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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/
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ふるさとの魅力を発信！!市制施行60周年記念事業ふるさとの魅力を発信！!市制施行60周年記念事業

「もおか人・夢・未来フェスタ」「もおか人・夢・未来フェスタ」
ダンスパフォーマンスダンスパフォーマンス
コンテスト参加者募集コンテスト参加者募集

　イベントを盛り上げてくれる元気いっぱいのダン
スグループを募集します。
【とき】11月1日（土）【ところ】市民公園特設ステージ
【出場資格】18 歳以下で、主に真岡市内で活動して
　いる２人以上のダンスグループ
【制限時間】１グループ４分まで【ジャンル】ダンス全般
【募集数】10グループ程度（応募が多い場合は予選あり）
【申込方法】任意の様式に以下の①～③を記載し、持
　参、郵送、ＦＡＸ、メールで提出
　①ダンスグループ名、ダンスジャンル ②メンバー
　全員の氏名、年齢、性別 ③代表保護者住所、氏名、
　電話番号、メールアドレス
【申込締切】10月 10日（金）午後５時
【その他】・入賞者には賞状および記念品を進呈予定
　・音源はＣＤを用意すること

【問い合わせ】市制施行 60周年記念事業実行委
員会事務局　企画課企画調整係　☎ 83-8102　
FAX83-5896　Ｅメール kikaku@city.moka.lg.jp

　真岡市建築賞は、真岡市の優れた景観の創出に寄
与している建築物等を表彰するものです。ふるって
ご推薦、ご応募ください。
■対象：平成21年4月1日から平成26年3月31
　日までに完成（増築、改築、模様替えを含む）され
　た真岡市内に完成した建築物等（公共建築物も含む）
■推薦・応募資格：市民および市内に所在する事業所
　の推薦または建築物等の建築主、設計者、施工者
■応募方法：所定の用紙(建設課窓口に用意)に必要
　事項を記入し、カラー写真（サービス版）２枚程
　度を添付して、持参または郵送（1人何点でも可）
■応募期間：9月 1日（月）～ 10月 31日（金）　
　（当日消印有効）
■選考：真岡市建築賞選考委員会
　※関連する複数の応募の場合は、整理統合して審
　　査する場合があります。
■発表・表彰：平成 27年１月予定
【申し込み・問い合わせ】
　〒321-4395真岡市荒町5191番地　真岡市建設部
　建設課建築係☎ 83-8150　FAX83-6240

市制施行市制施行 660 周年記念事業0周年記念事業
真岡市建築賞真岡市建築賞にに応募・推薦応募・推薦くださいください

    9 月 21日（日）9月 21日（日）中村八幡宮例大祭開催中村八幡宮例大祭開催によりにより
 市内観光施設無料周遊シャトルバス 市内観光施設無料周遊シャトルバスをを運行！運行！
　下記の時間は、出発時間を記載しています。（交通事情等により、出発時間が異なる場合があります。）

　　　　　あぐ里っ娘 14:41 発
　　　　　中村八幡宮 15:24 発【1号車】 　　　　　高田山専修寺15:13 発

　　　　　中村八幡宮 15:35 発【2号車】 　　　　　二宮コミセン 15:00 発
　　　　　中村八幡宮 15:35 発【3号車】最終便最終便最終便

【問い合わせ】商工観光課 
　☎ 83-8135 FAX 83-0199
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★ ｢真岡工業団地総合管理協会」停留所について
　は、真岡工業団地総合管理協会南側駐車場の使
　用はできません。
※無料周遊シャトルバスが3台運行します。各
　号車ごとに停留所が異なりますので、お帰りの
　際には、乗り間違えのないようご注意ください。

【例大祭日程】
10:00 神馬参道行進・抜刀術大会
11:00 例大祭々礼
12:00 流鏑馬（やぶさめ）
13:00 太々神楽・舞丘よさこい
13:30 神輿渡御・お囃子演奏

【問い合わせ】福祉課障害者福祉係　☎83-8129　FAX82-2340

事　業　名 内　　容 対　象　者
重度心身障害者
医療費助成制度

重度の障がい者が病院などで診療を受けた時に支払う
自己負担分を助成します。

身体障害者手帳 1、2級の方
療育手帳A1、A2、Aの方

自立支援医療
（精神通院）

精神疾患の治療のために病院に通院する場合、医療費
の 90％を医療保険と公費で負担します。 精神科の外来へ通院している方

自立支援医療
（更生医療）
（育成医療）

身体障がい者が、障がいを軽くし機能回復をはかるた
めに、病院で受けた医療費の 90％を、医療保険と公
費で負担します。

【更生医療】身体障害者手帳を所持している18歳以上
の方（医療実施部位が障がいとして認定されている方）
【育成医療】身体に障がいのある18歳未満の児童

特別児童扶養手当 障がいの程度により、月額 49,900 円または月額33,230 円※所得制限あり
精神または身体が中程度以上の障がいの状態にあ
る20歳未満の在宅の児童を監護している方

