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もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【1月 30日（月）～2月5日（日）放送内容予定】
◆ほっとステーションもおか
　トピックニュース、ようこそ市長室へ「リサイク
ルセンター基本計画」、広報もおかTV「今月の表紙、
市政ニュース（2月号）ほか」など、もおかインフォ
「障がい者の方が受けられる制度」「民生委員」
◆いちごショートケーキ「三谷草庵新そばまつり」
「高勢町文化祭」
◆コットンタイム「イヤーエンドパーティー2016」
※都合により番組内容や放送時間が変更になる場合
があります。電子番組表でご確認ください。
※番組を視聴するには、真岡市ケーブルテレビ施設
への加入が必要となります。視聴の申し込みは、
宇都宮ケーブルテレビ㈱へ（☎028-638-8092）

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

　外国籍市民の皆さまから市政に対するご意見・ご
要望をお聞きし、今後の取り組みの参考とさせてい
ただくため、下記日程により「市長との懇談会」（市
長との話し合い）を開催します。多くの方の参加を
お待ちしています。
【とき】1月31日（火）午後7時～8時30分
【ところ】市公民館　2階　第3・4会議室
【対象】市内に居住または勤務し、ある程度の日本語
会話の可能な外国籍市民　50人程度
　※スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・英語・
　中国語の通訳あり

【申込期限】1月30日（月）までに、氏名・年齢・性別・
国籍・質問事項を、下記までご連絡ください。

【申し込み・問い合わせ】  安全安心課国際交流係
　☎ 83-8719 FAX83-8392
　E-mail:anzen@city.moka.lg.jp

外国籍市民の皆さんへ外国籍市民の皆さんへ
市長市長とのとの懇談会懇談会ににご参加ご参加くださいください

Será realizado o "Debate com o Prefeito", onde 
o objetivo é ouvir as opiniões e sugestões dos 
Estrangeiros residentes da cidade para tratar do 
melhoramento de serviços que a Prefeitura pode 
prestar aos Cidadãos e também da convivência 
com os Cidadãos Japoneses na cidade. Contamos 
com a vossa presença.
Detalhes
1 Data:31 de janeiro, terça-feira, a partir das 19:00 
às 20:30 
2 Local: Moka Kouminkan, 2°andar  　   
    ( Em frente ao Corpo de Bombeiro de Moka)
3 Alvo:50 Estrangeiros residentes ou trabalhadores 
　na cidade de Moka, com conhecimento básico 
　no idioma Japonês.(Intérpretes; Chinês, Espanhol, 
　Filipino, Inglês e Português)
4 Inscrição: Até o dia 25 de janeiro, quarta-feira 
            Associação de Internacional de Moka.
【Informações】 Tel: 0285-83-8719    　　
　E-mail:anzen@city.moka.lg.jp

【ポルトガル語】【ポルトガル語】

Aos Cidadãos EstrangeirosAos Cidadãos Estrangeiros
"Debate com o Prefeito""Debate com o Prefeito"

A todos los residentes extranjeros de la ciudad 
de Moka, los invitamos a participar del “Dialogo 
abierto con el Alcalde” en donde podremos 
intercambiar ideas y opiniones sobre temas de 
cómo mejorar la interrelación con ciudadanos 
japoneses, sugerencia de nuevos servicios de la 
municipalidad, entre otros.
Detalles
1 Día y hora: 31 de enero (martes) de 19:00 a 20:30 Horas
2 Lugar: Centro Comunitario de Moka, Sala de 
　reunión 3-4 (Moka Shi Kominkan, frente a la 
　estación de bomberos)
3 Participantes: 50 personas residentes en  esta ciudad. 
　Conocimiento del idioma japonés.  (Interpretes en 
　chino, español, inglés, portugués, y tagalo)
4 Inscripciones y plazo: En la Asociación Internacional   
　de Moka.(MIA)  Hasta el 25 de enero (miercoles)  
　Tel:0285-83-8719   
　E-mail:anzen@city.moka.lg.jp

