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いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
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◆ JUMP UP もおか　
・トピックニュース
・ようこそ市長室へ「日本一の
真岡のいちごについて」
・もおかインフォ
「ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの申請」等　
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◆わくわく体操　
1月のテーマ
「膝痛予防」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「柳田フラスタジオ発表会 2017【後編】」

【1 月 29日（月）～ 2月 4日（日）放送内容予定】
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◆いちごショート  
　ケーキ
「真岡市大産業祭」

※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。

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

※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）

◆行ってみっぺ！
　もおか
「そば処 清流」
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真岡市中郷・萩田土地区画整理事業真岡市中郷・萩田土地区画整理事業
事業計画変更を縦覧事業計画変更を縦覧

【縦覧期間】1月26日（金）～2月8日（木）までの毎日
　午前 8時 30分～午後 5時 15分
【縦覧場所】建設部区画整理課（建設部棟１階）
【縦覧図書】事業計画書
【内　　容】資金計画および施行期間の変更
【問い合わせ】区画整理課中郷・萩田指導係　
　☎ 83-8193　FAX83-6209

道路工事や家屋の解体・改築をされる皆さまへ道路工事や家屋の解体・改築をされる皆さまへ
水道管の事故防止のお願い水道管の事故防止のお願い
　最近、道路の掘削や、家屋の解体・改築を行うと
きなどに、地中の水道管を破損する事故が増えてい
ます。水道管が破損すると、断水や濁り水が発生す
るなどして、近隣に迷惑をかける場合があります。
　このような事故を起こさないため、工事を実施す
るときは、事前に水道課で水道管の有無を調査し、
試掘により正確な位置を確認のうえ実施されるよう
お願いします。
【問い合わせ】道路内：水道課公務係☎ 83-8168
　宅地内：庶務係☎ 83-8167

『家屋存在証明願』『家屋存在証明願』のの
廃止廃止についてについて

　現在、開発許可等に必要な書類として、税務課窓
口にて交付しています家屋存在証明願は、平成30年
4月 1日より廃止となります。
　廃止後は、各種許可行為の添付書類として、この証
明に代わるものを各申請窓口にてご用意いただく場合
がありますので、担当窓口にお問い合わせください。
【問い合わせ】税務課固定資産税係 ☎83-8114 FAX82-1066

真岡市社会福祉協議会真岡市社会福祉協議会
嘱託・臨時職員嘱託・臨時職員をを募集募集
●嘱託職員　4人
【勤務場所】社会福祉協議会事務局、福祉施設
【賃金】月額 178,200 円
●臨時職員　1人　
【勤務場所】社会福祉協議会事務局　【賃金】日額6,240円
●共通事項
【応募条件】福祉活動に意欲のある方　
【勤務時期】4月1日から（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募方法】所定の「嘱託・臨時職員採用申込書」と市
販の履歴書に必要事項を記入し、2月9日（金）まで
に下記へ本人が持参。2月22日（木）面接試験を実施。

【申し込み・問い合わせ】 社会福祉協議会☎82-8844 FAX82-5516

土地利用土地利用についてのについての
アンケート調査アンケート調査を実施していますを実施しています
　真岡市では、交通の要衝としての強みを生かした
産業の振興を図るため、新しい産業団地整備の可能
性について調査しています。
　今回、一部の地域の方を対象に土地利用について
の調査を実施していますので、調査用紙が届いた方
は、ご協力をよろしくお願いいたします。
【問い合わせ】商工観光課企業誘致係 ☎83-8706 FAX84-8431

【問い合わせ】真岡市観光協会　☎82-2012（FAX兼）  

【【展示期間】2月 1日（木）～ 3月 4日（日）展示期間】2月 1日（木）～ 3月 4日（日）
　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）
【ところ】久保講堂　【入館料】無料　【休館日】毎週火曜日【ところ】久保講堂　【入館料】無料　【休館日】毎週火曜日

第九章第九章『真岡・浪漫ひな飾り』『真岡・浪漫ひな飾り』
2月1日（木）から開催2月1日（木）から開催

●一般事務補助　6人
【勤務場所】真岡市役所
【勤務内容】一般事務補助
【応募条件】①普通自動車免許（AT車限定可） 
　②パソコン操作（ワード・エクセル）のできる方
【賃金】日額 6,450 円
【勤務期間】4月 3日～平成 31年 3月 31日
【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）、原則月曜～金曜日
●学芸員　1人
【勤務場所】久保記念観光文化交流館内美術品展示館、
　まちかど美術館、文化課
【勤務内容】・企画展開催に関する業務
　・故久保貞次郎氏に関連する展示に関する業務
　・市美術展の企画に関する業務
【応募条件】①学芸員資格
　②普通自動車免許（AT車限定可）
【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
 　③パソコン操作（ワード・エクセル）のできる方
【賃金】日額7,830円
【勤務期間】4月 3日～平成 31年 3月 31日
【勤務時間】週5日勤務のシフト制（週37時間30分）
●保育士　7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保育士資格
　②普通自動車免許（AT限定可）
【賃金】日額 8,490 円
【勤務期間】4月 2日～平成 31年 3月 31日
【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）、月曜～金曜日

