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議会生中継
（一般質問 1日目）

議会生中継
（一般質問 2日目）

コラボーレもおか 「いちごのまち deイチゴ
ツーリズム」事業について
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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

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005 

【12月6日（月）～12月12日（日）放送内容予定】
【放送時間】午前6・8・10時、正午、午後4・6・10時

【放送時間】午後1時、午後8時
◆コットンタイム
　もおか若者会議（仮）

◆ JUMP UP もおか・ようこそ市長室へ
　新型コロナワクチン 3回目接種について
◆ JUMP UP もおか・もおかインフォ
　年末の交通安全県民総ぐるみ運動
　障害者週間、障害者スポーツとちぎ大会参加者募集
◆わくわく体操
　12月のテーマ「猫背予防」
◆いちごショートケーキ
　防火演奏会

小学校運動会（10月開催分）
◆午前 8時放送
　中村小：12/9、12/12
　長田小：12/10

◆午後 3時放送
　長田小：12/12

問 納税課納税推進係 ℡ 83-8489

国民健康保険が未納の方へ国民健康保険が未納の方へ

自動音声自動音声によるによる電話催告電話催告をを実施実施
　納期限までに国民健康保険税の納付が確認で
きない方に対し、自動音声電話で、未納につい
て説明および納付勧奨を実施します。催告の電
話は、発信専用番号（042-513-3918）で行い
ます。
　お手元の納付書を確認の上、納期限が過ぎて
いる税金がある場合は、早めの納付をお願いし
ます。納付後に電話催告があった場合は、行き
違いですのでご了承ください。
【実施日】12月 12日（日）

【申し込み】年金の請求手続きの際に、併せて給
付金の請求手続きを行ってください。既に年金
を受給している方で、新たに支給対象となる方
は 9月ごろに日本年金機構から郵送されてい
るハガキ（請求書）にて請求してください。

※日本年金機構からのハガキは、速やかに提出
　してください。（令和3年12月末 年金機構必着）
問 年金給付金専用ダイヤル ℡ 0570-05-4092
　 国保年金課国民年金係 ℡ 81-3534
　 宇都宮東年金事務所 ℡ 028-683-3211

年金生活者支援給付金制度年金生活者支援給付金制度
公的年金の収入等が一定基準額以下の方の生

活支援として、年金に上乗せする給付金です。
【支給対象者】
《老齢基礎年金受給者》以下の全てを満たす方
①世帯員全員の市町村民税が非課税であること
②前年の年金収入額とその他の所得額の合計が
　約 88万円以下であること
《障害・遺族基礎年金受給者》
　前年の所得額が約 472万円以下であること

問 建設課住宅係 ℡ 83-8694

【受付期間】12月 6日（月）～16日（木）
　（土曜・日曜日を除く 8:30 ～ 17:15）

【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。関係書類を添えて、下
記窓口へ申し込みください。（先着
順）

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
2階・3LDK 1戸

真岡東小・真岡東中
3階・3LDK 1戸

さくら市営住宅 3階・2DK 1戸 久下田小・久下田中

市HP

●【一般部屋】

真岡市まちのお休み処真岡市まちのお休み処 もめん茶屋もめん茶屋
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

募集要項の配布募集要項の配布
【とき】12月 7日（火）まで（土曜・日曜日は除く）
　午前 9時～午後 5時
【ところ】本庁舎 4階 商工観光課窓口
※募集要項は、市HPからも取得可。

現地説明会現地説明会
【とき】12月 7日（火）午後 3時から
【ところ】真岡市まちのお休み処もめん茶屋

申請書受付申請書受付
【とき】12月 13日（月）～ 22日（水）
　午前 9時～午後 5時（土曜・日曜日は除く）
【提出方法】商工観光課へ直接お持ちください。

問 情報政策課シティプロモーション係 ℡81-6947

令和 4年成人者のみなさまへ令和 4年成人者のみなさまへ
お祝い品の受け取り方法お祝い品の受け取り方法
　成人式お祝い品の受け取りには、専用フォー
ムでの申し込みが必要です。対象の方で式典に
参加しない方も受け取りが可能ですの
で、忘れずに申し込みください。
【申込期限】令和 4年 1月 16日（日）
【配送予定日】受付完了次第順次発送 専用フォーム専用フォーム

問 生涯学習課青少年係 ℡ 82-7152

令和 4年 真岡市成人式令和 4年 真岡市成人式
　令和 4年真岡市成人式を下記のとおり開催し
ます。
　対象の方で参加を希望される方は、案内状に
記載の申込フォームから申請してください。
　詳細は、案内状または市HPを確認ください。
【締め切り】12月 10日（金）

