
もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【10月 17日（月）～10月 23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「食育推
進運動」、広報もおかTV「笑顔をさがして（10
月号）ほか」など、もおかインフォ「久保記念
観光文化交流館開館 2周年記念イベント」「コ
ラボーレもおか」
◆いちごショートケーキ「中村八幡宮やぶさめ」
◆コットンタイム「傾聴ボランティアさくら貝
10周年記念公演」

※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
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真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●一般事務補助　2人
【勤務場所】真岡市役所
【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

【勤務内容】一般事務補助　
【賃金】日額 6,240 円
【勤務期間】平成28年11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8時30分～午後5時（7時間30分）
【手当等】通勤手当 (2km以上該当、上限 7,100 円 )
　健康保険・厚生年金・雇用保険加入
【応募方法】市販の履歴書および職務経歴書に所要
事項を記入し、事前にご連絡の上、下記へ本人が
直接提出してください。

【選考方法】面接（随時）
【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

　　　　　　  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

【宛て先、問い合わせ】〒 321－ 4395　栃木県真岡市荒町 5191 番地　
　健康福祉部健康増進課成人健康係　☎ 83-8122  FAX83-8619 　Eメール kenkou@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。
　※計画の詳細は健康増進課窓口とホームページで閲覧できます。

意見を募集する計画「真岡市健康21プラン2期計画（平成29年度～平成35年度）」
【計画作成の趣旨】真岡市健康 21プランは、健康増進法に基づく「健康増進計画」であり、平成 19年度に
10年計画として策定し、中間見直し評価をしながら、「自分の健康は自分で守り、自分で作る」という視
点に立って市民の健康づくりを支援してきました。最終年度である平成28年度に計画の進捗状況を評価し、
新たな健康課題を抽出し、今までの基本目標も継承しつつ、「健康寿命の延伸」「生活の質の向上」を基本
目標に掲げ、新たな 2期計画を策定し、市民の主体的な健康づくりを支援していくための計画です。

【募集期間】10月 20日（木）～ 11月 21日（月）必着

もおか人・夢・未来フェスタ2016もおか人・夢・未来フェスタ2016
【とき】11月6日（日）11月6日（日）午前9時30分～午後3時30分午前9時30分～午後3時30分
【ところ】市民公園（雨天決行）【ところ】市民公園（雨天決行）

●主なイベント●主なイベント
 ・市民対抗もおかグルメグランプリ
 ・ダンスパフォーマンスコンテスト
 ・もおか発！スペシャルコンサート
 ・各種ブース出店（飲食・物販等）
 ・デビュー 1周年！もおかぴょんのお誕生会
 ・クイズ抽選会（真岡の素敵なものプレゼント！）
真岡ゆかりのアーティストやパフォーマーが大集合！真岡ゆかりのアーティストやパフォーマーが大集合！
・尊徳太鼓保存会　・上野真史（ジャズシンガー）　
・あびこめぐみ（シンガーソングライター）　
・北川かつみ（演歌歌手）　・真岡高校ジャグリング部
・「Libert」阿嶋祥子 他（東京藝大附属音楽高校）
・バルーンパフォーマーみなみ
・バルーンパフォーマー p0p0（ぽぽ）　他

【問い合わせ】　企画課企画調整係  ☎ 83-8102 
【公式HP】http://www.moka-festa.com/

●イベントMC●イベントMC
 ・永井 塁、星野 歩美

■■  交通規制交通規制にご協力ください にご協力ください ■■
　　車両通行止め（車両通行止め（■■区間）午前 9時～午後 4時区間）午前 9時～午後 4時

青年青年
女性会館女性会館総合総合

体育館体育館

市民会館市民会館

２
９
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図書館図書館

人・夢・未来人・夢・未来
フェスタフェスタ会場会場

●ダンスパフォーマンスコンテストゲスト＆審査員      ●ダンスパフォーマンスコンテストゲスト＆審査員      
 ・ゲスト：Kanamyw（カナミュウ） ・ゲスト：Kanamyw（カナミュウ）
 ・審査員：はむつんサーブ、KATSUYA、ARISA ・審査員：はむつんサーブ、KATSUYA、ARISA

ｽﾎﾟｰﾂｽﾎﾟｰﾂ
交流館交流館 一方通行

P

P

P
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10 月 22 日（土）10 月 22 日（土）
自動交付機自動交付機がが使えません使えません
　市民課前（市役所東玄関内）にある印鑑登録証明
書等の自動交付機が、庁内ネットワークシステムの
切り替え作業のため、10 月 22 日（土）は終日使
用することができません。ご不便をおかけします。
【問い合わせ】市民課窓口係 ☎83-8117　FAX83-8514

