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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。
【指導場所】①大谷台町地内：大谷台公園東丁字路 
②八條地内：八條本誓寺南五差路 ③物井地内：
桜町公民館南方交差点　【募集人数】3人

【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
【身分】非常勤特別職公務員
【委嘱期間】平成28年4月1日～平成29年3月31日
前任者の中途退職により委嘱期間は１年。その後
の任期は 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採用時満
20歳以上で63歳未満の方 ③交通指導員活動に熱
意があり健康な方 ④普通自動車運転免許を有する方

【応募方法・期間】1月 25日（月）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

使用済小型家電使用済小型家電をを回収回収しますします
　使用済小型家電の回収を実施します。小型家電制
度対象品目全てを回収しますので、ご家庭で不要と
なった小型家電（エアコン、テレビ、冷蔵・冷凍庫、
洗濯・衣類乾燥機を除く）をお持ちください。当日
お持ちいただいた方に、粗品を贈呈します。
【とき】1月17日（日）午前9時～午後３時
【ところ】市役所南側駐車場
【問い合わせ】
　環境課清掃係　☎ 83-8126 FAX 83-5896

20 歳になったら国民年金20歳になったら国民年金
　国民年金は、年をとったときやいざというときの
生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作
られた仕組みです。
　具体的には、若いときに公的年金に加入し保険料
を納め続けることで、年をとったときや、病気やケ
ガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなった
ときに、年金を受け取ることができる制度です。

国民年金のポイント
★将来の大きな支えになります
　　国民年金は 20歳から 60歳までの人が加入し、
　保険料を納める制度です。
　　国が責任をもって運営するため、安定していま
　すし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
★老後のためだけのものではありません
　　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほ
　か障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、
　病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。
　また遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加
　入者により生計を維持されていた遺族（「子のあ
　る妻」や「子」）が受け取れます。
「学生納付特例制度」と「若年者納付猶予制度」
★「学生納付特例制度」
　　学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の
　所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付
　が猶予される制度です。対象となる学生は、学校
　教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高
　等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校（修
　業年限 1年以上である課程）、一部の海外大学の
　日本分校に在学する方です。
★「若年者納付猶予制度」
　　学生でない 30歳未満の方で、本人および配偶
　者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料
　の納付が猶予される制度です。
。【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  ☎ 028-683-3211

　　　　　　  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

【あて先・問い合わせ】 〒 321-4395　栃木県真岡市荒町 5191 番地 （開庁時間 8:30 ～ 17:15  土・日曜・
　祝日休み）　企画課企画調整係 ☎ 83-8102 FAX83-5896　Eメール kikaku@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）
※計画の詳細は企画課窓口、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 真岡市地域公共交通網形成計画（案）
【計画作成の内容】
　本市の地域公共交通の維持・活性化のため、今後の望ましい地域公共交通のあり方とその取組方針を示す
ために地域公共交通網形成計画を策定します。
　地域公共交通の利用促進および公共交通機関の相互連携を推進するとともに、コンパクトシティの実現に
向けたまちづくりとの連携を図りながら持続可能な公共交通ネットワークを整備します。
【募集期間】1月 15日（金）～1月29日（金）必着

【募集期間】2 月 1日（月）～ 3月 22日（火）

【申し込み・問い合わせ】  学校教育課庶務係
　☎ 83-8180 FAX83-8080

【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28 年度平成28 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。

修学・入学資金を無利子で貸付

第1回第1回ビジネスマッチング事業ビジネスマッチング事業
もおか2015もおか2015

　真岡市の地場産業の魅力あふれる製品や商品、また
技術やサービスなどの情報発信、真岡市の中小企業と
工業団地立地企業との新たな取引先の開拓を図るため、
展示会・商談会・フォーラム・交流会を開催します。
【とき】1月 26日（火）午後 1時～ 7時
【内容・開催場所】
①ビジネスマッチング事業 13:00～ 16:00真岡商
工会議所　②産学官フォーラム 16:30～ 17:30真
岡市公民館　③交流会 17:45～ 19:00けやき会館

