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コロナ対策の徹底を！コロナ対策の徹底を！
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◆ JUMP UP もおか
夏のダイジェスト
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◆わくわく体操
9月のテーマ
「シューズの選び方とタオル体操」

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【9 月 27日（月）～ 10月 3日（日）放送内容予定】

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005

ご自身と大切な方を守るために、

『今すぐ必要じゃない』
『急がなくてもいい』

外出は自粛をお願いします。

市税等納期限《９月》市税等納期限《９月》
①固定資産税（第 3期）
②国民健康保険税（第 3期）
③後期高齢者医療保険料（第 3期）
④介護保険料（第 3期）
【納期限・口座振替】9月 30 日（木）
問 ①税務課固定資産税係 ℡ 83-8114
　 ②③国保年金課保険税係 ℡ 83-8594
　 ④いきいき高齢課介護保険係 ℡ 83-8094
　 ♦納付・口座振替
　 納税課収納管理係 ℡ 83-8115

市営住宅の入居者を募集市営住宅の入居者を募集

問 建設課住宅係 ℡ 83-8694

【受付期間】10月 4日（月）～14日（木）
　（土曜・日曜日を除く 8:30 ～ 17:15）

【家賃】入居する部屋のタイプや収入、家族の人
　数により異なります。
【申し込み】建設課および二宮支所にて申込書
を配布します。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。

※優先部屋入居要件に該当する世帯が申し込み可能

●【優先部屋】ひとり親世帯

●【優先部屋】高齢者世帯
錦町市営住宅 1階・3LDK 1戸 久下田小・久下田中

東郷市営住宅 2階・3LDK 1戸 真岡東小・真岡東中

住宅名 階・間取り 戸数 学区

三ノ宮市営住宅
1階・1LDK 1戸

山前小・山前中
3階・3DK 1戸

東郷市営住宅 3階・3LDK 1戸 真岡東小・真岡東中

さくら市営住宅
2階・2DK 1戸

久下田小・久下田中
3階・2DK 1戸

錦町市営住宅 3階・2LDK 1戸 久下田小・久下田中

市HP

●【一般部屋】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 職員募集職員募集
◆採用人員　2人程度
【勤務内容】一般事務および障がい児者支援等
【勤務場所】事務局、もしくは法人が運営する事
業所

【応募条件】①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月卒業見込の方を含む）②福祉活
動に意欲のある方

【試験日】　《作文・グループ討議等》11/13（土）
　　　　　《面接》12/4（土）
【選考方法】書類選考、作文、適正検査、グルー
プ討議、面接等

【申し込み】10月 1日（金）～ 29日（金）
の期間に、採用試験申込書に履歴書、
写真等を添えて下記窓口へ本人が直
接提出してください。
問 真岡市社会福祉協議会 ℡ 82-8844

小児インフルエンザ予防接種を受けた小児インフルエンザ予防接種を受けた

障がい児障がい児へのへの費用助成費用助成
　健康増進課で実施している小児インフルエン
ザ予防接種を受けた障がいのあるお子さまで、
次の要件を満たす対象者に費用を助成します。
【対象者】1歳以上小学 6年生相当の年齢までの
　お子さまで、下記の手帳をお持ちの方
　①身体障害者手帳 1・2・3級、②療育手帳　
　A1・A2・B1、③精神保健福祉手帳 1・2級
【助成対象期間】
　10月 1日（金）～令和 4年 2月 28日（月）
【申請受付期間】令和 4年 3月 31日（木）まで
【助成額】医療機関窓口で払った自己負担分
　（各回上限 1,500 円）　【助成回数】2回
※職場等で助成された額を差し引きます。
【持ち物】身体障害者手帳、療育手帳、
精神保健福祉手帳、印鑑、予防
接種の領収書（2回分）、振込口
座の通帳、健康保険証
問 社会福祉課障がい福祉係 ℡ 83-8129

問 県統計課人口労働統計担当 ℡028-623-2246
　 総合政策課統計係 ℡ 83-8109

社会生活基本調査に社会生活基本調査に
ご協力くださいご協力ください

　総務省統計局（栃木県）では、10月 20 日現
在で社会生活基本調査を実施します。
　この調査は、国民生活の実態を明らかにする
ことを目的としています。調査結果は、ワーク・
ライフ・バランスの推進、少子高齢化対策など、
国や地方公共団体で各種施策の基礎資料として
活用されます。
　調査をお願いする世帯には、10 月上旬から中
旬にかけて、調査員が調査書類を配布しに伺い
ます。回答は、紙の調査票への記入だけでなく、
パソコンやスマートフォン等で回答することも
できます。調査の趣旨をご理解
いただき、回答をお願いします。
※調査票の内容は統計法に基づ
き厳重に秘密が守られ、統計
の目的以外には一切使用され
ません。

問 納税課納税推進係 ℡ 83-8489
※詳しくは市HPを確認ください。

※3DK・3LDKは、複数人世帯を優先します。ただし、
応募が無ければ単身世帯でも入居可能です。

令和 4年度採用令和 4年度採用
真岡市社会福祉協議会真岡市社会福祉協議会

差押不動産の公売差押不動産の公売
市税の滞納による差押不動産を公売します。

【とき】10月 8日（金）午後 1時 30分から
　（受付：午後 1時から）
【ところ】市役所本庁舎 4階（405会議室）
①土地
　所在：熊倉町字タケ内 911 番 1（宅地）
　地積：327.27㎡（借換地面積 270㎡）
　見積価格：7,500,000 円
公売保証金：750,000 円

②土地および建物
　所在：さくら二丁目 9 番 11（宅地）
　地積：221.50㎡
　建物構造：プレハブ造・軽量鉄骨造スレー
　　　　　ト葺 2 階建

　床面積：1 階 61.38㎡
　　　　　2 階 61.38㎡
　見積価格：4,840,000 円
　公売保証金：490,000 円 市HP

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
♦ 介護支援専門員（ケアマネージャー）　1人
【業務内容】介護予防プラン作成業務、総合相談・
支援業務等
♦ 保健師、看護師　1人
【業務内容】特定保健指導や生活習慣病予防に関
する業務等

♦ 保育士　4人
【業務内容】保育業務
♦ 社会福祉士　1人
【業務内容】地域包括支援センター業務
♦ 家庭相談員　1人
【業務内容】家庭相談事業、虐待通告対応業務等

共通事項共通事項
【勤務期間】
　令和 3年 10月 1日～令和 4年 3月 31日
・介護支援専門員は 11月 1日から
・保健師、看護師は 11月 11日から
※勤務成績により次年度の任用あり
【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。

※各職種の応募条件の詳細などは、
市HPの最新情報を確認ください。 市HP

問 総務課人事研修係 ℡ 83-8099
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◆いちごショートケーキ
「第 4回 真岡市ダ
ンススポーツ競
技大会」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「真岡の夏まつり
荒神祭」

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。