　昭和25年4月2日から昭和26年４月１日までに
生まれた方で、公的年金所得がある方は、平成28年
10月の年金支給分より住民税の公的年金からの特別徴
収（天引き）が開始されます。なお、年金から特別徴
収される住民税額は公的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
　平成28年4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、
　前年中の公的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

昭和25年4月2日～26年4月1日にお生まれの方へ昭和25年4月2日～26年4月1日にお生まれの方へ
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

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。
【街頭指導場所】八木岡 国道 294 号歩行者信号
【募集人数】1人　【身分】非常勤特別職公務員
【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
【委嘱期間】12月 1日～平成 29年 3月 31 日（残
　任期間のため）　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
　※勤務に必要な制服、装飾品は市から貸与
【応募条件】①真岡市内に住所を有する方 ②満 20歳
以上で、63歳未満の方 ③健康で、交通指導員活動
に熱意のある方 ④普通自動車運転免許を有する方

【応募方法・期間】10月 28日（金）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】〒 321-4395
　真岡市荒町5191　真岡市市民生活部安全安心課交通安全係
　 ☎ 83-8110　FAX83-8392

平成28年度 平成28年度 人間ドック・脳ドック人間ドック・脳ドック
のの料金料金をを助成助成

　国民健康保険加入者と後期高齢者医療制度加入者
を対象に、今年度における人間ドックと脳ドックの
料金を助成します。
　助成にあたり、対象条件や申込手順など、いくつか
の注意事項がありますので、詳細については、下記ま
でお問い合わせいただくか、平成28年度広報もおか
4月号（市ホームページでも閲覧可）をご覧ください。

【問い合わせ】 
　国保年金課国民健康保険係　☎ 83-8123
　国保年金課高齢者医療係　　☎ 83-8593

　【問い合わせ】　秘書課秘書政策係　☎ 83-8098　FAX83-8914

前真岡市長 故 福田武隼 氏を偲ぶ会前真岡市長 故 福田武隼 氏を偲ぶ会
　去る 9月 16日に逝去されました、前真岡市長、医療法人社団福田会理事長 故 福田武隼氏のご功績
をたたえ、ご冥福をお祈りするため、次のとおり偲ぶ会を執り行います。
【とき】10月 16日（日）午後 2時から （受付開始：午後 0時 30分から）
【ところ】真岡市生涯学習館（真岡市さくら一丁目15番地1）　【主催】故 福田 武隼氏を偲ぶ会実行委員会

道路の側溝清掃に道路の側溝清掃に
ご協力くださいご協力ください

　快適な生活環境を保つため、地域の道路側溝の清
掃は、各自治会や市民の皆さまにお願いし、ご協力
をいただいております。
　市内の道路側溝が土砂などで詰まりますと、降雨
の時、道路上に雨水排水があふれたり、皆さんの土
地に雨水が流れ込んだりしてしまいます。
　市では、地域での道路側溝清掃の際に、蓋上げ機
やバール等の無料貸し出しを実施しています。
　ぜひ、ご利用いただき、住みよい街づくりに皆さ
まのご協力をお願いします。
【問い合わせ】建設課維持係 ☎83-8148　FAX83-6240

　ＮＨＫ総合の「ひるブラ」で、真岡市が生放送さ
れます。ぜひご覧ください。
【とき】10月 19日（水）午後 0時 20分から
【ところ】真岡木綿会館、岡部記念館金鈴荘

【問い合わせ】文化課
　☎83-7731　FAX83-4070　

10/19（水）NHK総合にて10/19（水）NHK総合にて
真岡市が生放送されます真岡市が生放送されます

自転車ネットワーク計画自転車ネットワーク計画
検討委員を公募検討委員を公募

　真岡市自転車ネットワーク計画を策定するにあた
り、検討委員会の委員を募集します。メンバーは、公
募委員のほか、各種団体の代表者などで構成されます。
【公募委員数】2人程度
【任期】平成 29年度まで。検討委員会は、平成 28
　年度、29年度とも、各 2、3回程度開催する予定。
【応募条件】市内在住の 20 歳以上の方で、平日に
　開催する委員会に出席できる方
【応募方法】任意の用紙に、下記の必要事項を記入
　して、持参または郵送してください。ＦＡＸ、Ｅ
　メールでも受け付けします。
　応募の動機、自転車の利用状況等（400字以内 )、
　氏名、年齢、性別、職業、住所、電話番号
【締切日】10月 28日（金）必着
　※選考結果は、１週間以内に応募者に通知します。
【あて先・問い合わせ】〒 321-4395
　真岡市荒町5191　真岡市建設部建設課道路建設係
　☎ 83-8149　FAX83-6240
　Eメール：kensetsu@city.moka.lg.jp

▲ 真岡木綿会館▲ 真岡木綿会館 ▲ 岡部記念館金鈴荘▲ 岡部記念館金鈴荘

観覧無料観覧無料