【スペイン語】【スペイン語】

Señores residentes extranjerosSeñores residentes extranjeros
“Dialogo abierto con el Alcalde”“Dialogo abierto con el Alcalde”

市内体育施設の使用申請市内体育施設の使用申請
3月1日（水）3月1日（水）から受付開始から受付開始
　平成 29年 4月以降の市内各体育施設の使用申請
の受付を 3 月 1 日（水）から開始します。下記申
請先で手続きしてください。
　3月 1日（水）からは、申請日から 3カ月先ま
での使用申請を受け付けします。
※体育館施設を定期的に使用する団体の登録も受け
付けています。（条件あり）

　なお、団体登録の当初受付は2月8日（水）まで。

学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を
　学校教育に支障のない範囲で、次の施設を貸し出し
ます。これらの施設で定期的に活動したい団体は登録
が必要になりますので、忘れずに手続きしてください。
【利用できる施設】市内小・中学校の体育館・武道館・
グラウンドおよび真岡工業高校ナイターグラウン
ド（通年利用可）

【登録資格】市内在住・在勤の団員が常時10人以上
で定期的に活動している団体

【申請方法】申請書を使用希望日の前月15日までに
提出すると、25日以降に許可証が発行されます。

※平成 28年度の登録団体も、4月から引き続き利
　用する場合には、再度登録が必要です。
【問い合わせ】スポーツ振興課　☎ 84-2811
【申請先】旧真岡市内施設：総合体育館 ☎ 84-2811
　　　　　旧二宮町内施設：二宮体育館 ☎ 74-3177

　　　　　　  皆さまのご意見をお寄せください皆さまのご意見をお寄せください　　
【パブリックコメント制度とは】市の政策について、案の段階で計画を公表し、市民の皆さまから意見を求め、
提出された意見を十分考慮し、計画等に反映させる制度です。最終案とともに、提出された意見に対する
市の考え方、修正の内容、反映できない理由を公表します。

【応募方法】ご意見と題名・住所・氏名・電話番号を明記のうえ、下記あて先へ直接、または郵送・ファクス・
Ｅメールいずれかの方法でご応募ください。（下記の閲覧可能施設に備え付けの記入用紙または書式自由）

【その他】提出されたご意見等の概要（類似内容はまとめます）およびこれに対する市の考えは、後日ホームペー
ジで公表します。お預かりした個人情報は公表しません。また、個別の回答はできませんのでご了承ください。

真岡市パブリックコメント制度

【宛て先、問い合わせ】〒321 ｰ 4395　栃木県真岡市荒町5191番地　
　社会福祉課 社会福祉係　☎81-6943  FAX83-8554 　Eメール syakaifukushi@city.moka.lg.jp
　※計画の詳細は社会福祉課窓口、市ホームページで閲覧可　※閉庁時は市役所当直窓口で意見提出可

意見を募集する計画 第 2 期真岡市地域福祉計画・地域福祉活動計画（案）
                                   平成 29 年度～平成 33 年度
【計画作成の趣旨】第１期真岡市地域福祉計画・地域福祉活動計画は、平成 24年度から平成 28年度の 5年
計画として策定し、本年度が最終年度となるため、今までの基本理念を継承しつつ、現状の課題、社会情
勢に応じた第２期計画を策定します。

【募集期間】1月 27日（金）～ 2月 17日（金）

　市ケーブルテレビ施設放送番組審議会は、市ケー
ブルテレビ施設の自主放送番組の番組基準の制定や
放送番組の内容の適性を図るため、意見を述べてい
ただく機関です。より良い番組制作のためにも、利
用者の立場からの意見をお聞かせください。
【募集人数・条件】次の条件を満たす方　３人
　①年齢 20歳から 40歳程度の方
　②市内に引き続き１年以上住所を有する方
　③真岡市ケーブルテレビ施設に加入している方
　④平日の昼間の審議会に出席できる方（年２回程度）
　※応募多数の場合は選考となります。
【任期】2年（平成29年４月１日～平成31年3月31日）
【謝礼】会議出席１回につき5,000円
【応募方法】「私の考えるケーブルテレビ」について 
600 字程度にまとめた作文と必要事項を記入し
た応募用紙を下記宛てに送付してください。

