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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

【申し込み・問い合わせ】
　総務課人事給与係 ☎ 83-8099　FAX 82-1065

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
○用務員　1人 
【応募条件】学校教育に理解のある方。普通自動車免
許をお持ちの方（AT車限定不可）

【職務場所】市内小学校　【賃金】日額 6,240 円
【勤務時間】7時間 30分（学校により勤務開始時間
が異なります）【勤務時期】平成27年 4月から
○一般事務補助　10 人程度
【応募条件】パソコン操作（ワード・エクセル）がで
きる方【職務場所】市役所　【賃金】日額6,240円

【勤務時間】7時間 30分
【勤務時期】平成 27年 4月から
○共通事項
【勤務期間】1年間（更新の可能性あり）
【選考方法】随時面接を実施
【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 FAX 83-6240

【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　総務部総務課総務文書係
　☎83-8106　FAX82-1065　Eメール　soumubunsyo@city.moka.lg.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。
　※計画の詳細は総務課窓口、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 真岡市新庁舎建設基本計画（案）
【計画作成の趣旨】施設の老朽化や耐震性など、現庁舎が抱える様々な問題を解消し、市民サービスの向上や
行政効率を高めるため、平成 23年 9月から検討を進め、平成 26年 1月に事業全体の大まかな方針であ
る基本構想を策定しました。これを踏まえ、具体的な施設の使い方や施設の性能、整備方法についての指
標とすることを目的に、真岡市新庁舎建設基本計画を策定します。

【計画の目的】この計画は、新庁舎の具体的な機能、整備に関わる計画条件や敷地条件、規模などについて、
新庁舎建設における今後の基本設計、実施設計の基礎的な条件となるよう策定されるものです。

【計画の構成】①基本計画について ②新庁舎の機能 ③新庁舎建設計画の考え方 ④事業計画 
【募集期間】２月13日（金）～3月 12日（木）必着市議会 ≪2月定例会市議会 ≪2月定例会のの日程≫日程≫

2月

19日（木）開会10：00～
25日（水）質疑・一般質問10：00～
26日（木）質疑・一般質問10：00～
27日（金）質疑・一般質問（予備日）10：00～

3月

3日（火）常任委員会（文教・民生産業）10：00～
4日（水）常任委員会（文教・民生産業）10：00～
5日（木）常任委員会（総務・建設）10：00～
6日（金）常任委員会（総務・建設）10：00～
11日（水）予算審査特別委員会10:00～
13日（金）閉会10：00～

【問い合わせ】議事課☎ 83-8176 FAX83-8714

図書館・二宮図書館・西分館図書室図書館・二宮図書館・西分館図書室
2/23（月）～3/4（水）2/23（月）～3/4（水）特別休館特別休館
　図書館、二宮図書館、公民館真岡西分館図書室は、
システムの入れ替えのため、下記のとおり休館しま
す。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。
【休館期間】2月 23日（月）～ 3月 4日（水）

【問い合わせ】 図書館 ☎84-6151 FAX83-6199

【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
新規入会希望者説明会開催新規入会希望者説明会開催
【とき】2月 19日（木）午前 9時 30分開始
【ところ】総合福祉保健センター　ボランティア室
【内容】入会説明会・理事との面接
【対象】真岡市在住、健康な 60歳
　以上で電話連絡の取れる方
【仕事内容】家事援助、草むしり、草刈り、
　植木の剪定、大工工事など
【その他】入会書類がありますので、2月18日（水）
までに下記へお越しください。

コットベリーアート作品募集中コットベリーアート作品募集中
　市制施行60周年記念事業として、真岡市のイメー
ジキャラクター「コットベリー」をアピールし、愛
着を深めていただくため、コットベリーをモチーフ
にしたアート作品を募集しています。
　ご応募いただいた作品は、二宮コ
ミュニティセンターに展示します。
【応募資格】どなたでも参加できます。
【応募作品】1人 3点まで
①コットベリーをモチーフにした作品であるこ
と。ジャンルは問いません。

②作品の大きさは、額縁等を含め縦・横・高さが
各 100㎝以内。

③展示用のロープや附属品は各自で準備すること。
④危険物や壊れやすい作品は、応募をお断りする
ことがあります。

【応募方法】
○応募作品に必要事項を記入した応募票を添え
て、真岡市役所企画課へ持参、または、宅配業
者による送付でご応募ください。（配送料は応
募者負担）

○応募票は市役所、公民館等に設置してあります。
また、ホームページからもダウンロードできます。
○応募者全員にクオカードとコットベリーグッズ
（クリアファイル、タオル等）をプレゼントします。

