
もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【2月 13日（月）～2月19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「文化遺産
を生かした地域活性化事業」、広報もおかTV「笑
顔をさがして（2月号）ほか」など、もおかインフォ
「中心市街地の空き店舗活用」「国際交流事業」
◆いちごショートケーキ「平成29年真岡市成人式」
◆コットンタイム「平成 28 年度栃木県産業教育
振興会芳賀地区専門学科生徒研究発表会」

※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

　市ケーブルテレビ施設放送番組審議会は、市ケー
ブルテレビ施設の自主放送番組の番組基準の制定や
放送番組の内容の適性を図るため、意見を述べてい
ただく機関です。より良い番組制作のためにも、視
聴者の立場からの意見をお聞かせください。
【募集人数・条件】次の条件を満たす方　３人
　①年齢 20歳から 40歳程度の方
　②市内に引き続き１年以上住所を有する方
　③真岡市ケーブルテレビ施設に加入している方
　④平日の昼間の審議会に出席できる方（年２回程度）
　※応募多数の場合は選考となります。
【任期】2年（平成29年４月１日～平成31年3月31日）
【謝礼】会議出席１回につき5,000円
【応募方法】「私の考えるケーブルテレビ」について 
600 字程度にまとめた作文と必要事項を記入し
た応募用紙を下記宛てに送付してください。

　※募集要領および応募用紙はホームページでダウ
　ンロードできます。下記窓口でも配布しています。
　※応募書類等は返却できませんので、ご了承ください。
【応募締切日】2月 28日（火）午後 4時　必着
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395　真岡市荒町5191
　真岡市総務部情報システム課地域情報係
　☎ 83-8496 FAX83-5896
　 Ｅメール：jouhou@city.moka.lg.jp

真岡市ケーブルテレビ施設真岡市ケーブルテレビ施設
放送番組審議会委員放送番組審議会委員をを公募公募

「木綿会館駐車場」「木綿会館駐車場」がが工事工事のためのため
一部使用できません一部使用できません

　２月上旬から、金鈴荘までの進入路の整備工事を
行います。
　そのため、木綿
開館駐車場の一部
が約１カ月間使用
できません。
　ご不便をおかけ
しますが、よろし
くお願いします。
【問い合わせ】
　商工観光課観光係 ☎ 83-8135　FAX83-0199

久保記念観光
文化交流館

岡部記念館
金鈴荘

木綿
会館

木綿会館駐車場
利用できます

木綿会館駐車場
利用できません

整備工事整備工事
実施場所実施場所

【問い合わせ】市観光協会 ☎ 82-2012（FAX兼）  

【展示期間】2月 1日（水）～ 3月 3日（金）【展示期間】2月 1日（水）～ 3月 3日（金）
　午前 10時～午後 4時　最終日は午後 3時　午前 10 時～午後 4時　最終日は午後 3時
　　◆同時開催：ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）◆同時開催：ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）

第八回第八回『真岡・浪漫ひな飾り』『真岡・浪漫ひな飾り』
開催中開催中

　　桃の節句に女の子の健やかな成長と幸せを願い、ご桃の節句に女の子の健やかな成長と幸せを願い、ご
家庭で飾られていたひな人形や市民の方々が手作りし家庭で飾られていたひな人形や市民の方々が手作りし
たつり雛を「国登録文化財」の久保講堂で展示していたつり雛を「国登録文化財」の久保講堂で展示してい
ます。市内協力施設においても展示案内を行います。ます。市内協力施設においても展示案内を行います。

【ところ】久保講堂　【ところ】久保講堂　
【入館料】無料【入館料】無料
【休館日】２月の毎週火曜日【休館日】２月の毎週火曜日

【申し込み・問い合わせ】  〒 321-4395　真岡市荒町5191 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、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。（体育施設管理員ご希望の方は運転免許証を確認させていただきます）

真岡市嘱託職員・臨時職員真岡市嘱託職員・臨時職員をを募集募集
嘱託職員

●●保健師１人
【勤務場所】健康増進課
【勤務期間】平成29年4月1日～平成30年3月31日
（勤務状況により更新の可能性あり）
　※ 14日間を試用期間とする。
【勤務内容】妊産婦保健指導、乳幼児集団健康診査、乳
幼児訪問指導、育児教室等の企画運営 など

