
もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【10月 24日（月）～10月 30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「男女共
同参画の推進」、広報もおかTV「わが家の天使
たち、今月の一冊（10月号）ほか」など、もお
かインフォ「秋から冬に流行する感染症対策」
「もおか人・夢・未来フェスタ 2016」
◆いちごショートケーキ「第33回真岡井頭マラソン大会」
◆コットンタイム「わたの花趣味クラブ発表会【前編】」
※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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生垣づくり補助事業生垣づくり補助事業
　生垣は、ブロック塀のような倒壊のおそれがなく、
防災、防犯、環境保全などの効果を有しています。
【補助対象】　
　①住宅や事業所等の敷地内に生垣を植栽する
　②生垣総延長5ｍ以上かつ一般通行用道路に3ｍ
以上面している ③樹木の高さは、50㎝以上あり、
1ｍ当り2本以上植栽する ④今までに補助を受け
た方は、対象外とする

【補助金額】１ｍ当り 3,000 円（上限 60,000 円）
　※生垣を植栽する前に下記へ申請が必要です。
【問い合わせ】 都市計画課維持管理係
 　☎ 83-8724　FAX83-6240

　道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車
の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー
等が見えにくくなるなど、交通事故の原因となります。
　私有地に生えている樹木等は、土地所有者の管理物
であり、道路上に張り出した庭木や生垣、山林・空地

【問い合わせ】建設課維持係 ☎83-8148 FAX83-6240

等の草木が原因 (倒木、枝の落下等 )で、通行人のけ
がや車両の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有
者が賠償責任を問われる場合があります。
　通行者の安全と事故防止のため、自己所有地をご確
認の上、所有者の責任において、剪定・伐採等、適切
に管理いただきますようお願いします。

道路上に張り出している樹木の管理をお願いします道路上に張り出している樹木の管理をお願いします

私有地 道路

境界
境界を越えた部分
は、剪定・伐採等
を行いましょう。

真岡地区真岡地区（真岡中学校区）（真岡中学校区）

防災避難訓練の実施防災避難訓練の実施
【とき】10月29日（土）午前8時30分～11時10分
【ところ】真岡小学校　※小雨決行・荒天中止
※訓練開始を防災行政無線で放送します。
※午前8時30分ごろ、市から訓練用の緊急速報メー
ル（エリアメール）を配信します。真岡市域にいる方、
全ての携帯電話・スマートフォンに配信されます。

【内容】自主防災組織による救出救護および初期消
火訓練など

【防災イベント】はしご車試乗（小学生以上）、煙ハ
ウス、AED取扱い、非常食体験、消防団操法実
演など

【問い合わせ】
　安全安心課消防防災係 ☎83-8396　FAX83-8392

不妊治療費の助成 一部拡充不妊治療費の助成 一部拡充
【対象者】
　法律上の婚姻をしている夫婦で ､次のすべてに該
　当する方
　◆保険適用外の不妊治療 (人工授精・体外受精・
　　顕微授精 )が必要と医師に診断されていること
　◆１年以上前から真岡市に居住していること
　◆市税を滞納していないこと
【助成の内容】
　現在、不妊治療費（県補助を受けている場合は
　その額を差し引いた額）に対して、1年度あたり
　15 万円（費用の 2分の 1以内）を限度に助成
【今回の変更点】
　平成 28 年 4 月 1 日以降、特定不妊治療（体外受
精・顕微授精）が終了した方で、特定不妊治療に
関する助成申請が初めての方については、限度額
を 15万円から 30 万円に拡充

【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946　 FAX83-8619

有料広告掲載有料広告掲載をを募集募集しますします
　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」）の裏面スペースに掲
載する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 29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2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

◇職種および受験資格
職種 人数 受験資格

業務員 1名

昭和56年4月2日以降に生まれた方（高
校卒以上）
４ｔトラック（MT車）を運転可能な自
動車免許を取得していること
フォークリフト運転技能講習を修了していること

【勤務場所】芳賀地区エコステーション
【採用日】平成 29 年 1 月 1 日（日）
【申込期間】10 月 17 日（月）～ 11 月 10 日（木）
【試験日程】11月 17日（木）午後 2時 30分から
【試験会場】芳賀地区広域行政センター　
【試験方法】面接による選考（口述試験）
【合格発表】11月下旬に個人宛に通知
【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。申込書は芳賀地区広域行政センターにあ
ります。（組合ホームページからダウンロード可）

【申し込み・問い合わせ】〒321-4415 
　真岡市下籠谷4412番地　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
技能労務職員を募集技能労務職員を募集