【募集期限】2月 23日（月）まで
【展示期間】2月 27日（金）～３月８日（日）
【展示場所】二宮コミュニティセンター
【返却場所・日時】二宮コミュニティセンターで、
3月 8日（日）午後 3時～午後 5時、3月 9日（月）
午前 9時～正午の間で返却します。

。
【申し込み・問い合わせ】真岡市制施行60周年記念
事業実行委員会事務局：総務部企画課☎83-8102　
FAX83-5896　Eメールkikaku@city.moka.lg.jp

【問い合わせ】国保年金課国民年金係 ☎ 83-8593
　二宮支所福祉国保窓口係　☎ 74-5004
　宇都宮東年金事務所　☎ 028-683-3216

国民年金保険料国民年金保険料のの納付納付
口座振替口座振替がが便利便利ででお得お得ですです
　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用い
ただけます。
　口座振替をご利用されますと、保険料が自動的に
引き落とされるので金融機関などに行く手間が省け
るうえ、納め忘れもなくとても便利です。
　また、口座振替には、当月分保険料が当月末に引
き落とされることにより月々 50円割引される早割
制度や、現金納付よりも割引額が多い 6カ月前納・
1年前納・2年前納制度もあり、大変お得です。
　口座振替をご希望の方は、年金手帳又は納付書、
通帳、金融機関届出印をご持参のうえ、金融機関窓
口へお申し出ください。

■前納制度とは…
　国民年金保険料を前もって一括して納めるも
ので、口座振替と納付書払いのどちらも利用で
きます。
※1年前納・2年前納の口座振替をご希望の場合、
2月下旬までに手続きを済ませてください。

修学・入学資金を無利子で貸付

【募集期間】2 月 2日（月）～ 3月 20日（金）

【申し込み・問い合わせ】  学校教育課庶務係
　☎ 83-8180 FAX 83-8080

【共通条件等】学習成績、世帯の収入、市税の完納など
　の条件、連帯保証人２人必要です。※詳細問い合わせ

≪修 学 資 金≫【募集人員】全体で 25人以内
【資格】本市に 1年以上住所を有し、品行が正しく
　健康な方で、高等学校、高等専門学校、短期大学、
　大学、専修学校（2年以上の専門課程）、福祉、医療、
　看護教育を行う各種学校（高校卒業者）に在学ま
　たは入学しようとする方※在学のため他市に住
　所を移した方も対象
【貸付額】高等学校、高等専門学校 : 月額 20,000 円、
　大学等 : 月額 40,000 円（年 4回に分け貸与、初
　回振込 5月末）
【貸付期間】在学する学校の正規の最短修業期間
【返還】卒業後 2年経過後、貸与した年数の 2.5 倍
　に相当する期間内に、半年賦による均等払い
≪入 学 資 金≫【募集人員】全体で 5人
【資格】本市に1年以上住所を有し、短期大学、大学、
　専修学校（2年以上の専門課程）、福祉、医療、看
　護教育を行う各種学校（高校卒業者）に入学しよう
　とする方の保護者
【貸付額】300,000 円（振込は 5月末）
【返還】貸与した年から 3年間で、半年賦による均等払い

平成27年度平成27年度 真岡市奨学生真岡市奨学生をを募募集集
　経済的理由により入学・修学が困難な優秀な生徒・
学生に学資等を貸与し、広く、有能な人材を育成す
ることを目的としています。

【申し込み・問い合わせ】  学校教育課学校教育係
　☎ 83-8181 FAX 83-8080

平成 27 年度平成 27 年度

小学校外国語活動支援員小学校外国語活動支援員をを募集募集
　小学校で実施している外国語活動を指導する教員
の資質の向上のため、「小学校外国語活動支援員」
を募集します。
【応募条件】
○小学校英語指導者資格（J-SHINE）を有して
いる方。または、教員免許状（英語）を有して
いる方。

○市内の小学校に通勤可能な方
【雇用期間】4月 23日～平成 28年 3月 17日まで
　（週１回程度、全 27回）　
【雇用人数】1人
【賃金】1回３授業（午前のみ）で 8,000 円　　
【応募方法】市販の履歴書（小学校英語指導者資格
証の写し、教員免許状の写しを添付）に所要事項
を記入し、学校教育課へ持参してください。随時、
面接を実施し、決定次第、募集を終了します。


