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 真岡市制施行60周年記念 真岡市制施行60周年記念
  心を一つに  心を一つに 6060 年年
     豊かに真岡     豊かに真岡
        人人・・夢夢・・未来未来

■臨時職員　１人
【勤務場所】秘書課広報広聴係
【勤務期間】8 月１日（金）～平成 27 年 3 月 31 日（火）
　（試用期間 14 日間）
【勤務内容】行政情報番組（ケーブルテレビ放送用）
　制作編集業務および一般事務補助
【勤務時間】午前8時30分～午後5時（7時間30分）
　土・日曜日勤務の場合あり
【応募条件】行政情報番組制作編集ができる方また
　はその経験がある方
【賃金】日額 6,240 円、通勤手当 2㎞以上該当（上限
　6,500 円）健康保険、厚生年金、雇用保険に加入
■嘱託職員　保健師 1人
【勤務場所】健康増進課
【勤務期間】10月１日(水)～平成27年3月31日（火）
　（継続雇用の可能性あり）
【勤務内容】妊産婦乳幼児健診の保健指導・健康診査など
【勤務時間】午前8時30分～午後5時（7時間30分）
【応募条件】①保健師の資格を有する方　②普通自
　動車免許をお持ちの方（ＡＴ車限定可）  ③パソ
　コン操作（word、Excel）ができる方
【賃金】月額 241,800 円、通勤手当 2㎞以上該当（上
　限 6,500 円）健康保険、厚生年金、雇用保険に加入
■共通事項
【選考】面接（随時）
【申し込み】市販の履歴書に所要事項を記入し、事前にご
　連絡の上、下記へ本人が直接お持ちください。（保健師
　の応募は資格証を添えてください）
【受付時間】午前 9時から午後 5時まで
【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
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◇職種および受験資格
職種職種 人数人数 受 験 資 格受 験 資 格

一般
事務

19人
程度

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する
方（平成27年3月卒業見込みの方を含む）

土木
建築
事務

若干名

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）

保育士

3人
程度

平成2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、または平成27年3
月末日までに当該資格を取得する見込みの方

保育士
(社会
人枠)

昭和55年4月2日から平成2年4月1日
までに生まれた方で、保育士の資格を有し、
保育園、幼稚園等で保育業務の実務経験が3
年以上ある方（平成27年3月末日までに3
年になる方を含む）

※ただし、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）または二宮支所で案内を配布
　します。市ホームページからも印刷できます。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。
◇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11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
　　【とき】9月21日（日）　【ところ】真岡高等学校
　■２次試験：作文・集団討論・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

真岡市制施行 60 周年記念真岡市制施行 60 周年記念
第 31 回真岡井頭マラソン大会第 31 回真岡井頭マラソン大会
プログラムへの広告募集プログラムへの広告募集

　平成26年 10月 5日（日）に開催する「第31回
真岡井頭マラソン大会（同時開催：ねんりんピック
栃木 2014マラソン交流大会）」の参加者等へ配布
するプログラムへの掲載広告を募集します。
【掲載位置】広告専用面（プログラム規格A4版）
【サイズ】A4の 1/4（縦 5.8cm×横17.6cm）
　※1社あたり最大4枠まで　【料金】1枠 5,000円
【掲載原稿】申込者が作成し、掲載決定後、料金納
　付と併せて提出してください。（電子データ可）
【発行部数】約2,300部（参加者数で多少増減有り）
【申込方法】8月8日（金）までに専用の申込用紙（総
　合体育館に用意）に必要事項を記入し、下記へ提
　出してください。
※審査後、掲載決定の方は、料金納入と原稿提出に
　より掲載となります。
 【申し込み・問い合わせ】真岡井頭マラソン大会実行
　委員会（総合体育館内）☎84-2811 FAX 84-6258 
　Eメール  sports@city.moka.lg.jp

真岡市制施行 60 周年記念真岡市制施行 60 周年記念
第 31 回真岡井頭マラソン大会第 31 回真岡井頭マラソン大会
ボランティアスタッフ募集ボランティアスタッフ募集

　平成26年10月5日（日）に開催する「第31回真
岡井頭マラソン大会（同時開催：ねんりんピック栃木
2014マラソン交流大会）」のボランティアスタッフを
募集しています。
【対象】高校生以上の方（性別・年齢不問）
【内容】集計、給水の手伝いなど
【申し込み】8月8日（金）までに下記へ申し込みください。　真岡市では、積極的に男女共同参画の推進のため

の取り組みを行っている事業者を表彰し、広く市民
や事業者の皆さんに紹介します。
【対象】次のいずれかの取り組みを行っている市内の事業
　者　（企業、個人事業者、自治会、ＰＴＡ、市民団体等）
　①性別にとらわれない能力活用や職域拡大のため
　　の取り組み
　②仕事と家庭生活その他の活動との両立を支援す
　　るための取り組み
　③男女の人権に配慮した、働きやすいまたは活動
　　しやすい環境づくりのための取り組み
　④前各号に定めるもののほか、男女が共同して参
　　画することのできる環境づくりのための取り組み
【応募（推薦）方法】真岡市男女共同参画推進事業
　者表彰応募（推薦）書（様式第 1号）と事業者
　の概要の分かる資料を添えて、真岡市教育委員会
　生涯学習課に提出してください。
【応募（推薦）期間】7月1日から9月1日（必着）まで

【申し込み・問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
　☎82-7151　FAX83-4070

