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スマート国勢調査スマート国勢調査
調査票の提出はお済みですか調査票の提出はお済みですか
　記入いただいた調査票は、10月上旬のご希望する
日時に調査員に直接ご提出ください。
　また、調査票と一緒にお配りした郵送提出用の封
筒に入れて郵送でご提出することもできます。その
際は、お早目のご投函をお願いします。万一調査票
が届いていない場合は、下記へご連絡ください。
　国勢調査を装った不審な訪問者や電話・電子メー
ルなどにご注意ください。調査員は必ず調査員証を
身に着けていますので、ご確認ください。また、調
査に際して金品を請求することはありません。

【問い合わせ】企画課統計係 ☎83-8109　FAX83-5896
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「無料周遊バス」運行！
【1号車】【1号車】二宮尊徳資料館前＝高田山専修寺＝山前分館（山二宮尊徳資料館前＝高田山専修寺＝山前分館（山
前改善センター）＝久保講堂南側砂利駐車場＝お祭り会場前改善センター）＝久保講堂南側砂利駐車場＝お祭り会場

【2号車】【2号車】中村分館（中村改善センター）＝高勢町第二公民館中村分館（中村改善センター）＝高勢町第二公民館
＝第二子育て支援センター駐車場（大谷台町）＝お祭り会場＝第二子育て支援センター駐車場（大谷台町）＝お祭り会場

【3号車】【3号車】どんとこい広場＝二宮コミュニティセンター玄どんとこい広場＝二宮コミュニティセンター玄
関前＝真岡駅（東口）＝お祭り会場関前＝真岡駅（東口）＝お祭り会場

【4号車】【4号車】あぐ里っ娘南側駐車場＝大内分館（大内改善センあぐ里っ娘南側駐車場＝大内分館（大内改善セン
ター）＝真岡りす村ふれあいの里西側駐車場＝お祭り会場ター）＝真岡りす村ふれあいの里西側駐車場＝お祭り会場

※時刻表など詳しくは、市ホームページをご確認ください。※時刻表など詳しくは、市ホームページをご確認ください。

バスに乗って
市内観光♪

  10 月 11 日　     10 月 11 日　   第 8回 もおか木綿ふれあい祭り第8回 もおか木綿ふれあい祭り（日）（日）
【開催時間】午前10時～午後3時（小雨決行）　【ところ】荒町本通り【開催時間】午前10時～午後3時（小雨決行）　【ところ】荒町本通り

【もおか木綿ふれあい祭り駐車場】真岡市役所本庁舎
Pおよび建設部棟P・久保講堂南側砂利P・真岡市
職員 P・真岡市公用車 P（法務局真岡支局東側）・
常陽銀行真岡支店P・栃木銀行真岡支店P

【緊急避難場所】臨時避難場所…真岡市附属体育館、
地震時避難場所…真岡小学校校庭

10月4 日（日）
午前9時 50分～ 11時40分
赤線のコースの一部を規制します。

【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258

第 32回 真岡井頭マラソン大会に伴う第 32回 真岡井頭マラソン大会に伴う
交通規制交通規制ににご協力くださいご協力ください

◇職種および受験資格
職種 人数 受験資格

営業係 3人
平成 2年 4月 2日～平成 10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 28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】10月28日（水）受付：午前10時30分から
【試験会場】真岡鐵道株式会社
【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。①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。
　②正常な両眼視機能を有し、正常な視野を有する
　こと。③色覚が正常であること。
【採用期日】平成 28 年 4月 1日（金）社員（半年
　間契約社員）【申込期限】10月 15日（木）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】真岡鐵道株式会社総務課総務係
　〒321-4306  真岡市台町2474番地1　☎84-2911

真岡鐵道株式会社
平成 28 年度採用平成 28 年度採用職員職員をを募集募集

久保記念観光
文化交流館

商店会連合会
イベント
世界のグルメ市

美術品展示館
・企画展「瑛九」開催中
もおか観光コンシェルジュガイド
ツアー実施

【問い合わせ】真岡商工会議所  ☎82-3305

神鋼真岡発電所神鋼真岡発電所
建設計画環境影響評価準備書建設計画環境影響評価準備書のの
縦覧縦覧およびおよび説明会説明会のの開催開催

　株式会社神戸製鋼所による「神鋼真岡発電所」建
設計画について、環境影響評価準備書の縦覧および
説明会が下記のとおり実施されます。
●環境影響評価準備書の縦覧
【とき】9月29日（火）～10月28日（水）午前8時
30分～午後5時15分（土日祝日、閉庁日を除く）

【ところ】環境課（市役所本庁舎 3階）
●環境影響評価準備書の説明会
【とき】①市民会館：10月16日（金）午後6時30分から
②マロニエプラザ：10月24日（土）午後2時から

【ご意見】書面にて11月11日（水）までに下記へ郵送
【ご意見の提出先】〒141-8688東京都品川区北品川
5-9-12　株式会社神戸製鋼所電力事業企画推進本部
　東日本電カプロジェクト部　☎03-5739-5829

※株式会社神戸製鋼所のホームページからも、環境影
響評価準備書を閲覧することができます。

　http://www.kobelco.co.jp/assessment/moka/index.html
【問い合わせ】
　環境課環境保全係　☎ 83-8125　FAX83-5896

