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市議会 ９月定例会日程市議会 ９月定例会日程

９９
月月

1日（水）10:00～ 開会
8日（水）10:00～ 質疑・一般質問
9日（木）10:00～ 質疑・一般質問
10日（金）10:00～ 質疑・一般質問（予備日）
14日（火）10:00～ 民生文教常任委員会
15日（水）10:00～ 民生文教常任委員会
16日（木）10:00～ 産業建設常任委員会
17日（金）10:00～ 産業建設常任委員会
21日（火）10:00～ 総務常任委員会
22日（水）10:00～ 総務常任委員会
28日（火）10:00～ 決算審査特別委員会
30日（木）10:00～ 閉会

25日（水）10:00～ 議会運営委員会8月8月

問 議事課 ℡ 83-8176

児童扶養手当児童扶養手当のの現況届提出現況届提出
【とき】8月 24日（火）、25日（水）
　午前 9時～午後 7時
【ところ】市公民館　第 3・4会議室
【対象】児童扶養手当受給資格者
※一部支給停止適用除外事由届の案内が 6月に
届いた方は、現況届時に提出ください。
※令和 3年度児童扶養手当現況届において、全
部停止見込みの方は、郵送で提出ください。
郵送対象者には 7月 20 日付の通知で案内し
ています。
問 こども家庭課子育て支援係 ℡ 83-8131

◆行政相談 行政への意見・要望

7日（火）
9:30 ～ 11:30 二宮コミュニティセンター

14 日（火）
9:00 ～ 12:00 総合福祉保健センター

◆人権相談　虐待・DV・差別

9月の人権相談
中止

電話相談を実施
「みんなの人権 110番」
℡ 0570-003-110

◆法律相談　（真岡市民に限る）
14日（火）

10:00 ～ 12:00
8/27（金）8:30～予約受付

総合福祉保健センター

◆心配ごと相談
7、21、28日（火）
9:00 ～ 12:00

※電話相談可（℡82-8844）
　受付時間9:00～11:30

総合福祉保健センター

14 日（火）
9:00 ～ 12:00 市公民館大内分館

行政相談：情報政策課広報広聴係 ℡ 83-8100
人権相談：社会福祉課社会福祉係 ℡ 81-6943
そ の 他  ：社会福祉協議会 ℡ 82-8844

料金無料
秘密厳守 9 月の各種相談日

6:00
8:00
10:00

12:00
16:00
18:00
22:00

◆ JUMP UP もおか
「コラボーレもおか」
「真岡市若者・子育て世代定住促進住
宅取得支援事業」
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◆コットンタイム
「真岡まちづくりプロ
ジェクトまちをつく
ろう第 4回できると
いいなをカタチにす
る発表会」
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◆わくわく体操
8 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
「高勢町親子でじゃ
が芋堀り」

「大岡勝好 作陶展」

【8 月 23日（月）～ 8月 29日（日）放送内容予定】

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005

市営住宅の入居者を募集市営住宅の入居者を募集

問 建設課住宅係 ℡ 83-8694

【受付期間】8月 23日（月）～9月 2日（木）
　（土曜・日曜日を除く 8:30 ～ 17:15）

※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】障がい者世帯
三ノ宮市営住宅 1階・1LDK 1戸 山前小・山前中

東郷市営住宅 2階・3LDK 1戸 真岡東小・真岡東中

住宅名住宅名 階・間取り階・間取り 戸数戸数 学区学区
東郷市営住宅 3階・3LDK 4戸 真岡東小・真岡東中
錦町市営住宅 3階・3LDK 1戸 久下田小・久下田中

♦【一般部屋】

防災リーダー養成研修防災リーダー養成研修

問 くらし安全課危機管理係 ℡ 83-8396

　地域の防災力向上のため、受講者を募集します。
研修の詳細は下記へ問い合わせください。
【とき】10/16、11/13、12/18、1/15、2/12
　（各土曜日、全５回）
【ところ】開催日によって異なります
【対象】市内在住または在勤で、長期にわたり防
災リーダーとして活動できる方で、全ての研
修に参加できる方
※防災には女性の視点が必要です。女性の積極
的な参加をお待ちしています。

【募集人数】15人
【受講申し込み】9月 17日（金）まで
※本講習は、NPO法人日本防災士機構が実施し
ている「防災士」資格取得とは関連しません。

真岡市若者・子育て世代真岡市若者・子育て世代

定住促進住宅取得支援事業定住促進住宅取得支援事業
9月1日から受付開始9月1日から受付開始

問 建設課住宅係 ℡ 83-8694

　若者の市内定住促進と子育て世代の負担軽減
を図るため、市内に住宅を取得し定住する若者・
子育て世代に対し、取得した住宅に係る固定資
産税相当額の一部を課税された初年度から最長
で 3年間補助します。
　要件などの詳細については、市HPで確認く
ださい。
【受付期間】9月 1日（水）～ 10月 29日（金）
　（土曜・日曜日・祝日を除く 8:30 ～ 17:15）
【申請方法】申請書を建設課、二宮支所
または市HPから取得し、必要事項
を記入のうえ、関係書類を添えて、
下記へ提出 市HP

真岡市まちのお休み処もめん茶屋真岡市まちのお休み処もめん茶屋のの
指定管理者指定管理者をを募集募集

問 商工観光課観光係 ℡ 83-8135

廃校利活用事業廃校利活用事業にに関関するする
サウンディング調査サウンディング調査

問 財政課管財係 ℡ 83-8103 
　 メール：zaisei@city.moka.lg.jp

廃校利活用事業に関心がある事業所と、対話
形式による意見交換を通じて、実現可能性の高
い事業内容や公募条件等の調査をするものです。
下記へ問い合わせください。
【対象者】本事業に関心のある法人
【応募期間】9月 30日（木）まで
【対象施設】旧東沼小学校、旧中村南小学校

【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】建設課にて申込書を配布しています。
必要事項を記入し、関係書類を添えて、
下記へ申し込みください。
※先着順での受け付けとなります。 市HP

熱中症対策をしましょう！熱中症対策をしましょう！
①暑さを避けましょう
②人と十分な距離（2m）をとり、
　適宜マスクを外しましょう
③こまめに水分を取りましょう

新型コロナ感染拡大中！新型コロナ感染拡大中！
不要不急の外出自粛！不要不急の外出自粛！

現地説明会現地説明会
【とき】9月 7日（火）午前 11時から
【ところ】真岡市まちのお休み処もめん茶屋
　（荒町 2165 番地 1）

募集要項の配布募集要項の配布
【とき】9月 15日（水）まで
　午前9時～午後5時（土曜・日曜日、祝日は除く）
【ところ】本庁舎 4階 商工観光課窓口
※募集要項は、市HPからも取得できます。

申請書受付申請書受付
【とき】9月 16日（木）～ 28日（火）
　午前9時～午後5時（土曜・日曜日、祝日は除く）
【提出方法】商工観光課へ直接お持ちください。

市役所“青空ステーション”市役所“青空ステーション”
 ご利用ください ご利用ください

　真岡まちづくり
プロジェクトの実
験として、市役所
2階青空ステーショ
ンの利用時間を延長しています。夏休みの宿題
や昼食、打合せなど、ぜひご利用ください。ど
なたでも利用可能です。

問 財政課管財係 ℡ 83-8103

開館時間開館時間
月・火・木・土・日 午前 9時～午後５時

水・金 午前 9時～午後 7時


