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人・農地プラン変更人・農地プラン変更のの縦覧縦覧
　地域農業の未来設計図である「人・農地プラン」
の変更について、以下のとおり縦覧を実施します。
【とき】5月 9日（金）～22日（木）※平日のみ
　午前8時 30分～午後5時
【ところ】農政課（福祉産環部棟2F）
【問い合わせ】農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

銃器銃器でで有害鳥獣駆除有害鳥獣駆除をを実施実施
　農作物被害の防止のため、カルガモ・カラスの駆
除を実施します。
【実施期間】5月 17日（土）～ 19日（月）3日間
【対象区域】市内全域（住宅地等を除く）
【実施主体】ＪＡはが野
【問い合わせ】JA真岡地区営農センター ☎ 83-3311
　JA二宮地区営農センター ☎ 74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

平成 27年度平成 27 年度 真岡市職員募集真岡市職員募集
◇職種・受験資格および採用予定人員
　【職種】土木事務、建築事務　【人数】3名程度
　【受験資格】昭和60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（平成 27
　　年 3月卒業見込みの方を含む。ただし、高等学
　　校卒業見込みの方は申込できません）
　※日本国籍を有しない方、地方公務員法第 16条
　　（欠格条項）に該当する方は受験できません。
◇試験案内の配布
　総務課（本庁舎 2階）または二宮支所で試験案
内を配布します。試験案内を郵送で請求する場合は、
あて先明記の返信用封筒（A4･ 角 2 サイズで 120
円切手を貼付）を同封し、下記まで請求してください。
市ホームページ（職員募集のページ）からもダウン
ロードできます。
◇受験申し込み方法
　採用試験申込書に必要事項を記入し、5月 26 日
（月）までに下記へ提出してください。
◇試験方法
　１次試験：筆記試験・適性検査
　２次試験：作文試験・面接試験（１次試験合格者のみ）
【あて先・問い合わせ】〒 321-4395
　真岡市荒町5191　真岡市総務部総務課人事給与係
　☎ 83-8099　FAX82-1065

　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
募集人数 2 人 1人 1人
勤務時期 平成 27年 3月まで
勤務場所 市内保育所 福祉課 文化課

勤務時間
および
応募条件

7 時間 30分
（午前 7時 30分～
午後 6時の間）

※早出・遅出勤務あり

・保育士の資格を有する方

原則　7時間 30分
（午前8時30分～午後5時）

・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。

原則　7時間 30分
（午前8時30分～午後5時）

・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。

賃　金 日額 7,520 円

【問い合わせ】
総務課人事給与係　☎ 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、上記問い合わせ先へ事前に連絡の上、本人が持参し、申し込みください。

県央広域都市圏生活行動実態調査県央広域都市圏生活行動実態調査
　都市計画や交通、防災、環境、福祉
など、今後のまちづくりのための基礎
資料として利用するため、県央広域都
市圏生活行動実態調査を実施します。
　5月下旬に調査票を送付しますの
で、無作為抽出により選ばれた世帯の
方は、ご協力をお願いします。
【内容】「いつ」、「どのような人が」、「どのような目的
　で」、「どのような交通手段で」、「どこからどこへ」
　移動したかなど、ある特定の１日の活動状況を調査
【調査対象日】
　5月 27～ 29日、6月 3～ 5日のいずれか 1日
【対象】 本市を含む７市７町で、無作為抽出により
　選ばれた世帯　※本市では、約5,700世帯が対象
【問い合わせ】県央広域都市圏生活行動実態調査
　　　　　  サポートセンター　☎0120-627-772
　　　　　  真岡市企画課　　  ☎ 83-8102

平成 26年経済センサス平成 26年経済センサス
基礎調査および商業統計調査基礎調査および商業統計調査
　平成26年経済センサス‐基礎調査および商業統
計調査を一体的に実施します。皆さまの調査へのご
理解とご回答をよろしくお願いします。
【調査の期日】平成26年7月1日
【調査の対象】すべての事業所・企業が対象
【調査の方法】下記の２種類の方法で実施
　①平成26年 6月中に調査員が直接調
　　査票記入の依頼に伺い、７月に回収します。
　②支社や支店等を有する企業は、国から直接本社
　　に一括して調査票を送付し、郵送またはインター
　　ネットで提出していただきます。
【その他】調査票に記入した内容は、統計作成目的
　以外に使われることはありません。また、この調
　査は「統計法」により報告の義務があります。

【問い合わせ】企画課統計係　☎83-8109　FAX83-5896
総務省HP　http://e-census-syougyo.stat.go.jp/

【かたり調査にご注意ください！】
　経済センサス‐基礎調査および商業統計調査を
装った不審な訪問者や不審な電話・電子メールなど
にご注意ください。調査員は必ず調査員証を身に付
けておりますのでご確認ください。
　また、金品を請求したりすることはありません。

