
もおかもおか
Weekly News

真岡市総務部秘書課広報広聴係 編集
☎0285-83-8100  Fax0285-83-5896

平成28年

3月　 11日発行

第2562 号

マイナンバー（個人番号）のマイナンバー（個人番号）の
個人番号カード個人番号カードのの交付交付についてについて
　顔写真付きの個人番号カードを申請された方にお
知らせします。「個人番号カード」の交付は、準備
が整い次第、順次、市民課から「交付通知書」をは
がきで送付しています。
　このはがきに記載された持ち物を持参のうえ、指
定された交付場所（本庁市民課または二宮支所）に、
定められた受取期限までにご来庁ください。
　詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、下
記までお問い合わせください。
●受付時間 ( 受け取りができる日時 )
　月・火・木曜日の平日：8：30～ 17：15
　水・金曜日の窓口業務延長日：8：30～ 19：00
※第 1・3日曜日の休日窓口では受付できません。

【申し込み・問い合わせ】市民課窓口係
　 ☎ 83-8117　FAX83-8514

もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【3 月 14日（月）～ 3月 20日（日）放送内容予定】
◆ほっとステーションもおか
　トピックニュース、ようこそ市長室へ「真岡市
PR絵本」、もおかインフォ「真岡の一万本桜ま
つり」「コラボーレもおか」、広報もおかTV「笑
顔をさがして（３月号）」など
◆いちごショートケーキ　「スポーツチャンバラ
教室」「第 40 回こらぼ茶話 手軽に楽しむ緑茶
の魅力」◆コットンタイム　「第 88回まちおこ
し ふるさとの昔ばなし」「第 3回荒町寄席」
※都合により番組内容や放送時間が変更になる場
合があります。電子番組表でご確認ください。

※番組を視聴するには、真岡市ケーブルテレビ施
設への加入が必要となります。視聴の申し込み
は、宇都宮ケーブルテレビ㈱へ（☎83-5001）

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

【申し込み・問い合わせ】 学校教育課学校教育係
　☎ 83-8181 FAX83-8080

真岡市立小学校真岡市立小学校
学校司書学校司書をを募集募集

　学校での読書活動を通して、児童の豊かな心を育
むため、学校図書館業務を行う非常勤職員を募集し
ます。複数の学校を巡回します。（週５日間で３校
程度）
【応募条件】次の①または②の条件を満たす方。
　① 司書または司書補の資格を有する方または資
格を取得する見込みの方　②公立または学校図書
館業務の実務経験のある方

【雇用期間】平成28年 4月 7日 (木 )～平成 29年
3月 24日（金）　【雇用人数】５人

【賃金】日額 8,000 円（6時間勤務）
　※通勤手当、社会保険加入
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入し、次
の①～③に該当する場合は添付してください。

　①司書、司書補の資格証明書の写し ②図書館に
関する科目の修得証明、卒業見込み証明書 ③図
書館業務の実務経験が証明できるもの

【書類提出】3月 17 日（木）までに下記へ持参ま
たは郵送してください。※募集定員に満たない
場合には、随時受付し選考日を連絡します。締め
切り後もご相談ください。

【選考日】3月 18日（金）午後１時～４時の内１人
30分以内

【選考方法】①面接　②本の紹介（小学生を想定し
プレゼンテーション３分以内）

真岡市新庁舎建設真岡市新庁舎建設のためのため地盤調査地盤調査をを実施実施
　真岡市新庁舎建設のため、地盤調査（ボーリング　真岡市新庁舎建設のため、地盤調査（ボーリング
調査）を実施します。調査）を実施します。
　調査期間中は、機械の稼動により音が発生し、ご　調査期間中は、機械の稼動により音が発生し、ご
迷惑をおかけしますが、安全確保に十分注意して実迷惑をおかけしますが、安全確保に十分注意して実
施しますので、ご理解とご協力をお願いします。施しますので、ご理解とご協力をお願いします。
【調査実施期間】【調査実施期間】
　3月15日（火）～4月13日（水）予定　3月15日（火）～4月13日（水）予定
　午前８時～午後５時　午前８時～午後５時
【調査箇所】右図①～⑤（１カ所あたり５日間程度）【調査箇所】右図①～⑤（１カ所あたり５日間程度）

【問い合わせ】
　総務課総務文書係　☎ 83-8106　FAX82-1065
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②

③

④

⑤
真岡市役所

芳賀庁舎

こども医療費受給資格証こども医療費受給資格証がが
変更変更になりますになります

　平成 28年度から、新たに小学生・中学生になる
お子さんは年齢区分が変更になり、「こども医療費
受給資格証」が新しいものに変わります。
●小学生になるお子さん：平成 21年（2009 年）４月
2日～平成22年（2010年）4月 1日生まれ
　→オレンジ色の受給資格証に変更
●中学生になるお子さん：平成 15年（2003 年）４月
2日～平成16年（2004年）4月 1日生まれ
　→クリーム色の受給資格証に変更
　上記の対象となるお子さんについては、3月下旬
に新しい受給資格証をお送りします。
　平成 28年 3月受診分までは、現在お持ちの受給
資格証をお使いいただき、平成 28年 4月からは新
しい受給資格証をお使いください。
　もし、記載内容に変更があった場合や、対象年齢
なのに受給資格証が届かない場合は、下記へお問い
合わせください。

