
市営住宅入居者随時募集市営住宅入居者随時募集
　6月の定期募集で申し込みのなかった部屋につい
て、随時募集を行います。
【受付期間】7月 23日（月）～ 8月 23日（木）
　午前8時30分～午後5時15分（土曜・日曜・祝日除く）
【募集部屋】詳細は、建設課まで問い合わせください。
【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】建設課で申込書を配布しますので、必
　要事項を記入のうえ、関係書類をそろえて申し込
　みください。※申込受付は先着順です。
【申し込み・問い合わせ】建設課住宅係 
　☎ 83-8694 FAX83-6240　

もおか
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国民健康保険（75歳未満の方）国民健康保険（75歳未満の方）
限度額適用認定証の更新限度額適用認定証の更新
　国民健康保険に加入されている75歳未満の方で、
限度額適用認定証（医療機関に認定証を提示するこ
とで、窓口での支払いが所得に応じた自己負担限度
額までとなるもの）の交付を受けている方は、認定
証の有効期限が7月 31日までとなっています。引
き続き必要な場合は、更新の手続きをお願いします。
　また、平成30年 8月より70歳以上の現役並み所
得Ⅰ（課税所得145万円以上）とⅡ（課税所得380
万円以上）の方は、診察を受ける際に「限度額適用
認定証」を医療機関に提示することにより、医療費
が一定額となりますので、必要な方は交付申請の手
続きをお願いします。なお、８月中に更新手続きを
していただくと、８月１日からの適用となります。
【手続きに必要なもの】国民健康保険証・印鑑
【対象世帯】国民健康保険税完納世帯、70～ 75歳
　未満の方は市町村民税非課税世帯および現役並み
　所得Ⅰ・Ⅱに該当する方
【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係
　☎ 83-8123 FAX 83-6205

国民健康被保険者証と
後期高齢者医療被保険者証の更新
8月8月からから新しい保険証新しい保険証になりますになります
　現在お使いの被保険者証の有効期限は、7月 31
日までです。8月から使用する新しい被保険者証は、
7月下旬に郵送します。なお、70 歳以上 75 歳未
満の方は被保険者証の様式が変わり、国民健康被保
険者証と高齢受給者証が一体化されます。
※保険料の未納がある方は、別の取り扱いとなります。
後期高齢者医療限度額認定証について
　世帯の全員が住民税非課税の場合、また、新たに
平成 30年 8月より現役並み所得者（3割負担）の
うちⅠ（課税所得145万以上）とⅡ（課税所得380
万円以上）の方は、診療を受ける際に、「限度額認定
証」を医療機関に提示することにより、医療費の支
払が一定額となりますので、必要な方は下記にて交
付申請の手続きをお願いします。8月中に申請手続
きをしていただくと、8月 1日から適用となります。
　なお、過去に限度額認定証の交付を受けたことが
あり、平成 30年度の負担区分が低所得区分に該当
する方については、新しい認定証を被保険者証と共
に同封して送付しますので、申請は不要となります。
※ただし、世帯全員の住民税非課税が確認できない
　方は、別の取り扱いとなります。
【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係 ☎83-8123 
　高齢者医療係 ☎83-8593 FAX 83-6205
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎74-5004 FAX 74-1250

真岡市老人保健福祉施設真岡市老人保健福祉施設
整備法人整備法人をを募集募集

【整備する施設の内容】
①特別養護老人ホーム（広域型）
　定員 50 人：1 カ所
②地域密着型特別養護老人ホーム
　定員 29 人（3 ユニット）：1カ所
③小規模多機能型居宅介護拠点
　登録人員 25 人以下で、通い 15 人以下および
　泊まり 9人以下：1カ所
【応募資格】①・②については、社会福祉法人であっ
て、法人の主たる事務所が栃木県内にある者。また
は、社会福祉法人を設立しようとする者であって、
住所が栃木県内にある者。③については、既存の法
人であって、主たる事務所、支店、営業所等が栃木
県内または真岡市に隣接する県外市町にある者。
【募集要項等の配布】7月 20日（金）～ 8月 7日（火）
【募集要項等の説明会】8月 10日（金）
※整備を希望する法人は、事前に FAXまたはメー
ルで通知のうえ、必ず説明会に出席してください。
※詳細は募集要項をご覧ください。募集要項は市
ホームページからもダウンロードできます。

