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もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【12月 19日（月）～12月 25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 5 回市議会定例会報告」、広報もおか
TV「わが家の天使たち、今月の一冊（12月号）
ほか」など、もおかインフォ「コラボーレもおか」
◆いちごショートケーキ「北陵祭」
◆コットンタイム「第 21回真岡市音楽祭【後編】」
※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

年末の交通安全県民総ぐるみ運動年末の交通安全県民総ぐるみ運動
および年末年始特別警戒および年末年始特別警戒

【問い合わせ】安全安心課交通安全係☎ 83-8110 
　生活安全係☎ 83-8394　（共通）FAX83-8392

　年末年始は、交通事故や犯罪が多く発生する時期
です。交通事故防止と防犯に努めましょう。

年末の交通安全県民総ぐるみ運動
【運動期間】12 月 11 日（日）～ 31 日（土）
【スローガン】マナーアップ！あなたが主役です
【運動の重点】①子どもと高齢者の交通事故防止 
　②全ての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底 ③飲酒運転の根絶

年末年始特別警戒実施
【実施期間】12 月 11 日（日）～ 1月 3日（火）
【スローガン】みんなでなくそう 年末年始の事件事故

12月18日（日）12月18日（日）市内一斉清掃市内一斉清掃
【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）　②空き缶・【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）　②空き缶・
空きビン　③雑草・木の枝　④その他　の４種類空きビン　③雑草・木の枝　④その他　の４種類

　※午前９時までに指定の場所に出してください。　※午前９時までに指定の場所に出してください。
　※もえるごみ、空き缶・空きビンは、　※もえるごみ、空き缶・空きビンは、必ず透明ま必ず透明ま
　　たは半透明の袋　　たは半透明の袋に入れて出してください。に入れて出してください。
　　※真岡市指定ごみ袋（黄色）およびボランティア※真岡市指定ごみ袋（黄色）およびボランティア
　　袋（ピンク）は、使用しないでください。　　袋（ピンク）は、使用しないでください。
　※雑草や木の枝は、　※雑草や木の枝は、雑草・木の枝だけ雑草・木の枝だけを袋に入れを袋に入れ
　るか、束ねて縛って出してください。　るか、束ねて縛って出してください。

【その他】雨天中止（順延なし）　【その他】雨天中止（順延なし）　
　　※中止の場合のみ午前７時に防災無線でお知らせします。※中止の場合のみ午前７時に防災無線でお知らせします。
【問い合わせ】環境課清掃係　☎ 83-8126 FAX83-5896

第3回はが路ふれあいマラソン開催第3回はが路ふれあいマラソン開催【とき】12月 18日（日）【とき】12月 18日（日）
　午前9時33分スタート　午前9時33分スタート

■はが路ふれあいマラソンコース　42.195㎞■はが路ふれあいマラソンコース　42.195㎞

■交通規制があります
　■9:15～10:20全面通行止め
　■片側一車線のみ通行可能

　芳賀郡市一市四町の道路をコースとして、第 3回はが路ふれあいマラソン大会を開催します。開催に
伴いコースおよび付近の道路では大幅な交通規制のため、混雑が予想されます。周囲の住民の皆さまに
は大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力の程宜しくお願い致します。

【問い合わせ】はが路ふれあいマラソン実行委員会事務局　☎0285-70-2727　8:30～17:15（日、月曜日は除く）

12/29（木）～翌年1/3（火）12/29（木）～翌年1/3（火）
自動交付機が使用できません自動交付機が使用できません

【問い合わせ】 
　市民課窓口係 ☎83-8117　FAX 83-8514 

　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の
メンテナンスを行うため、下記期間
は終日使用できません。ご不便をお
掛けします。詳しくは下記まで問い
合わせください。
【停止期間】
　12月29日（木）～翌年1月3日（火）

　市では 2,500 人を超える方が介護サービスを利
用しています。介護保険料は、介護サービスに必要
な費用の 22％を担う大切な財源となっています。
介護サービスが必要となった時に安心してサービス
を受けられるよう、介護保険料は必ず納めましょう。
【納付できる場所】
　真岡市役所、二宮支所、足利銀行、栃木銀行、常陽銀行、
筑波銀行、真岡信用組合、中央労働金庫、はが野農業
協同組合、ゆうちょ銀行（関東および山梨県内のみ）
【口座振替】
　納め忘れのないよう、安全で便利な口座振替をご
利用ください。上記の市内金融機関または真岡市役
所・二宮支所に通帳、通帳の届出印をお持ちの上、
申し込みください。
【その他】
※特別徴収（年金から直接納める方法）の方は納め
　に行く必要はありません。
※平成 28年 12月末日までに納めた介護保険料は、
　平成 29年 2月から 3月に行われる確定申告の際
　に、社会保険料控除の対象となります。
【問い合わせ】
■介護保険制度・介護保険料について
　いきいき高齢課介護保険係
　 ☎ 83-8094 　FAX83-8554
■口座振替について
　納税課納税係 ☎ 83-8115 　FAX83-6205

