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もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【7月 4日（月）～7月10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「平成28
年第 3回市議会定例会報告」、広報もおかTV「今
月の表紙（7月号）ほか」など、もおかインフォ
「参議院議員通常選挙」「真岡の夏まつり」
◆いちごショートケーキ「下籠谷ふれあい祭り」
「真岡の祭り特集」
◆コットンタイム「第 57 回真岡市消防団夏季点
検・消防操走大会」

※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（☎028-638-8092）

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

  参議院議員通常選挙参議院議員通常選挙【投票日】7月 10 日（日）午前 7時～午後 8時【投票日】7月 10 日（日）午前 7時～午後 8時

★ 2 種類の投票を★ 2 種類の投票を
　 行います　 行います

◆栃木県選出議員選挙…候補者個人の氏名を書きます。（薄黄色の用紙）◆栃木県選出議員選挙…候補者個人の氏名を書きます。（薄黄色の用紙）
◆比例代表選出議員選挙…候補者個人の氏名、または政党等の名称を◆比例代表選出議員選挙…候補者個人の氏名、または政党等の名称を
　　　　　　　　　　　　 書きます。（白色の用紙）　　　　　　　　　　　　 書きます。（白色の用紙）

★不在者投票★不在者投票 県選挙管理委員会の指定を受けている下記施設に入院等されている場合は、
施設内で不在者投票をすることができますので、施設に申し出てください。

施設名 芳賀赤十字病院、福田記念病院、真岡病院、老人保健施設の春祺荘・ナーシングホーム青葉・わたのみ荘、
特別養護老人ホームのきたはら・喜望荘・桜の華・椿寿園・やまさわの里・三起の森・かめやまの郷

※真岡市民が、市外県外の施設に入院等をされている場合でも、その施設が指定施設であれば施設内で不在者投票をすることができます。
【問い合わせ】選挙管理委員会　☎ 83-8190 　FAX83-8082

★ 本市で投票できる方★ 本市で投票できる方
　※①、②両方を満たす方　※①、②両方を満たす方

①満 18歳以上の方（平成 10年 7月 11日以前に生まれた方 )
②３カ月以上本市に住所を有している方
　（平成 28年 3月 21日以前に真岡市に転入届をした方）

★期日前投票★期日前投票

★投票所入場券★投票所入場券 6 月 22 日（水）　に発送しましたが、「転居先不明等」で返送されているもの
もあります。届いていない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。

投票日当日、仕事やレジャーなどで投票区内にいない予定の方は、下記の 3
カ所で期日前投票ができます。

【期間】7月 9日（土）まで　　【時間】午前8時30分～午後8時
【投票所】①市公民館真岡西分館　②二宮コミュニティセンター 
　③イオンタウン真岡（ザ・ビッグエクストラ真岡店）【新設】

投票所入場券裏面の「期日前投票
宣誓書兼請求書」にあらかじめ記
入してお持ちいただくと、受付手
続きが早く済みます。

平成 29年度採用 芳賀地区広域行政事務組合

  消防職員消防職員をを募集募集
【採用人員】消防職 3人程度
【受験資格】年齢および最終学歴で試験区分が上級、
　中級、初級の各試験に分かれます。（詳細につい
　ては、募集要領を参考にしてください）
【申込期間】7 月 1日（金）～８月 5日（金）
【試験日程】9月18日（日）受付：午前8時30分～9時
　筆記試験（一般性格診断含む）：午前9時 15分～正午
　体力試験：午後1時30分から
【試験会場】真岡工業高等学校（体力試験は消防本部）
【試験方法】1 次試験は筆記・一般性格診断・体力
　試験、2次試験は 1次合格者を対象に作文・面接
【持ち物等】筆記用具、運動できる服装・運動靴
【1次試験合格発表】10月 6日（木）午前 10時
　消防本部玄関前およびホームページに掲示
【問い合わせ】消防本部総務課　☎ 82-3213 
　FAX83-3746　http://hagakouiki.jp/syoubou/

