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【問い合わせ】
◆国民健康保険税・後期高齢者医療保険料：
　国保年金課保険税係 ☎ 83-8594 FAX83-6205
◆介護保険料：いきいき高齢課介護保険係
　☎ 83-8094 FAX83-8554
◆納付・口座振替について：納税課収納管理係
　☎ 83-8115 FAX83-6205

市税等納期限（1 月）市税等納期限（1 月）
◎国民健康保険税（第 7期）
◎後期高齢者医療保険料（第 7期）
◎介護保険料（第 7期）
【納期限】1月31日（木）※口座振替1月31日（木）

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など 12日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 12日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※ 2/1（金）8:30 ～電話予約受付
社会福祉協議会 ☎ 82-8844

12日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
受付時間 9:00 ～ 14:00

5、12、19、26日
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談 行政への意見 ･要望 5日（火）  9:30 ～11:30
【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

料金無料
秘密厳守 2 月の各種相談日

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】2月1日（金）～7日（木）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
【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】1月 25日（金）～ 31日（木）
　午前 9時～午後 5時
【注意事項】袋などで搬出される方は、スコップ・ビニ
ール袋等を各自ご用意ください。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
いよう注意してください。堆肥がなくなり次第終了
です。センター内では、係員の指示に従ってください。

【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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【問い合わせ】真岡市観光協会　☎82-2012（FAX兼）  

【展示期間】2月 1日（金）～ 3月 3日（日）【展示期間】2月 1日（金）～ 3月 3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）、
　真岡・浪漫ひな飾りスタンプラリー（景品あり）　真岡・浪漫ひな飾りスタンプラリー（景品あり）
【ところ】久保講堂、真岡木綿会館、さだじろう記念館など【ところ】久保講堂、真岡木綿会館、さだじろう記念館など
【入館料】無料　【休館日】毎週火曜日【入館料】無料　【休館日】毎週火曜日

第十章第十章『真岡・浪漫ひな飾り』『真岡・浪漫ひな飾り』
2月 1日（金）から開催2月 1日（金）から開催

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【1 月 28日（月）～ 2月 3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。
【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）
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「第 23回真岡市音楽祭《part2》」

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

◆いちごショート
  ケーキ
「東光寺地区三世代
交流事業もちつき
大会」
「キューロク館の
 クリスマス」

雨水管整備工事雨水管整備工事ののお知らせお知らせ
　下記の区間で雨水管整備工事を実施します。通行の際
にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

【問い合わせ】下水道課工務係 ☎ 83-8161 FAX83-8142
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【工事期間】平成 31年 2月～ 11月（予定）

 機械式生ごみ処理機 機械式生ごみ処理機
コンポスト容器コンポスト容器
設置補助金制度設置補助金制度

　生ごみを機械式生ごみ処理機やコンポスト容器を
使って堆肥化しましょう。市では購入金額の一部を
補助しています。
【対象】①～⑤の条件を全て満たす方
　①市内在住②自宅に設置可能③処理したものを自
家処理ができる④市内の販売店での購入⑤市税等
を完納している（世帯全員）

【補助台数】1世帯につき、処理機は 1台、コンポ
スト容器は 2基まで

【補助額】購入費の 2分の 1の金額（限度額：処理
機 3万円、コンポスト容器 1基あたり 6千円）

【申請方法】購入前に必ず下記へ連絡
【問い合わせ】環境課ごみ減量係 ☎83-8692 FAX83-5896

スプレー缶スプレー缶のの穴あけ事故穴あけ事故にに注意注意
　県内外でスプレー缶のガス抜き作業中に引火する
事故が発生しています。
★スプレー缶をゴミに出す際の注意事項★
　中身を十分に使いきり、風通しの良い屋外
で穴をあけ、ガスを抜きましょう。
【問い合わせ】環境課清掃係 ☎83-8126 FAX83-5896

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
　鬼怒川地域森林計画の樹立に伴い、真岡市森林整備
計画（案）を樹立するため、計画案の縦覧を行います。
【縦覧期間】2月 1日（金）～ 28日（木）
　午前8時30分～午後5時15分（土曜・日曜・祝日を除く）
【縦覧場所】市役所産業部棟２階　農政課
【問い合わせ】農政課農政係 ☎83-8137 FAX83-6208

