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交通指導員募集交通指導員募集
　児童生徒の登校時における街頭での交通指導や、
市主催行事における交通指導などを行う、交通指導
員を募集します。
【街頭指導場所】久下田小学校北西交差点
【募集人数】1人　【身分】非常勤特別職公務員
【指導時間】原則として月曜日から金曜日の児童生
　徒登校時間　おおむね 1時間程度
【委嘱期間】9月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日（残
　任期間のため）　任期は2年とし再任は妨げない。
【報酬】真岡市非常勤嘱託報酬規程による
【応募条件】①真岡市内に住所を有する方 ②満 20
歳以上で、61歳未満の方 ③健康で、交通指導員
活動に熱意のある方 ④普通自動車運転免許を有
する方

【応募方法・期間】7月 31日（金）までに、履歴書（写
　真貼付）を下記へ提出してください。後日、面接
　を行います。（面接日は後日通知）
【応募先・問い合わせ】安全安心課交通安全係
　 ☎ 83-8110　FAX83-8392

真岡市で創業しませんか！真岡市で創業しませんか！
創業セミナー創業セミナーのの開催開催およびおよび
ワンストップ相談窓口ワンストップ相談窓口のの開設開設

創業セミナー
【とき】8月 26日（水）、28日（金）、9月 1日（火）、
3日（木）　各日午後 6時～ 9時

【ところ】真岡商工会議所（真岡市荒町 1203）
【対象】真岡市で創業をお考えの方　20人
【参加料】無料
【内容】創業の基礎習得セミナー（事業計画、財務計画、
　人材育成、販路開拓　全４回の継続講義）
　　また、個々の課題解決に向け、経営指導員が個
　別に相談をお受けします。
【申し込み】電話で真岡商工会議所へ申し込みください。

ワンストップ相談窓口
【開設期間】8月 1日～平成 28年 1月末日
【とき】毎月第1・第3金曜日　午前10時～午後４時まで
【ところ】真岡商工会議所　相談コーナー
【内容】中小企業診断士による各種の相談をはじめ、
創業に必要な事業計画書の策定、許認可、手続き
等に関する支援を行います。

【申し込み】電話で真岡商工会議所へ申し込みください。
 【問い合わせ】市役所商工観光課　☎ 83-8643
　真岡商工会議所　☎ 82-3305
　にのみや商工会　☎ 74-0324

県都市計画区域マスタープラン県都市計画区域マスタープランにに
関する公聴会関する公聴会のの中止中止についてについて

　県都市計画区域マスタープランについて、都市計画
の構想を縦覧したところ、公述希望者がいませんでし
たので、7月29日（水）午後6時30分から市公民館
会議室にて予定していた公聴会は開催いたしません。
【問い合わせ】都市計画課計画係 ☎ 83-8152　
　栃木県都市計画課　☎ 028-623-2465

平成 28年度採用 芳賀地区広域行政事務組合

　消防職員を募集消防職員を募集
【採用人員】消防職 6人程度
【受験資格】年齢および最終学歴で試験区分が上級、
　中級、初級の各試験に分かれます。（詳細につい
　ては、募集要領を参考にしてください）
【申込期間】7 月 1日（水）～８月 7日（金）
【試験日程】9月20日（日）受付：午前8時30分～9時
　筆記試験（一般性格診断含む）：午前9時 15分～正午
　体力試験：午後1時30分から
【試験会場】真岡高等学校（体力試験は消防本部）
【試験方法】1 次試験は筆記・一般性格診断・体力
　試験、2次試験は 1次合格者を対象に作文・面接
【持ち物等】筆記用具、運動できる服装・運動靴
【1次試験合格発表】10月 7日（水）午前 10時
　消防本部玄関前およびホームページに掲示
【問い合わせ】消防本部総務課　☎ 82-3213 
　FAX83-3746　http://hagakouiki.jp/syoubou/

平成28年度採用平成28年度採用 真岡市職員募集真岡市職員募集
◇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

17人
程度

昭和 61 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28年3月卒業見込みの方を含む）

土木
建築
事務

若干名

昭和61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28年3月卒業見込みの方を含む）

保育士

2人
程度

平成3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28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50年4月2日から平成3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28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
　　市役所案内窓口、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 3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20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

公園公園をを利用利用するする皆さま皆さまへへ
　最近、公園を利用する皆さまから苦情が増えてい
ます。誰もが快適に、かつ安全に利用するために、
次のことを守って大切にご利用ください。
①犬の散歩をするときは必ずリードをつけて、ペットの
ふんは持ち帰りましょう。 ②花火やバーベキュー等の火
気は絶対使用しないでください。 ③ごみは必ず持ち帰り
ましょう。 ④遊具や施設は大切に使いましょう。 ⑤ゴ
ルフ練習はしないでください。 ⑥ドローンを含むラジコ
ン飛行機は使用しないでください。 ⑦近隣住民の迷惑に
なりますので、夜遅くまで騒がないでください。
【問い合わせ】
都市計画課維持管理係　☎83-8724 FAX83-6240

