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【お知らせ】「真岡市内放射線量等測定結果」は、紙面の都合によりお休みさせていただきます。
　なお、放射線量等最新結果は、市のホームページで随時公開しています。http://www.city.moka.tochigi.jp/

　　　　　　  皆さまの意見をお寄せください皆さまの意見をお寄せください
【パブリックコメント制度とは】市の政策について、案の段階で計画を公表し、市民の皆さまから意見を求め、
　提出された意見を十分考慮し、計画等に反映させる制度です。最終案とともに、提出された意見に対する市
　の考え方、修正の内容、反映できない理由を公表します。
募集期間　▶平成 26年 2月 17日（月）～平成 26年 3月17日（月）必着

【応募方法】ご意見と題名・住所・氏名・電話番号を明記のうえ、下記あて先へ直接、または郵送・ファクス・Ｅメー
　ルいずれかの方法でご応募ください。（下記の閲覧可能施設に備え付けの記入用紙または書式自由）
【その他】提出されたご意見等の概要（類似内容はまとめます）およびこれに対する市の考えは、後日ホームペー
ジで公表します。お預かりした個人情報は公表しません。また、個別の回答はできませんのでご了承ください。

真岡市
パブリックコメント制度

意見を募集する計画 真岡市新型インフルエンザ等対策行動計画
【計画作成の趣旨】
　新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、政府及び栃木県が作成した行動計画の内容を踏まえ、本市
における新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項等について定めた計画を作成するものです。
【計画の目的】
　新型インフルエンザ等の発生に備え、また、発生した場合の対策として、市民の生命及び健康を保護し、市
民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的としています。
【計画の構成】
　①総論  ②新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針  ③各発生段階における対策

【あて先・問い合わせ】    〒321-4395　栃木県真岡市荒町 5191 番地　
　健康福祉部 健康増進課 母子健康係 ☎ 83-8121 FAX 83-8619  （開庁時間8:30～ 17:15  土・日曜・祝日休み）
　Eメール kenkou@city.moka.lg.jp（閉庁日の意見の提出は、市役所当直窓口でお預かりします）
※計画の詳細は健康増進課窓口、二宮コミュニティセンター、市公民館、各分館、ホームページで閲覧できます。

　   真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
募集職種 ①保育士 ②生活保護

　　　 面接相談員 ③遺跡分布調査員 ④生涯学習館
　　 施設管理員 ⑤体育施設管理員

募集人数 2 人 1人 1人 1人 1人 2人
勤務時期 平成 26年 4月から 1年間
勤務場所 市内保育所 福祉課 文化課 生涯学習館 二宮運動場 総合運動公園

勤務時間

7 時間 30分
（午前 7時 30分～
午後 6時 15分の間）
※早出・遅出勤務あり

原則　7時間 30分
（午前 8時 30分～午後 5時）

応募条件
および
勤務内容

・保育士の資格を有す 
　る方

・以下のいずれかに該
　当する方
①福祉事務所での生活
　保護事務経験 3年以
　上の方
②社会福祉施設等での
　相談実務経験が 3年
　以上の方
③社会福祉士等の資格
　があり、相談実務経
　験 1年以上の方
※生活保護に係る面接
　相談や申請に係る事
　務を行います。

・以下のいずれかに該
　当する方
①学校教育法による大
　学・大学院において
　考古学に関する専門
　課程を修了した方
②発掘調査の経験を有する方
③遺跡の発掘調査に関
　する報告書を作成し
　た経験を有する方
※②と③については、
　発掘調査および報告
　書作成の実績を履歴
　書に記載願います。
※二宮地区の遺跡調査
　を行います。

・ホールの使用状況
　により、変則勤務
　に対応できる方
※簡単な舞台装置
　等の操作および建
　物や敷地の管理業
　務を行います。
※平成 26 年 4 月に
　二宮文化会館が、
　生涯学習館に名称
　変更となります。

・普通自動車免許を
　有する方（AT 限
　定不可）
※グラウンド整備で、
　スポーツトラクター
　を運転します。
　その他、樹木剪定
　や体育施設貸出事
　務や施設管理業務
　を行います。

・大型特殊免許及び
　普通自動車免許を
　有する方（AT 限
　定不可）
※芝刈り・集積運搬
　で、スポーツトラ
　クター、ホイール
　ローダーを運転し
　ます。
　その他、樹木剪定
　等の管理業務を行
　います。

賃　金 日額 7,520 円 日額 6,240 円 日額 6,630 円

　【問い合わせ】総務課人事給与係（市役所本庁舎 2階）☎ 83-8099　FAX82-1065　

【申し込み】随時面接を実施します。希望する方は、市販の履歴書に所要事項を記入し、資格などが必要な職種を希望される方は、資格証を添えて、上記へ事前
　に連絡の上、本人が持参し、申し込みください。