真岡市社会福祉協議会真岡市社会福祉協議会
嘱託・臨時職員嘱託・臨時職員をを募集募集
●嘱託職員　2人（就労支援員・福祉施設支援員）
【賃金】月額 180,700 円
●臨時職員　1人　
【賃金】日額 6,450 円
＜共通事項＞
【応募条件】福祉活動に意欲のある方　
【勤務時期】平成 31年 4月 1日から
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募方法】所定の「嘱託・臨時職員採用申込書」と市
販の履歴書に必要事項を記入し、2月8日（金）まで
に下記へ本人が持参。2月21日（木）面接試験を実施。

【申し込み・問い合わせ】 社会福祉協議会
　☎ 82-8844 FAX82-5516

生垣づくり補助事業生垣づくり補助事業
　生垣は、身近に触れる緑として、生活に潤いをも
たらし、空気の浄化や延焼防止の効果などがありま
す。市では、緑豊かな潤いと安らぎのあるまちづく
りを進めるために、費用の一部を助成しています。
【補助対象】①住宅や事業所等の敷地内に生垣を植
栽する②生垣総延長 5ｍ以上かつ一般通行用道
路に 3ｍ以上面している③樹木の高さは、50㎝
以上あり、1ｍ当り 2本以上植栽する

【補助金額】１ｍ当り 3,000 円（上限 60,000 円）
※生垣を植栽する前に下記へ申請が必要です。

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

石塀撤去等の補助制度を石塀撤去等の補助制度を
拡充しました拡充しました

【補助対象塀】3段積み以上で高さが 80cm以上
【補助対象工事】全撤去・一部撤去・改修
【補助条件】工事に着手していない等
※ 2018 年 6月 18日（大阪府北部地震）以降、す
でに着手している場合でも対象となる場合があり
ます。（2019 年 3月末まで）

【補助額】最大 10万円
※道路沿いの塀の場合、2021年 3月末までの期間は
最大１５万円
　詳しくは下記までお問い合わせください。
【問い合わせ】建設課建築係 ☎83-8150 FAX83-6240

下水道管路止水工事を実施下水道管路止水工事を実施
【工事期間】1月 28日（月）～ 3月 8日（金）
　午前 8時 30分～午後 5時
【施工区域】荒町、荒町 2丁目・4丁目、上高間木
1丁目、熊倉２丁目・3丁目、田町、台町、東光
寺１丁目、並木町１丁目・２丁目・４丁目、白布
ケ丘、東郷、久下田、久下田西５丁目

【工事内容】施工区域内の下水道本管の破損等の修
繕工事を行います。施工の際には公共汚水桝の蓋
を開けるため敷地に立入らせていただく場合もあ
ります。ご了承のうえご協力をお願いします。

【施工業者】㈲関東実行センター（小山市大字外城）
　※施工業者は、市が発行した身分証明書を携帯し

ていますので、ご不明な場合はご確認ください。
施工業者が営業活動を行ったり、費用の請求を
することは一切ありません。

【問い合わせ】下水道課維持係 ☎83-8162 FAX83-8142

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●保育士　4人
【勤務場所】市内保育所　【応募条件】保育士資格
【賃金】日額 8,490 円
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時（休憩 60分）
●保育士（短時間）1人
【勤務場所】市内保育所　【応募条件】保育士資格
【賃金】時給 1,130 円
【勤務時間】午前 7時 30 分～午後 7時までの間で
4時間以上勤務　※勤務時間については応相談

上記共通事項上記共通事項
【勤務期間】4月 1日～平成 32 年 3 月 31 日
　※ 14日間を試用期間とします
【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
【選考】面接（随時）
【申し込み】市販の履歴書に所要事項を記入し、事前
に連絡の上、資格証を添えて、下記まで本人が直接
提出ください。 【受付時間】午前9時～午後5時

【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　総務部総務課人事給与係 ☎83-8099 FAX82-1065

真岡消防署 二宮分署真岡消防署 二宮分署
移転移転ののお知らせお知らせ

　真岡消防署二宮分署が 2月 4日から西側に移転
します。周辺では旧分署庁舎の解体工事および外構
工事が 3月末まで行われていますので、来署の際
はご注意ください。（竣工予定 3月末）
仮駐車スペースは、敷地北側の久下田中学校側

【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合消防本部
　総務課庶務係　☎ 82-3213
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