らせします。※中止の場合のみ午前７時に防災無線でお知らせします。
【問い合わせ】環境課清掃係　
　☎ 83-8126　FAX83-5896

健診を受けていない方もまだ間に合います健診を受けていない方もまだ間に合います
生活習慣病健診生活習慣病健診をを追加実施追加実施
　以下の日程で追加健診を実施しますので、まだ健
診がお済でない方は、ぜひこの機会に受診してくだ
さい。※人間ドッグを受診した方は除きます。
◆1月23日（火）、24日（水）：総合福祉保健センター
◆1月25日（木）：二宮コミュニティセンター
【受付時間】午前8時～10時【定員】各日先着200人
検診の内容 対象（市内在住の方） 費用
特定健診
（心電図・血液・
医師の診察など）

40歳以上の方
（国民健康保険
加入者）

無料
（国民健康保険
加入者のみ）

胃がん検診
40歳以上の方

400円
肺がん検診

100円大腸がん検診
前立腺がん検診 50歳以上の男性
【申し込み】1月 17日（水）までに、下記にて電話、
　FAX、メール、インターネットで受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122  FAX83-8619
　Eメール：kenkou@city.moka.lg.jp

　市では 2,500 人を超える方が介護サービスを利
用しています。65歳以上の方に納めていただく介
護保険料は、介護サービスに必要な費用の 22％を
担う大切な財源となっています。介護サービスが必
要となった時に安心してサービスを受けられるよう
に、介護保険料は必ず納めましょう。
【納付できる場所】
　真岡市役所、二宮支所、足利銀行、栃木銀行、常陽銀行、
　筑波銀行、真岡信用組合、中央労働金庫、はが野農
　業協同組合、ゆうちょ銀行（関東及び山梨県内のみ）
【口座振替】
　納め忘れのないよう、安全で便利な口座振替をご
　利用ください。上記の真岡市内の金融機関または
　真岡市役所・二宮支所に通帳、通帳の届出印をお
　持ちの上、申し込みください。
【その他】
※特別徴収（年金から直接納める方法）の方は納め
　に行く必要はありません。
※平成 29年 12月末日までに納めた介護保険料は、
　平成 30年 2月から 3月に行われる確定申告の際
　に、社会保険料控除の対象となります。
【問い合わせ】
■介護保険制度・介護保険料について
　いきいき高齢課介護保険係
　 ☎ 83-8094 　FAX83-8554
■口座振替について
　納税課納税係 ☎ 83-8115 　FAX83-6205

納め忘れはありませんか？納め忘れはありませんか？
介護保険料納付介護保険料納付ののご確認をご確認を

12/29（金）～翌年1/3（水）12/29（金）～翌年1/3（水）
自動交付機が使用できません自動交付機が使用できません

【問い合わせ】 市民課窓口係 
　☎83-8117　FAX 83-8514 

　市民課前（市役所東玄関内）にあ
る印鑑登録証明書等の自動交付機の
メンテナンスを行うため、下記期間
は終日使用できません。ご不便をお
掛けします。詳しくは下記まで問い
合わせください。
【停止期間】
　12月29日（金）～翌年1月3日（水）

受給資格期間短縮にかかる年金請求や受給資格期間短縮にかかる年金請求や
国民年金保険料の納付についての国民年金保険料の納付についての
相談会 開催相談会 開催

　日本年金機構から「年金請求書（短縮用）」が送
られた方を対象とした年金受給に関する相談や、国
民年金保険料の納付に関する相談を、年金事務所の
職員が、出張窓口を開いてお答えします。
【とき】12月 20日（水）午後 2時～ 7時
【ところ】二宮コミュニティセンター 2階
　（206・207 会議室）　
※待ち時間を少なくするため、年金受給に関する相
　談については、宇都宮東年金事務所に事前予約を
　お願いします。

宇都宮東年金事務所
　☎ 028-683-3211（自動音声案内②）

【問い合わせ】国保年金課 国民年金係　☎ 83-8593
　二宮支所 福祉国保窓口係　☎ 74-5004

差押不動産の公売差押不動産の公売
　市では、市税の滞納により差し押さえた不動産の
公売を下記のとおり実施します。
【とき】2月 14日（水）午後 1時 30分から
　（受付：午後 1時から）
【ところ】市役所建設部棟会議室（北側庁舎 1階）

※中止になる場合やその他注意事項がありますので、
　詳しくは市ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】納税課納税推進係 
　☎ 83-8489 FAX83-6205

「“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
真岡市二宮尊徳

物産会館
 道の駅にのみや

  “いちご”愛菜館

◆公売対象不動産（登記簿による表示）
　売却区分 1
【土地】中郷 253番 4　地積：59.00 ㎡　（田）
【土地】中郷 255番 1　地積：515.00 ㎡（畑）
【土地】中郷 255番 2　地積：13.00 ㎡　（田）
【土地】中郷 258番 3　地積：267.00 ㎡（畑）
※この不動産は、市街化区域内にあり、区画整理
　事業により仮換地の指定を受けています。
　真岡市中郷・萩田土地区画整理事業　26街区6画地
　　予定地積：511㎡
　見積価額：13,500,000円、公売保証金：1,350,000円


