
第50回 真岡市駅伝競走大会第50回 真岡市駅伝競走大会
交通規制交通規制ににご協力ご協力くださいください

【日時】11月 10日（日）
交通規制時間帯　午前 9時 30分～正午

この区間の道路は、車両は進行方向矢印の片
側通行となります。迂回にご協力ください。
大型車両は通り抜けできません。
ランナーが走行しますので、ご注意ください。
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【問い合わせ】スポーツ振興課
　☎ 84-2811 FAX84-6258

国民年金納付相談会国民年金納付相談会をを実施実施
　年金事務所の職員が出張窓口にて、国民年
金保険料の納付相談にお答えします。国民年
金の保険料を納めることが困難な方、なるべ
く安くしたい方、ぜひお越しください。
【とき】11月 12日（火）午後 2時～ 7時
【ところ】市公民館　第 7会議室
【問い合わせ】国保年金課国民年金係
　☎ 83-8593 FAX83-6205
　二宮支所 ☎ 74-5004 FAX74-1250
　宇都宮東年金事務所 ☎ 028-683-3211

12/8（日）年末市内一斉清掃12/8（日）年末市内一斉清掃
　公共の場所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缶・
ビン ③枝・落ち葉・草 ④その他 の４種類

【その他】雨天中止（順延なし）　
※中止の場合、午前７時に防災無線で通知
【問い合わせ】環境課清掃係
　 ☎ 83-8126 FAX83-5896

秋秋のの全国火災予防運動全国火災予防運動
11 月 9 日（土）～ 15 日（金）11月 9日（土）～ 15日（金）

ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心
　これからの季節は、空気が乾燥し火災が発生
しやすいため、十分注意しましょう。住宅では、
火を使う場所だけではなく、建物周辺にも燃え
やすいものは置かないようにしましょう。さら
に、逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を
設置しましょう。
※期間中、8時と 19時にサイレンを鳴らします。
【申し込み・問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合
　消防本部 真岡消防署 ☎ 82-3161

自動交付機自動交付機をを廃止廃止しますします
市では、コンビニで住民票など各種証明書を取

得できる「コンビニ交付」の開始に伴い、令和 2
年 3月 31日から、市役所正面玄関に設置してい
る自動交付機を廃止予定です。今後はより身近で今後はより身近で
便利なコンビニ交付をお勧めします。便利なコンビニ交付をお勧めします。
※コンビニ交付にはマイナンバー※コンビニ交付にはマイナンバー
　カードが必要です。　カードが必要です。
【問い合わせ】市民課窓口係
　 ☎ 83-8117 FAX83-8514

使いやすい年間スケジュール帳 令和2年版使いやすい年間スケジュール帳 令和2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㎝×7.6㎝）440円（税込）
　通常判（14.7㎝× 8.9cm）550 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】総合政策課統計係
　☎ 83-8109 FAX83-5896

第26回第26回 真岡地区公民館まつり真岡地区公民館まつり
【とき】11月3日（日）午前9時30分～午後2時頃
【ところ】青年女性会館　※雨天決行
【駐車場】青年女性会館南東側砂利駐車場
【抽選会】午後1時開始予定。参加する方は、真
岡地区内の家庭に配布したチラシに付いている
抽選引換券を、切り取って持参ください。
※抽選券の引き換えは、開会式終了後
　から午後 0時 30分まで
【問い合わせ】市公民館真岡西分館
　☎84-6781 FAX84-6936（日曜・月曜・祝日休）
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◆小学校運動会

令和 2 年度令和 2 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】11月 29日（金）まで
【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
※出生前の申し込みは、令和 2年度中に職場復
　帰する方などが対象です。
【申し込み】保育課、二宮支所、市HPに設置し
　てある上記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
する方は、直接施設へ申し込みください。

【申し込み・問い合わせ】保育課保育係
　☎ 83-8035 FAX82-2340
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◆わくわく体操　
11 月のテーマ
「ウォーキング」
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◆コットンタイム
「第 23回 真岡市わ
たの花趣味クラブ
発表会【前編】」
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◆いちごショートケーキ
「栃木県・真岡市総合防災訓練」
「第 13回中村地区交通安全・暴走族追放運動
 パレード」
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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
「秋の全国火災予防運動について」
もおかインフォ
「児童虐待防止推進月間について」
「マイナンバーカード申請時来庁方式について」

長田小 11/5 8:00 ～ 11/9 8:00 ～
【問い合わせ】情報政策課情報管理係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