納め忘れはありませんか？納め忘れはありませんか？
介護保険料納付介護保険料納付ののご確認をご確認を

料金無料
秘密厳守 1 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など   10日（火）9:00～12:00

行政相談 行政への意見 ･要望   10日（火）9:00～12:00

法律相談（真岡市民に限る）
※12/26（月）8:30～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

 10日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間9：00～ 14：00

10・17・24 日
各火曜日9:00～15:00

【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

●広報紙デザイン編集・行政情報番組制作　1人 
【勤務場所】秘書課広報広聴係
【勤務内容】市広報紙等の編集・作成業務、広報広
聴係事務補助、電話交換・案内業務

【応募条件】① Indesign、Illustrator の操作ができる方 
　②普通自動車免許をお持ちの方（AT車限定可）
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
　7時間 30分勤務（休憩 60分）
【賃金】日額6,240円
【勤務期間】平成29年4月4日～平成30年3月31日
※試用期間 14日間

●保育士　3人
【勤務場所】市内保育所
【勤務内容】保育所での保育業務
【応募条件】①保育士の資格をお持ちの方 ②普通自
動車免許をお持ちの方（AT車限定可）

【勤務時間】午前8時 30分～午後5時
　7時間 30分（早出・遅出勤務あり）
【申し込み・問い合わせ】  総務課人事給与係　☎ 83-8099 FAX82-1065　受付時間午前 9時～午後５時
　市販の履歴書に所要事項を記入し、資格証を添えて、事前にご連絡の上、上記まで本人が直接提出してください。

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
【賃金】日額 7,830 円
【勤務期間】平成 29年 1月 5日～ 3月 31日
　※試用期間：14日間
●保育士（短時間勤務）2人
【勤務場所】市内保育所
【勤務内容】保育所での保育業務
【応募条件】①保育士の資格をお持ちの方
　②普通自動車免許をお持ちの方（AT車限定可）
【勤務時間】午前 9時～午後 4時
　1日 6時間勤務（休憩 60分）
【賃金】時給 1,040 円
【勤務期間】平成 29年 1月 5日～ 3月 31日
　※試用期間：14日間
●共通事項●
【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
【選考方法】面接（随時）

真岡井頭温泉真岡井頭温泉
年末年始営業時間年末年始営業時間のの変更変更
　真岡井頭温泉は、年末年始の営業事時間を下記のと真岡井頭温泉は、年末年始の営業事時間を下記のと
おり変更いたします。ご利用の際はご確認ください。おり変更いたします。ご利用の際はご確認ください。
【年末年始の営業時間】【年末年始の営業時間】
　　12 月 31日（土）～ 1月 3日（火）12月 31日（土）～ 1月 3日（火）
　午前10時～午後6時（受付：午後5時30分まで）　午前10時～午後6時（受付：午後5時30分まで）
　　※1月4日（水）は通常営業となります。※1月4日（水）は通常営業となります。
　※1月5日（木）は休館日です。　※1月5日（木）は休館日です。
　※1月 10日（火）からは、原則毎週火曜日が定　※1月 10日（火）からは、原則毎週火曜日が定
　　 休日となります。　　 休日となります。

【問い合わせ】
　井頭温泉　☎ 83-8822
　健康増進課健康支援係 ☎ 81-6946  FAX83-8619

野鳥における野鳥における
鳥インフルエンザの情報鳥インフルエンザの情報
　12 月 12 日に若旅地区において回収された野鳥　12 月 12 日に若旅地区において回収された野鳥
（オオタカ）１羽について、県央家畜保健衛生所で「簡（オオタカ）１羽について、県央家畜保健衛生所で「簡
易検査」を実施したところ、Ａ型インフルエンザウ易検査」を実施したところ、Ａ型インフルエンザウ
イルス「陽性」であることが確認されました。イルス「陽性」であることが確認されました。

　　　　　　　　  【お願い】
　鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との
濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人
には感染しないと考えられています。日常生活に
おいては、鳥の排せつ物等に触れた場合には手洗
いとうがいをしていただければ、過度に心配する
必要はありませんので冷静な行動をお願いします。
　また、死亡している野鳥には、素手で触らない
でください。
【電話相談窓口】※野鳥の鳥インフルエンザについて【電話相談窓口】※野鳥の鳥インフルエンザについて
　　栃木県県東環境森林事務所　　栃木県県東環境森林事務所
　　 平日：0285-81-9001　　 平日：0285-81-9001
　　 休日および夜間：080-8021-3601　　 休日および夜間：080-8021-3601
【問い合わせ】環境課環境保全係　☎ 83-8125


