
真岡市立小・中学校真岡市立小・中学校
非常勤職員/学校司書非常勤職員/学校司書をを募集募集
●非常勤職員（教員補助者）　5人
【勤務内容】担任教諭の補助
【応募条件】①小学校または中学校の教員免許を有
する方②市内小学校・中学校に通勤可能な方

●学校司書　1人
【勤務内容】学校図書館業務（複数の学校を巡回します）
【応募条件】①司書または司書補の資格を有する方、
資格を所得見込みの方②市内小学校・中学校に通
勤可能な方

共通事項共通事項
【雇用期間】平成 30 年 4 月 9 日（月）～平成 31
年 3月 22日（金）（夏休み・冬休みの勤務は無し）

【賃金】日額 8,000 円（6時間勤務）勤務校により
始業・終業時間が異なる場合があります

【手当等】通勤手当・健康保険・雇用保険加入
【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、資
格証を添えて、2月 26 日（月）までに下記へ持
参または郵送してください。
※資格証に関して
　非常勤職員の方：教員免許の写し、または、卒業
見込み証明書
　司書の方：司書または司書補の資格証明書の写し、
または、図書館に関する科目の修得証明、卒業見
込み証明書

【その他】面接試験あり。申し込み後に面接日をお
知らせします。
　※応募がない場合は随時受付し、決定次第締め切
ります。

【申し込み・問い合わせ】学校教育課総務係
　☎ 83-8180 FAX83-8080 
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　平成 29年４月から、口座振替に加えてクレジッ
トカード・現金納付についても、割引額の大きな「２
年前納」をご利用いただけるようになりました。
　「２年前納」をご利用いただくと、毎月納付する
場合に比べ、２年間で 15,000 円程度の割引になり
ますので、大変お得です。
　ご希望の方は、下記によりお申し込みください。
◎口座振替・クレジットカードによる前納
　4 月分から翌々年 3月分までの保険料を 4月末
　に納付いただきます。※申込期限は 2月末
◎現金（納付書）による前納
　任意の月から翌年度末までの前納が可能になります。
　（最大で 4月分から翌々年 3月分の前納が可能）

国民年金保険料国民年金保険料
口座振替・ｸﾚｼ ｯ゙ﾄｶ ﾄー・゙現金納付による口座振替・ｸﾚｼ ｯ゙ﾄｶ ﾄー・゙現金納付による
２年前納の申し込みについて２年前納の申し込みについて

【申し込み・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）

農作業農作業のことならのことなら農業公社農業公社へへ
　市農業公社では、農作業のことで困っている方
のために、水稲の耕起・代かき・田植等、春季農
作業の委託申し込みを受け付けています。
【作業料金】農業委員会の標準賃金を参考
　※ほ場条件等により異なります。
【申し込み】2月 28日（水）までに下記へ申し込み
【問い合わせ】真岡市農業公社☎83-9931 FAX83-8911

真岡市長田土地区画整理事業真岡市長田土地区画整理事業
換地計画を縦覧換地計画を縦覧

【縦覧期間】2月 13日（火）～ 26日（月）
　期間中毎日（土・日曜含む）
【縦覧時間】午前 9時～午後 4時 30分
【縦覧場所】長田土地区画整理組合事務所
【問い合わせ】長田土地区画整理組合☎83-5466 FAX83-5468

市営住宅入居者定期募集市営住宅入居者定期募集
【受付期間】2月 8日（木）～ 22日（木）
　※土・日曜日、祝日は除く
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分
【募集部屋】

【申し込み・問い合わせ】建設課住宅係 
　☎ 83-8694 FAX83-6240

住宅名 間取り 戸数 内、優先部屋

三ノ宮市営住宅  2DK
 3DK 2戸 なし

東郷市営住宅    3LDK 5戸 1戸
大谷台市営住宅  2DK 1戸 なし
さくら市営住宅  3DK 1戸 なし
※優先部屋の対象となる世帯は、ひとり親世帯、犯
罪被害者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯です。

【家賃】部屋ごとに収入や家族数により異なります。
【申し込み】市役所建設課および二宮支所で申込書
　を配布しますので、必要事項を記入のうえ、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となります。

