
市議会 12月定例会日程市議会 12月定例会日程
11月11月 25日（月）10:00 ～ 議会運営委員会

12月12月

2日（月）10:00 ～ 開会
9日（月）10:00 ～ 質疑・一般質問
10日（火）10:00 ～ 質疑・一般質問
11日（水）10:00 ～ 質疑・一般質問（予備日）
12日（木）10:00 ～ 常任委員会（民生文教）
13日（金）10:00 ～ 常任委員会（産業建設）
16日（月）10:00 ～ 常任委員会（総務）
18日（水）10:00 ～ 閉会

【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176  FAX83-8714

議場コンサート議場コンサートをを開催開催
　市議会では、議場でコンサートを開催します。
【とき】12月2日（月）午前9時10分～9時40分
　（受付：午前 8時 40分から）
【ところ】市役所　市議会議場
【内容】「声楽アンサンブル dolce」による演奏
※午前 10時から本会議が始まります。

納納めためた国民年金保険料国民年金保険料はは全額全額がが
社会保険料控除社会保険料控除のの対象対象ですです
平成31年 1月～令和元年 12 月までに納めら

れた国民年金保険料の全額が控除対象です。
　平成 31 年 1 月 1 日～令和元年 9月 30 日ま
での間に、国民年金保険料を納付された方には、
年金機構より、「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が送付されますので、年末調整や
確定申告の際に、必ず持参ください。（令和元年
10 月 1 日～ 12 月 31 日までの間に、今年初め
て国民年金保険料を納付した方は、令和 2年 2
月上旬に送付予定です）
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
についての照会は、
【月曜～金曜日】午前 8時 30分～午後 7時
【第 2土曜日】午前 9時 30分～午後 4時
ねんきん加入者ダイヤル（ナビダイヤル）ねんきん加入者ダイヤル（ナビダイヤル）

☎ 0570-003-004☎ 0570-003-004
【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

中郷・萩田土地区画整理事業地内中郷・萩田土地区画整理事業地内

保留地の公売保留地の公売
【受付期間】11月 29日（金）～ 12 月 13日（金）
　午前 8時 30分～午後 5時（土曜・日曜を除く）
※ 12月 13日（金）は午後 3時まで
【申し込み】下記窓口にて受付
◆申込多数の場合は、12月17日（火）午前10時
　から抽選会を実施します。
◆個人・法人は問いません。
◆１区画に対し１世帯（１法人）一口

面積
(㎡ )

価格
（千円）

㎡単価
（円 /㎡）

用途地域
（容積率/建ぺい率）

① 545.76 13,153 24,100 第一種住居地域
（200/60）

※学区は真岡小・真岡東中
（学区については、区画整理事業実施前のもの
であり、今後、区画整理事業に伴う町名の見
直し等により変更となる場合があります）

公売箇所図公売箇所図 N

【申し込み・問い合わせ】区画整理課
　中郷・萩田指導係　☎83-8193 FAX83-6209

【申し込み・問い合わせ】建設課住宅係
　☎ 83-8694 FAX83-6240

　10月の定期募集で申し込みのなかった部屋に
ついて、随時募集を行います。
【受付期間】11月 25日（月）～ 12月 5日（木）
（土曜・日曜を除く午前8時30分～午後5時15分）

住宅名 間取り 戸数 その他
東郷市営住宅 3LDK 1戸 －
さくら市営住宅 3DK 1戸 －
【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】下記にて申込書を配付します。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。※先着順で受付

真岡市営住宅入居者募集真岡市営住宅入居者募集

【問い合わせ】建設課維持係　☎ 83-8148 FAX83-6240

　道路上に樹木が張り出していると、歩行者や車の通行
に支障が出るほか、標識やカーブミラーが見えにくくな
るなど、交通事故の原因となります。
　私有地に生えている樹木は、土地所有者の管理物です。
道路上に張り出した樹木が原因で、通行人が怪我したり、
車両が損傷したりすると、土地所有者が賠償責任を問わ
れる場合があります。
　通行者の安全と事故防止のため、自己所有地を確認の
上、所有者の責任において、剪定・伐採など、適切に管
理しましょう。

