
ヘルプカード・ヘルプマークヘルプカード・ヘルプマーク
をを配布配布していますしています

　市では、障がいがある方や難病を患っている方など
が、携帯することで日常生活で困ったときや緊急時に、
周囲の人に支援や配慮を求めやすくするための「ヘル
プカード」・「ヘルプマーク」を配布しています。
【配布場所】
　市役所 社会福祉課障害者福祉係
　二宮支所 福祉国保窓口係
　真岡市社会福祉協議会
【問い合わせ】社会福祉課障害者福祉係
　☎ 83-8129 FAX83-8554
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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
【12月 10日（月）～12月 16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

※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）

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）
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
【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 )、本人確認書類（原本）の確認
②通知カード返納③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。

【問い合わせ】市民課窓口係 ☎ 83-8117 FAX83-8514

国民年金納付相談会国民年金納付相談会をを開催開催
　国民年金を納める事が困難な方や、お得に納めた
い方へ、年金事務所の職員が、国民年金保険料の納
付相談を、出張窓口を開いてお答えします。
【とき】12月 19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204会議室
【申し込み・問い合わせ】
　宇都宮東年金事務所 ☎028-683-3211（自動音声2）
国保年金課国民年金係 ☎ 83-8593 FAX83-6205
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎74-5004 FAX74-1250

～推薦してください～～推薦してください～
中小企業中小企業のの優秀社員優秀社員をを表彰表彰
　市では事業所長が推薦する方を優秀社員として
表彰しています。次の①～⑤すべてに該当する方が
いる場合には商工観光課まで推薦してください。
①真岡市内に本社を有する社員50人以下の同一事
　業所に、8年以上勤務する正社員およびパート社員
※身障者手帳を有する者は 5年以上
　勤続年数基準日は平成 30年 12月 31日現在
②以前に同種の表彰を受けていない方、または受
　賞後 10年以上経過した方
③対象者の年齢については、おおむね65歳以下の方
④家族社員（事業主と同一生計の親族）やこれに
　準ずる方、役職員（経営権を持つ役員）は除く
⑤市外居住者でも可
※事業所、事業主、推薦を受ける方は税金を滞納
　していないこと

【提出物】所定の推薦書（商工観光課窓口、市ホー
ムページからも印刷可）、勤続年数を証明する書
類（8年以上前の給与台帳の写し・社会保険証の
写しなど）、各 1部

【申込期限】12月 28日（金）まで
【申し込み・問い合わせ】真岡市荒町 5191 番地　
　商工観光課勤労者係　☎83-8134 FAX83-0199

技能検定合格者技能検定合格者をを表彰表彰しますします
市では、市内に在住している方で、技能検定1級およ

び単一等級の合格者への表彰を行っています。下記の
条件を満たす方は、商工観光課までお知らせください。
【表彰対象者】平成 29年度後期、平成 30年度前期
技能検定試験の 1級および単一等級合格者で市
内在住の方

【報告】対象者がいる場合には、合格証書の写しを
下記窓口まで持参いただくか、郵送または FAX
でご提出ください。

【申込期限】12月 19日（水）まで

空家等空家等のの水道中止届水道中止届のの
提出提出ををお願いしますお願いします

　空家等で長期間使用されていない水道を、そのま
まにしておくと、使用がなくても基本料金がかかっ
てしまいます。また、凍結により漏水が起こる可能
性もありますので、空家等を所有されている方は、
水道課に中止届の提出をお願いします。
【問い合わせ】水道課料金担当 ㈱日本ｳｫｰﾀｰﾃｯｸｽ
　☎ 83-8166 FAX84-7512

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

　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（火）～ 31 日（月）
【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「ライ
ト 4（フォー）運動」の推進

年末年始特別警戒実施
【実施期間】12 月 11 日（火）～ 1月 3日（木）
【スローガン】みんなでなくそう 年末年始の事件事故
【問い合わせ】市民生活課交通安全係☎ 83-8110 
　市民生活係☎ 83-8394（共通）FAX83-8392

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
12/9（日）年末市内一斉清掃12/9（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。
　※雑草や木の枝は、雑草・木の枝だけを袋に入れ
　る（雑草は必ず袋に入れる）か、袋に入れない
　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）　
※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
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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
「ごみの減量化について」
・もおかインフォ
「平成 30 年度全国学力・学習状況調査および
とちぎっ子学習状況調査」
「マイナンバーカード出張・申請交付サービス」

6:25
8:25
10:25
12:25
16:25
18:25
22:25 

◆わくわく体操　
12月のテーマ
「猫背予防」

7:00
9:00
11:00
13:00
17:00
19:00
23:00

◆行ってみっぺ！
 もおか
「手打ちそば
 かめやま」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「久下田小学校音楽集会」

◆真岡市議会放送予定
【一般質問】12/10　10:00～（生中継） 18:00～（再放送）
【一般質問】12/11　10:00～（生中継） 18:00～（再放送）
【一般質問（予備日）】12/12　10:00～（生中継）18:00～（再放送）
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8:30
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12:30
16:30
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22:30

◆いちごショート
  ケーキ
「市場感謝デー」
「第 69回芳賀郡
市教育祭」

。

第5回はが路ふれあいマラソン開催第5回はが路ふれあいマラソン開催【とき】12月 16日（日）　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 5 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しますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

【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（日曜・月曜日は除く）

真岡市デマンドタクシー予約センター真岡市デマンドタクシー予約センター
臨時嘱託員募集臨時嘱託員募集

【職務内容】電話予約受付および車両配車事務をパ
　ソコンを使って行います。
【勤務時間】 ①午前 7時 30分～午後 0時 30分
　　　　　 ②午後 0時 30分～ 5時 30分
　　　　　 （土曜・日曜・祝日・年末年始は休み）
【勤務場所】真岡駅西口いちごタクシー予約センター
【募集人数】2人程度
【雇用期間】平成31年 1月 5日から 3月 31日まで
　（上記以降 1年ごとに継続契約があります）
【賃金】時給 850円（別に規定する交通費支給）
【応募条件】市内在住で、パソコンが使える方
【申込期間】12月10日（月）～12月20日（木）まで
【面接日】平成 30年 12月 26日（水）
【申込方法】市販の履歴書に自筆で記入し下記へ
　提出または郵送にて受付
【申し込み・問い合わせ】〒321-4306真岡市台町2474-1
　真岡鐵道株式会社総務課 ☎ 84-2911

使いやすい年間スケジュール帳 平成31年版使いやすい年間スケジュール帳 平成31年版
「栃木県民手帳」販売中!「栃木県民手帳」販売中!
～「とちぎ」に「あなた」に、身近な一冊～～「とちぎ」に「あなた」に、身近な一冊～

【販売場所】市役所本庁舎南側駐車場内 売店
【仕様】ビニール表紙（緑色・赤色）
【価格】ポケット判（12.4 ㎝× 7.6cm）432 円（税込）
　通常判（14.7 ㎝× 8.9cm）540 円（税込）
※県内一部コンビニエンスストア、書店、文具店で
　も販売しています。
【問い合わせ】企画課統計係 ☎83-8109 FAX83-5896


