
もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【2月 27日（月）～3月5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「春の全
国火災予防運動」、広報もおかTV「今月の表紙、
市政ニュース（3月号）ほか」など、もおかイ
ンフォ「真岡市の土地区画整理事業」

◆いちごショートケーキ「新春カルタ・輪投げ大会」
「わんぱく親子スポーツ教室・ショートテニス教室」
◆コットンタイム「真岡市民公開講座 いのちに囲
まれて生きていく」

※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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【申し込み・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町5191
秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100  FAX83-5896 
E ﾒｰﾙ：kouhou@city.moka.lg.jp

魅力ある広報事業を一緒に考えませんか魅力ある広報事業を一緒に考えませんか

『広報モニター委員』『広報モニター委員』募集募集
　市が実施している広報事業についてのご意見をお
聞きするため、下記のとおり広報モニター委員を募
集します。
【審議内容】広報紙およびホームページ等の市が行
う広報事業に関すること

【応募要件】市内在住の方で、平日
の日中の会議に出席できる方（年
２回）、広報事業について定期的
に意見・感想を提出できる方　

【募集人数】５人
【任期】2年（H29.4 ～ H31.3）
【謝礼】年額10,000円程度
【締切】2月28日（火）必着
【申し込み】応募の動機、氏名、年齢、性別、電話番号、
もおかテレビ加入の有無を記入し、下記へ送付し
てください。（様式自由、ファクス、Eメール可）

【その他】応募多数の場合は選考となります。応募
書類は返却しませんのでご了承ください。

真岡市嘱託職員真岡市嘱託職員をを募集募集

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

●母子保健業務　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、特定保
健指導など

【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募条件】①保健師、助産師、看護師のいずれか
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】保健師・助産師：月額 244,200 円
　看護師：月額 198,800 円
【手当等】通勤手当2㎞以上該当（上限月額7,100円）
【その他】健康保険、厚生年金、雇用保険に加入
【選考方法】書類選考および面接
【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、資格証を添え
て下記へ本人が直接提出してください。

【応募期限】3月 3日（金）

　　　　　　  皆さまのご意見をお寄せください皆さまのご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 ｰ 4395　栃木県真岡市荒町 5191 番地　
　企画課 管財係　☎ 83-8103  FAX83-5896 　Eメール kikaku@city.moka.lg.jp
　※計画の詳細は企画課窓口、市ホームページで閲覧可　※閉庁時は市役所当直窓口で意見提出可

意見を募集する計画 真岡市公共施設等総合管理計画（案）
【計画作成の趣旨】真岡市の公共施設等を取り巻く現状について客観的に分析することにより、長期的な視点
に立ち、公共施設等の管理を総合的に推進し、効果的かつ効率的に質の高いサービスを提供することを目
的として「真岡市公共施設等総合管理計画」を策定します。

【募集期間】2月 20日（月）～ 3月 14日（火）

違反広告物除却ボランティア団体違反広告物除却ボランティア団体
随時募集随時募集

【内容】道路上の道路標識やガードレール、
街路樹、電柱および街灯柱などの禁止物
件に掲出される「はり紙」、「はり札等」、
「広告旗」、「立看板等」の除却

【募集要件】市内在住、または通勤・通学している
20歳以上の方 10人以上で構成される団体
　※詳しくは下記へお問い合わせください。
【問い合わせ】
　都市計画課計画係　 ☎ 83-8152　FAX83-6240

3月 4日（土）は終日3月4日（土）は終日
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が、
庁舎電気設備点検のため、3月 4日
（土）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。
　※ 3月 5日（日）はご利用いただ
　　けます。

堆肥を無料配布します堆肥を無料配布します
　公園や街路の樹木を剪定した枝と、草や落ち葉を
混ぜて発酵させ、1年程度置いて堆肥化させたもの
です。真岡市民でご希望の方に無料で配布します。
【配布期間】３月6日（月）～9日（木）完全予約制
　午前９時 30 分～ 11 時 30 分、午後 1 時 30 分
　～３時 30分
　※各自で手積みとなりますので、スコップとビニ
　　ール袋等をご用意ください。
【配布場所】西田井グリーンセンター（西田井548の西側）
【予約方法】下記窓口へ電話で申し込みください。
【予約受付期間】2月 27日（月）～３月 3日（金）
　午前 9時～午後 5時
【注意事項】堆肥がなくなり次第終了。１人１回限り。
　量は軽トラック１台まで。トラックで運搬する場合
　は、シート等により、堆肥が落下・飛散しないよう
　に注意してください。