　15日（木）　15日（木） 議会運営委員会　10:00 ～議会運営委員会　10:00 ～
　22日（木）　22日（木） 開会　10:00 ～開会　10:00 ～
　28日（水）　28日（水） 質疑・一般質問　10:00 ～質疑・一般質問　10:00 ～
3月1日（木）3月1日（木） 質疑・一般質問　10:00 ～質疑・一般質問　10:00 ～
　2日（金）　2日（金） 質疑・一般質問（予備日）10:00 ～質疑・一般質問（予備日）10:00 ～
　5日（月）　5日（月） 常任委員会（民生文教・産業建設）10:00～常任委員会（民生文教・産業建設）10:00～
　6日（火）　6日（火） 常任委員会（民生文教・産業建設）10:00～常任委員会（民生文教・産業建設）10:00～
　7日（水）　7日（水） 常任委員会（総務）10:00 ～常任委員会（総務）10:00 ～
8 日（木）8日（木） 常任委員会（総務）10:00 ～常任委員会（総務）10:00 ～
13 日（火）13 日（火） 予算審査特別委員会 10:00 ～予算審査特別委員会 10:00 ～
15 日（木）15 日（木） 閉会　10:00 ～閉会　10:00 ～
※日程は変更になる場合があります。※日程は変更になる場合があります。
【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176  FAX83-8714

市議会 2 月定例会日程市議会 2 月定例会日程

水道メーター・水道管の凍結に水道メーター・水道管の凍結に
ご注意ください！ご注意ください！

　冬の寒さにより、水道メーターが凍結して割れて
しまったり、宅内の水道管が破損してしまったりす
ることがあります。
　水道メーターや水道管を凍結させないために、防
寒対策にご協力ください。
　

【問い合わせ】水道課庶務係☎83-8167 FAX 84-7512

①水道メーターボックス内にビニール袋に詰めた
　タオルなどを入れる ( 水道メーター本体は隠れ
　ないようにしてください )
②露出している水道管や蛇口にビニール袋に詰め
　たタオルなどを巻く
③夜間、蛇口から少量の水を出す　等　
　タオルなどが濡れてしまうと、凍結の原因になる
ので、必ずビニール袋に入れてください。
※ビニール袋は破れやすいので、随時メーターボッ
   クス内を清潔に管理してください。
※宅内の水道管が凍結で破損した場合は、市指定給
　水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
※水道メーターが凍結で割れた場合は、水道課庶務
　係まで連絡してください。

 久下田浄水場電気設備定期点検に 久下田浄水場電気設備定期点検に
伴う水道水の濁りについて伴う水道水の濁りについて

　久下田浄水場の電気設備定期点検を下記のとおり
実施します。点検作業は停電により行うため、取水
ポンプ等の機器が一時運転停止状態になり、水道管
内の水圧が変化することにより、一時的に水の濁り
が発生する恐れがあります。
　また、点検時間帯以降に蛇口から赤水等の濁りが
確認された場合には、しばらく水を流し、きれいに
なってからご利用ください。
【工事期間】2月 14日（水）午後1時 30分～ 4時
【点検施設】久下田浄水場電気設備
【給水区域】久下田、久下田西1～7丁目、さくら1～4丁目、
　境、程島、長島、石島、大根田、大和田地内
【点検業者】一般財団法人 関東電気保安協会　下野事務所
【問い合わせ】水道課浄水係☎83-8697 FAX 84-7512

栃木県庁芳賀庁舎栃木県庁芳賀庁舎
3月3月からから新庁舎新庁舎でで業務開始業務開始
　栃木県庁芳賀庁舎は、下記の通り、3月から新庁
舎で業務を開始します。
【住所】真岡市荒町 116-1
　（現真岡土木事務所西側）
【業務開始日】
■ 3月 5日（月）から
　・真岡県税事務所
　・芳賀県民相談室
　・芳賀農業振興事務所
■ 3月 12日（月）から　
　・県東環境森林事務所
　・真岡土木事務所
　・芳賀教育事務所
■ 3月 19日（月）から　
　・県東健康福祉センター
【問い合わせ】栃木県経営管理部管財課 庁舎整備担当
　☎ 028-623-2089

