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女性がん検診無料クーポン券で女性がん検診無料クーポン券で
がん検診を受けましょうがん検診を受けましょう

　次の年齢の方は、クーポン券の利用で年度内 1
回に限り、真岡市で実施している女性がん検診（子
宮がん・乳がん）の自己負担金が無料になります。対
象者の方には、5月末頃に無料クーポン券をお送りし
ましたので、ぜひこの機会に受診をしてください。実
施期間内に早めの受診をお願いします。

対象となる生年月日 年齢

子宮がん 平成 6年 4月 2日～
平成 7年 4月 1日 21歳

乳がん 昭和 49年 4月 2日～
昭和 50年 4月 1日 41歳

【実施期限】平成 28年 2月 29日（月）まで
【問い合わせ】
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122  FAX83-8619

　市では、中小企業の競争力向上、経営基盤の安定お
よび体質強化を目的とした産業財産権の取得を支援
する「真岡市産業財産権取得事業費補助金」を交付し真岡市産業財産権取得事業費補助金」を交付し
ます。ます。支援することで、本市産業の振興を図ります。
【補助対象者】①市内に主たる事業所を有し、引き続
き1年以上事業を営んでいる中小企業者 ②他の機
関から同種の補助等を受けていないこと ③市税等
を滞納していないこと

【補助対象経費】補助対象者が自ら開発した製品、技術、
意匠等に係る産業財産権の出願に要する経費で、出
願料、出願審査手数料、弁理士手数料等を対象とし
ます。　①特許法（昭和34年法律第121号）に基
づく特許出願 ②実用新案法（昭和34年法律第123
号）に基づく実用新案登録出願 ③意匠法（昭和34
年法律第125号）に基づく意匠登録出願 ④商標法
（昭和34年法律第127号）に基づく商標登録出願

【補助率および限度額】対象経費の2分の 1以内で
限度額20万円。ただし、補助金額に千円未満の
端数が生じたときは切り捨て。（1事業者1会計年
度１回を限度）

【問い合わせ】
　商工観光課工業係 ☎ 83-8134 FAX83-0199

特許・意匠登録・商標登録特許・意匠登録・商標登録などなど
産業財産権取得産業財産権取得をを支援支援しますします

　インフルエンザや風邪の予防について学びます。　インフルエンザや風邪の予防について学びます。
【とき】10月22日（木）午後1時30分～2時30分【とき】10月22日（木）午後1時30分～2時30分
【対象】市内在住の方　先着 15人【対象】市内在住の方　先着 15人
【申し込み】ほっとステーション駅前館（受付 9:00
　～ 17:00）　☎ 080-9990-3998
【問い合わせ】健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX83-8619

「まちなか保健室ほっとステーション「まちなか保健室ほっとステーション
駅前館」駅前館」でで健康講座健康講座をを開催開催

　市では平成 29 年度から健康づくり計画として　市では平成 29 年度から健康づくり計画として
「真岡市健康 21 プラン（2 期計画）」を策定しま「真岡市健康 21 プラン（2 期計画）」を策定しま
す。市民の方々の健康に関するご意見を伺うため、す。市民の方々の健康に関するご意見を伺うため、
2,000 人の方を対象に健康意識調査（アンケート）2,000 人の方を対象に健康意識調査（アンケート）
を実施します。調査用紙が届いた方は、趣旨をご理を実施します。調査用紙が届いた方は、趣旨をご理
解の上、ご協力をお願いします。解の上、ご協力をお願いします。
【問い合わせ】健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX83-8619

「真岡市健康21プラン（2期計画）」「真岡市健康21プラン（2期計画）」
に関する健康意識調査のご協力のお願いに関する健康意識調査のご協力のお願い

　乳幼児健診の日程もメール配信を開始します。　乳幼児健診の日程もメール配信を開始します。
予防接種スケジュール管理、感染症の流行状況、乳予防接種スケジュール管理、感染症の流行状況、乳
幼児健康診査、子育て情報等も随時提供します。幼児健康診査、子育て情報等も随時提供します。
この機会にぜひご登録ください。この機会にぜひご登録ください。
【手順はこちら】①右下のＱＲコードを読み取りア【手順はこちら】①右下のＱＲコードを読み取りア
クセス ②トップページから、お子様の生年月日、クセス ②トップページから、お子様の生年月日、
名前（ニックネーム）、これまでの接種履歴を入名前（ニックネーム）、これまでの接種履歴を入
力し登録。 ③自動的にスケジュールが作成され、力し登録。 ③自動的にスケジュールが作成され、