平成29年度採用平成29年度採用 真岡市職員募集真岡市職員募集
◇職種および受験資格
職種職種 人数人数 受 験 資 格受 験 資 格

一般
事務

10人
程度

昭和62年4月2日以降に生まれた方で、
高等学校卒業以上の学歴を有する方（平
成 29年 3月卒業見込みの方を含む）

土木
建築
事務

若干名

昭和62年4月2日以降に生まれた方で、
高等学校卒業以上の学歴を有し、土木課
程、または建築課程を履修して卒業した
方（平成29年3月卒業見込みの方を含む）

保健師 若干名
昭和62年4月2日以降に生まれた方で、保
健師の資格を有する方、または平成28年度
の国家試験で当該資格を取得する見込みの方

保育士

2人
程度

昭和62年4月2日以降に生まれた方で、保
育士の資格を有する方、または平成29年3
月末日までに当該資格を取得する見込みの方

保育士
(社会
人枠)

昭和 51年 4月 2日から昭和 62年 4月
1日までに生まれた方で、保育士の資格
を有し、保育園、幼稚園等で保育業務
の実務経験が 8年以上ある方（平成 29
年 3月末日までに 8年になる方を含む）

※ただし、日本国籍を有しない方、地方公務員法第
　16条（欠格条項）に該当する方は受験できません。
◇試験案内の配布
　　市役所案内窓口、総務課（本庁舎 2階）また
は二宮支所で案内を配布します。市ホームページ
からも印刷できます。案内を郵送で請求する場合は、
あて先明記の返信用封筒　（A4･角2サイズで120円
切手を貼付）を同封し、下記まで請求してください。
◇受験申し込み方法
　　案内に添付してある採用試験申込書に必要事項
を記入し、8月 1日（月）までに下記へ提出して
ください。
◇試験方法
　■１次試験：筆記試験・適性検査
　　【とき】9月18日（日）　【ところ】真岡工業高等学校
　■２次試験：作文・集団討論・面接試験・事務適正
　　　　　　　検査（１次試験合格者のみ）
【あて先・問い合わせ】〒 321-4395
　真岡市荒町5191　真岡市総務部総務課人事給与係
　☎ 83-8099　FAX82-1065

創業セミナー創業セミナーのの開催開催
【とき】7月 14日（木）、15日（金）、28（木）、29（金）
各日午後 6時～ 9時

【ところ】真岡商工会議所（真岡市荒町 1203）
【対象】創業をお考えの方　20人　【参加料】無料
【内容】事業計画、財務計画、人材育成、販路開拓など
【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

高齢者高齢者のの熱中症熱中症にに注意！注意！
　熱中症の発生は、毎年7～ 8月がピークで
す。熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。
≪熱中症予防のポイント≫
　◆のどの渇きを感じる前にこまめに水分補給しましょう。
　◆エアコンや扇風機を上手に活用し、室内の温度・
　　湿度を調整しましょう。
　◆服装を工夫しましょう。
　　（通気性・吸湿性の良い服、帽子・日傘の活用）
　◆生活リズムを整え、体調管理に注意しましょう。
　室内でも熱中症を発症し、救急搬送されたり、死
亡する事例もあります。
環境省熱中症予防情報サイトhttp://www.wbgt.env.go.jp/
【問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
　（地域包括支援センター）☎83-8132　FAX 83-6335

【とき】 7 月 21日（木）
【ところ】真岡商工会議所　【参加料】無料
①とちぎジョブモール巡回セミナー①とちぎジョブモール巡回セミナー
【とき】午前 10時 30分～正午
【内容】面接の受け方とメンタルトレーニング
【講師】ジョブモールキャリアカウンセラー
②とちぎジョブモール巡回相談会②とちぎジョブモール巡回相談会
【とき】午後1時～4時
【内容】就職活動・スキルアップに関するアドバイス、
　履歴書の書き方、面接の受け方、適職適性診断
③とちぎ生涯現役シニア応援センター③とちぎ生涯現役シニア応援センター
　ぷらっと巡回相談会　ぷらっと巡回相談会
【とき】午後1時～4時
【内容】セカンドライフ、ボランティアから就労ま
で社会参加活動、生涯学習に関するアドバイス