【申し込み】電話（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
で下記へお申し込みください。

【申し込み・問い合わせ】
　①・③について　真岡商工会議所　☎ 82-3305
　②について　真岡市商工観光課工業係☎83-8134

真岡市社会福祉協議会真岡市社会福祉協議会

嘱託・臨時職員嘱託・臨時職員をを募集募集
●嘱託職員　2人
【勤務場所】ひまわり園、さくら作業所、地域活動
　支援センター　【賃金】月額 174,200 円
●臨時職員　1人　
【勤務場所】社会福祉協議会事務局
【賃金】日額 6,240 円
●共通事項
【応募条件】福祉活動に意欲のある方　
【勤務時期】平成28年4月1日から（土・日曜日、祝日、
年末年始を除く）　

【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募方法】所定の「嘱託・臨時職員採用申込書」
と市販の履歴書（A4 判）に必要事項を記入し、
2 月 10 日（水）までに下記へ本人が持参。2月
26 日（金）面接試験を実施。

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

市有施設内市有施設内
自動販売機設置場所の貸付自動販売機設置場所の貸付
　市有施設の一部を自動販売機設置場所として貸し
付けます。

場所 面積
（㎡）

台
数
最低貸付料
（月額）

1 青年女性会館 1.42 1 3,900円
2 二宮コミュニティセンター 1.80 1 12,000円
3 総合体育館 1.48 1 3,700円
4 総合体育館 0.96 1 4,800円
5 総合体育館 0.96 1 4,300円
6 総合体育館 1.62 1 3,000円
7 市役所本庁舎 1.44 1 13,600円
8 市役所教育委員会棟 1.19 1 6,300円
9 総合運動公園 1.44 1 3,700円
10 総合運動公園 1.44 1 3,700円
11 市公民館 1.53 1 7,700円
12 生涯学習館 1.80 1 3,300円
13 武道体育館 1.35 1 4,000円
14 武道体育館 1.44 1 500円
15 スポーツ交流館 1.44 1 5,900円
16 スポーツ交流館 1.89 1 500円
17 二宮体育館 1.62 1 6,300円
18 市民会館 1.60 1 5,600円
19 市民会館 1.60 1 500円
20 市民会館 1.60 1 500円
【販売品目】飲料（酒類またはその類似品を除く）
【貸付方法】一般競争入札【入札日】2月 10日（水）
【貸付期間】平成28年4月1日～平成31年3月31日
【申込方法】1月 29日（金）午後5時までに入札参
加申込書を下記窓口へ提出。応募案内・申込書は下
記窓口で配布、ホームページからダウンロード可。

【申し込み・問い合わせ】企画課管財係
　 ☎ 83-8103　FAX83-5896

『普通救命講習』『普通救命講習』受講者募集受講者募集
　AED（電気ショック）を用いた心肺蘇生法など
救命に必要な応急手当の知識と技術を学びます。
【とき】2月 21日（日）午前 9時～正午
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】市内在住問わず、どなたでも受講可能
【講習種別】普通救命講習・再講習　【参加料】無料
【定員】先着 30 人（定員になり次第受付終了）
【申し込み・問い合わせ】
　真岡消防署救急係 ☎ 82-3161

【申し込み・問い合わせ】福祉課地域支援係　☎83-8132

介護巡回相談介護巡回相談
　介護や認知症の対応などでお困りなことがありま
したら、個別相談も受け付けます。　※予約制
【とき】1月 20日（水）　①午前 9時 30分から 
　②午前 10時 15分から ③午前 11時から
【ところ】大内農業構造改善センター　会議室

芳賀日赤市民公開講座開催芳賀日赤市民公開講座開催
【とき】1月28日（木） 午後 2時～ 4時
【ところ】市民会館　小ホール　
【内容】①「もっと知ろう ! 糖尿病のこと」講師：
鈴木医院 院長  鈴木 宗弥氏　②「がん診療にお
ける医療連携」講師：芳賀赤十字病院 院長 安田
是和氏　【参加料】無料　

【申し込み】下記窓口へ電話または FAXで申し込み
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係　
　☎ 83-8122　FAX83-8619