子育て支援モバイルサービス子育て支援モバイルサービス
「予防接種ナビ」「予防接種ナビ」ををご利用ご利用くださいください

今後の予防接種の予定が確認でき今後の予防接種の予定が確認でき
ます。登録後、「お気に入り」に追ます。登録後、「お気に入り」に追
加しておくと便利です。④接種時加しておくと便利です。④接種時
期が近づくと、お知らせメールが期が近づくと、お知らせメールが
届きます。届きます。

【問い合わせ】健康増進課母子健康係 ☎83-8121 FAX83-8619

　平成26年4月2日から27年４月１日までに65
歳になられた方が、新たに公的年金からの特別徴収（天
引き）の対象になります。引き落とし開始は、10月
分の年金支給からとなります。なお、年金から特別徴
収される住民税額は年金所得に係る分のみです。
■年金からの特別徴収の対象になる方
　4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の
年金所得に係る住民税の納税義務のある方。
※ただし、次の方は該当になりません。
　・公的年金の年額が18万円未満の方
　・介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
　・特別徴収される税額が公的年金の年額を超える方
■年金からの特別徴収の対象になる年金
　老齢または退職を支給事由とする公的年金が対象。
　※遺族年金、障害年金は対象になりません。
【問い合わせ】
　税務課市民税係 ☎ 83-8113 FAX82-1066

平成26年4月2日～27年4月1日に65歳を迎えた方平成26年4月2日～27年4月1日に65歳を迎えた方
10月10月からから住民税住民税がが公的年金公的年金からのからの
特別徴収（天引き）特別徴収（天引き）になりますになります

10月は10月は「正「正ししいい犬犬のの飼飼いい方強化月間」方強化月間」ですです
マナーもルールも守るのは犬ではなく飼い主です。
・愛情と責任をもって最後まで飼いましょう。
・犬の登録、狂犬病の予防接種は必ず受けましょう。
・避妊、去勢手術をしましょう。
・犬の放し飼いはやめましょう。
　（散歩も必ずリードを付けましょう）
・フンの後始末は必ずしましょう。
・鳴き声で迷惑をかけないようにしましょう。
・飼い主であることを明らかにしましょう。
【問い合わせ】環境課環境保全係　☎83-8125　FAX 83-5896

。

第2回 第2回 市営住宅入居者募集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

募
集
部
屋

住宅名 間取り 戸数 その他

三ノ宮住宅 2DK
3DK

2戸
1戸

内優先部屋
3戸

東郷住宅 3LDK 2戸

大谷台住宅
1LDK
2DK
3LDK

1戸
6戸
4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。

【受付期間】10月 22日（木）まで
　※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

真岡地区（真岡東中学校区）真岡地区（真岡東中学校区）
防災避難訓練の実施防災避難訓練の実施

【とき】10月24日（土）午前8時30分～11時10分
【ところ】真岡東小学校　※小雨決行・荒天中止
※訓練開始を防災行政無線で放送します。
※午前8時30分ごろ、市から訓練用の緊急速報メー
ル（エリアメール）を配信します。真岡市域にいる方、
全ての携帯電話・スマートフォンに配信されます。

【内容】自主防災組織による救出救護および初期消
火訓練など

【防災イベント】はしご車試乗（小学生以上）、煙ハ
ウス、起震車、AED取扱い、非常食体験、消防
団操法実演など

【問い合わせ】
　安全安心課消防防災係 ☎83-8396　FAX83-8392

【とき】10月18日（日）午前10時～午後2時30分【とき】10月18日（日）午前10時～午後2時30分
【ところ】総合福祉保健センター　【ところ】総合福祉保健センター　※雨天決行※雨天決行
【内容】浪江太っちょ焼きそば、バザーなどの出店、【内容】浪江太っちょ焼きそば、バザーなどの出店、
太々神楽フラダンスの出演、抽選会（午後 2時太々神楽フラダンスの出演、抽選会（午後 2時
予定）、無料ふわふわ遊具など予定）、無料ふわふわ遊具など

【問い合わせ】社会福祉協議会 ☎82-8844 FAX82-5516

第31回第31回ふれあいフェスティバルふれあいフェスティバル

人・農地プラン変更の縦覧人・農地プラン変更の縦覧
　地域農業の未来設計図である、「人・農地プラン」
の更新について、下記のとおり縦覧を実施します。
【縦覧期間】10月 16日（金）～ 29日（木） 
　午前 8時 30分～午後 5時 15分　 ※平日のみ
【縦覧場所】農政課（福祉産環部棟2階）
【問い合わせ】農政課農政係 ☎83-8137 FAX83-6208 

