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3月10日（土）は終日3月10日（土）は終日
自動交付機が使用できません自動交付機が使用できません

【問い合わせ】 市民課窓口係 ☎83-8117 FAX 83-8514 

　市民課前（市役所東玄関内）にある
印鑑登録証明書等の自動交付機が、庁
舎電気設備点検のため、3月10日（土）
は終日使用できません。ご不便をお
掛けします。詳しくは下記まで問い
合わせください。
　※ 3月 11 日（日）はご利用いた
　　だけます。

【支給の対象者】平成 27 年 4月 1日において、恩
給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援
護法による遺族年金を受ける方（戦没者等の妻や
父母等）がいない場合に、ご遺族お一人に特別弔
慰金が支給されます。

戦没者等のご遺族の皆さまへ戦没者等のご遺族の皆さまへ
戦没者等戦没者等のの遺族遺族に対するに対する特別弔慰金特別弔慰金
（第10回特別弔慰金）（第10回特別弔慰金）がが支給支給されますされます

　※対象の詳細は下記までお問い合わせください。
【支給内容】額面 25万円。5年償還の記名国債
【請求期限】平成 30年 4月 2日（月）まで
【提出書類】提出書類については、戦没者およびご
遺族の状況により異なります。下記へお尋ねくだ
さい。※窓口の混雑が予想されるため、相談、書
類提出等は事前に日時をお知らせください。

【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係　
　☎81-6943　FAX83-8554

子どもの里親に子どもの里親に
なりませんか？なりませんか？

　「親が病気やけがをしてしまった」「親から虐待を
受け、家庭に置いておけない」「望まない妊娠をし
てしまい、生まれてくる子を育てられない」など、
さまざまな事情により家庭で暮らすことができない
子どもたちがいます。
　里親制度は、このような子どもたち
を実の親に代わり、家庭的な環境のも
とで養育するための制度です。
　栃木県では、より多くの県民の方々
に里親制度について知っていただき、
里親になっていただける方を求めてい
ます。里親になるためには特別な資格
は必要ありません。子どもの養育に理解があり、熱
意と愛情を持っている方で、一定の条件を満たして
いれば里親になることができます。
　子どものために何かをしてあげたいと考えている
方、子どもを養育してみたい方、あなたも子どもの
里親になりませんか。
　※里親になるには、基礎研修と認定前研修を受け
　　ることが必要です。
　　詳細は、下記までお問い合わせください。　　
【問い合わせ】
　■栃木県中央児童相談所 相談調査課 里親担当　
　☎ 028-665-7830　FAX028-665-7831　
　E ﾒｰﾙ：chuuou-js@pref.tochigi.lg.jp
　■児童家庭課児童家庭係☎83-8131 FAX82-2340

違反広告物除却ボランティア団体違反広告物除却ボランティア団体
随時募集随時募集

【内容】道路上の道路標識やガードレール、
街路樹、電柱および街灯柱などの禁止物
件に掲出される「はり紙」、「はり札等」、
「広告旗」、「立看板等」の除却

【募集要件】市内在住、または通勤・通学している
20歳以上の方 10人以上で構成される団体
　※詳しくは下記へお問い合わせください。
【問い合わせ】都市計画課計画係　
 ☎ 83-8152　FAX83-8879

景観行政団体移行のお知らせ景観行政団体移行のお知らせ
　真岡市は４月１日から景観行政団体（※）へ移行
します。
　今後は、良好な景観を守り、魅力的なまちづくり
の基本となる真岡市景観計画の策定をしていきます。

【問い合わせ】都市計画課計画係　
 　☎ 83-8152　FAX83-8879

※景観行政団体 ･･･良好な景観形成のための基準を定
　め、施策を行うことができる地方公共団体

大規模行為届出の審査窓口が大規模行為届出の審査窓口が
変わります変わります

　栃木県景観条例に基づく大規模行為届出の審査窓
口が、権限移譲により、栃木県から市に変わります。
　なお、届出窓口の変更はありません。
【４月１日以降の届出・審査窓口】真岡市都市計画課
【問い合わせ】都市計画課計画係☎83-8152 FAX83-8879

とちぎテレビ「とちぎ発！旅好き！」とちぎテレビ「とちぎ発！旅好き！」
真岡市特集を 3/8（木）放送真岡市特集を 3/8（木）放送
　「ようこそ！日本一のいちごのまち」と題して、ザ・
たっちのお二人と井上咲楽さんが、“いちご”の魅
力を満喫するおすすめスポットを旅します。是非ご
覧ください。
【放送局】とちぎテレビ
【番組名】とちぎ発！旅好き！（30分番組）
【放送日】3月 8日（木）午後 7時 30分から
【再放送】3月 10日（土）午前９時から
【再々放送】3月 12日（月）午後７時から
【問い合わせ】企画課企画調整係
　☎ 83-8102 FAX83-5896