【申し込み・問い合わせ】
 都市計画課維持管理係  ☎ 83-8724  FAX83-6240

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会　☎ 82-2012（FAX兼）  

【展示期間】【展示期間】3月 3日（金）まで　午前10時～午後4時 　※最終日は午後3時まで3月 3日（金）まで　午前10時～午後4時 　※最終日は午後3時まで
【ところ】久保講堂　【ところ】久保講堂　※火曜日休館※火曜日休館　 【入館料】無料　　 【入館料】無料　
◆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）

『真岡・浪漫ひな飾り』開催中第八回第八回
　　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たつり雛を「国登録文化財」の久保講堂で展示してい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
ます。また、市内協力施設においても展示案内を行います。ます。また、市内協力施設においても展示案内を行います。

2 月 26 日（日）久保記念観光文化交流館 ひな祭りイベント開催
　　「第八回・真岡・浪漫ひな飾り」に併せ、久保記念観光文化交流館でイベントを開催します。「第八回・真岡・浪漫ひな飾り」に併せ、久保記念観光文化交流館でイベントを開催します。
【とき】2 月 26 日（日）午前 10 時～午後 3 時 30 分【とき】2 月 26 日（日）午前 10 時～午後 3 時 30 分
【ところ】久保記念観光文化交流館（敷地内駐車場はイベントのため駐車できません）【ところ】久保記念観光文化交流館（敷地内駐車場はイベントのため駐車できません）
■イベント内容■イベント内容
■ ■ バルーングリーティング　①10:30～ ②12:00～バルーングリーティング　①10:30～ ②12:00～、バルーンショー 11:30～、バルーンショー 11:30～（（バルーンパフォーマーみなみバルーンパフォーマーみなみ））  
■ ■ 切り絵 10:00～（500円）　切り絵 10:00～（500円）　■ ■ シャボン玉版画作り ① 13:00～  ② 14:30～シャボン玉版画作り ① 13:00～  ② 14:30～ （先着16人・要予約） （先着16人・要予約）
■ ■ お花紙でひな人形作りお花紙でひな人形作り　　■■ 1日限りの駄菓子屋オープン　1日限りの駄菓子屋オープン　■■フード販売ありフード販売あり

市農業委員会委員市農業委員会委員およびおよび
農地利用最適化推進委員農地利用最適化推進委員のの公募公募

農業委員農業委員
【募集人数】16人　【報酬】月額 41,000 円
【任期】平成29年7月20日～平成32年7月19日
【業務内容】①農地の権利移動や農地転用に係る許
認可の業務 ②担い手への農地の利用集積・集約
化、耕作放棄地の発生防止・解消等の農地等の利
用の最適化の推進に係る業務

【応募資格】農業に関する識見を有し、農地等の利
用の最適化の推進に関する事項、その他農業委員
会農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職
務を適切に行うことができる方

農地利用最適化推進委員農地利用最適化推進委員
【募集人数】16人　【報酬】月額 41,000 円
【任期】委嘱された日～平成32年7月19日
【業務内容】①担い手への農地の利用集積・集約化、
耕作放棄地の発生防止・解消等の農地等の利用の
最適化の推進に係る業務 ②農地中間管理機構と
連携して行う業務 

【応募資格】農地等の利用の最適化の推進に熱意と
識見を有する方

◆ 共 通 事 項 ◆◆ 共 通 事 項 ◆
【受付期間】2月 27日（月）～ 3月 24日（金）
　（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【推薦・応募方法】
　規定の様式に必要事項を記入し、添付書類と共に
下記窓口へ提出。（必要書類は下記窓口で配布ま
たは市ホームページよりダウンロード可）

【申し込み・問い合わせ】  〒 321-4395
　真岡市荒町5191 農業委員会事務局
　☎ 83-8742　FAX83-0199
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『普通救命講習』『普通救命講習』受講者募集受講者募集
　AED（電気ショック）を用いた心肺蘇生法など
救命に必要な応急手当の知識と技術を学びます。
【とき】3月 12日（日）午前 9時～正午
【ところ】総合福祉保健センター　【参加料】無料
【講習種別】普通救命講習・再講習　【定員】先着 30人
【申し込み・問い合わせ】真岡消防署 救急係 ☎82-1029

農業委員会等に関する法律の改選により、農業委
員の選出方法が公選制から議会の同意を要件とす
る市長の任命制に変わりました。
　また、農地利用の最適化を推進するため、新たに
農地利用最適化推進委員制度が創設されました。こ
れに伴い、下記のとおり農業委員と農地利用最適化
推進委員の推薦および公募による募集を行います。


