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職種 人数 受験資格

一般
事務 若干名

昭和55年4月2日～平成6年４月１日ま
でに生まれた方で、大学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）

【申込期間】10 月 26 日（月）～ 11 月 24 日（火）
【試験日程】12月6日（日）受付：午前8時30分～9時
　筆記試験：午前9時 15分～正午（適性検査含む）
【試験会場】芳賀地区広域行政センター　
【試験方法】第 1 次試験 一般教養試験・適性検査、
　第 2 次試験 作文・口述試験（1次合格者対象）
【第1次試験合格発表】12月16日（水）午前10時　組合ホー
ムページおよび芳賀地区広域行政センター玄関前に掲示

【申込方法】採用試験申込書に所要事項を記入し下
記へ持参または郵送（11 月 24 日（火）必着）

※申込書は組合ホームページからダウンロードできます。
【あて先・問い合わせ】〒321-4415 
　真岡市下籠谷4412　芳賀地区広域行政事務組合 
　総務課 庶務企画係 ☎ 82-9151 

芳賀地区広域行政事務組合芳賀地区広域行政事務組合
平成28年度採用一般職員を募集平成28年度採用一般職員を募集

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

。

【問い合わせ】福祉課障害者福祉係　☎83-8129　FAX82-2340

事　業　名 内　　容 対　象　者
重度心身障害者
医療費助成制度

重度の障がい者が病院などで診療を受けた時に支払う
保険診療の自己負担分を助成します。

身体障害者手帳 1、2級の方
療育手帳A1、A2、Aの方

自立支援医療
（精神通院）

精神疾患の治療のために病院に通院する場合、医療費
の 90％を医療保険と公費で負担します。 精神科の外来へ通院している方

自立支援医療
（更生医療）
（育成医療）

身体障がい者が、障がいを軽くし機能回復をはかるた
めに、病院で受けた医療費の 90％を、医療保険と公
費で負担します。

【更生医療】身体障害者手帳を所持している18歳以上
の方（医療実施部位が障がいとして認定されている方）
【育成医療】身体に障がいのある18歳未満の児童

特別児童扶養手当 障がいの程度により、月額 51,100 円または月額34,030 円　※所得制限あり
精神または身体が中程度以上の障がいの状態にあ
る20歳未満の在宅の児童を監護している方

特別障害者手当 月額 26,620 円　※所得制限あり 20 歳以上の在宅の重度心身障がい者で、常時
特別介護を必要とする方

障害児福祉手当 月額 14,480 円　※所得制限あり 20 歳未満の在宅の重度心身障がい児で、常時
介護を必要とする方

精神障害者福祉手当・家族療養付加金のない健康保険加入者月額10,000円・家族療養付加金のある健康保険加入者月額3,000円 入院中の精神障がい者の保護者

障害福祉サービス 障がい者の自立を目的とした訓練等サービスや介護サービス（ホームヘルプ・ショートステイなど）を提供します。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福
祉手帳を持っている方等

障がい者の方が受けられる制度のご案内障がい者の方が受けられる制度のご案内
　障がい者の方が受けることができる手当・制度についてご案内します。詳しくは、下記窓口へ問い合わせください。

　車イスを使っている方と一緒にバスケットボール　車イスを使っている方と一緒にバスケットボール
をしてみませんか。きっと新たな発見があります。をしてみませんか。きっと新たな発見があります。
【とき】11月 14日（土）午前 10時～午後 4時【とき】11月 14日（土）午前 10時～午後 4時
【ところ】真岡小学校校舎および体育館【ところ】真岡小学校校舎および体育館
【対象】小学校 4～ 6年生とその保護者 先着 20人【対象】小学校 4～ 6年生とその保護者 先着 20人
【参加料】無料（昼食付き）
【持ち物】体育館シューズ、筆記用具
【申し込み】10月 31日（土）までに下記へ電話で
申し込みください。

【申し込み・問い合わせ】
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844 FAX82-5516

ふれあい体験講座ふれあい体験講座
親子親子でで車イスバスケ車イスバスケ

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 

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）

有料広告掲載有料広告掲載をを募集募集しますします
　水道課では、年間約 15万部配布している「水道
検針票」（「使用水量・料金等のお知らせ」）の裏面
スペースへの有料広告を募集します。申請書等は市
ホームページをご確認ください。
【掲載期間】平成 28年 4月から 1年間
【広告サイズ】約 7.0cm× 13.5 ㎝以内
【広告料金】税込 30万円（全面掲載のみ）
　※分割掲載は全面掲載応募がない場合のみ対応
【募集期限】12月4日（金）※応募者多数の場合は抽選
【申し込み・問い合わせ】
　水道課庶務係☎ 83-8167 FAX 84-7512

