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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/

真岡市農業委員会委員選挙真岡市農業委員会委員選挙
立候補予定者説明会立候補予定者説明会

　7月 6日執行の真岡市農業委員会委員選挙の立
候補手続きなどに関する説明会を開催しますので、
立候補予定者（代理人可）は必ず出席してください。
なお、出席者数は1候補者につき2人までとします。
【とき】6月 4日 ( 水 ) 午前 9時 30分から
【ところ】市公民館第 3・4会議室
【立候補できる方】
　平成 26年 3月 31日現在の真岡市農業委員会委   
　員選挙人名簿に登録され、次の①～③の要件を満
　たしている方
①真岡市農業委員会の区域内に住所がある方
②平成 6年 4月 1日以前に生まれた方
③次のいずれかに該当する方
・10a以上の農地を耕作している方
・その同居の親族や配偶者で、農業に従事する日数
　が年間 60日以上ある方
・10a 以上の農地の耕作業務を営む農業生産法人
　の組合員、社員または株主であって年間 60 日
　以上耕作に従事していると農業委員会が認めた方
　平成 6年 4月2日から同年7月7 日までに生ま
　れ、　 の①と③の要件を有する方（ただし、この
　場合、真岡市農業委員会会長の発行する証明書
　が必要）
【投票できる方】上記 　の方のみ

【問い合わせ】選挙管理委員会☎ 83-8190 FAX83-8082
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観光協会職員募集観光協会職員募集
【職種】真岡市観光協会幹部候補職員　【人数】1名
【業務内容】真岡市の観光振興を推進する総合的な業務
【勤務場所】真岡市観光協会（真岡市役所内）
【勤務形態・時間】4週 8休のシフト制、午前 8時
　30分～午後 5時 15分（原則）
【雇用期間】7月 1日～H27年 12月 31日
　（平成26年12月31日まで試用期間。勤務成績等
　により平成28年1月1日以降の継続雇用を予定）
【給与】月給300,000円、通勤手当あり（2㎞以上）、
　賞与あり
【受験資格】①被災求職者 ②観光関連企業等でイベン
　ト企画・運営・営業、マーケティング等を経験した方。
　また、他種業務であっても観光振興に活かせる企画
　営業等の経験のある方。 ③観光振興に情熱を持ち、
　知識と行動力のある方 ④コミュニケ－ション能力に
　自信のある方 ⑤パソコンの事務能力を有する方 ⑥普
　通自動車運転免許資格を有する方 ⑦採用後、真岡市
　あるいは周辺市町に居住可能な方 ⑧イベント時の会
　場設営等の屋外作業が可能な方
【応募期間】6月11日（水）まで
【応募方法】①履歴書（自筆、3か月以内の写真貼付） 
　②職務履歴書（A4判用紙） ③小論文「真岡市の観光
　の課題と今後の可能性について」1,600字内（A4判
　用紙1枚） ④東日本大震災の被災県の災害救助法適
　用地域に所在する事業所に雇用されていたことを証
　明する書類、または当該地域に居住していたことを
　証明する書類
【試験方法】1次試験：書類審査　２次試験：面接試験
【あて先・問い合わせ】〒321-4395　真岡市荒町5191
　真岡市観光協会事務局（商工観光課内）
　☎ 83-8135　FAX83-0199

『さつき祭り』開催『さつき祭り』開催
【とき】5月29日（木）～6月1日（日） 
　午前9時～午後5時
【ところ】井頭公園 緑の相談所展示場
【内容】さつきの展示
【主催】真岡さつき愛好会
【問い合わせ】
　商工観光課観光係　☎83-8135 　FAX83-0199

平成 26 年 4 月から平成 26 年 4 月から

後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料がが変更変更
　後期高齢者医療制度の保険料は、「栃木県後期高
齢者医療広域連合」が、2年度ごとに見直しを行い、
決定しています。
　少子高齢化や医療技術の高度化等の影響による一　少子高齢化や医療技術の高度化等の影響による一
人当たりの医療費の増加に対応するため、下記のと人当たりの医療費の増加に対応するため、下記のと
おり改定されました。おり改定されました。

