
下記下記のの計画計画についてについてご意見ご意見ををお寄せお寄せくださいください《 《 パブリックコメントパブリックコメント制度 》制度 》
【閲覧方法】下記窓口や市公民館、各分館、二宮支所、市HPで閲覧できます。
【応募方法】所定の記入用紙または任意の様式に、ご意見・住所・氏名・電話番号を
明記の上、下記窓口・郵送・FAX・Ｅメールで応募ください。

　（窓口での受付は平日 8:30 ～ 17:15）

第 7 次真岡市行政改革大綱（案）および実施計画（案）
【計画の趣旨】さらなる市民サービスの向上と効率的な行政運営に向けて、本市での行政改革の基本方針や
具体的な取組内容について策定するものです。

【募集期間】12月 11 日（金）～令和 3年 1月 8日（金）必着　※詳しくは下記へ問い合わせください。
問 〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地　総務課総務文書係 ℡ 83-8106 FAX82-1065
　 E メール：soumubunsyo@city.moka.lg.jp

市 HPQR ｺｰﾄﾞ

発熱患者等発熱患者等のの受診方法受診方法がが変更変更

【受診・相談センター】℡ 0570-052-092【受診・相談センター】℡ 0570-052-092

①発熱等の場合、かかりつけ医など最寄りの①発熱等の場合、かかりつけ医など最寄りの
医療機関に電話相談する。医療機関に電話相談する。

②かかりつけ医など最寄りの医療機関に連絡②かかりつけ医など最寄りの医療機関に連絡
できない場合は、受診・相談センター（コーできない場合は、受診・相談センター（コー
ルセンター）に連絡する。診療・検査医療ルセンター）に連絡する。診療・検査医療
機関を案内します。機関を案内します。

外国人おもてなし外国人おもてなし
英会話セミナー英会話セミナー

　外国人のおもてなしのコツを人気通訳ガイドの
講座とロールプレイで楽しく学びましょう。
【とき】
《入門編》令和 3年 1月 24日（日）
《中級編》令和 3年 2月 16日（火）
【ところ】市役所本庁舎　401・402 会議室
【定員】15～ 30人（先着）
【申し込み】申込書を「True Japan Tour ㈱」　
　へWEB、FAX、メールにて提出
True Japan Tour ㈱ ℡ 03-6432-0194

　FAX 03-6432-0042
　Eメール：tochigijinzai@ijcee.com
問 〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地
　 商工観光課観光係 ℡ 83-8135

WEB申し込み
ﾌｫｰﾑ QR ｺｰﾄﾞ

年末市内一斉清掃中止年末市内一斉清掃中止
　新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、
12 月 13 日（日）に実施を予定していた「年末
市内一斉清掃」は中止になりました。
　突然の中止決定となりましたが、
ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
問 環境課ごみ減量係 ℡ 83-8126

真岡市防災ラジオ真岡市防災ラジオ
休日販売会休日販売会をを開催開催します

【とき】12月 12日（土）、13日（日）
　午前 8時 30分～午後 5時 15分
【ところ】市役所本庁舎 1階ロビー
【持ち物】代理購入の場合は、代理人の身分証明
書（免許証等）が必要となります。
問 市民生活課危機管理係 ℡ 83-8396

ますます

犯罪被害者等支援巡回犯罪被害者等支援巡回
パネル展示パネル展示をを実施実施しますします
小さな勇気　きっとだれかの　大きな支え

【とき】12月16日（水）～22日（火）【とき】12月16日（水）～22日（火）
　午前8時30分～午後5時15分　（土・日含む）　午前8時30分～午後5時15分　（土・日含む）
※12月16日は、午後３時頃から展示開始※12月16日は、午後３時頃から展示開始
【ところ】市役所本庁舎　１階展示スペース【ところ】市役所本庁舎　１階展示スペース
　（１階市民ロビー北側）　（１階市民ロビー北側）
問 市民生活課市民生活係 ℡ 83-8394

農地利用最適化推進委員募集農地利用最適化推進委員募集
【募集人数】1人
【任期】委嘱の日～令和 5年 7月 19日
【応募資格】農地等の利用の最適化の推進に熱意
と識見を有する方