開催日開催日 令和 4年 1月 9日（日）

会場会場 市民“いちご”ホール（真岡市民会館）
大ホール

対象対象 平成 13（2001）年 4月 2日～
平成 14（2002）年 4月 1日生まれ

参加には事前申し込みが必要です。参加には事前申し込みが必要です。

【開催時間】午前の部　9時 30分開式

【開催時間】午後の部　14時 30分開式

対象地区対象地区 受付時間受付時間
真岡中学校卒業生真岡中学校卒業生 8:30 ～

真岡東中学校卒業生真岡東中学校卒業生 8:50 ～

真岡西中学校卒業生・真岡地区在住者真岡西中学校卒業生・真岡地区在住者 9:10 ～

対象地区対象地区 受付時間受付時間
中村中学校卒業生・中村地区在住者中村中学校卒業生・中村地区在住者
長沼中学校卒業生・長沼地区在住者長沼中学校卒業生・長沼地区在住者 13:30 ～

大内中学校卒業生・大内地区在住者大内中学校卒業生・大内地区在住者
山前中学校卒業生・山前地区在住者山前中学校卒業生・山前地区在住者 13:50 ～

久下田中学校卒業生・久下田地区在住者久下田中学校卒業生・久下田地区在住者
物部中学校卒業生・物部地区在住者物部中学校卒業生・物部地区在住者 14:00 ～

【その他】申し込み順により座席を指定します。
座席の変更はできません。申し込み
をしていない方は成人式に参加でき
ない場合がありますのでご注意くだ
さい。

市営住宅の入居者を募集市営住宅の入居者を募集

市HP市 HP

いちごいちご
チャンネルチャンネル

市HP市 HP

空空きき店舗店舗にに店店をを出出しませんか？しませんか？
真岡市中心市街地空き店舗活用事業真岡市中心市街地空き店舗活用事業

　中心市街地に魅力とにぎわいを創出し活性化につ
なげるため、一定区域内の空き店舗に新たに出店す
る事業者に対して、改装費と貸借料を補助します。
【対象区域】
　真岡地区：荒町、台町、田町地区の一部
　二宮地区：久下田地区、石島地区の一部

補助対象経費補助対象経費 補助率補助率 補助限度額補助限度額
改
装
費
補
助

改
装
費
補
助

店舗等を改善するため
の改装費や、店舗と一
体となって使用する備
品など

補助対象経費の
2分の 1以内

60万円
まで

家家
賃賃
補補
助助

空き店舗の貸借料
《補助期間》
開業した日の属する月
から12カ月

家賃の
2分の1以内

月 3万円
まで

※中心市街地に空き店舗等を所有してお
り、賃貸をお考えの方は「空き店舗バ
ンク」制度があります。
問 商工観光課商工業係 ℡ 83-8134
　 真岡商工会議所 ℡ 82-3305
　 にのみや商工会 ℡ 74-0324

市 HP市 HP

水道管の漏水調査水道管の漏水調査
　地下で発生している水道管からの漏水を早期
に発見するため、漏水調査を実施します。調査は、
道路上からお客さまの水道メーター付近まで行
います。調査員が、日中敷地内に立ち入る場合
がありますので、ご了承ください。
【調査期間】12月 6日（月）～ 24日（金）
【調査時間】昼間／午前 9時～午後 5時（道路上
および敷地内での作業）
　夜間／午後10時～午前5時（道路上での作業）
【調査区域】高勢町一丁目、高勢町二丁目、高勢
町三丁目

【調査業者】㈱サンスイ ℡ 048-783-0880

問 水道課工務係 ℡ 83-8168

水道管の現地調査水道管の現地調査
　水道管更新工事の設計業務委託に伴い、給水
管の調査を行います。調査員が敷地内に立ち入
る場合がありますので、ご了承ください。
【調査期間】12月 6日（月）～ 3月 18日（金）
【調査区域】さくら一丁目、さくら二丁目、さく
ら三丁目、さくら四丁目、久下田の一部

【調査業者】テクノ綜合開発㈱　℡ 83-5882

※委託業者は、市が発行した身分証明書を携帯
します。金銭等を請求することはありません。

水道課からのお知らせ水道課からのお知らせ

【お詫びと訂正】【お詫びと訂正】WeeklyNews もおか 11月 19
日号表面「12月の各種人権相談日」の記事に
ついて、場所の誤りがありましたので、訂正
してお詫びいたします。

7日（火）
17:00 ～ 19:00 総合福祉保健センター

7日（火）
17:00 ～ 19:00 市公民館第 2会議室

【正】◆人権相談

問 社会福祉課社会福祉係 ℡ 81-6943

【誤】◆人権相談