【申し込み・問い合わせ】いきいき高齢課介護認定係
　☎ 83-8197 FAX83-8554
　Eメール：ikiikikourei@city.moka.lg.jp

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【7 月 23日（月）～ 7月 29日（日）放送内容予定】

※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。

28 日（土）19：00～（生中継）
「真岡の夏まつり　花火大会」

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896
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◆JUMP UP もおか
・トピックニュース
・ようこそ市長室へ
「防災マップの配布」
・もおかインフォ
「もえるごみを減ら
そう！」
「コラボーレもおか」

6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート
  ケーキ
「真岡さつき愛好会
『さつき展』/
スマ・きり絵クラブ
『百彩展』」
「熊倉４区かぶと虫
とあそぼう」
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◆わくわく体操　
　7月のテーマ
「自体重筋力アップ」

7:00
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17:00
19:00
23:00

◆行ってみっぺ！
　もおか
「亜熱帯農業開発　 
 センター」

13:00
20:00

◆コットンタイム　
「真岡日本舞踊会　第 61回舞踊発表会《前編》」

急患センターは 7/28（土）・30（月）休診
　花火大会に伴い休診となりますが、下記の病院が対
応しますので、受診が必要な場合はご利用ください。
【対応医療機関】真岡病院（真岡市荒町 3-45-16）
☎ 0285-84-6311※診療時間は 18:30 ～ 21:30
※ 7月 29 日（日）は、通常通り診療を行います。
【診療時間】※各終了時間の 30分前までに受付
　①午前9時～正午②午後1時～5時③午後6時～9時
【問い合わせ】
　急患センター（芳賀地区救急医療センター）☎82-9910
　芳賀地区広域行政事務組合 ☎82-9151 FAX82-9152 

7/27 ～ 7/29

東野交通㈱☎ 82-2151
★ 7月28 日（土）　13:00 ～終日
　①真岡⇔石法寺⇔宇都宮（高寺下～う回～中の宿十字路）
　②真岡⇔日赤 ･ 石法寺⇔宇都宮（高寺下～う回～中の宿十字路）
　③真岡⇔亀山⇔宇都宮（高寺下～う回～中の宿十字路）
　④真岡⇔水橋⇔宇都宮（保健所前～う回～中の宿十字路）
　【う回対象バス停留所】　中の宿、真岡市役所前、荒町、田町、台町、
　　常盤橋、真岡女子高前、芳賀赤十字病院前、日赤入口、真岡
　　駅前、荒町二、泉町、荒町三、真岡東小学校、東光寺、東郷
　【う回時間帯に利用できる停留所】①～③高寺下、中の
　　宿十字路、 ④保健所前、中の宿十字路
★ 7月 29 日（日）　16:30 ～ 21:30
　中の宿⇔（あさひ橋～ 294号線）⇔三本木
　【う回対象バス停留所】中の宿十字路、駒塚、大前神社前
関東自動車㈱石橋営業所☎ 0285-53-0117
★ 7月28 日（土）　13:00 ～終日
【う回対象バス停留所】①石橋⇒真岡車庫（台町、田町、
市役所前、荒町）②真岡車庫⇒石橋（荒町、市役所前、
田町、真岡女子高校、日赤入口、真岡駅前、真岡駅入口）

【う回時間帯に利用できる停留所】真岡車庫、高寺下

路線バスう回

真岡の夏まつり
周辺施設の臨時休館・立ち入り禁止区域
★ 7月 28 日（土）
　交通規制 14:00 から開始（左図　　部分）
　大花火大会に伴い、左図の赤斜線内（市役所東側）
にある総合体育館、市民会館、公民館、図書館、青
年女性会館、スポーツ交流館、第一子育て支援セン
ターは休館です。なお、駐車場も終日駐車禁止です。

