
もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【11月 7日（月）～11月 13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「秋の全
国火災予防運動」、広報もおかTV「あの日あの
ころ（11月号）ほか」など、もおかインフォ「糖
尿病」「栃木県知事選挙」

◆いちごショートケーキ「老人・身障合同スポーツ大会」
◆コットンタイム「リスフェスAutumn」
※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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【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11月 21日以前に生まれた方）
②平成 28 年 8月 2日以前に真岡市に転入届をし、引き続き
　３カ月以上住所を有している方

★期日前投票★期日前投票

　県内の他の市町から真岡市に住所を移し、平成 28年 8月 3日以降に転入届をされた方は、一般的には、
前住所地において投票をすることができます。ただし、これに該当する方は、真岡市長が発行する「引き
続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書（無料）」をあらかじめ市民課又は二宮支所窓口で受け取り、
旧住所地の市町の投票所の受付で提示しなければ、投票することはできません。また、期日前投票や不在
者投票を行う場合も同様です。（この証明書は、県内の他市町でも発行されます）

★最近、栃木県内の他市町から真岡市へ転入された方へ★最近、栃木県内の他市町から真岡市へ転入された方へ

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】11月4日（金）～19日（土）　【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駐車場北西プレハブ）

  栃木県知事選挙栃木県知事選挙 【投票日】11月 20 日（日）午前 7時～午後 8時【投票日】11 月 20 日（日）午前 7時～午後 8時

ご自分の投票所入場券裏
面の「期日前投票宣誓書
兼請求書」をあらかじめ
記入してお持ちください。

【応募資格】18歳以上27歳未満の男子の方（平成29年
　4月 1日時点） 　【試験期日】12月 3日（土）
【合格発表】12月下旬　【入隊時期】平成29年 4月
【申込期限】11月 30日（水）まで
【あて先・問い合わせ】
　〒321-4307 真岡市西郷2585-252（栄光ビル2階）
　自衛隊栃木地方協力本部　真岡募集案内所
　☎ 83-7818（ FAX 兼）

  自衛官候補生自衛官候補生をを募集募集

【問い合わせ】社会福祉課障害者福祉係　☎ 83-8129　FAX83-8554

事　業　名 内　　容 対　象　者
重度心身障害者
医療費助成制度

重度の障がい者が病院などで診療を受けた時に支払う
保険診療の自己負担分を助成します。

身体障害者手帳 1、2級の方
療育手帳A1、A2、Aの方

自立支援医療
（精神通院）

精神疾患の治療のために病院に通院する場合、医療費
の 90％を医療保険と公費で負担します。 精神科の外来へ通院している方

自立支援医療
（更生医療）
（育成医療）

身体障がい者が、障がいを軽くし機能回復をはかるた
めに、病院で受けた医療費の 90％を、医療保険と公
費で負担します。（対象となる医療に限る）

【更生医療】身体障害者手帳を所持している18歳
以上の方　【育成医療】治療により確実な治療効
果が期待できる18歳未満の児童

特別児童扶養手当 障がいの程度により、月額 51,500 円または月額34,300 円　※所得制限あり
精神または身体が中程度以上の障がいの状態にあ
る20歳未満の在宅の児童を監護している方

特別障害者手当 月額 26,830 円　※所得制限あり 20 歳以上の在宅の重度心身障がい者で、常時
特別介護を必要とする方

障害児福祉手当 月額 14,600 円　※所得制限あり 20 歳未満の在宅の重度心身障がい児で、常時
介護を必要とする方

精神障害者福祉手当・家族療養付加金のない健康保険加入者月額10,000円・家族療養付加金のある健康保険加入者月額3,000円 入院中の精神障がい者の保護者

障害福祉サービス 障がい者の自立を目的とした訓練等サービスや介護サービス（ホームヘルプ・ショートステイなど）を提供します。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福
祉手帳を持っている方等

障がい者の方が受けられる制度のご案内障がい者の方が受けられる制度のご案内
　障がい者の方が受けることができる手当・制度についてご案内します。詳しくは、下記窓口へ問い合わせください。

真岡市国民健康保険真岡市国民健康保険
運営協議会委員運営協議会委員をを募集募集

　市では、国民健康保険事業の運営の適正を図り、
事業が円滑に行われるよう真岡市国民健康保険運営
協議会を設置しています。
　この協議会は、国民健康保険の運営に関する重要
事項を審議する機関です。
【応募条件】①～④の条件を満たす方　２人
　①真岡市国民健康保険の被保険者
　②本市に引き続き１年以上住所を有し、国民健康
　　保険への関心の高い方
　③満 20歳以上の方
　④平日昼間の会議に出席できる方
【任期】2年（平成29年1月1日～平成30年12月31日）
【応募方法】「応募理由」を 400 字程度にまとめて、
　住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を記入
　した書類（自由様式）を、国保年金課に持参、ま
　たは郵送、Ｅメールにて提出してください。
【応募期限】11月 30日（水）必着
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395　真岡市荒町5191番地
　真岡市 市民生活部 国保年金課 国民健康保険係
　☎ 83-8123　FAX83-6205
　Ｅメール　kokuhonenkin@city.moka.lg.jp