第第332 回2回  真岡井頭マラソン大会真岡井頭マラソン大会
申し込みはお早めに！申し込みはお早めに！

【とき】10月 4日（日）　※雨天決行（荒天中止）
　開会式 : 午前 8時 40分から
【ところ】井頭公園および周辺道路
【種目・参加費】
◇親子（2km、親または祖父母と小
学 1 ～ 4 年生） 1 組 2,000 円 ◇小
学 5・6 年生男女別（2km）・中学
生男女別（4km）1,000 円 ◇一般（高校生以上）
年代別・男女別（4km・10km）2,500 円 

【申込期間】8 月 10 日（月）まで
（申込期間中に参加料の支払を完了してください）
①郵便局での振り込み、または大会事務局（総合
体育館）へ直接申し込み 

②インターネットによる照会・申し込み
　《照会》テクノプランhttp://www.tecnoplan.co.jp
《申し込み》スポーツエントリー http://www.
sportsentry.ne.jp、ランニングタウン http://
runningtown.jp、ランネットhttp://runnet.jp 

③電話申し込み　スポーツエントリー☎ 0570-
550-846（平日の10:00 ～ 17:30）

【問い合わせ】大会について…スポーツ振興課（総合体育館）
　☎84-2811 FAX84-6258（平日：8:30～ 17:15）
　申し込みについて…エントリーセンター（テクノプラン）
　☎ 048-778-5880（平日：10:00 ～ 17:00）

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会  ☎ 82-2012（FAX兼）

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
高田まちガイドツアー高田まちガイドツアー

　ボランティアガイド「もおか観光コンシェルジュ」が、
8月1日（土）高田まち開催に合わせて、専修寺ガイ
ドを実施します。
【とき】8月1日（土）午前9時～午後3時（随時受付）
【受付場所】高田山専修寺駐車場（テントにて受付）
【参加料】無料　【所要時間】1時間
【参加方法】事前予約または当日申し込み

国民健康保険国民健康保険（75歳未満の方）（75 歳未満の方）

限度額適用認定証の更新限度額適用認定証の更新
　国民健康保険に加入されている75歳未満の方で、
限度額適用認定証（医療機関に認定証を提示するこ
とで、窓口での支払いが所得に応じた自己負担限度
額までとなるもの）の交付を受けている方は、認定
証の有効期限が 7月 31日までとなっています。
　引き続き必要な場合は、下記のとおり更新の手続
きをお願いします。
　なお、８月中に更新手続きをしていただくと、８
月１日からの適用となります。
【ところ】国保年金課または二宮支所福祉国保窓口係
【手続きに必要なもの】国民健康保険証・印鑑
【対象世帯】国民健康保険税完納世帯、70～ 75歳
　未満の方は市町村民税非課税世帯
【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係
　☎ 83-8123 FAX 83-6205

【応募先・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　真岡市教育委員会　学校教育課学校教育係　☎83-8181

【問い合わせ】消費生活センター☎84-7830 （FAX兼） 

消費生活センター（青年女性会館内）
※花火大会が 27日（月）に延期になった場合は休館

図書館は 7/25（土）・27（月）休館
【問い合わせ】図書館☎ 84-6151 FAX83-6199 

『真岡の夏まつり花火大会』に伴う『真岡の夏まつり花火大会』に伴う周辺施設周辺施設のの臨時休診・休館臨時休診・休館
急患センターは7/25（土）・27（月）休診
　花火大会に伴い休診となりますが、下記の病院が対
応しますので、受診が必要な場合はご利用ください。

 診療時間18:30～21:30

コットベリー号の一部運休
　一部の停留所が、下記のとおり利用できなくなります。
■真岡病院：7/24（金）～7/26（日）の7・8便
■総合福祉保健センター・真岡市役所：7/25（土）終日
■芳賀赤十字病院：7/24（金）・7/25（土）の7・8便
■あくつ皮膚科前：7/24（金）～7/26（日）終日
■真岡郵便局、真岡駅東口、宮澤眼科クリニック前
　7/24（金）・7/25（土）の午後

【問い合わせ】企画課企画調整係 ☎83-8102  FAX 83-5896 大前神社大前神社
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【対応医療機関】真岡病院（荒町 3-45-16） 
 ☎ 0285-84-6311

【問い合わせ】
　急患センター（芳賀地区救急医療センター）☎82-9910　
　芳賀地区広域行政事務組合☎82-9151 FAX82-9152 

小・中学校小・中学校のの非常勤職員非常勤職員
（担任教諭（担任教諭のの補助）補助）をを募集募集
　児童・生徒へのきめ細かな学習指導の充実を図る
ために、担任の補助を業務とする非常勤職員を募集
します。
【応募条件】小学校または中学校の教員免許を有し
ている方。市内小学校に通勤可能な方。

【雇用期間】平成27年 9月 1日（火）～平成28年
　3月 24日（木）　【募集人数】１人
【賃金】日額 8,000 円（社会保険加入・通勤手当あり）
【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、教員
免許状の写しを添付し、下記へ提出してください。

【応募期限】8月 4日（火）午後 5時まで
【試験方法】8月 6日（木）午前 9時 30 分から面
接試験を行います。