市議会市議会≪2月定例会≪2月定例会のの日程≫日程≫

2月

20日（木）開会10：00～
26日（水）質疑・一般質問10：00～
27日（木）質疑・一般質問10：00～
28日（金）質疑・一般質問（予備日）10：00～

3月

4日（火）常任委員会（文教・民生産業）10：00～
5日（水）常任委員会（文教・民生産業）10：00～
6日（木）常任委員会（総務・建設）10：00～
7日（金）常任委員会（総務・建設）10：00～
12日（水）予算審査特別委員会10：00～
14日（金）閉会10：00～

【問い合わせ】議事課 ☎ 83-8176 FAX83-8714

農業委員会委員選挙人名簿農業委員会委員選挙人名簿のの縦覧縦覧
　農業委員会委員の選挙人名簿を縦覧します。なお、この名簿は農家から提出された選挙人名簿登載申請
書に基づき調製されたものです。※異議申出期間は、縦覧期間のみで、名簿確定（3月 31日）以降は、追加登録できません。
【期間】2月23日（日）～3月9日（日）の15日間   【時間】午前 8時 30分～午後 5時まで
【場所】選挙管理委員会事務室（市庁舎 3階東側）
【登録要件】①真岡市に住所を有する者 ②年齢満 20 歳以上の者 ③ 10a 以上の農地につき耕作の業務
　を営む者およびその者の同居の親族またはその配偶者で年間おおむね 60日以上耕作に従事している者
　④ 10a 以上の農地につき耕作の業務を営む農業生産法人の組合員、社員または株主として年間 60日
　以上農業に従事している者　※①③④は平成 26年 1月 1日現在、②は平成 26年 3月 31日現在
　【問い合わせ】選挙管理委員会 ☎ 83-8190　FAX 83-8082

真岡市嘱託職員を募集真岡市嘱託職員を募集
【募集職種】清掃監視員   【募集人数】1人
【勤務時期】平成 26年 4月 1日から（※土・日曜日、
　祝日を除く毎日）   【勤務場所】環境課
【勤務時間】午前 8時 30分から午後 5時
【応募条件】普通自動車免許を有する方
【賃金】月額 169,100 円
【選考方法】先に書類選考を行い、書類選考通過の
　方を対象に面接試験を行います。
【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、
　事前に連絡の上、　2月 26 日（水）までに下記
　へ直接持参してください。
【問い合わせ】総務課人事給与係（市役所本庁舎2階） 
　☎ 83-8099  FAX82-1065

真岡鐵道株式会社
臨時嘱託員募集臨時嘱託員募集

【募集職種】SL客車内の販売員   【募集人数】3人
【勤務時期】平成 26年 4月 1日から
【勤務時間】午前8時～午後4時30分（7時間30分）
【応募条件】年齢 60歳以下の方（平成 26年 4月 1
　日現在）で、土・日曜・祝日に SL客車内で物品
　販売のできる方（交代勤務、アルバイト可）
【賃金】750円 /時
【応募期限】2月 28日（金）午後 5時
【応募方法】市販の履歴書に自筆で記入し、下記へ
　郵送または直接持参してください。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4306 真岡市台町2474-1
　真岡鐵道株式会社 総務課 ☎ 84-2911 FAX84-2913

国民年金保険料の 2年前納（口座振替）制度が始まります国民年金保険料の 2年前納（口座振替）制度が始まります
　国民年金保険料の納付方法として、平成 26年 4月末の口座振替分より、割引額のより大
きな 2年前納（口座振替のみ）制度がご利用いただけるようになります。平成 26年 4月分
より口座振替を希望される方は、2 月 28 日（金）までに金融機関窓口に申し込みください。
【2年前納（口座振替）のメリット】
　≪メリット 1≫ 2 年間で 14,000 円程度の割引となります。
　≪メリット 2≫ 2 年前納分の金額は、その年の社会保険料控除の対象とすることも可能です。
【口座振替申し込みに必要なもの】
　年金手帳または納付書、通帳、金融機関届出印をご持参の上、金融機関窓口に申し込みください。
【その他の口座振替】毎月末日に前月分の保険料を振り替える「翌月末振替」、当月分保険料が当月末に引
　き落とされることにより月々 50円割引される「早割制度」、現金納付よりも割引額が多い「6カ月前納」
　や「1年前納」があります。
【問い合わせ】国保年金課 ☎ 83-8593/ 二宮支所福祉国保窓口係 ☎ 74-5004/ 宇都宮東年金事務所 ☎ 028-683-3216


