
マイナンバーカード地域団体へのマイナンバーカード地域団体への
出張申請・交付サービス出張申請・交付サービス
自治会や老人会、趣味のサークルなど市内在住者の団
体（10人以上の団体）へ職員が出向いて、無料の写
真撮影とオンライン申請補助、その後のカード交付ま
でを行うサービスを始めました。一度も市役所に出向
かなくてもマイナンバーカードが取得できます。

カード申請交付の流れカード申請交付の流れ
【１、事前準備　※団体代表者の方】
①出張申請サービスの希望日の予約
　※代表者の方は、市民課窓口にて申込書と配布資
　　料を受け取りに来てください
②カード申請希望者の取りまとめ
　・カード申請希望者を取りまとめ、申込み用紙を
　　事前に市民課へ提出
　・申込み者へ出張申請・交付の際に必要な書類等
　　の資料を配布
【2、申請】　（30分～ 1時間程度）
　※職員が地域の公民館等へ出向きます
①手続きの説明（10分程度）
②暗証番号設定依頼書記入
③写真撮影・オンライン申請補助（本人確認後、職
員が写真撮影とオンライン申請を補助します）

【3、交付】（30分程度）
カード申請者は、本人確認書類と通知カードを持参
※通知カードを紛失した場合でも交付は可能です。
①受取通知 (はがき )
②本人確認書類（※原本）の確認
③通知カード返納・紛失届の記入
④マイナンバーカードの交付
【注意】申請日は、出来る限り希望日で対応可能で
すが、交付日については、申請月の 2か月後の第 2
日曜日に限定となります。交付サービスで受け取れ
なかった場合は、市民課窓口での交付となります。
【本人確認書類とは】
①運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カー
ド（写真付）、パスポート（有効期限内のもの）、
身体障害者手帳、療育手帳、在留カード等
　①のうち 1点
①の書類をお持ちでない方は、
②健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、
　医療受給者証
　②のうち 2点
【問い合わせ】市民課窓口係 ☎ 83-8117 FAX83-8514
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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
【9 月 24日（月）～ 9月 30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
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◆いちごショート
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◆わくわく体操　
　9月のテーマ
「シューズの選び方と
 タオル体操」

7:00
9:00
11:00
15:00
17:00
19:00
23:00

◆行ってみっぺ！
 もおか
「ハッピークレー
プマニア」
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◆コットンタイム
「第 59回真岡市消防操法大会《前編》」

市民課発行市民課発行のの各種証明書用申請書各種証明書用申請書がが
１枚１枚にに統合化統合化されますされます

　市民課では、平成30年 10月から新様式の証明書
用申請書に変更します。証明書ごとに分かれていた
各種証明書申請書4枚を 1枚に統合し、利便性の向
上を図りました。新様式でのご利用をお願いします。

各種申請書を 1 枚に統合化各種申請書を 1 枚に統合化
　新様式の申請書は、申請書1枚で住民票、戸籍謄本、
印鑑登録証明等をまとめて申請することができるよ
うになりました。請求する方の負担が軽減されます。

印鑑登録用申請書の導入印鑑登録用申請書の導入
　従来は、印鑑登録をする際、印鑑登録・証明書用の
申請書に記入していただいていましたが、証明書用申
請書の統合に伴い、印鑑登録用申請書を作成しました。
印鑑登録と同時に証明書を必要とする場合は、登録用
申請書の中に請求枚数を記入する欄がありますので、
証明書用申請書を記入する必要はありません。
　なお、新様式申請書の導入後も、以前の申請書は
利用可能です。なくなり次第、新様式を利用ください。
【問い合わせ】市民課窓口係 ☎ 83-8117 FAX83-8514

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など 9日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 9日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※9/28（金）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

9日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間 9:00 ～ 14:00

2、9、16、23日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  2日（火）  9:30 ～11:30
【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

料金無料
秘密厳守 10 月の各種相談日

平成 31 年度平成 31 年度
保育所（園）入所保育所（園）入所のの申込受付申込受付
受付期間：10/1 ～ 11/30　受付期間：10/1 ～ 11/30　

【提出書類】
　◎保育所入所申込書兼支給認定申請書
　◎調査票
　◎保護者等の状況を証明する書類（就労証明書等） 
　◎お子さまの出生前に申請をする場合は、母子手
　　帳の表紙と出産予定日のページのコピー
　※出生前のお子さまの申し込みは、平成 31年度
　　中に職場復帰する方などが対象です。
　書類は、保育課・二宮支所に用意してあります。
　（市ホームページからダウンロードも可）
【申し込み】上記必要書類を下記窓口へ提出
　※認定こども園・小規模保育施設を希望される方
　　は、直接施設へお申し込みください。　
【申し込み・問い合わせ】保育課保育係
　☎ 83-8035 FAX82-2340

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●保育士　5人
【勤務場所】市内保育所　【応募条件】保育士資格　
【賃金】日額 8,490 円
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時（休憩 60分）
●保育士（短時間）3人
【勤務場所】市内保育所　【応募条件】保育士資格　
【賃金】時給 1,130 円
【勤務時間】午前 7時 30 分～午後 7時までの間で
4時間以上勤務　※勤務時間については応相談

上記共通事項上記共通事項
【勤務期間】10月～平成 31 年 3 月 31 日
　※ 14日間を試用期間とします
【手当等】通勤手当（2km以上該当 上限 7,100 円）
　健康保険、厚生年金、雇用保険加入
　年次有給休暇は雇用開始時に 6日付与
【選考】面接（随時）
【申し込み】市販の履歴書に所要事項を記入し、事前
　に連絡の上、下記まで本人が直接提出ください。
【受付時間】午前 9時～午後 5時
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　総務部総務課人事給与係 ☎83-8099 FAX82-1065