境界を越えた部分は、
剪定・伐採などを
行いましょう。

境界

私 有 地私 有 地 道　路道　路

公益社団法人 真岡市シルバー人材センター公益社団法人 真岡市シルバー人材センター
正職員募集正職員募集

【募集人数】1人（令和 2年 4月採用）
【勤務内容】一般事務
　（詳細はHP、ハローワーク求人募集に掲載）
【募集条件】35 歳以下で高校卒業以上の学歴を
有し、パソコン操作など実務経験がある方、
普通自動車免許所有の方（AT限定可）

【試験内容】書類選考、筆記・面接試験
【試験日】12月中旬（予定）
【申し込み】11月 29日（金）までに、
　下記窓口へ履歴書を持参してください。
【申し込み・問い合わせ】真岡市シルバー人材センター
　☎ 84-1110 FAX84-1109

シルバー人材
センターHP
QR ｺｰﾄﾞ

道路上道路上にに張張りり出出しているしている樹木樹木のの管理管理ををお願いお願いしますします

《 市民講座 》《 市民講座 》
成年後見制度成年後見制度についてについて
学学んでみませんかんでみませんか

　成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精
神障がいなどで、判断能力が不十分な方に対し、
預金管理や契約などの生活支援を行うものです。
【とき】12月12日（木）午前10時～11時 30分
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】講座内容に関心のある市民の方40人程度
【講師】成年後見センター・リーガルサポート
　栃木支部　小倉 宏美 司法書士
【申し込み】下記にて、電話で受付
【申し込み・問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
（地域包括支援センター）☎83-8132 FAX83-6335

12 月12月のの結婚相談会　結婚相談会　
【とき】21日（土）午前10時～11時
【ところ】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

　　　　タカアンドトシ /
　ウーマンラッシュアワー /
　ジャルジャル /ジャングルポケット /
　チョコレートプラネット /ミキ 他

真岡市民会館自主事業真岡市民会館自主事業

新春よしもとお笑いライブ新春よしもとお笑いライブ
in 真岡 2020　　　in 真岡 2020　　　

【とき】令和2年1月19日（日）午後7時30分開演
【ところ】市民“いちご”ホール　大ホール
【入場料】前売り 4,000 円、当日 4,500 円
現在、チケット発売中！！ ※全席指定
◆当日券は前売りが未完売の場合のみ販売
◆ 5歳以上有料、４歳以下膝上無料
◆購入されたチケットの払い戻しは不可　
【プレイガイド】市民会館（文化課）☎83-7731
　（日曜・祝日を除く 8:30 ～ 17:15）
　チケットよしもと ☎ 0570-550-100
　ローソンチケット ☎ 0570-084-003
【問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎83-7731 FAX83-4070（日曜・月曜・祝日休）

出　演出　演

参 加 料参 加 料
無 料無 料

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
● 税務課、市民課、二宮支所、いきいき高齢課、  
    保育課（一般事務補助）各 1人
● 介護認定調査員　1人
● 税務課（確定申告）5人
【勤務期間】令和 2年 3月 31日まで
　（14日間は試用期間）
※税務課（確定申告）については、
　令和2年1月 6日～3月 31日まで
【応募条件】①パソコン操作（word、excel）がで
きる方②普通自動車免許所有の方（AT限定可）

【勤務内容】市HP掲載の募集案内をご覧ください。
【月額賃金】日額 6,450 円
【申し込み】市販の履歴書に必要事項を記入し、
事前に連絡の上、下記へ本人が直接申し込み

【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

市HPQRコード

もおか
W e e k l y  N e w s
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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

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

◆わくわく体操　
11 月のテーマ
「ウォーキング」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「第 11回 SL の
走る街「コット
ンカップ」大会
（第１試合～準
決勝戦）」

6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちご
　ショートケーキ
「中村八幡宮
 例大祭」

6:00
8:00
10:00
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
「インフルエンザの
 予防について」
もおかインフォ
「冬の楽習情報」

【問い合わせ】情報政策課情報管理係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

【11月25日（月）～12月1日（日）放送内容予定】