真岡市で創業しませんか！真岡市で創業しませんか！
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

ワンストップ相談窓口
【開設期間】平成 28年 1月末日まで
【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

【とき】11月6日～平成28年2月26日までの毎週【とき】11月6日～平成28年2月26日までの毎週
金曜日、全 15 回（12 月 16 日は水曜日実施、1金曜日、全 15 回（12 月 16 日は水曜日実施、1
月 1日・8日は休み）午前 10時～正午　月 1日・8日は休み）午前 10時～正午　

【ところ】総合福祉保健センター　朗読奉仕室【ところ】総合福祉保健センター　朗読奉仕室
【対象】市内で朗読奉仕活動を通じ、視覚障がい者【対象】市内で朗読奉仕活動を通じ、視覚障がい者
　のための活動を望む方　先着 10人　のための活動を望む方　先着 10人
【受講料】無料
【申し込み・問い合わせ】
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844 FAX82-5516

朗読奉仕員養成講習会朗読奉仕員養成講習会
受講者募集受講者募集

料金無料
秘密厳守 11 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など   10日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   10日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※10/30（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

  10日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間9：00～ 14：00

10・17・24 日 （火）
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望 　4日（水）9:30～11:30
【人権相談の問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

10月は10月は「「がん検診50％達成に向けたがん検診50％達成に向けた
集中キャンペーン月間集中キャンペーン月間」」ですです

　今、日本人の２人に１人ががんにかか
る時代です。自覚症状のないがんを早期
に発見するためには、検診が非常に大切
です。ぜひこの機会に検診を受診し、が
んから身を守りましょう。
　市では胃・肺・大腸・前立腺がん・女性（子宮・乳）
がん検診を実施中です。保険の種別に関係なく受診
できますので、受診を希望される方は健康増進課ま
でお申込み下さい。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX 83-8619

500㎡以上の埋め立て500㎡以上の埋め立て（盛土）、（盛土）、
一時たい積一時たい積はは許可許可がが必要です必要です
　土砂等の埋め立て等による土壌の汚染や災害の発
生を防止するため、500 ㎡以上 3,000 ㎡未満の埋
め立て（盛土）を行う場合や、土砂等を一時たい積
する場合は、市の条例により許可が必要となります。
埋め立て等を行う場合は、事前に相談してください。
真岡市の土砂条例では、自然発生土由来の土砂を許
可の対象としています。したがって、建設汚泥由来
の改良土を用いた埋め立てはできませんので、ご注
意ください。
　なお、3,000㎡以上の埋め立て（盛土）、一時たい
積を行う場合は、県の条例の許可が必要になります。
【問い合わせ】
　環境課公害対策係 　☎ 83-8127 FAX83-5896

不法投棄不法投棄はは犯罪犯罪ですです
廃棄物廃棄物（ごみ等）の（ごみ等）の野外焼却野外焼却はは禁止禁止
　廃棄物（ごみ等）の焼却は、「廃棄物の処理およ
び清掃に関する法律」により一部の例外を除いて禁
止されています。
　住みよい生活環境づくりのため、家庭から出るご
みは分別し、もえるごみや資源、その他・粗大ごみ
の収集日に出しましょう。
【問い合わせ】環境課清掃係 ☎ 83-8126
　公害対策係　☎83-8127　FAX83-5896

10/25（日）健康フェスティバル開催10/25（日）健康フェスティバル開催
　楽しみながら健康づくりができるイベント、健康
フェスティバルを開催します。全コーナー無料で、
健康測定や体験ができます。
【とき】10月 25日（日）午前 9時 45分～正午
【ところ】総合福祉保健センター
【駐車場】保健センター北・南駐車場、久保講堂南側駐車場
　申し込み不要で当日楽しめるコーナー（無料）　申し込み不要で当日楽しめるコーナー（無料）
●測定コーナー：からだ年齢測定 (基礎代謝、体水
分量、体内年齢、下肢筋肉量など )、血管年齢測定、
肺年齢測定、骨密度測定　※肺年齢測定以外は
コーナー開始後整理券を配布

●体験コーナー：血管トレーニング（インストラク
ターによる筋トレ実践）、細胞元気スムージー試
飲、我が子を守る救急法講座、ウイルス撃退コー
ナー（ライトを使い手の汚れを確認）、探検！ス
タンプラリー（スタンプを集めて米粉パンプレゼ
ント：先着 300人まで）
●育児川柳・健康川柳の掲示、人気投票を実施
【問い合わせ】健康増進課　☎83-8121、83-8122