【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募条件】①保健師の資格を有する方 ②普通自動
車免許をお持ちの方（AT限定可） ③パソコン操
作ができる方 

【賃金】月額 243,600 円
【手当等】通勤手当2㎞以上該当（上限月額7,100円）
【選考方法】書類選考および面接
【申し込み】市販の履歴書に所要事項を記入し、事
前にご連絡の上、資格証を添えて、下記まで本人
が直接提出してください。

【その他】健康保険、厚生年金、雇用保険に加入

子どものインフルエンザ予防接種を子どものインフルエンザ予防接種を
受けた障がい児への費用助成受けた障がい児への費用助成
　健康増進課で実施している小児インフルエンザ予
防接種を受けた障がいのあるお子さまで、次の要件
を満たす方は費用を助成します。
【対象期間】平成28年10月 1日（土）～平成29年
　2月 28日（火）
【対象】1歳以上小学 6年生相当の年齢までのお子
さまで、次の障害に該当する場合

　①身体障害者手帳 1・2・3 級 ②療育手帳 A1・
A2・B1 ③精神保健手帳1・2級　【助成回数】2回

【助成額】医療機関窓口で払った自己負担分（各回上限
1,500円）※職場等で助成された額を差し引きます。

【持参するもの】身体障害者手帳、療育手帳、精神
保健手帳、印鑑、予防接種の領収書（2回分）、
振込口座の通帳

【申請受付期限】3月 31日（金）まで
【問い合わせ】
　社会福祉課障害者福祉係　☎83-8129  FAX83-8554

もおか
W e e k l y  N e w s

真岡市総務部秘書課広報広聴係 編集
☎0285-83-8100  Fax0285-83-5896

平成29年

2月10日発行

第2609 号

　13日（月）　13日（月） 議会運営委員会　10:00 ～議会運営委員会　10:00 ～
　20日（月）　20日（月） 開会　10:00 ～開会　10:00 ～
　27日（月）　27日（月） 質疑・一般質問　10:00 ～質疑・一般質問　10:00 ～
　28日（火）　28日（火） 質疑・一般質問　10:00 ～質疑・一般質問　10:00 ～
3月1日（水）3月1日（水） 質疑・一般質問（予備日）10:00 ～質疑・一般質問（予備日）10:00 ～
　2日（木）　2日（木） 常任委員会（民生文教・産業建設）10:00～常任委員会（民生文教・産業建設）10:00～
　3日（金）　3日（金） 常任委員会（民生文教・産業建設）10:00～常任委員会（民生文教・産業建設）10:00～
　6日（月）　6日（月） 常任委員会（総務）10:00 ～常任委員会（総務）10:00 ～
　7日（火）　7日（火） 常任委員会（総務）10:00 ～常任委員会（総務）10:00 ～
10 日（金）10 日（金） 予算審査特別委員会 10:00 ～予算審査特別委員会 10:00 ～
14 日（火）14 日（火） 閉会　10:00 ～閉会　10:00 ～
※日程は変更になる場合があります。※日程は変更になる場合があります。
【問い合わせ】
　議事課 ☎ 83-8176  FAX83-8714

市議会 2 月定例会日程市議会 2 月定例会日程

　4月から、口座振替に加えて現金・クレジットカー
ド納付についても、割引額の大きな「2年前納」を
ご利用いただけるようになります。
「２年前納」をご利用いただくと、毎月納付する場
合に比べ、2年間で 14,400 円の割引になりますの
で、大変お得です。
　ご希望の方は、下記によりお申し込みください。
◆現金（納付書）による前納
　任意の月から翌年度末までの前納が可能になりま
　す。（最大で4月分から翌々年3月分の前納が可能）
◆クレジットカードによる前納
　現在の口座振替による２年前納と同じく、4月分
　から翌々年３月分までの保険料を 4月末に納付
　いただきます。（申し込み期限は 2月末）