10/23（日）健康フェスティバル開催10/23（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 23日（日）午前 9時 30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　ゆがみチェック（先着
20人、コーナー開始後整理券配布）

●体験コーナー：親子体操、簡単スープ試食、我が子
を守る救急法講座、ウイルス撃退コーナー、探検！
スタンプラリー（先着200人に米粉パンプレゼント）
●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

都市計画決定の原案の縦覧都市計画決定の原案の縦覧
【内容】①宇都宮都市計画用途地域の変更（案）およ  
　び地区計画（案）について（中郷・萩田地区） ②宇
　都宮都市計画ごみ焼却場（旧真岡市清掃センター）
　の廃止について ③宇都宮都市計画ごみ処理場（真
　岡市リサイクルセンター）の決定について
【縦覧期間】10月 24日（月）～11月 7日（月）
【意見書の提出期間】11月8日（火）～11月15日（火）
※縦覧期間・意見書の提出期間は、土・日曜日、祝日
を除く、午前8時30分～午後5時 15分

【縦覧場所・意見書提出先・問い合わせ】
　都市計画課計画係  ☎ 83-8152　FAX 83-6240

マイナンバーカード（個人番号カード）マイナンバーカード（個人番号カード）
をを保管保管していますしています

　顔写真付きのマイナンバーカードを申請した方へ
お知らせします。マイナンバーカードの交付の準備
が整い次第、順次、「交付通知書」をハガキまたは封
書で送付しています。
　交付通知書が届きましたら、記載された持ち物を
持参の上、指定された交付場所（本庁市民課または
二宮支所）に定められた受け取り期限までにご来庁
ください。
　市では、期限を過ぎても受け取りに来られていな
い方のマイナンバーカードを大切に保管しています。
お早めに受け取りに来てください。
【受付時間】（マイナンバーカード交付日時）
　月・火・木曜日：午前 8時 30分～午後 5時 15分
　水・金曜日：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。

平成29年度 平成29年度 保育所（園）入所保育所（園）入所のの申込受付中申込受付中
受付期間：10/3 ～ 11/30受付期間：10/3 ～ 11/30

【提出書類】保育所入所申込書兼支給認定申請書、調査票、
　保護者等の状況を証明する書類（勤務証明書等）
　※書類は、児童家庭課・二宮支所・各保育所（園）
　　にあります。（市ホームページからダウンロードも可）
【申し込み】上記必要書類を下記窓口へ提出
　※認定こども園・小規模保育施設を希望される方
　　は、直接施設へお申し込みください。　
【申し込み・問い合わせ】
　児童家庭課保育係 ☎ 83-8035  FAX82-2340

　郵便局での保管期限が過ぎた「通知カード」は、
市民課に戻され、大切に保管しています。まだ受
け取られていない方は、下記窓口までお問い合わ
せください。
　通知カードは一定期間保管した後に廃棄いたし
ますので、お早めにお受け取りください。

「通知カード」「通知カード」をを保管保管していますしています

【問い合わせ】
　市民課窓口係　☎ 83-8117 FAX83-8514

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います。
【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
【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。
【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

【とき】10月30日（日）
　午前10時～午後3時
【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

久保記念観光文化交流館久保記念観光文化交流館
開館2周年記念イベント開館2周年記念イベント

■ ■■ ■ 久保邸ハロウィン久保邸ハロウィン ■ ■ ■ ■
　●お菓子のプレゼント（お子様限定、数量限定）
●ハロウィン記念撮影（チェキにて撮影し、プレ
ゼント♪）●フェイスペイント（100円）●ワー
クショップ　（午前の部：切り絵、午後の部：シル
クスクリーンを作ろう）●ジャズ演奏（ジャズピ
アニスト：斉藤ドラミさんトリオ）●ハロウィン
フラダンス●ハワイアンアクセサリーづくり体験

　●ハロウィン装飾（館内）●雷様剣士ダイジショー
■ ■■ ■ 貞次郎さんのカレーフェスタ貞次郎さんのカレーフェスタ ■ ■ ■ ■

　本部にて500円チケット（カレー引換券2枚、ラ
イス引換券１枚）を販売します。
　※久保記念館にて前売り券を販売中です。
　※カレーは一杯につき100g程度になります。
【出店店舗一覧】 　　　
　①カリーハウス ピリピリ
　②ミドリ食堂　　 
　③Cafe 黒猫館
　④クレイジーカレー 
　⑤文珍楼　⑥トラットリア ココロ 
【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会　☎ 82-2012（FAX兼）