◇女性塾
　女性講師による女性起業を目指す方向けのセミナー。
とき 内容

11/7
（土）

① 9:00 ～ 12:00　  今時の女性による起業
②13:00 ～ 16:00　ビジネスプランを考える

11/14
（土）

① 9:00 ～ 12:00　  販売促進
② 13:00 ～ 16:00　失敗しない創業に向けて

◇趣味や特技を生かした起業
　趣味や特技を生かしやりがい・生きがいのある創
業を学ぶセミナー。
とき 内容

11/28
（土）

① 9:00 ～ 12:00
　時代に必要とされるスモールビジネス
②13:00 ～ 16:00　ビジネスプランを考える

12/5
（土）

① 9:00 ～ 12:00
 スモールビジネスでお客様を増やし続ける方法
② 13:00 ～ 16:00　失敗しない創業に向けて

【申し込み・問い合わせ】真岡商工会議所 ☎82-3305
【創業に関するご相談】真岡商工会議所 ☎82-3305
　にのみや商工会☎74-0324商工観光課☎83-8643

創業セミナー開催創業セミナー開催

久保記念観光文化交流館久保記念観光文化交流館
開館１周年記念イベント開館１周年記念イベント
　25日は施設全体をハロウィンの雰囲気に模様替え
します。ぜひご来場ください。
【とき】10月 24日（土）、25日（日）
【ところ】久保記念観光文化交流館【ところ】久保記念観光文化交流館
■24日のイベント■
12:00 ～日本舞踊
14:30 ～記念式典
15:00 ～みなみさんのバルーンショー
16:00 ～大越絵梨花さんのフルート
　　　　コンサート（美術品展示館）
■ 25日のイベント■　10:00 ～ 15:00 開催中
●ハロウィンイベントとしてお子さまにお菓子プ
レゼント●もおか観光コンシェルジュガイドツ
アー実施（ガイド無料、保険料100円）●学芸員
によるギャラリートーク（美術品展示館）●ジャ
ズ演奏（11:00～、14:00～）●フェイスペイント（無
料）●切り絵（参加料500円、まちづくりセンター） 
●アクセサリーワークショップ（参加料500円～、
屋外テント）●コーヒー試飲と豆販売

■両日実施■
「真岡もめん着物DEまちあるき」※要予約・先着順
（着物レンタル・着付け・イタリアンコースランチ
付き5,000円、着物レンタル・着付け・お土産券
付き4,500円）

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会　☎ 82-2012（FAX兼）

～きらりと光るとちぎの恵み～～きらりと光るとちぎの恵み～
とちぎ“食と農”ふれあいフェア2015とちぎ“食と農”ふれあいフェア2015
　各市町自慢の地域ブランドの展示・試食・販売、と
ちぎ和牛の豪快焼きや釜戸炊きご飯の提供、31ｍの
り巻づくり体験、6次産業化成果品の展示・販売等の
ほか、食育に関する情報発信等も行います。
【とき】10月 24日（土）・25日（日）
　午前 10時～午後 4時　※雨天決行
【ところ】栃木県庁および周辺施設　【参加料】無料
【問い合わせ】とちぎ“食と農”ふれあいフェア実行委員会
　☎028-623-2333 　FAX 028-623-2337
　農政課農政係　☎83-8137 FAX 83-6208

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集

【申し込み・問い合わせ】
　総務課人事給与係 ☎ 83-8099　FAX82-1065

●保育士　１人　【勤務場所】中村保育所
【応募条件】保育士の資格を有する方
【勤務時期】11月 18日～平成 28年 3月 31日（更
新の可能性あり）　※ 14日間を試用期間とする。

【勤務時間】午前7時30分～午後6時の間で7時間
30分（早出・遅出勤務あり）

【賃金】日額 7,830 円
●臨時職員　１人　【勤務場所】市民課窓口係
【内容】市民課窓口での諸証明処理事務
【勤務時期】12月 1日～平成 28年 3月 31日
　※ 14日間を試用期間とする。
【勤務時間】午前8時30分～午後5時　7時間30分
【賃金】日額 6,240 円
●共通事項
【手当等】通勤手当2㎞以上該当（上限:月額7,100円）
健康保険、厚生年金、雇用保険加入

【選考方法】面接（随時）
【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、（保育士の場合は資格証の写し
を添付）下記まで本人が持参してください。（受
付時間午前 9時～午後 5時）