野外焼却（野焼き）の禁止野外焼却（野焼き）の禁止
　家庭から出る、紙ごみ、衣類、ビニール、プラスチック、ゴム、合成樹脂、皮製品、廃油、建築資材等のごみを、
野外焼却することは法律で禁止されています。（廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条の2）
　快適な生活環境の保全と火災予防のため、迷惑行為に当たる野外焼却は行わないでください。

【問い合わせ】環境課清掃係 ☎83-8126 FAX83-5896

5/255/25（日）（日）春季春季市内一斉清掃市内一斉清掃

【問い合わせ】環境課清掃係 ☎ 83-8126 FAX83-5896

【実施内容】公共の場所（道路、河川、公園など）の空
　き缶、空きビン、紙くずなどの収集をお願いします。
【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）②空き缶・空き
　ビン ③雑草・木の枝など ④その他（４種類に分けて午
　前９時までに指定のステーションに出してください）
※もえるごみ、空き缶、空きビンは、必ず透明ま
　たは半透明の袋に入れて出してください。
※もえるごみをいれる際に真岡市指定ごみ袋（黄色）お
　よびボランティア袋（ピンク）は使用しないでください。
※雑草・木の枝は、雑草・木の枝だけを袋に入れるか、
　袋に入れない場合は、束ねて縛ってから出してください。
【その他】雨天時は6月1日（日）に延期
　延期・中止の場合のみ、午前7時に防災無線で周知

　【問い合わせ】真岡いちごまつり実行委員会事務局　（農政課）☎ 83-8139 FAX83-6208
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【とき】5月18日（日）午前9時～午後2時30分
【ところ】二宮コミュニティセンター
【イベント】いちご狩り以外にも楽しい
　イベントが盛りだくさんです。ぜひ、
　ご来場ください。
◇お楽しみビンゴゲーム　豪華商品が当たる！
◇新鮮農産物販売　地元産のおいしい野菜等販売！
◇いちご横丁　地産地消・各種模擬店
◇お楽しみアトラクション　家族みんなで楽しめます！
◇いちごキング決定　特大いちごをゲットしよう！

 いちご狩りの申込受付は終了しました！
※いちごまつりに伴い、市公民館二宮分館会議
　室および図書館、コラボーレもおかは休館です。
※内容については、市のホームページでもご覧
いただけます。http://www.city.moka.tochigi.jp/

真岡市制施行 60 周年記念事業真岡市制施行 60 周年記念事業
真岡いちごまつり2014真岡いちごまつり2014を開催を開催

【問い合わせ】文化課文化財係☎83-7731 FAX83-4070

～尊徳さんの田んぼで米づくり～～尊徳さんの田んぼで米づくり～
第4回   第4回   写真コンテスト開催写真コンテスト開催

＜募集概要＞   
【テーマ】『尊徳さんの田んぼで米づくり写真集』 
　今年の「尊徳さんの田んぼで米づくり体験」で
　行われる事業（田植え、除草、かかし作り、か
　かしコンテスト、稲刈り、おだがけなど）に関
　する写真を撮影してください。 　　　　　　　
【サイズ等】1人 2作品まで。四つ切またはワイド
　四つ切。カラー・白黒どちらでも可。組み写真
　は不可。応募票（事業を実施する際に配布、文
　化課窓口にも用意してあります）を貼付。
【応募期間】 6 月 29 日（日）～ 10 月 31 日（金）
【応募先】二宮尊徳資料館まで持参または郵送（当
　日消印有効）、住所〒 321-4502 真岡市物井
2013-2、☎ 75-7155、月曜日・祝日の翌日休館

　田植え、稲刈り、かかし作り、おだがけのある風景、
家族の笑顔など、昨年はいろいろな
テーマの作品が集まりました。今年
も皆さんの素晴らしい一瞬をとらえ
た作品をお待ちしています。

  真岡市制施行 60 周年記念真岡市制施行 60周年記念  真岡市記録・ＰＲ映像制作中真岡市記録・ＰＲ映像制作中
　これは、真岡市制施行６０周年を迎えた「今の真岡市」の様子を記録し後世に伝えること、
本市の魅力を市内外に発信していくことを目的に制作するものです。映像の完成後は、ホームペー
ジやイベント、ケーブルテレビ等、様々なメディアを通じて配信いたします。
　平成27年 3月まで、市内のイベントやお祭り、観光施設等を中心に、市内の様々な場所で、
映像制作業務の委託業者が撮影を行っています。なお、撮影スタッフは右記の腕章、名札を
着用していますので、ご協力をよろしくお願いします。
【問い合わせ】商工観光課観光係 ☎ 83-8135

●会場までの案内図●