コットベリー号の一部運休
　一部の停留所が、下記のとおり利用できなくなります。
■真岡病院：7/27（金）～ 7/29（日）の 7・8便
■総合福祉保健センター・真岡市役所：7/28（土）終日
■あくつ皮膚科前：7/27（金）～ 7/29（日）終日
■真岡郵便局、真岡駅東口、宮澤眼科クリニック前
　7/28（土）の 5～ 8便
■真岡駅西口、真岡高校北、ベイシア、宮澤眼科クリニック前
　7/29（日）終日
※ 7/29（日）は始発・終着を真岡駅東口に変更（イベントのため）
【問い合わせ】企画課企画調整係 ☎83-8102 FAX83-5896

【問い合わせ】商工観光課観光係 ☎83-8135 FAX83-0199 
　真岡市観光協会  ☎ 82-2012（FAX兼）

交通規制・施設等の臨時休館交通規制・施設等の臨時休館

（公財）真岡市農業公社（公財）真岡市農業公社

嘱託職員募集嘱託職員募集
●一般事務職員　1人
【勤務場所】（公財）真岡市農業公社
　（真岡市農業振興センター内）
【業務内容】
　◎農地の貸し借りの受付・事務処理
　◎農作業受委託の受付・事務処理
　◎農地の現地確認
【応募条件】次の全てに当てはまる方
　①農業の振興に意欲を持ち、知識と行動力を持つ方
　②パソコン（ワード・エクセル・メール等）の事
　務能力を有する方

　③普通自動車運転免許資格を有する方
【賃金】月額 179,200 円
【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
【勤務期間】平成30年9月1日～平成31年3月31日まで
　※ 14日間は試用期間とし、試用期間中の勤務成
　　績等によりその後の継続雇用を決定
　　なお、勤務成績が良好の場合は雇用の延長あり
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【休日等】週休 2日制
　（土、日、祝日、年末年始の12月29日～1月3日）
【応募方法】7月 20日（金）～ 8月 3日（金）までに、
提出書類をそろえて、事前に連絡の上、下記へ本
人が直接提出

　※受付時間：午前 9時～午後 5時（土日を除く）
【提出書類】①市販の履歴書、職務経歴書（様式自由）
　②レポート（自己PR）
　　※Ａ 4用紙１枚程度、書式等自由
【選考】1次の書類審査と２次の面接（8月下旬頃）
により決定します。1次の合否結果および面接の
日程等については、文書で個別に通知します。

【申し込み・問い合わせ】真岡市田町1388番地　
　（公財）真岡市農業公社（真岡市農業振興センター内） 
　☎83-9931 FAX83-8911
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28日お祭り広場

28日
立ち入り
禁止区域28日花火大会

みこし川渡御

主要地方道 真岡  ・上三川線  主要地方道 真岡  ・上三川線  
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29 日宮入り献灯
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 29日ミニお祭り広場

●木綿会館●木綿会館

久保記念観光久保記念観光
文化交流館文化交流館
●●

※歩行中の喫煙はご遠慮ください。
※ごみの持ち帰りにご協力ください。
※五行川河川敷の場所取りは、
　7月 27 日（金）18:00まで禁止

29日 10:00～ 15:00
29日 12:00～ 15:00
29日 16:30～ 21:30

28日 14:00～ 22:00
28日 14:00～ 18:30
28日 16:00～ 22:00
28日 18:00～ 22:00

交通規制の時間帯

 ７月27 日（金）７月27 日（金）  
出御祭・宮出し・神輿渡御（大前神社～各町会）
大橙渡御（並木町～お旅所） 

 9:45 ～
17:00 ～

 ７月28 日（土）７月28 日（土）　※花火大会は荒天時 30日（月）に延期
お祭り広場（田町北交差点～荒町寿町交差点）
　／子ども・中学生・地域各みこし
　／山車・屋台ぶっつけ（お祭り広場） 
神輿川渡御（市役所東五行川）
花火大会（市役所東側）

15:00～
15:00～
16:25～
19:00～
19:30～

 ７月29 日（日）７月29 日（日）
ミニお祭り広場（真岡駅西口ロータリー）
町会渡し（各町会～みや通り入口） 
宮入り献灯（みや通り入口～大前神社）
　／太鼓の競演・山車の運行・火祭り
終了奉告祭（大前神社）

10:00～
14:15～
19:15～

20:30～