～消しましょう その火その時 その場所で～～消しましょう その火その時 その場所で～
11/9（水）～ 11/15（火）11/9（水）～ 11/15（火）
秋の全国火災予防運動秋の全国火災予防運動

　これからの季節は空気が乾燥し火災が発生しやすく
なりますので火の取り扱いには十分注意しましょう。
また、住宅では火を使う場所だけではなく、建物の周
辺にも燃えやすいものは置かないようにしましょう。
　平成 21年 6月から住宅用火災警報器の設置が義
務付けられました。住宅用火災警報器は天井や壁に
取り付け、火災で発生する煙や熱を早期に発見し警
報音や音声で火災を知らせる器具です。
　火災による逃げ遅れをなくすため住宅用火災警報
器を設置しましょう。また、設置している住宅におい
ては、最低限半年に１回は作動確認を実施しましょう。
　消火器や住宅用火災警報器の悪質な訪問販売が発
生していますので十分にご注意ください。
　火災運動予防期間中、午前 7時と午後 7時にサ
イレンを鳴らします。
（吹鳴方法：７秒吹鳴・３秒休止を２回繰り返し）
【問い合わせ】真岡消防署 ☎ 82-3161

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集

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

●介護認定調査員　１人　
【勤務場所】いきいき高齢課
【勤務時期】12月 1日～平成 29年 3月 31 日（更
新の可能性あり）　※ 14日間を試用期間とする。

【勤務内容】要介護認定申請者の自宅や入院先の病
院等に出向き、申請者の介護認定調査

【応募条件】①介護支援専門員、保健師、看護師、
社会福祉士、介護福祉士のいずれかの資格を有す
る方 ②普通自動車免許を有する方（AT車限定可） 
③パソコン操作（ワード・エクセル）ができる方

【賃金】日額 7,830 円
【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2㎞以上該当（上限月額7,100円）
健康保険、厚生年金、雇用保険加入
　雇用時に 4日の年次有給休暇を付与　
【選考方法】面接（随時）
【申し込み】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、資格証の写し
を添えて、下記まで本人が直接提出してください。
（受付時間：午前 9時～午後５時）

【対象】次の要件を全て満たす方
　①市内在住の 65歳以上の方
　②自宅で寝たきりのため歯科医院への通院が困難な方
【内容】歯科医師が訪問し、歯や歯肉の痛みの処置・
　虫歯の治療や入れ歯の作成・調整等をします。
【費用】①保険診療の自己負担額 ②歯科医師の交通費
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎83-8122 　FAX83-8619　

在宅歯科診療のご案内在宅歯科診療のご案内

後期高齢者歯科健診後期高齢者歯科健診
【実施期間】11月 30日（水）まで（休診日を除く）
【対象者】平成 28年度中に 76歳を迎える方
　対象者には、後期高齢者歯科健診受診券を郵送し
　ました。　【自己負担金】無料
【健診内容】口腔内・義歯の状態、歯周ポケットなど

≪11月≫ 献血にご協力を！
と　き と　こ　ろ

28日
（月）

  9:00 ～ 9:50 真岡税務署
10:30 ～ 11:30 JAはが野 真岡支店
13:00 ～ 15:00 SABIC.I.P.JAPAN
15:45 ～ 16:30 常陽銀行 真岡支店

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122　FAX83-8619

平成 28年度平成 28 年度真岡市職員真岡市職員をを募集募集
（職種：保健師）（職種：保健師）

【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

【募集人数】若干名
【受験資格】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
　※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。
◇受験申込方法
　　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、11月 18日（金）までに下記へ提出。
　郵送の場合は、封筒の表に「職員採用試験申込」と
朱書し、書留で送付してください。
◇試験方法
　■１次試験：筆記試験・適性検査・作文試験
　　　　　　　事務適正検査
　■２次試験：面接試験（１次試験合格者のみ）

★選挙公報は、11 月 10 日（木）★選挙公報は、11 月 10 日（木）
　に新聞折込の予定　に新聞折込の予定

市役所、公民館、郵便局、ＪＡはが野各支店等にも備える市役所、公民館、郵便局、ＪＡはが野各支店等にも備える
予定です。予定です。

★投票所入場券★投票所入場券 本日発送しました。11月 7日（月）ごろまでに、各家庭に届く予定です。

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122　FAX83-8619

後期高齢者健康診査施設健診後期高齢者健康診査施設健診
　後期高齢者健康診査施設健診は、75歳以上の方
を対象とした市内指定医療機関で個別に受診する基
本健康診査です。
【実施期間】11月 30日（水）まで（休診日を除く）
【対象者】昭和 16年４月１日以前に生まれた方
　※対象の方には個別通知しました。【健診費用】無料