▲新たに建てられた庁舎

▲栃木県庁芳賀庁舎地図
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  「市政こよみ2月号」お詫びと訂正「市政こよみ2月号」お詫びと訂正
　２月１日発行の市政こよみ 2月号の記載につい
て、誤りがありましたのでお詫びいたします。
　なお、正しくは下記の通りとなります。
◆ 2月 7日…初午　　◆ 2月 19日…雨水
【平成 30年 2月（如月）の六曜】
2月 01日（木）先負 /2月 15日（木）大安
2月 02日（金）仏滅 /2月 16日（金）先勝
2月 03日（土）大安 /2月 17日（土）友引
2月 04日（日）赤口 /2月 18日（日）先負
2月 05日（月）先勝 /2月 19日（月）仏滅
2月 06日（火）友引 /2月 20日（火）大安
2月 07日（水）先負 /2月 21日（水）赤口
2月 08日（木）仏滅 /2月 22日（木）先勝
2月 09日（金）大安 /2月 23日（金）友引
2月 10日（土）赤口 /2月 24日（土）先負
2月 11日（日）先勝 /2月 25日（日）仏滅
2月 12日（月）友引 /2月 26日（月）大安
2月 13日（火）先負 /2月 27日（火）赤口
2月 14日（水）仏滅 /2月 28日（水）先勝

観光協会嘱託職員募集観光協会嘱託職員募集

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
6:00
8:00
10:00
12:00
16:00
18:00
22:00

◆ JUMP UP もおか　
・トピックニュース
・ようこそ市長室へ
「いちごの湯の利用促進に
　ついて」
・もおかインフォ
「障害者優先調達」
「真岡市芸術鑑賞会・平成
30年度会員募集」　

6:25
8:25
10:25
12:25
16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操　
2月のテーマ
「転倒予防」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「第22回真岡市音楽祭【プログラムNO.9～15】」

【2 月 12日（月）～ 2月 18日（日）放送内容予定】
6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート  
　ケーキ
「第3回社会人
硬式野球マス
ターズ交流戦」
「図書館プロ
ジェクト」

※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。

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

※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）

◆行ってみっぺ！
　もおか
「カレーハウス
ピリピリ」

7:00
9:00
11:00
15:00
17:00
19:00
23:00

【職種・人数】真岡市観光協会嘱託職員（一般）・2名
【業務内容】真岡市の観光振興を推進する業務、施設管
　理業務、予約等受付業務、施設の説明・案内業務等
【勤務場所】真岡木綿会館および久保記念観光文化交流館
【雇用期間】4月 1日～平成 31年 3月 31日
【給与】月給 147,100 円
【応募条件】①普通自動車運転免許資格を有する方
　②パソコンの事務能力を有する方（ﾜｰﾄ・゙ｴｸｾﾙ・ﾒｰﾙ必須）
　③真岡市の観光振興に情熱を持てる方 
　④イベント時の会場設営等の屋外作業が可能な方 
　⑤土曜・日曜・祝日の勤務が可能な方　
【応募期間】2月 15日（木）まで
【応募方法】次の書類を応募者本人が下記まで持参
　◆履歴書（自筆、3カ月以内の顔写真添付）
　◆職務経歴書・自己PR文（いずれもA4用紙1枚）
【試験方法】1次試験：書類審査　２次試験：面接試験
　※詳細は、下記まで問い合わせください。
【申込先・問い合わせ】〒321-4395　真岡市荒町5191
　真岡市観光協会事務局（商工観光課内）
　☎ 83-8135　FAX83-0199

【問い合わせ】真岡市観光協会　☎82-2012（FAX兼）  

【【展示期間】2月 1日（木）～ 3月 4日（日）展示期間】2月 1日（木）～ 3月 4日（日）
　午前 10 時～午後 4時　最終日は午後 3時　午前 10 時～午後 4時　最終日は午後 3時
　　◆同時開催：ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）◆同時開催：ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）
【ところ】久保講堂　【入館料】無料　【休館日】毎週火曜日【ところ】久保講堂　【入館料】無料　【休館日】毎週火曜日

第九章第九章『真岡・浪漫ひな飾り』開催中『真岡・浪漫ひな飾り』開催中

　　凍結や漏水が多発しております。周辺の住宅凍結や漏水が多発しております。周辺の住宅
や道路等で水漏れを発見した場合は水道課までや道路等で水漏れを発見した場合は水道課まで
ご連絡ください。ご連絡ください。


