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12：00 ～ 12：30　/　19：00 ～ 19：30（再放送）
7/12（月） 7/13（火） 7/14（水） 7/15（木） 7/16（金）

土砂災害訓練について 真岡市総務部の紹介
（総務部長）

コラボーレもおか 真岡市議会の
新議長・副議長

WNもおか情報

ＦＭもおか行政情報番組ＦＭもおか行政情報番組
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詳しい番組表は詳しい番組表は
FMもおかHPFMもおかHP
で確認できますで確認できます

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005
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◆ JUMP UP もおか
「熱中症予防について」
「市職員の募集について」
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◆コットンタイム
「未定」
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◆わくわく体操
7 月のテーマ「自体重筋力アップ」

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
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◆いちごショートケーキ
「【再放送】真岡どろ
んこバレーボール大
会 2019」

【7 月 12日（月）～ 7月 18日（日）放送内容予定】

職種職種 人数人数 受験資格受験資格

一般
事務

10名
程度

平成 4年 4月 2日以降に生まれた方
で、高等学校卒業以上の学歴を有す
る方（令和 4年 3月卒業見込みの方
を含む）

一般
事務
障がい
者対象

若
干
名

昭和57年4月2日以降に生まれた方で、
高等学校卒業または同程度以上の学歴
を有し、次の全ての条件を満たす方
①次のいずれかの手帳交付を受けている方
◆身体障害者福祉法に定める身体障害者手帳
◆都道府県知事が交付する療育手帳
◆精神障害者保健福祉手帳
②活字印刷文による出題に対応できる方

土木
建築
事務

3名
程度

昭和 62 年 4 月 2 日以降に生まれた
方で、高等学校卒業以上の学歴を有
し、土木課程または建築課程を履修
して卒業した方（令和 4年 3月卒業
見込みの方を含む）

保健師 2名
程度

昭和 62 年 4 月 2 日以降に生まれた
方で、保健師の資格を有する方、ま
たは令和 3年度の国家試験で当該資
格を取得する見込みの方

社会
福祉士

若
干
名

昭和 62 年 4 月 2 日以降に生まれた
方で、社会福祉士の資格を有する方、
または令和 3年度の国家試験で当該
資格を取得する見込みの方

保育士
若
干
名

昭和 57 年 4 月 2 日以降に生まれた
方で、保育士の資格を有する方、ま
たは令和 3年度の国家試験で当該資
格を取得する見込みの方

1次1次
試験試験

教養試験・適性検査
【とき】9月 19日（日）【ところ】真岡中学校

◆◆試験案内の配布試験案内の配布
市HPからダウンロードまたは、総務

課（本庁舎3階）、二宮支所で配布
◆◆受験申し込み方法受験申し込み方法
案内に添付してある採用試験申込書に必要事

項を記入し、8 月 2 日（月）までに下記へ提出

問 〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　 総務部総務課人事研修係 ℡ 83-8099

市HP市 HP

　　　　　　　　真岡市職員募集真岡市職員募集令和 4年度令和 4 年度
採用採用 

早期試験と
合わせて

職種職種 人数人数 受験資格受験資格

一般
事務

若
干
名

次のいずれの条件にも該当する方
①昭和 57 年 4 月 2日から平成 4年
4月 1日までに生まれた方で、高
等学校卒業以上の学歴を有する方

②民間企業等で職務経験が 3年以上
ある方

土木
建築
事務

若
干
名

次のいずれの条件にも該当する方
①昭和57年 4月 2日から昭和62年
4 月 1 日までに生まれた方で、高
等学校卒業以上の学歴を有し、土
木課程または建築課程を履修して
卒業した方

②民間企業等で職務経験が 3年以上
ある方

1次1次
試験試験

教養試験・適性検査
【とき】9月 19日（日）【ところ】真岡市役所

◆一般募集◆一般募集

◆社会人経験者募集◆社会人経験者募集

◆共通事項◆共通事項

マナーアップ！あなたが主役ですマナーアップ！あなたが主役です

交通マナーを高めよう！交通マナーを高めよう！

　県民一人一人の交通マナーの向上を図るため、
下記の期間中キャンペーンを行ってい
ます。相手の立場に立ち「優しさ」と「思
いやり」のある行動をとりましょう。
【期間】7月 1日～ 31日 交通安全