真岡市男女共同参画推進事業者真岡市男女共同参画推進事業者
表彰制度に応募（推薦）してください表彰制度に応募（推薦）してください
～自治会・市民団体等のみなさんも対象です～～自治会・市民団体等のみなさんも対象です～

　「第 2次真岡市環境基本計画」の策定を今年度から
2年間で行います。計画案を作成する委員を募集し
ます。
【募集人数・条件】下記の条件を満たす方　3人以内
　・市内に引き続き１年以上住所を有する20歳以上の方
　　（平成26年4月1日現在）　
　・平日昼間の会議に出席できる方（任期2年）
【応募方法・締切】任意の用紙に下記①②を記入し、8
　月 15日（金）までに下記宛先へ郵送（消印有効）
　またはEメールで提出ください。
①身上書（氏名、生年月日、住所、性別、年齢、職業、
　勤務先、電話番号、環境保全活動に関する経歴を明
　記したもの、書式自由）
②「応募の動機」または「真岡市の環境保全について」
　の作文 400字程度
【その他】選考結果は個別に通知します。提出書類
　は返却しません。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市産業環境部環境課環境計画係　☎83-8241
　Eメール　kankyou@city.moka.lg.jp

真岡市環境基本計画策定会議真岡市環境基本計画策定会議
委員募集委員募集

真岡市デマンドタクシー予約センター真岡市デマンドタクシー予約センター
臨時嘱託員を募集臨時嘱託員を募集

【対象】真岡市在住で、パソコンを使用できる方　1人
【職務内容】予約（電話）受付、車両配車業務等、主
　にパソコンを使った業務
【雇用期間】10月1日（水）～平成27年3月31日（火）
　※土・日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）は休み
　※上記以降 6カ月ごとに継続契約あり
【勤務時間】7:30～ 17:30のうち5時間勤務
　（午前・午後交代勤務）
【賃金】時給850円（別に交通費支給）
【応募方法】市販の履歴書（写真添付）に所要事項を
　記入し、8月29日（金）までに下記へ提出ください。
【選考方法】1次選考：書類審査、2次選考：面接試験
　（9月10日（水）実施）
　※一次合格者には個別にご連絡いたします。
【問い合わせ】
　真岡鐵道㈱総務課（真岡駅舎内）☎ 84-2911

今年度も発行します

　第10回もおかコットン債第10回もおかコットン債
　今年度の第10回もおかコットン債の取扱金融機関
は「足利銀行」です。発行条件や購入期間などの詳細
については、決定次第、広報もおか・WeeklyNews
もおか・市ホームページで随時お知らせします。
■発行条件（予定）
【発行総額】2億円 　【発行日】11月 4日（火）
【購入時期】10月下旬予定
【申込方法】取扱金融機関・足利銀行窓口での直接
　申込（先着順）
【利率】利付国債（5年）の入札における募入平均
　利回りを参考に決定
【利払い】年 2回（毎年 5月 5日・11月 5日）
【償還方法】5年満期一括償還
　（満期日：平成 31年 11月 5日）
　なお、「もおかコットン債」につきましては、発
行回数が本年度で第 10回目の区切りを迎え、市民
の皆さまの行政参加意識も高まるなど、当制度の目
的がほぼ達成されつつあることから、本年度をもち
まして発行を終了します。
　これまでに「もおかコットン債」の購入を通じて、
市政運営にご協力くださいました多くの皆さまに心
から感謝を申し上げます。

【問い合わせ】企画課財政係☎ 83-8104 FAX83-5896

狩猟を始めてみませんか狩猟を始めてみませんか
　深刻化する野生鳥獣被害に対応し、捕獲の担い手
となる狩猟者を増加させるため、県では狩猟免許試
験の事前講習会の受講者に対し、テキスト無料配布
を行っています。
　ぜひこの機会に狩猟免許を取得し、狩猟を始めて
みませんか。
【問い合わせ】
　県東環境森林事務所　☎ 0285-81-9001　
　一般社団法人栃木県猟友会　☎ 028-635-6317

火災予防条例の改正に伴い火災予防条例の改正に伴い
７/1７/1からから屋外屋外ででイベントイベントをを行行ううときはときは
消火器消火器のの準備準備とと届け出届け出がが必要必要になりましたになりました
　コンロ、フライヤー、発電機などの火気等を取り
扱う露店には消火器を準備してください。
　祭礼、縁日、花火大会、展示会、学校行事、産業祭、
町民祭、自治会など屋外で火気を取り扱う露店等を
開設する場合は届け出が必要です。
　詳しくは、下記消防署までお問い合わせください。
【問い合わせ】真岡消防署☎ 82-3161　
　真岡西分署☎ 83-2424　二宮分署☎ 74-0537

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 
友好都市台湾斗六市民族舞踊団友好都市台湾斗六市民族舞踊団

張 月珍 舞踊団 真岡特別公演張 月珍 舞踊団 真岡特別公演
【とき】11月 2日（日）
　午後 5時 30分開演（5時開場）
【ところ】市民会館 大ホール
【入場料】全席自由：2,000円
　※５歳以上有料、４歳以下膝上無料、
　　席が必要な場合有料
【チケット発売日】
　８月8日（金）午前9時から
【プレイガイド】
　■市民会館 (文化課 ) 窓口☎ 83-7731（8:30 ～
　17:15）■㈲暮田商会☎ 82-2611 ■金子電機真
　岡店☎ 82-1200 ■㈲えびはら☎ 74-0075　　
【問い合わせ】学校教育課  ☎83-8180  FAX83-8080
　（土・日・祝日休み）
　市民会館（文化課）☎83-7731 FAX83-4070（日・月・
　祝日休み）


