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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

ときわ橋補修工事ときわ橋補修工事をを実施実施
　橋の老朽化に伴い、ときわ橋 (下図 )の補修工事
を実施します。工事については、全面通行止め (車
道・歩道 )にて行いますので、他道路への迂回をお
願いします。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお
願いします。
【通行止め期間】2月10日（火）～3月21日（土）予定

【問い合わせ】建設課維持係☎83-8148 FAX83-6240

ときわ

【申し込み・問い合わせ】安全安心課 国際交流係
　☎ 83-8719 FAX83-8392　
　Eメールanzen@city.moka.lg.jp

外国籍市民の皆さんへ外国籍市民の皆さんへ
市長市長とのとの懇談会懇談会ににご参加ご参加くださいください
　外国籍市民の皆さまから市政に対するご意見・ご
要望をお聞きし、今後の取り組みの参考とさせてい
ただくため、「外国籍市民懇談会」（市長との話し合い）
を開催します。多くの方の参加をお待ちしてます。
【とき】3月 5日（木）午後 7時～午後 8時 30分
【ところ】市公民館 2階　第 3・4会議室
【対象】市内に居住または勤務し、ある程度の日本
語会話が可能な外国籍市民  50 人程度
※ スペイン語・ポルトガル語・中国語・英語・タ
ガログ語の通訳あり

【申込期限】2月 20日（金）までに、氏名・年齢・
性別・国籍・質問事項を、下記までご連絡ください。

【ポルトガル語】

Aos Cidadãos EstrangeirosAos Cidadãos Estrangeiros
“Debate com o Prefeito”“Debate com o Prefeito”
Será realizado um Debate com o Prefeito, onde 
o objetivo é ouvir as opiniões e sugestões dos 
Estrangeiros residentes de Moka.
Temas a tratar: Como melhorar a convivência 
com os Cidadãos Japoneses e sugestões 
sobre novos serviços que a Prefeitura pode 
prestar aos Estrangeiros.
Contamos com a vossa presença.
Anotações
1 Data:Dia 5 de Março de 2015, quinta-feira, 
a partir das 19:00 às 20:30 
2 Local:Moka Kouminkan 2º andar,  (Sala de 
Reunião 3 e 4)
　(Frente ao Corpo de Bombeiro de Moka)
3 Alvo:Estrangeiros residentes que tenham um 
conhecimento básico do idioma Japonês, 50 
vagas (Interpretes em Português, Espanhol, 
Inglês, Tagalo e Chinês)
4 Inscrição:Até o dia 20 de Fevereiro de 2015, 
sexta -feira 
  Na Associação de Internacional de Moka. 
(Prefeitura de Moka)
Informações
  Tel:0285-83-8719 Fax:0285-83-8392 
  E-mail: anzen@city.moka.lg.jp

【スペイン語】

Señores residentes extranjerosSeñores residentes extranjeros
“Conversatorio con el Alcalde”“Conversatorio con el Alcalde”
A todos los residentes extranjeros de la 
ciudad de Mooka, los invitamos a participar 
del “Conversatorio con el Alcalde” en donde 
podamos intercambiar ideas y opiniones sobre 
temas de como mejorar la interrelación con 
ciudadanos japoneses, sugerencia de  nuevos 
servicios de la municipalidad, entre otros.
Detalles
1 Día y hora:5 de marzo del 2015(jueves) de 
19:00 a 20:30 Horas
2 Lugar:Centro Comunitario de Mooka 2F, Sala 
de Reunión 3 y 4(Mooka Shi Kominkan,)
3 Participantes:50personas residentes en esta 
ciudad. Conocimiento del idioma japonés.  
(Interprete en español, portugués, inglés, 
tagalo y chino)
4 Inscripciones y plazo:En la Asociación 
Internacional de Mooka　(MIA).  
Hasta el 20 de Febrero (viernes)
 Tel:0285-83-8719  Fax: 0285-83-8392　 
 E-mail: anzen@city.moka.lg.jp
 Facebook: mia mooka shi

【申し込み・問い合わせ】総務課人事給与係 ☎83-8099

真岡市嘱託職員真岡市嘱託職員をを募集募集
○自立相談支援員　1人 
【応募条件】福祉、保健、医療等の相談業務従事経験
のある方、または、福祉事務所勤務経験のある方も
しくは社会福祉士、精神保健福祉士の資格をお持ち
の方。パソコン（ワード・エクセル）操作ができる
方。普通自動車免許をお持ちの方（AT車限定可）

【勤務時期】４月から１年間（継続の可能性あり）
【勤務時間】7時間30分（午前8時30分～午後5時）
【職務場所】福祉課　【賃金】月額 182,600 円
【選考方法】後日面接を行います。
【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、資格証を添えて、下記まで本人が直接
提出してください。（受付時間午前9時～午後５時）