県民運動

問 栃木県くらし安全安心課 ℡ 028-623-2185
 　くらし安全課交通防犯係 ℡ 83-8110

ハチハチのの巣巣にに注意しましょう注意しましょう
建物の軒下、庭の樹木など敷地内の巣につい

ては、所有者や管理者に対応をお願いしていま
す。スズメバチの対策については、早期発見、
早期対応が有効ですので、日頃の管理を心がけ
てください。
　また、事故を防ぐためにも、無理
せず専門業者にお願いし、駆除を
行ってください。

【無料害虫相談】
衛生害虫防除等相談室
　（栃木県ペストコントロール協会内）
　℡ 028-625-0606（平日 8:00 ～ 17:30）

問 環境課環境保全係 ℡ 83-8125

空地空地のの雑草雑草のの管理管理はは適正に適正に
　この時期、空き地の雑草が繁茂し害虫が発生
する恐れがあります。土地を所有している方は、
適正な管理をお願いします。

令和 3年度令和 3年度

真岡市会計年度職員募集真岡市会計年度職員募集
♦ 保育士　4人
♦ 子育て支援センター指導員　1人
　（週 20 時間以内）
♦ 社会福祉士　1人

共通事項
【勤務期間】
　令和 3年 8月 1日～令和 4年 3月 31日
【申し込み】市HPに掲載している申込書に必要
事項を記入し、事前に連絡の上、下記へ本人
が直接提出してください。
※各職種の勤務内容や応募条件の詳細
なども、市 HPの最新情報を確認く
ださい。
問 総務課人事研修係 ℡ 83-8099

都合により、番組内容や放送時間が変更となる場合があり
ます。詳しくは、いちごチャンネルデータ放送、スマホア
プリの番組ガイドを確認ください。

市HP

国体開催 400 日前イベント国体開催 400 日前イベント
栃木SC栃木SC「親子サッカー教室」「親子サッカー教室」
　国体 400 日前を記念したオープニングイベン
トの開催後、栃木 SC選手およびスタッフによ
る親子サッカー教室でプロのテクニック
を学びながら、選手と交流を深めます。
【とき】8月 28日（土）※荒天時中止
　午後 2時 30分～ 4時 30分
【ところ】総合運動公園　陸上競技場
【対象】市内小学生とその保護者 先着30組（60人）
【持ち物等】運動のできる服装、運動靴、タオル、
　帽子、飲み物、サッカーボール（ある方）
【参加費】無料
【申し込み】7月 12日（月）から、電話（平日 9:00
～ 17:15）・FAX・Eメールにて受付
※ FAX、Eメールの場合は、参加者・保護者の
名前、住所、電話番号、学年（年齢）を記入
問 栃木ＳＣ支援真岡市実行委員会
　 （総合体育館内スポーツ振興課） ℡ 84-2811 
　 ℻  84-6258 Eメール: sports@city.moka.lg.jp

ク

夏休みの自由研究に !!夏休みの自由研究に !!
みんなの議会見学ツアーみんなの議会見学ツアー
　普段入ることのできない議場で楽しく学ぼう。
【とき】8月10日（火）午前10時～10時 30分
【ところ】市役所庁舎 5階 
【対象】市内在住の小学 4年～ 6年生 先着 10人
 　（保護者の送迎で会場まで来れる方）
【持ち物】筆記用具　【参加費】無料
【申し込み】8月 2日（月）までに、電話または
FAX、Eメールで受付
※FAX、Eメールの場合は、参加者・
保護者の名前、住所、電話番号、
学校名、学年（年齢）を記入
問 議会事務局 ℡ 83-8176 ℻  83-8714
　 E メール：gikai@city.moka.lg.jp

65 歳以上の方65 歳以上の方
コロナワクチン接種はコロナワクチン接種は
　お済ですか？　お済ですか？

※ 64歳以下の方は、7月 2日（金）に全戸配布
の折込チラシをご確認ください。
問 真岡市ワクチン接種予約相談センター
　 ℡ 83-8080 全日（土日祝含む）8:30～17:00

65 歳以上の方で未予約または
未接種でワクチン接種を希望す
る方は、下記へ電話にてご連絡
ください。直近で接種可能な医
療機関等を案内します。