特別障害者手当 月額 26,000 円※所得制限あり 20 歳以上の在宅の重度心身障がい者で、常時
特別介護を必要とする方

障害児福祉手当 月額 14,140 円※所得制限あり 20 歳未満の在宅の重度心身障がい児で、常時
介護を必要とする方

精神障害者福祉手当 ※家族療養付加金のない健康保険加入者月額10,000円※家族療養付加金のある健康保険加入者月額3,000円 入院中の精神障がい者の保護者

障害福祉サービス 障がい者の自立を目的とした訓練等サービスや介護サービス（ホームヘルプ・ショートステイなど）を提供します。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福
祉手帳を持っている方等

障がい者の方が受けられる制度のご案内障がい者の方が受けられる制度のご案内
　障がい者の方が受けることができる手当・制度についてご案内します。詳しくは、下記窓口へ問い合わせください。

　10月 1日から国民健康保険の保険証が新しくな
ります。現在お持ちの保険証（うぐいす色）は、9
月 30日で使えなくなります。
　新しい保険証（ふじ色）は、世帯主様宛てに9月
末に郵送します。
※期限が切れた保険証は、市役所に返却するか各自
　で処分してください。
【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係
　☎ 83-8123　FAX83-6205

国民健康保険加入の方へ
10/110/1からから保険証保険証がが新しく新しくなりますなります

　計量法の規定に基づき、今年度に 8年間の検定
期間が満了となる水道メーターの交換を行います。
【期間】9月 17日（水）～ 10月 7日（火）
【対象】メーターふた裏側が下図のもの　
【その他】交換は市指定給水
　装置工事事業者が、該当と
　なるお宅に直接伺います。
※費用は無料ですが、水道メー
　ターの交換中は、約 10分間程度水道が使えなく
　なります。
※留守の場合でも交換することがあります
　のでご了承ください。
●メーター交換は無料です。交換業者を
　装った悪質な訪問販売にはご注意ください。
●交換業者は、市で発行した証明証を提示します。
●交換および検針に支障をきたしますので、メーター
　ボックスの上に物を置いたり、近くに犬などをつ
　ながないようお願いします。

水道メーター水道メーターをを交換交換しますします

すすすすすすすすすすすすすすす

い。

26.4

水道メーターふた裏側

～

【問い合わせ】水道課庶務係 ☎83-8167 FAX84-7512

27.3

◇職種および受験資格
職種 人数 受験資格

営業係 ２人
平成元年 4月 2 日～平成 9年４月１日
までに生まれた方で、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）泊まりができる方

【試験日程】11月 7日（金）受付：午前10時から
【試験会場】真岡鐵道株式会社 2階会議室（真岡市
　台町 2474 番地 1）　
【試験方法】 作文、筆記試験（一般教養）、適性検査、面接
【その他】将来は運転士として勤務予定のため、次
　の条件が必要。動力車操縦者運転免許に関する省
　令により、視力（矯正視力を含む）が両眼で 1.0
　以上かつ一眼でそれぞれ 0.7 以上であること。正
　常な両眼視機能を有し、正常な視野を有すること。
　色覚が正常であること。
【採用期日】平成 27年 4月 1日（水）社員　（半年
　間契約社員）
【雇用条件】給与：(月給制)137,200円～173,500円
　（年１回昇給有）、賞与：年2回、諸手当：通勤手
　当、扶養手当、住宅手当、加入保険等：雇用・労災・
　健康・厚生、勤務時間：午前 8時 40分から午後
　5時20分まで（休憩１時間）但し、交代制による
　変形労働時間制有り、休日：年間休日数約110日
【申込期限】10月 10日（金）まで
【申込方法】市販の履歴書に自筆で記入し、下記ま
で提出してください。（郵送可）
【あて先・問い合わせ】〒321-4306  栃木県真岡市台町
　2474 番地 1　真岡鐵道株式会社　総務課総務係
　☎ 84-2911（平日 9:00 ～ 17:00）

真岡鐵道株式会社
平成 27 年度採用平成 27 年度採用職員職員をを募集募集

　総合体育館アリーナ舞台袖に隣接した明るい部屋
を、女性専用トレーニングルームとして改装しまし
た。ぜひご利用ください。
【使用料】午前（9:00～ 12:30）50円、午後（12:30
　～ 17:00）50円、夜間（17:00～21:00）100円
　※市外の方は5割増
【設置器具】ランニングマシン、エアロバイク等
【申し込み】総合体育館窓口で申請　
【問い合わせ】スポーツ振興課　☎ 84-2811　FAX84-6258

総合体育館
女性専用トレーニングルーム開設女性専用トレーニングルーム開設

真岡市行政情報番組案内真岡市行政情報番組案内
　市からのお知らせや、イベント情報などをお伝
えする行政情報番組「ほっとステーションもおか」
は、真岡ケーブルテレビ（いちごてれび）で毎日
放送しています。ぜひ、ご覧ください。
【放送時間】1日3回  午前8時から、午後1時から、
　午後 6時から（※日曜日は午前 7時からのみ）
【9 月 15日（月）～ 9月 21日（日）放送内容予定】
　◆市政ニュース ◆ようこそ市長室へ《秋の交通安
　全県民総ぐるみ運動》◆もおかインフォ ◆広報も
　おか ◆ウィークリーニュース 

【問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎83-8100  FAX83-5896

※行政情報番組を視聴する場合は、真岡ケーブ
ルテレビへの加入が必要となります。視聴の申
し込みは、真岡ケーブルテレビへ（☎ 83-5001）