国民年金保険料国民年金保険料
現金・クレジットカード納付による現金・クレジットカード納付による
2年前納が始まります2年前納が始まります

【申し込み・問い合わせ】
　国保年金課国民年金係  ☎ 83-8593
　二宮支所福祉国保窓口係  ☎ 74-5004
　宇都宮東年金事務所 ☎028-683-3211（自動音声案内2番）

きちんと愛情と責任をもって！きちんと愛情と責任をもって！
飼うため飼うためののルール・マナールール・マナーをを

守っていますか守っていますか
　犬や猫のフン等の苦情が多数寄せられています。
飼い主さんの心がけ次第で改善される苦情がほと
んどです。犬や猫が、近隣に迷惑をかけないように、
飼い主の皆さんは責任をもって、ルール・マナー
を守って飼いましょう。
フンを持ち帰りましょう
　◆道路に犬のフンを放置すると、美観を損なう
　　だけでなく、悪臭により周囲の人たちに不快
　　感を与えます。散歩の際は、フンを持ち帰る
　　ための道具を用意しましょう。
　◆他人の家の門柱や壁にフンや尿をしないよう
　　に、気をつけて散歩しましょう。ペットボト
　　ルの水（尿を洗い流したり、犬に飲ませるため）
　　を持ち歩くと良いでしょう。
リードを付けて散歩をしましょう
　◆散歩は必ずリードを付け、
　　犬を制御できる人が行いましょう。
猫は室内飼いに努めましょう
　◆「鳴き声」や「フン」によるご近所とのトラ
　　ブル防止や交通事故などの危険から守るため、
　　室内飼いをしましょう。
　◆猫が安心できる場所に専用トイレを用意しま
　　しょう。
【問い合わせ】
　栃木県動物愛護指導センター ☎ 028-684-5458
　環境課環境保全係☎ 83-8125

臨時職員臨時職員
●清掃監視員 1人　【勤務場所】環境課
【勤務時間】午前8時30分～午後5時（7時間30分）
　※年に 6回程度の休日出勤あり
【勤務内容】廃棄物の不法投棄（ポイ捨て）および
ごみステーションに対する監視・指導、使用済小
型家電の回収、市民等の清掃活動に伴うごみの回
収、その他清掃および環境保持に必要な監視・指
導・作業、犬猫等動物の死がい回収 等

【賃金】日額 6,240 円
【応募条件】普通自動車免許をお持ちの方（AT限定不可）
●一般事務補助 5人程度　【勤務場所】真岡市役所
【勤務時間】午前8時30分～午後5時（7時間30分）
【応募条件】①普通自動車免許をお持ちの方（AT限
定可） ②パソコン操作（ワード・エクセル）がで
きる方　【賃金】日額 6,240 円

●体育施設管理員　1人
【勤務場所】二宮体育館・二宮運動場
【勤務時間】午前8時30分～午後5時（7時間30分）

【勤務内容】二宮体育館、二宮運動場管理業務（芝
刈り、芝の集積、運搬、植木剪定作業 等）
　※ホイールローダー・スポーツトラクター、乗用
集積機械等使用

【応募条件】大型特殊免許および普通自動車免許をお
持ちの方（AT車限定不可）　【賃金】日額 6,630 円
●施設管理員　1人　【勤務場所】生涯学習館
【勤務日】原則火曜～土曜日（ホールの使用状況に
より変更あり）

【勤務時間】午前8時30分～午後5時（7時間30分）
　※ホールの使用状況により午前8時30分～10時
【応募条件】①普通自動車免許（AT限定可）  ②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】簡単な舞台装置、音響照明等の機械類操作、
建物および敷地の管理（清掃、除草作業等）等

【賃金】日額 6,240 円
◆臨時職員 共通事項◆◆臨時職員 共通事項◆

【勤務期間】4月 4日～平成 30年 3月 31日
　※試用期間 14日間 　【選考方法】面接
【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

農作業農作業のことならのことなら農業公社農業公社へへ
　市農業公社では、農作業のことで困っている方
のために、水稲の耕起・代かき・田植等の作業の
申し込みを受け付けています。
【作業料金】農業委員会の標準賃金を参考
　※ほ場条件等により異なります。
【申し込み】2月 28日（火）までに下記へ申し込み
【問い合わせ】
　真岡市農業公社　☎ 83-9931　FAX83-8911

う。