【業務内容】
①農地利用の最適化推進に係る業務
②農地中間管理機構と連携して行う業務
③人・農地プラン実質化の地域の調整役
【担当地区】長沼地区13区域（青田北・南、堀込、
　砂ケ原東・西、上大曽、上谷貝、谷貝新田）
【報酬】月額 41,000 円
【受付期間】
　12月 14日（月）～令和 3年 1月 13日（水）
【推薦・応募方法】必要書類を記入し、添付書類
　と共に下記窓口へ提出
※必要書類は、下記窓口で配布または、
　市HPに掲載しています。
問 農業委員会事務局　℡83-8188 市HPQR ｺｰﾄﾞ

2021年 3月（予定）2021年 3月（予定）
マイナンバーカードマイナンバーカードがが保険証保険証
としてとして利用利用できるようになりますできるようになります
　保険証として利用するには、事前登録が必要
です。ご自宅のパソコンやスマートフォンから
登録ができます。
◆専用機械を設置しました
　手続きが困難な方のために、国保年金課窓口に
利用登録の専用機械を設置しました。職員が操作
方法を説明しますので、ぜひご利用ください。
【持ち物等】マイナンバーカード、
　パスワード（カード交付時に設定
　した 4桁の数字）
問 国保年金課 ℡ 83-8123
　 二宮支所 ℡ 74-5002

事前登録
はこちら

「マイナポータル」
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う。
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問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005
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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
「チャットパレスにおけるグランピング施設
の実証事業」について
もおかインフォ
「年末年始の防犯対策」について
「コラボーレもおか」
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◆わくわく体操
12 月のテーマ「猫背予防」

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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◆いちごショートケーキ
真岡市立長沼中学校「あすチャレ！スクール」
第34回 芳賀教育美術展表彰式

【12 月14日（月）～12月20日（日）放送内容予定】

◆真岡市議会放送予定
　閉会　12月 16日
　9:55 ～（生中継）18:00 ～（再放送）

年末年末のの交通安全県民総交通安全県民総ぐるみぐるみ運動運動
年末年始特別警戒年末年始特別警戒

　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。

マナーアップ！あなたが主役です
年末の交通安全県民総ぐるみ運動

【期間】12月 11日（金）～ 31日（木）
【運動の重点】
①子供と高齢者の交通事故防止
②安全運転の励行と飲酒運転等の根絶
③「原則ハイビーム」と「ライト４（フォー）運動」
の推進（午後 4時以降は前照灯を点灯すること）
みんなでなくそう　年末年始の事件事故

年末年始特別警戒
【期間】12月 11日（金）～ 1月 3日（日）
問 市民生活課交通安全係 ℡ 83-8110

）

家庭でのマスクの捨て方家庭でのマスクの捨て方
使用したマスクは、ごみ袋等に入れ、しっか

り封をしてから排出するなど、適正に処理をし
ましょう。　もえるごみを出す際は、
「ごみ袋いっぱいまで入れない」「ご
み袋はしっかりしばって封をする」
を心がけましょう。
問 環境課ごみ減量係 ℡ 83-8126

12：00 ～ 12：30　/　19：00 ～ 19：30（再放送）
12/14（月） 12/15（火） 12/16（水） 12/17（木） 12/18（金）

ラジオ保健室 地域おこしキョー
リョクタイム

チャットパレス 成人式のお祝い品に
ついて
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詳しい番組表は詳しい番組表は
FMもおかHPFMもおかHP
で確認できますで確認できます

冬季休業中冬季休業中のの学校閉庁日学校閉庁日
　令和 2年 12月 28日（月）は、市内小中学校
において、教職員が不在となります。
　学校に関する問い合わせについては、
下記へお願いします。
問 学校教育課指導係 ℡ 83-8181

FMもおかをスマホアプリでFMもおかをスマホアプリで
　11 月 15 日に開局した“FMもおか”は、ス
マホアプリ「FMプラプラ」で聞くことがます。
ぜひご利用ください。
【利用方法】
① FMプラプラを右のQRコードから
　ダウンロードする
②「設定」-「放送局を選択」から
　「FMもおか」のアイコンをクリック
③「お気に入り」と「アイコンに設定
　する」をオンにする
問 情報政策課情報管理係 ℡ 83-8496

FMプラプラ
ダウンロード
QRコード

都合により、番組内容や放送時間が変更となる場
合があります。詳しくは、いちごチャンネルデー
タ放送、スマホアプリの番組ガイド、EPG（電
子番組表）を確認ください。