平成 26 年度 第 3 回平成 26 年度 第 3 回
真岡市営住宅入居者募集真岡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

【受付期限】2月13日（金）～2月27日（金）
　※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
【募集部屋】

住宅名 間取り 戸数 その他

三ノ宮住宅 1LDK 1戸 内優先部屋
1戸東郷住宅 3LDK 5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。

　　　　　　  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。
【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

【宛て先、問い合わせ】〒321－ 4395　栃木県真岡市荒町５１９１番地　健康福祉部福祉課障害者福祉係
　☎83-8129　FAX82-2340　Eメール　fukushi@city.moka.tochigi.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。
　※計画の詳細は福祉課窓口、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。

意見を募集する計画 第２期真岡市障害者計画・第４期真岡市障害福祉計画」（案）
【計画作成の趣旨】障がい者が地域において自立した生活を送ることを目指し、相談支援、地域生活支援、保
健・医療、教育、生活環境など幅広い分野を対象とした障害者施策を総合的に推進するため第２期障害者
計画を策定し、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業を推進するため、第４期障害福祉計画
を策定するものです。

【計画の目的】第２期障害者計画で障害者福祉施策を総合的、計画的に推進するための指針を定め、第４期障
害福祉計画で施設入所・入院から地域生活への移行、福祉施設からの一般就労についての目標や障害福祉
サービスの見込み量を示すものです。　【募集期間】２月６日（金）～２月26日（木）必着

【申し込み・問い合わせ】シルバー人材センター ☎84-1110

公益社団法人　真岡市シルバー人材センター公益社団法人　真岡市シルバー人材センター
正職員正職員をを募集募集

【募集人数】1人 【職務場所】シルバー人材センター事務局
【応募条件】ワード・エクセルの操作ができる方。普
通自動車免許をお持ちの方（AT車限定可）

【勤務時期】４月から（土・日曜、祝日を除く）
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分
【賃金】月額174,200円（大卒者）【選考方法】書類・面接
【申し込み】市販の履歴書に所要事項を記入し、2月
16日（月）までに下記まで本人が直接提出してく
ださい。（受付時間午前9時～午後５時）

【問い合わせ】水道課浄水係☎ 83-8697 FAX84-7512

台町水源地自家発電機定期点検に台町水源地自家発電機定期点検に
伴う水道水の濁りについて伴う水道水の濁りについて

　
台町水源地の自家発電機定期点検を実施します。

　点検作業は停電により行うため、取水ポンプ等の
機器が一時運転停止状態になり、水道管内の水圧が
変化することにより、一時的に水の濁りが発生する
おそれがあります。点検時間帯の水道水の使用は、
ご注意ください。
　また、点検時間帯以降に蛇口から赤水等の濁りが
確認された場合には、お手数でもしばらく水を流し
きれいになってからご利用ください。
　この点検は、水道施設の維持管理上必要であるた
め、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
【点検日時】2月12日（木）午後1時30分～午後4時
【点検施設】台町水源地自家発電機
【給水区域】真岡市並木町二丁目、三丁目地内の各一部
【点検業者】一般財団法人 関東電気保安協会下野事業所

水道管の凍結防止など水道管の凍結防止など
水道管等の適正な管理にご協力を水道管等の適正な管理にご協力を
　冬の寒さにより、水道メーターが凍結して割れてし
まったり、宅地内の水道管が破損してしまったりする
ことがありますので、防寒対策にご協力ください。
水道メーターや水道管を凍結させないために

①自宅のメーターボックス内に布や古毛布などを入れる。
（メーターの表示部分が隠れないようにする）
②露出している水道管や蛇口に布などを巻く。
③夜間、蛇口から少量の水を出す。
　万が一凍結してしまった場合は、凍った部分にタオル
をかけ、ぬるま湯をゆっくりかけてください。（熱湯を
直接かけると管が破裂することがあります）
■給水装置（給水管や止水栓、メーターボックス、
蛇口など）は、利用者の財産ですから、ご自身で
定期的に点検をお願いします。
■水道メーターの手前（上流側）で破損等がある場
合は速やかに下記へ連絡してください。また、メー
ターから先（下流側）で破損がある場合は、市指
定給水装置工事事業者へ修繕を依頼してください。

■修繕費用について、水道メーターから先は利用者
負担となりますが、宅地内でもメーターの手前で
利用者の過失がない場合は、水道課で負担します。

本管

止水栓 水道メーター

宅地公道

市からの貸与

利用者が維持・管理市が維持
・管理
市が修繕を負担（メーターの手前） 利用者が修繕を負担

（メーターから先）
【問い合わせ】水道課庶務係 ☎83-8167 FAX84-7512