【申し込み・問い合わせ】　健康増進課母子健康係
　☎83-8121　FAX83-8619

【申し込み・問い合わせ】  下水道課業務係
　☎ 83-8160 FAX83-8142　

　４月から新たに次の区域で公共下水道の使用が可
能になりますので、この区域の図面を縦覧します。
【該当区域】
　長田土地区画整理事業地内の一部の区域
　亀山北土地区画整理事業地内の一部の区域
　中郷・萩田土地区画整理事業地内の一部の区域
　亀山、長島の一部の区域
【縦覧期間】3月 17日（木）～ 30日（水）
　午前 8時 30分～午後 5時 15分
　※土、日、祝日は除く
【縦覧場所】下水道課（市庁舎北側）
●水洗化工事はお早めに
　下水道の使用が可能になると、区域内にお住まい
の方は、速やかに水洗化工事を行うことが法律で決
められています。
　なお、水洗化工事は、粗雑な工事や違法な工事を
防ぐため、市の指定工事店にご依頼ください ｡
●水洗化改造資金融資あっせん制度をご利用ください
　市が、水洗化改造資金の融資を金融機関にあっせ
んし利子を負担する制度です。下水道課または、指
定工事店までご連絡下さい。
【限度額】35万円
【返済方法】毎月 1万円ずつ 35回以内

下水道下水道のの使用可能使用可能なな
区域区域がが拡大拡大しますします

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

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●保育士　6人　
【勤務場所】市内保育所
【応募条件】保育士の資格をお持ちの方
【勤務期間】
　平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日
　※試用期間 14日間、更新の可能性あり
【勤務時間】午前7時 30分～午後6時 15分の間で
7時間 30分（早出・遅出勤務あり）

【賃金】日額 7,830 円
●母子・父子自立支援員兼婦人相談員補助　1人 
【勤務場所】児童家庭課
【応募条件】パソコン（ワード・エクセル）の基本
　操作ができる方。普通自動車免許をお持ちの方。
【勤務期間】
　平成 28 年 4 月 4日～平成 29 年 3 月 31 日　　
　※試用期間 14日間、更新の可能性あり
【勤務時間】午前8時30分～午後5時（7時間30分）
【勤務内容】離婚問題など女性が抱える悩みに関す
る相談等や、母子家庭・父子家庭の子育て、生活
支援、就労支援、経済的支援等に関する相談に対
応し、必要な助言・指導を行う事務的補助。
※社会福祉主事、児童福祉司等の資格をお持ちの方
は資格証の写しを添付。（社会福祉主事、児童福祉
司等の資格をお持ちでない場合でも応募可能。）

【賃金】日額6,240円
●共通事項
【手当等】通勤手当あり、健康保険・厚生年金・雇用
保険加入　【選考方法】面接（随時）

【受付時間】午前 9時～午後５時
【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、事
前にご連絡の上、下記まで本人が直接提出してく
ださい。

【問い合わせ】  
　企画課統計係　☎ 83-8109 FAX83-5896　

平成27年平成27年国勢調査結果速報国勢調査結果速報
　平成 27年 10 月 1日現在で実施しました国勢調
査の結果速報が、平成 28年 2月 26 日総務省統計
局より公表されました。
　真岡市の速報人口は次のとおりです。

10 月 1日現在
　人口　79,579 人（前回　82,289 人）
　世帯 27,934 世帯（前回　27,557 世帯）

※前回値は平成22年国勢調査確報値です。

　また、確定調査結果は、平成 28 年 10 月以降、
総務省統計局から順次公表される予定です。調査の
ご回答、ご協力ありがとうございました。詳細に
ついては、国勢調査キャンペーンサイト（http://
kokusei2015.stat.go.jp/）をご覧ください。

軽自動車等軽自動車等のの異動届出異動届出
　軽自動車税は、毎年４月１日に所有の方に年税で
課税されます。（月割り課税制度はありません）
　３月 31日までに廃車や名義変更の手続きがされ
ていないと、平成28年度も課税されますので速や
かに手続きを行ってください。また、軽自動車等の
所有者が亡くなられた場合も、廃車または名義変更
の手続きを行ってください。

軽自動車等の種別（車種） 手続き・問い合わせ先

・原動機付自転車
　（125㏄以下のバイク）
・農耕作業用自動車
・小型特殊自動車

《市》税務課諸税係
　☎ 0285-83-8112
《市》二宮コミュニティセンター
　☎ 0285-74-5003
手続きに必要なもの
☆名義変更…印鑑・譲
　渡証明
☆廃車…印鑑・ナンバー

・軽自動車
　（軽４輪貨物
　・軽４輪乗用）

軽自動車検査協会
栃木事務所
☎ 050-3816-3107

・125㏄を超える二輪車
・農耕作業用自動車
　（栃ナンバーのもの）

栃木運輸支局
☎050-5540-2019

平成 27年度平成 27 年度真岡井頭温泉・真岡井頭温泉・
あぐ里っ娘・道の駅にのみやあぐ里っ娘・道の駅にのみや
利用補助券をご利用ください利用補助券をご利用ください
　真岡市国民健康保険では、
被保険者の方で『特定健診』
を受診された方に、真岡井
頭温泉・あぐ里っ娘・道の
駅にのみやでお買い物がで
きる「300 円券」を贈呈しています。有効期限が
平成 28 年 3 月 31 日までですので、お忘れなくご
利用ください。
■特定健診を受けて健康管理、そしてお買い物券ＧＥＴ
　平成 28年度も、「特定健診」を受診された方全
員に贈呈します。（平成 28年度の健診日程表は、3
月末に各世帯に配布予定）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122 FAX83-8619