　※募集要領および応募用紙はホームページでダウ
　ンロードできます。下記窓口でも配布しています。
　※応募書類等は返却できませんので、ご了承ください。
【応募締切日】2月 28日（火）午後 4時　必着
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395　真岡市荒町5191
　真岡市総務部情報システム課地域情報係
　☎ 83-8496 FAX83-5896
　 Ｅメール：jouhou@city.moka.lg.jp

真岡市ケーブルテレビ施設真岡市ケーブルテレビ施設
放送番組審議会委員放送番組審議会委員をを公募公募

国民年金保険料納付相談会国民年金保険料納付相談会
　年金事務所の職員が、国民年金保険料の納付相談
にお答えします。ぜひこの機会にご相談ください。
【とき】1月 31日（火）午後 6時～ 8時
【ところ】市公民館 2階　第 7会議室
【対象】経済的に国民年金保険料を納めることが困難
な方。過去に国民年金保険料を納め忘れたことがあ
る方。その他国民年金に関する相談がある方。
【問い合わせ】国保年金課国民年金係  ☎ 83-8593
　二宮支所福祉国保窓口係  ☎ 74-5004
　宇都宮東年金事務所 ☎028-683-3211（自動音声案内2番）

真岡市森林整備計画(案)真岡市森林整備計画(案)のの縦覧縦覧
　森林法の改正に伴い、真岡市森林整備計画を改正
するため、改正案の縦覧を行います。
【縦覧期間】2月 1日（水）～ 3月 2日（木）
　午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝日除く）
【縦覧場所】産業環境部 農政課(福祉・産環部棟2階)
【問い合わせ】
　農政課農政係　☎ 83-8137 FAX 83-6208

いちごタクシー回数券制度の開始いちごタクシー回数券制度の開始
　いちごタクシーで使用できる回数券の販売を開始
します。ぜひご利用ください。
【販売開始】２月１日（水）
【販売場所】いちごタクシー車内、真岡鐵道真岡駅
　切符売場

【問い合わせ】
　企画課企画調整係　☎ 83-8102　FAX83-5896

真岡市嘱託職員真岡市嘱託職員をを募集募集

【申し込み・問い合わせ】
　総務課人事給与係 ☎ 83-8099　FAX82-1065

●保健師１人　【勤務場所】健康増進課
【勤務期間】平成29年4月1日～平成30年3月31日
（勤務状況により更新の可能性あり）
　※ 14日間を試用期間とする。
【勤務内容】妊産婦保健指導、乳幼児集団健康診査、乳
幼児訪問指導、育児教室等の企画運営 など

【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募条件】①保健師の資格を有する方 ②普通自動
車免許をお持ちの方（AT限定可） ③パソコン操
作ができる方 　【賃金】月額 243,600 円

【手当等】通勤手当2㎞以上該当（上限月額7,100円）
【選考方法】書類選考および面接
【申し込み】市販の履歴書に所要事項を記入し、事
前にご連絡の上、資格証を添えて、下記まで本人
が直接提出してください。（受付時間：午前 9時
～午後５時）

【その他】健康保険、厚生年金、雇用保険に加入

【回数券】
　大人用：1冊 3,000 円
　（300円券× 11枚綴り）
　こども用：1冊２,000 円
　（200円券× 11枚綴り）
　※こども用は小学生以下が対象
　　（２歳以下は無料）
【注意事項】・有効期限なし
　・購入後の払戻し不可
　・紛失・棄損による再発行不可
【その他】利用促進に向け、回数券
の導入と併せて、大人用回数券
を 10冊、またはこども用回数券
を 10冊使い終わった方には、さ
らに 1冊（11 枚綴り）を無料で
差し上げます。

サンプル

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。
【とき】2月 8日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】二宮コミュニティセンター　202会議室
【対象】講座内容に関心のある市民の方　【受講料】無料
【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 FAX 83-6335