区　分 H26・27
年度

H24・25
年度

均等割額（被保険者一人一人が等
しく負担する金額）

43,200
円 
42,000
円

所得割率（所得に応じて負担する
所得割額を算出する割合） 8.54％ 8.54％

賦課限度額（1年間の保険料最高額）57万円 55万円

・所得の低い方に対する均等割軽減のうち、5割、・所得の低い方に対する均等割軽減のうち、5割、
　2割軽減については、該当となる基準が拡大します。　2割軽減については、該当となる基準が拡大します。
　その他の 9割、8.5 割軽減や所得軽減は、今年度　その他の 9割、8.5 割軽減や所得軽減は、今年度
　も継続されます。　も継続されます。
・これまで被用者保険の被扶養者であった方に対す・これまで被用者保険の被扶養者であった方に対す
　る保険料軽減措置は、今年度も継続されます。　る保険料軽減措置は、今年度も継続されます。
【問い合わせ】 
　保険料決定に関すること：栃木県後期高齢者医療広域連合 
　☎ 028-627-6805
　保険料に関すること：国保年金課保険税係 ☎ 83-8594

【とき】6月1日（日）午前10時～午後3時
　※ 3階ギャラリーは 5月 30 日（金）午前 10時
　　から先行開催（午後 4時まで）
【ところ】二宮コミュニティセンター
【内容】真岡市民活動推進センターに登録している
　各種団体による市民活動の発表（音楽・展示・出
　店・体験等があります）　【参加料】無料
【問い合わせ】コラボーレもおか☎81-5522（月曜・祝日休み）

真岡市制施行 60 周年記念協賛事業真岡市制施行 60 周年記念協賛事業
第 3回第 3回コラボまつりコラボまつりを開催を開催

料金無料
秘密厳守 6 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など     2日（月）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   10日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※5/30（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

  10日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

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

 3・10・17・24日 （火）
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  3日（火）13:30～15:30
人権相談 虐待・DV・差別など  2日（月）13:00～ 16:00
【人権相談の問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129
【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

【問い合わせ】
　生涯学習課☎82-7151　FAX83-4070（日曜・祝日休み）

　「自ら一歩踏み出したい」「地域のために何かした
い」と考えている女性の想いを、行動に移すための
スキル満載の講座です。
【とき】7月12日（土）、26日（土）、10月5日（日）、19日（日）、
　11月1日（土）※その他に選択科目の受講が2つあり
【ところ】パルティとちぎ男女共同参画センター（宇都宮市）
【対象】男女共同参画に関心を持ち、各種審議会等
　に参画する意欲のある女性　2名程度
【受講料】無料（交通費の補助あり）
【申し込み】申込書（生涯学習課に用意してあります）
　を記入し、6月 13 日（金）までに下記へ申し込
　みください。※講座内容など詳しくは生涯学習 
　課へ問い合わせください。

平成 26年度平成 26 年度
とちぎ女性政策塾とちぎ女性政策塾受講者募集受講者募集

真岡市総合型地域スポーツクラブ創設プレ事業真岡市総合型地域スポーツクラブ創設プレ事業
ランニングにつながるウォーキング教室ランニングにつながるウォーキング教室
　総合型地域スポーツクラブとは、「いつでも、どこ
でも、だれでも、いつまでも」スポーツを楽しむこと
ができるようにするために、住民により自主的・主体
的に運営されるスポーツクラブです。　　
【とき】6月 14日（土）午前 10時～正午
【ところ】真岡市総合運動公園陸上競技場
　（雨天時：山前分館多目的ホール）
【対象】一般の方　先着20人
【参加料】200円 ( 当日会場でお支払いください )
【持ち物等】運動できる服装、タオル、 飲み物
【申し込み】6月12日（木）までに電話またはＦＡＸ
　にて、申し込みください。（電話の場合：平日午 
　前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】　
真岡市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会
（スポーツ振興課内）  ☎ 84-2811  FAX84-6258
※FAXの場合は氏名・住所・電話番号、年齢、性別を明記