【11月4日（月）～11月10日（日）放送内容予定】

 
　期日前投票立会人とは、投票が公正に行われる
よう、期日前投票に立ち会っていただく方です。
【対象者】市の選挙人名簿に登録されている方
【立会日】各選挙において 2、3日程度（見込み）
【立会時間】午前 8時 30分～午後 8時
【立会場所】市公民館真岡西分館、二宮コミュニ
　ティセンター、イオンタウン真岡のいずれか
【報酬】日額 9,600 円（源泉徴収あり）
【申し込み】12月 20日（金）までに、下記また
は二宮支所の窓口、市HPに設置してある応募
用紙に必要事項を記入の上、下記へ直接申し込み

※申し込みをした方は、期日前投票立会人
　候補者として名簿に4年間登録し、選挙
　の都度、立ち会いの意思を確認します。
【問い合わせ】選挙管理委員会 ☎83-8190 FAX83-8082

JUMP UP もおか プレミアム付商品券JUMP UP もおか プレミアム付商品券
期限期限内内にに申請申請を！を！

　10月 1日からプレミアム付商品券を販売して
います。商品券の購入を考えている方は、期限
内に申請してください。
【申請期限】11月 30日（土）まで（消印有効）
【対象】2019 年度住民税非課税者（住民税課税
者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護
者などは対象外）　

【申し込み・問い合わせ】社会福祉課プレミアム付
　商品券申請受付窓口　☎ 81-6610 

学ぼう!本気のラジオ体操!!学ぼう!本気のラジオ体操!!
「ラジオ体操講習会」参加者募集「ラジオ体操講習会」参加者募集

【とき】11月14日（木）午前10時～11時
　（受付：午前 9時 45 分～）
【ところ】総合体育館　【参加料】無料
【持ち物等】動きやすい服装、タオル、
　上履き（運動靴）、飲み物
【講師】公認 1級ラジオ体操指導士 田邊 恭子 氏
【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

時

恭子 氏

生垣づくり生垣づくりをを補助補助しますします
　潤いと安らぎのあるまちづくりを進めるため
に、生垣づくりの費用の一部を助成します。
【補助金額】１ｍあたり3,000円（上限60,000円）
【補助対象】過去に当補助を受けた方は対象外
　●住宅や事業所等の敷地内に生垣を植栽する
　●生垣総延長 5m以上かつ一般通行用道路に
　　3m以上面している
　●樹木の高さが 50cm 以上あり 1mあたり 2
　本以上植栽する
※生垣を植栽する前に、下記へ申請が必要です。
【申し込み・問い合わせ】都市計画課維持管理係
　☎ 83-8724 FAX83-8879

石塀等石塀等のの撤去撤去をを補助補助しますします
　災害を未然に防止するため、危険な塀の撤去
等について、工事費用の一部を補助します。
【補助対象】3段積み以上で高さが 80cm以上
【補助対象工事】
　●塀を撤去する工事（道路・隣地沿い）　
　●塀の高さを65cm以下にする工事（道路沿い）
　●塀を法令の基準に適合させる工事（道路沿い）
【補助額】
　●道路沿い：最高 15万円（令和 3年 3月末
　以降は 10万円）　●隣地沿い：最高 10万円
※撤去後は、下記の生垣づくり補助制度を
　活用ください。
※詳細は、下記まで問い合わせください。
【問い合わせ】建設課建築係
　☎ 83-8150 FAX83-6240
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 期日前投票立会人 期日前投票立会人をを募集募集
　『博士の愛した数式』（117分）を上映します。
視覚や聴覚に障がいのある方でも一緒に楽しめ
る、日本語字幕と音声ガイド付きの上映です。
【とき】11月 30日（土）午後 1時 30分から
【ところ】二宮分館 3 階 304 ギャラリー
【定員】30人（どなたでも参加可）
【申し込み】不要
【問い合わせ】二宮図書館　☎ 74-0286

入場料入場料
無料無料

二宮図書館二宮図書館
バリアフリー映写会バリアフリー映写会

市HPQR ｺｰﾄﾞ

経済センサス -基礎調査経済センサス -基礎調査
を実施していますを実施しています

　この調査は、調査員が全国すべての事業所の
活動状態を実地に確認し、新たに把握した事業
所などには調査票を配布します。調査員は、「調
査員証」を携行しています。調査へのご理解・
ご回答をよろしくお願いします。
【調査期間】令和 2年 3月 31日まで
【問い合わせ】総合政策課統計係
☎ 83-8109 FAX83-5896
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