◆①～③共通事項◆◆①～③共通事項◆
【申し込み】7月 20 日（水）午後 5時までに下記へ申し込み
【問い合わせ】　商工観光課 ☎ 83-8134 FAX83-0199

求職者とシニアのための求職者とシニアのための
巡回相談会＆巡回セミナー巡回相談会＆巡回セミナー

市若屋台市若屋台のの引き手募集引き手募集
と
き

7月22日（金） 午後2時 30 分～午後 5時ごろまで
7月23日（土） 午前9 時 30 分～午後 1時ごろまで
7月24日（日） 午前10時30分～午後4時ごろまで

【集合場所】市若会所（真岡市水道庁舎駐車場）
【対象】小学生 各日先着 30人（保護者同伴）
　※祭半天と帯は貸し出します。
【申込方法】7月8日（金）までに、氏名・住所・学年・身長・
　電話番号・保護者の氏名を下記へ申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】
　総務課研修厚生係☎ 83-8469　FAX 82-1065

【問い合わせ・提出先】
　国保年金課国民年金係 ☎ 83-8593 FAX 83-6205
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎ 74-5004 FAX 74-1250

　　障害基礎年金（20 歳前障害等）を受給されて
いる方は、日本年金機構から７月上旬までに「現況
届」が送付されますので、必要事項を記入し、7月
末日までに下記窓口へ提出してください。
　なお、現況届に併せて診断書を提出しなければなら
ない方は、診断書が送られてきますので、7月中に医
療機関で受診してから、期限までに提出してください。
　なお、平成 28年 1月 1日現在、真岡市に住所が
無かった方は、前住所地（1月 1日現在）にて所得
証明書もしくは非課税証明書の添付が必要です。
※現況届を提出されない場合は、10 月支給分から
　の年金が止まってしまいます。

７月は障害基礎年金の７月は障害基礎年金の
現況届提出の月です現況届提出の月です

ハガキが届いた方へハガキが届いた方へ
マイナンバーカードの交付マイナンバーカードの交付
　7月の平日のみ、本庁における「マイナンバーカー
ド」交付を、月・火・木曜日も午後7時まで延長します。
ただし、二宮支所（久下田地区、長沼地区）では通
常の延長窓口のみとなりますので、ご注意ください。
　【受付時間】※ 7月のみ特別延長です。
●本庁（市民課窓口）
　月～金曜日（午前 8時 30 分～午後 7時）
●二宮支所
　月・火・木（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　水・金（午前 8時 30分～午後 7時 )
※第１・第３日曜日の休日窓口は受付できません。
※証明書の発行窓口の延長は、水・金曜日のみです。
【申し込み・問い合わせ】
　市民課窓口係 ☎ 83-8117 FAX83-8514

　施設サービス、短期入所サービスの食費と居住費
は、所得の低い方に対しては負担を軽減することがで
きます。負担軽減を受けるためには、申請が必要です。
市役所いきいき高齢課または二宮支所福祉国保窓口
係で負担限度額認定申請をしてください。（預貯金
等にかかる通帳等の写しが必要です）
　なお、現在限度額認定を受けている方も、7月
31 日で有効期限が切れますので、7月 29 日（金）
までに新たな負担限度額認定申請をしてください。

対象者

・世帯全員が市町村民税非課税
・別世帯に配偶者がいる場合は別世帯の配
　偶者も市町村民税非課税
・預貯金等が単身で 1,000 万円、夫婦で
　2,000 万円以下　

対象サービス

① 介護保険施設における食費と居住費
②ショートステイ（短期入所）における
　食費と滞在費
※認知症高齢者グループホーム入所者、小
　規模多機能型施設利用者、通所介護利
　用者、および通所リハビリテーション
　利用者は対象外です。

【平成 28年 8月から】第 2段階と第 3段階は、年
金収入と合計所得金額の総額で判定していました
が、遺族年金及び障害年金といった非課税年金の
額もこの額に含めて判定します。

施設サービス、ショートステイをご利用の方施設サービス、ショートステイをご利用の方
介護保険負担限度額介護保険負担限度額
認定申請を忘れずに認定申請を忘れずに

【問い合わせ】いきいき高齢課介護保険係
　☎ 83-8094　FAX83-8554