10月10月ははピンクリボン月間ピンクリボン月間ですです
検診受診で女性特有のがんを早期予防検診受診で女性特有のがんを早期予防

　市では乳がん・子宮がん検診を実施中です。この
機会に自分の体のメンテナンスをしましょう。
　受診を希望される方は、下記へお申し込みください。
受診券等を送付します。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX83-8619

【問い合わせ】市民課窓口係 ☎83-8117　FAX83-8514

10月3日（土）・4日（日）10月3日（土）・4日（日）
自動交付機自動交付機がが使えません使えません
　市民課前（市役所東玄関内）にある印鑑登録証明書
等の自動交付機が、マイナンバー制度におけるシステ
ム更新のため、上記期間終日使用することができませ
ん。ご不便をおかけします。

10月4日（日）市民課休日窓口10月4日（日）市民課休日窓口
一部業務停止について一部業務停止について

　マイナンバー制度開始に伴い、住民基本台帳ネット
ワークシステム（住基ネット）のシステム更新が10
月3日・4日に行われます。
　このため、10月4日の休日窓口は関連する住基シ
ステムを利用した一部の手続き（住民票、印鑑証明書
の発行、印鑑登録等）が利用できません。ご不便をお
かけします。詳しくは下記へお問い合わせください。

国民年金保険料国民年金保険料
5 年5年のの後納制度開始後納制度開始

　過去5年間に納め忘れた保険料を納付することで、
将来の年金額を増やすことができる後納制度が10月
1日から3年限りの特例として開始されました。納め
忘れがある方は、この制度をご利用ください。
※後納制度は、老齢基礎年金を受給している方等は
　利用できません。
【問い合わせ】宇都宮東年金事務所　☎028-683-3216
　国民年金保険料専用ダイヤル　☎0570-011-050
　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

インフルエンザインフルエンザのの予防接種予防接種
　接種費用の一部を助成します。
【期間】10月 1日（木）～平成28年 2月 29日（月）
【接種場所】市内の医療機関に直接予約し、接種し
　てください。（市外の医療機関を希望される方は、
　事前に健康増進課へご連絡ください）

高齢者のインフルエンザ予防接種高齢者のインフルエンザ予防接種 
【対象】①市内に住所を有し、接種日に65歳以上の方
　②60～65歳未満の方で、身体障害1級の認定を
　　受けている方（心臓・腎臓、呼吸器の機能・ヒト
　　免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害のみ）
【費用】無料（1回接種分のみ）
【持参するもの】健康保険証または後期高齢者医療
　被保険者証（対象の②に該当する方は、身体障害
　者手帳とその写し）

子どものインフルエンザの予防接種子どものインフルエンザの予防接種 
【対象】市内に住所を有し、接種日に 1歳以上小学
　6年生相当の年齢までのお子さま
【助成回数】2回【助成額】各回2,000円以内
【費用】接種費用と助成額の差額を自己負担していた
　だきます。（接種費用が助成額以下の場合は無料）
【持参するもの】母子健康手帳、こども医療費受給
　資格証など住所が確認できるもの
【問い合わせ】健康増進課母子健康係 ☎ 83-8121

子どものインフルエンザ予防接種を子どものインフルエンザ予防接種を
受けた障がい児への費用助成受けた障がい児への費用助成
　健康増進課で実施している小児インフルエンザ予
防接種を受けた障がいのあるお子さまで、次の要件
を満たす方は費用を助成します。
【対象】1歳以上小学6年生相当の年齢までのお子さ
まで、次の障害に該当する場合　①身体障害者手
帳1・2・3級 ②療育手帳A1・A2・B1 ③精神保
健手帳1・2級　【助成回数】2回

【助成額】医療機関窓口で払った自己負担分（各回上限
1,500円）※職場等で助成された額を差し引きます。

【持参するもの】身体障害者手帳、療育手帳、精神
保健手帳、印鑑、予防接種の領収書（2回分）、
振込口座の通帳

第 27回真岡市社会福祉大会講演会第 27回真岡市社会福祉大会講演会
東日本大震災東日本大震災ととボランティアボランティア

【とき】10月 15日（木）午後 2時 30分から
【ところ】市民会館　小ホール
【講演】南相馬市災害復旧復興ボランティアセンター長
　鈴木 敦子 氏　【入場料】無料
【問い合わせ】
　社会福祉協議会　☎ 82-8844　FAX82-5516

  第 12 回 第 12 回 暴力団追放暴力団追放
　　 決起大会開催　　 決起大会開催  
【とき】10月 6日（火）
　午後 1時 30分から
【ところ】市民会館　大ホール
【特別講演】「どげんかせんといかん！この街を！」
　東国原 英夫 氏　
【一般定員】先着 300人　【入場料】無料
【問い合わせ】安全安心課生活安全係 ☎ 83-8394

　計量法の規定に基づき、今年度中に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】10月 15日（木）～ 11月 5日（木）
【対象】メーターふた裏側が「27.4～ 28.3」が対象
【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。なお、費用は無料で
すが、水道メーターの交換中は、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。
●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

【問い合わせ】水道課庶務係 ☎83-8167 FAX84-7512

・サンバパレード14:10～
・市民パフォーマンス

【問い合わせ】
　福祉課障害者福祉係　☎ 83-8129 FAX82-2340