保育士保育士をを目指す人目指す人をを募集募集
（保育士等就職支援金交付事業）（保育士等就職支援金交付事業）
　保育士等の養成施設の在学者で、卒業後に真岡市
内の保育施設等に就業する方へ、最大で 18 カ月、
月額 3万円を交付します。
【募集期間】10月19日（金）まで【募集人数】6人程度
※申請方法等は市ホームページをご覧ください。
【申し込み・問い合わせ】保育課保育係　
　☎ 83-8035 FAX82-2340

長田霊園増設分長田霊園増設分のの公募公募
◆長田霊園〈増設分のうち 180区画〉
種別 区画面積 永代使用料 管理手数料
第 5種 4.0 ㎡ 279,000 円 4,500円 /年

【申込資格】下記の条件を全て満たす方
　①市内に引き続き 6カ月以上住所を有する方
　②市税等を完納している方（世帯全員）
【申込期間】10月11日（木）～19日（金）（土・日曜を除く） 
　受付時間：午前 9時～正午、午後 1時～ 5時
　受付場所：①11日、12日は市役所本庁舎3階会議室
　　②15日～19日は市役所 3階環境課環境保全係
【申込方法】真岡市営墓地使用許可申請書に、必要事
項を記入し提出してください（印鑑必要）
 ※火葬許可証をお持ちの方は必ずご持参ください
（遺骨所有の有無を確認します）
【使用者および区画の決定（抽選会）】
・使用する区画（場所）は、くじ引にて決定します
・申込多数の場合は、くじ引きによる抽選
　（現在遺骨を所有し、すぐにお墓を建てる必要の
　ある方を優先します。）
　※抽選会については、申込期間終了後に別途通知
　　します。（抽選会：11月 2日（金）予定）
【申し込み・問い合わせ】環境課環境保全係  
　☎ 83-8125  FAX 83-5896

【とき】11月 18日（日）　※雨天決行
　スタート：午前 9時 30分
【コース】真岡市総合運動公園多目的広場を発着および
中継所とする周回コース :６区間、総距離17.2 ㎞
　1区・3区・5区・6区：3.1km
　2区・4区：2.4km
【部門】①中学生男子の部 ②一般の部 ③女子の部
【参加料】5,000 円（中学生チームは除く）
　※参加料は監督者会議時に納入してください。
【申込方法】10月 26日（金）までに参加申込書（総
　合体育館に用意）を記入の上、下記へ持参または
　FAXで申し込みください。
　※詳細については、下記までお問い合わせください。
【問い合わせ】真岡市総合体育館内体育協会事務局
　☎84-2811 FAX84-6258（平日8:30～17:00）

第49回真岡市駅伝競走大会第49回真岡市駅伝競走大会
参加チーム募集参加チーム募集

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
　市では、コンビニ交付の手数料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 24
日（水）午前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、必要事項（応募の動機、
氏名、年齢、性別、職業、住所、電話番号）を記
入して、持参または郵送、FAX、Eメールで送付。

【締切日】10月 1日（月）必着
※選考結果については、1週間以内に応募者に通知
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市役所総務課総務文書係 ☎ 83-8106
　FAX82-1065 E ﾒｰﾙ：soumu@city.moka.lg.jp

マナーアップ！あなたが主役ですマナーアップ！あなたが主役です
秋秋のの交通安全県民総ぐるみ運動交通安全県民総ぐるみ運動
【期間】9月 21日（金）～ 9月 30日（日）
【運動の基本】子どもと高齢者の交通事故防止

秋の交通安全運動秋の交通安全運動
トラフィック・セーフティーフェスティバルトラフィック・セーフティーフェスティバル
　皆藤愛子さん、「流れ星」さんが交通安全を呼びかけ
ます！交通事故「0」ドーナツ先着500個プレゼント
【とき】9月 22日（土）午後 1時 30分から
【ところ】にのみや“とちおとめ”ホール（生涯学習館）大ホール
【問い合わせ】市民生活課交通安全係 ☎ 83-8110
　真岡警察署 ☎ 84-0110

   10 月 10 月のの結婚相談会　結婚相談会　
と　き と　こ　ろ

 3日（水）午前10時～11時 二宮コミュニティセンター
20日（土） 青年女性会館
【対象】男性は市内在住・勤務の方、女性は要件無し
【持ち物】写真（上半身 2種類、L判 縦 13cm×横
9cm以内）、本人確認書類（運転免許証等）

【主催】真岡市縁組センター
【問い合わせ】出会い結婚サポートセンター ☎ 83-1234

栃木県市町合同差押財産公売会栃木県市町合同差押財産公売会
県と県内市町の合同で、税金の滞納により差し押さ
えした物品を公売する「公売会」を実施します。

公売実施概要公売実施概要
【とき】9月27日（木）
　〔下見会・受付〕午前10時～正午〔公売会〕正午～
【ところ】栃木県河内庁舎　本館 5階　大会議室
　（〒 321-0974　宇都宮竹林町 1030-2）
【公売方法】会場せり売り方式（オークション形式）
※詳しくは、下記の県ホームページをご覧ください。
　http://www.pref.tochigi.lg.jp/b07/life/zeikin/
　zeikin/zei.html
【問い合わせ】宇都宮県税事務所 特別整理担当 公売担当
　☎ 028-626-3171
　納税課納税推進係 ☎ 83-8489 FAX83-6205


