
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
「ストロベリーサポーター募集」について
もおかインフォ
「令和 2年分の確定申告」について

13:00
20:00

◆コットンタイム
「第 121回 町おこしふるさとの昔ばなし」
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◆わくわく体操
2 月のテーマ「転倒予防」

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
「未定」

【2 月 8日（月）～ 2月 14日（日）放送内容予定】

市HPQRコード

人間ドック・脳ドック人間ドック・脳ドック
受診費用を助成します受診費用を助成します

【対象】
①国民健康保険・後期高齢者医療保険加入中の方
　（国民健康保険については 35歳以上の方）
②国民健康保険税または後期高齢者医療保険料
　を滞納していない方
【助成額】受診費用（税抜き）の半額（上限 2万円）
※市の特定健診を受診する方は助成対
　象外（脳ドックのみ受診は助成対象）
　助成は令和 2年度で 1回のみです。
※詳しくは、市HPを確認ください。

 問国保年金課国民健康保険係 ℡ 83-8123
　 高齢者医療係 ℡81-3534 二宮支所℡74-5004

子子どものどもの学習支援 事業者募集学習支援 事業者募集
　真岡市生活困窮者自立支援事業におけ
る学習支援業務委託の公募型プロポーザ
ルについて、参加事業者の申し込みを受
け付けています。
　詳しくは、市HPを確認ください。
問 社会福祉課生活支援係 ℡ 83-6063

市HP
QRコード

公用車を売却します公用車を売却します
　公用車の削減に伴い、旧車両
を一般入札により売却します。
【入札物件】
①ホンダ　インスパイア　5人乗り
　（初度登録年月：平成 16年 5月）
②トヨタ　フォークリフト
　（初度登録年月：昭和 62年 6月）
【入札参加申請締切】2月 12日（金）
※車両の詳細や入札の手続きについて
　は、市HPを確認ください。
問 財政課管財係 ℡ 83-8103

市HPQRコード

　延長窓口および休日窓口で、カードの受け取
りを希望する方は、下記またはハガキにある
QR コードから予約ができます。待たずに受け
付けできますので、ぜひご予約ください。
【延長窓口】水曜日・金曜日 17:15 ～ 19:00
【休日窓口】第 2・4 日曜日 8:30 ～ 17:15
※受け付けは、本庁舎 1 階市民ロビー中央にあ
　る発券機から番号札をお取りください。
※予約のない方も受け取り可能ですが、
　予約の方を優先します。
※平日の 8:30 ～ 17:15 または、交付場
　所が二宮支所の方は予約不要です。
問 市民課窓口係 ℡ 83-8117

マイナンバーカードマイナンバーカード
受受けけ取取りのりの予約予約ができますができます

予約フォーム
QRコード

真岡市営住宅 入居者募集真岡市営住宅 入居者募集

問 建設課住宅係 ℡ 83-8694

【受付期間】2月 12日（金）まで
（土曜・日曜・祝日を除く 8:30 ～ 17:15）

住宅名 階・間取り 戸数
東郷市営住宅 3階・3LDK 2戸
高間木市営住宅 2階・3DK 1戸

住宅名 階・間取り 戸数
東郷市営住宅 2階・3LDK 1戸

住宅名 階・間取り 戸数
東郷市営住宅 1階・3LDK 1戸

住宅名 階・間取り 戸数
大谷台市営住宅 1階・2DK 1戸

【家賃】入居する部屋のタイプや収入、家族の人
　数により異なります。
【申し込み】建設課および二宮支所にて申込書を
配布しています。関係書類を添えて、下記へ
申し込みください。
※応募多数の場合は抽選

※3DK・3LDKは、複数人世帯優先
　 ただし、応募がなければ単身世帯でも入居可能

※優先部屋入居要件に該当する世帯が申し込み可能

●【優先部屋】ひとり親世帯

●【優先部屋】高齢者世帯

●【優先部屋】障がい者世帯

詳しくは
市HPにて

正正しいしい猫猫のの飼飼いい方推進月間方推進月間
　栃木県では、毎年 2月を「正しい猫の飼い方
推進月間」として制定しています。
　不幸な猫を増やさないよう、また、近隣や周
囲の人に迷惑を掛けることのないよう、適正に
飼育しましょう。

= 正しい飼育のポイント == 正しい飼育のポイント =

◆ 室内飼育をしよう
◆ 名札などで身元を表示しよう
◆ 不妊・去勢手術をしよう
◆ 室内飼育に努めましょう

問 環境課環境保全係 ℡ 83-8125
　 栃木県動物愛護指導ｾﾝﾀｰ℡ 028-684-5458

　市では、猫の適正な飼養を促すとともに野良
猫の増加を抑制するため、ペットの避妊手術に
かかる費用の一部補助を実施しています。
　詳しくは、下記へ問い合わせください。

問 議事課 ℡ 83-8176

1/14（木）～ 2/7（日）1/14（木）～ 2/7（日）

コロナ緊急事態宣言発令中コロナ緊急事態宣言発令中
◆◆不要不急の外出自粛不要不急の外出自粛

◆◆飲食店等の営業時間短縮飲食店等の営業時間短縮
特に、夜 8時以降の外出は控える特に、夜 8時以降の外出は控える

営業は夜8時まで営業は夜8時まで（酒類の提供は夜7時まで）（酒類の提供は夜7時まで）

駐車場駐車場のの一部一部がが
使用使用できなくなりますできなくなります

　市役所旧庁舎において、備品等の搬出運搬を
行うため、下記の日程で駐車場の一部が使用で
きなくなります。ご迷惑をお掛けしますが、ご
理解、ご協力をお願いします。
【期間】2月 8日（月）～ 3月 19日（金）

問 財政課管財係 ℡ 83-8103

新庁舎
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駐車禁止駐車禁止

N

真岡市電子図書館真岡市電子図書館がが
オープンオープンしましたしました

　電子図書館とは、パソコンやスマー
トフォン等を使い、市で購入した電子
書籍を閲覧できるサービスです。
【開館日】1月29日（金）から
【対象者】市内在住または在勤・在
　学で、図書館の利用者カードを持っている方
　（カードは 3年ごとに更新が必要）
※詳しくは真岡市立図書館HPを確認
　してください。

問 真岡市立図書館 ℡ 84-6151
　 生涯学習課生涯学習係 ℡ 82-7150

市立図書館HP
QRコード
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子

ひとり親世帯臨時特別給付金ひとり親世帯臨時特別給付金
　ひとり親世帯を支援するため、給付
金を支給しています。支給対象者の方
で、ひとり親世帯臨時特別給付金基本
給付の申請が未手続きの方は早めに手
続きをしてください。
問 こども家庭課子育て支援係 ℡ 83-8131

詳しくは
市HPにて
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市議会 ２月定例会日程市議会 ２月定例会日程
2月2月

12日（金）10:00 ～ 議会運営委員会
19日（金）10:00 ～ 開会

3月3月

1日（月）10:00 ～ 質疑・一般質問
2日（火）10:00 ～ 質疑・一般質問
3日（水）10:00 ～ 質疑・一般質問（予備日）

4日（木）10:00 ～ 常任委員会（民生文教）

5日（金）10:00 ～ 常任委員会（民生文教）

8日（月）10:00 ～ 常任委員会（産業建設）

9日（火）10:00 ～ 常任委員会（産業建設）

11日（木）10:00 ～ 常任委員会（総務）

12日（金）10:00 ～ 常任委員会（総務）

16日（火）10:00 ～ 予算審査特別委員会

18日（木）10:00 ～ 閉会