第 14期第 14 期  
真岡木綿機織技術者養成講座真岡木綿機織技術者養成講座
【期間】5月開講（予定）～約 1年間
　原則として、毎週水・木・金・土曜日
　午前 10時～午後 3時
【ところ】もおかりす村ふれあいの里内
　「真岡もめん工房」
【対象】次の全てに当てはまる方　4人
　◆機織りに対して意欲のある方
　◆市内または通勤可能な範囲（車で 1時間程度）
　　にお住まいの方 
　◆ 20歳～ 50歳の方
【受講料】約 5万円（材料代等）
【講師】栃木県伝統工芸士、真岡市技術認定者
【申し込み】3月 7日（水）～ 31日（土）までに、
　下記へ電話で申し込みください。
【面接 】後日、個人面接を行います。
　日時は、追ってご連絡します。
　※詳細は、下記まで問い合わせください。
【問い合わせ】 真岡木綿会館　※火曜日休館
　☎ 83-2560 FAX85-8159 

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
「第 11次市政発展長期計
画増補版の策定について」
・もおかインフォ「第11次
市政発展長期計画増補版」　

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

◆わくわく体操　
3月のテーマ「ながら運動」

【3 月 5日（月）～ 3月 11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
「平成 29 年度 
新春カルタ・
輪投げ大会」

※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）

◆コットンタイム
「芳賀硬式野球
練習会」
「第 36 回町お
こし民話語り」

13:00
20:00

【申し込み・問い合わせ】  総務課人事給与係　
　☎ 83-8099 FAX82-1065
　（受付時間午前 9時～午後５時）
★市販の履歴書に所要事項を記入し、資格証を添えて、
事前にご連絡の上、上記まで本人が直接提出ください。

●一般事務補助　6人
【勤務場所】真岡市役所
【勤務内容】一般事務補助
【応募条件】①普通自動車免許（AT車限定可） 
　②パソコン操作（ワード・エクセル）のできる方
【賃金】日額 6,450 円
【勤務期間】4月 3日～平成 31年 3月 31日
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
　7時間30分勤務（休憩60分）、原則月曜～金曜日
●保育士　6人　
【勤務場所】市内保育所
【勤務内容】保育所での保育業務
【応募条件】①保育士資格
　②普通自動車免許（AT限定可）
【賃金】日額 8,490 円
【勤務期間】4月 2日～平成 31年 3月 31日
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
　7時間 30分勤務（休憩 60分）、月曜～金曜日
●保育所用務員　1人
【勤務場所】市内保育所
【勤務内容】清掃業務、給食準備、行事準備など
【応募条件】普通自動車免許（AT車限定可） 
【賃金】日額 6,450 円
【勤務期間】4月 2日～平成 31年 3月 31日
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
　7時間 30分勤務（休憩 60分）、月曜～金曜日

共通事項共通事項
【手当等】通勤手当 (2km以上該当、上限 7,100 円 )
　健康保険・厚生年金・雇用保険加入

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集

真岡市観光協会嘱託職員募集真岡市観光協会嘱託職員募集
【募集期限】3月 19日（月）【募集期限】3月 19日（月）

※詳細は、WeeklyNews もおか 3/9 号をご覧ください。※詳細は、WeeklyNews もおか 3/9 号をご覧ください。

【問い合わせ】真岡市観光協会事務局（商工観光課内）
　☎ 83-8135　FAX83-0199

「もおか子育てガイドブック」「もおか子育てガイドブック」へのへの
広告広告をを募集募集しますします

　子育て世代の生活応援情報誌「もおか子育てガイド
ブック」を発行するにあたり、掲載広告を募集します。
　これは、真岡市が㈱サイネックスと官民協働で発
行するもので、同社が広告収入により編集・印刷製
本を行います。
　広告募集のため、同社が 3月から市内事業所等
を訪問いたしますので、ご協力をお願いします。
　なお、訪問時に広告料を請求することはありません。
【発行予定】平成 30年 6月

【問い合わせ】
■広告募集に関すること
　㈱サイネックス栃木支店☎ 028-632-9711
■「もおか子育てガイドブック」に関すること
　三つ子の魂育成推進室☎83-8157 FAX84-1545

堆肥を無料配布します堆肥を無料配布します
　公園や街路の樹木を剪定した枝と、草や落ち葉を
混ぜて発酵させ、2年程度置いて堆肥化させたもの
です。真岡市民でご希望の方に無料で配布します。
【配布期間】３月15日（木）～18日（日）完全予約制
　午前 9時 30分～ 11時 30分
　午後 1時 30分～ 3時 30分
　※各自で手積みとなりますので、スコップとビニ
　　ール袋等をご用意ください。
【配布場所】西田井グリーンセンター（西田井548の西側）
【予約方法】下記窓口へ電話で申し込みください。
【予約受付期間】3月 5日（月）～ 14日（水）
　午前 9時～午後 5時
【注意事項】堆肥がなくなり次第終了。
　トラックで運搬する場合は、シート等により、堆肥
　が落下・飛散しないように注意してください。

【申し込み・問い合わせ】都市計画課維持管理係  
　☎83-8724  FAX83-8879
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