平成 26 年度 第 1 回平成 26 年度 第 1 回
市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集

【申し込み・問い合わせ】建設課住宅係 ☎ 83-8694

募
集
部
屋

住宅名 間取り 戸数 その他

三ノ宮住宅 2DK
3DK

1戸
2戸

内優先部屋
4戸

東郷住宅 3LDK 5戸
高間木住宅 3DK 2戸
中丸住宅 3DK 1戸
さくら住宅 3DK 2戸

※優先部屋の対象となる世帯は、ひとり親世帯、犯罪被害
　者世帯、多数回落選世帯、障がい者世帯、高齢者世帯です。
【家賃】部屋ごとに収入や家族数により異なります。
【申し込み】市役所建設課および二宮支所で申込書
　を配布しますので、必要事項を記入のうえ、関係
　書類をそろ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。

【受付期限】6月2日（月）～6月16日（月）
　※土・日曜日、祝日は除く
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分

浄化槽浄化槽のの維持管理維持管理
　浄化槽は微生物の働きを利用して
汚水を処理する装置です。日ごろか
ら、微生物が活発に活動できるよう
な環境を保つため、適正な維持管理
を心がけ環境保全と快適な生活を送
れるようにしましょう。
【確認しましょう】浄化槽の維持管理（①～③）は 
　　浄化槽法で義務付けられています。
①保守点検（浄化槽の点検）を県の登録業者と委託
　契約していますか。
②清掃（浄化槽内の汲み取り）を毎年実施していますか。
③浄化槽法第11条の検査（浄化槽処理水の水質検査
　など）を毎年１回受けていますか。

浄化槽設置浄化槽設置にはには
　　補助金　　補助金がが受受けられますけられます
住宅の大きさ 浄化槽の区分 市補助額

床面積130㎡以下 5人槽 332,000 円
床面積130㎡を超える 7人槽 414,000 円
二世帯住宅 10人槽 548,000 円

※補助には区域、市税等に滞納がないことなどの
　要件があります。
※無利子貸付制度（上限 30 万円）、共同放流施設
　設置補助（5戸以上共同使用）もあります。
※市では、特定の業者に設置工事を依頼すること
　はしていませんのでご注意ください。
【問い合わせ】下水道課農業集落排水係☎83-8144  FAX83-8142

ヤング検診受診者募集ヤング検診受診者募集
　半日もかからずに低料金で、あなたの健康状態を
目に見えるカタチにできます。この機会に申し込み
ください。
【受付】午前 8時 30分～ 10時 30分
募集日程 実施会場
6/22（日） 総合福祉保健センター6/23（月）
7/2（水） 二宮コミュニティセンター
7/6（日） 中村農村環境改善センター

【対象】市内在住で下記の内容を満たす方

検診の種類（内容）検診の種類（内容） 対象者対象者 定員定員 自己自己
負担金負担金

①ヤング特定健診
（身体計測・腹囲・
血圧・尿中塩分測
定・血液検査）

30～39歳の男女 100人 無料

②ヤング
女性がん
検診

乳 が ん
（超音波
検査）

30～39歳の女性 50人 200 円

子宮頚が
ん（頚部
がん検査）

30～39歳の女性 50人 400 円

骨密度検診
（超音波検査）

同日に①か②を
受診する女性 100人 100 円

※各検診項目について、年度内1回の受診となります。※各検診項目について、年度内1回の受診となります。
【申込方法】検診日の 1週間前までに【申込方法】検診日の 1週間前までに電話・FAX・
　Eメールで申し込み。
【問い合わせ】Eメール kenkou@city.moka.lg.jp
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619