共通事項共通事項
【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

犬の飼い主の皆様へ犬の飼い主の皆様へ
守ってますか？ルールとマナー守ってますか？ルールとマナー
　犬の放し飼いは禁止されています。散歩の時も必
ずリードを付けてください。
　また、夜間、早朝などに犬を放すこともいけません。
【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

下水道管路止水工事の実施について下水道管路止水工事の実施について
【工事期間】1月 31日（水）～ 3月 9日（金）
　午前 8時 30～午後 5時
【施工区域】台町、大谷新町、熊倉町、熊倉 1丁目、
　熊倉3丁目、大谷台町、上高間木2丁目、八木岡、長田
【工事内容】施工区域内の下水道本管の破損等の修繕工事
　※工事では、公共汚水桝の蓋を開けるため敷地に
　　立入らせていただく場合があります。
【施工業者】有限会社アースエンタープライズ
【その他】施工業者は市が発行した身分証明書を携帯
　していますので、ご不明な場合はご確認ください。
　施工業者が営業活動を行ったり、費用の請求をす
　ることは一切ありません。
【問い合わせ】下水道課維持係☎83-8162 FAX83-8142

観光協会嘱託職員募集観光協会嘱託職員募集
【職種】真岡市観光協会嘱託職員（一般）　
【人数】2名
【業務内容】真岡市の観光振興を推進する業務、施
　設管理業務、予約等受付業務、施設の説明・案内
　業務、他真岡市観光協会の目的達成に必要な業務
【勤務場所】真岡木綿会館および久保記念観光文化交流館
【雇用期間】4月 1日～平成 31年 3月 31日
　（4月 14 日までは試用期間。勤務成績等により、
　雇用の延長あり）
【勤務時間】午前 8時 30 分～午後 6時 15 分の内
　7時間 45分のシフト勤務
【給与】月給 147,100 円
　通勤手当あり（2km以上）、　賞与あり
【応募条件】
　①普通自動車運転免許資格を有する方
　②パソコンの事務能力を有する方（ﾜｰﾄ・゙ｴｸｾﾙ・ﾒｰﾙ必須）
　③真岡市の観光振興に情熱を持てる方 
　④イベント時の会場設営等の屋外作業が可能な方 
　⑤土曜・日曜・祝日の勤務が可能な方　
【応募期間】1月 26日（金）～ 2月 15日（木）
　（土曜・日曜・祝日を除く）
【応募方法】次の①～③を応募者本人が、下記まで
　持参してください。※郵送不可
　①履歴書（自筆、3カ月以内の顔写真添付）
　②職務経歴書（A4用紙 1枚）
　③自己PR文（A4用紙 1枚）　　　　　　　　　
【試験方法】1次試験：書類審査　２次試験：面接試験
【申込先・問い合わせ】〒321-4395　真岡市荒町5191
　真岡市観光協会事務局（商工観光課内）
　☎ 83-8135　FAX83-0199

差押不動産の公売差押不動産の公売
　市では、市税の滞納により差し押さえた不動産の
公売を下記のとおり実施します。
【とき】2月 14日（水）午後 1時 30分から
　（受付：午後 1時から）
【ところ】市役所建設部棟会議室（北側庁舎 1階）

※中止になる場合やその他注意事項がありますので、
　詳しくは市ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】納税課納税推進係 ☎83-8489 FAX83-6205

◆公売対象不動産（登記簿による表示）
　売却区分 1
【土地】中郷 253番 4　地積：59.00 ㎡　（田）
【土地】中郷 255番 1　地積：515.00 ㎡（畑）
【土地】中郷 255番 2　地積：13.00 ㎡　（田）
【土地】中郷 258番 3　地積：267.00 ㎡（畑）
※この不動産は、市街化区域内にあり、区画整理
　事業により仮換地の指定を受けています。
　真岡市中郷・萩田土地区画整理事業　26街区6画地
　　予定地積：511㎡
　見積価額：13,500,000円、公売保証金：1,350,000円

真岡市まちかど美術館真岡市まちかど美術館
　　　　　市民ギャラリー　　　　　市民ギャラリー
『真若SHIN-WAKA 荒神祭写真展 猪瀬利夫』『真若SHIN-WAKA 荒神祭写真展 猪瀬利夫』
【期間】1月 28日（日）まで　午前 9時～午後 5時
　 （最終日は午後 4時まで）　【入館料】無料
【ところ】まちかど美術館（田町 2203 番地 1）
【問い合わせ】文化課文化振興係☎83-7731 FAX83-4070

【ところ】 観光まちづくりセンター（久保記念観光文化交流館内）
とき 内容（主催） 参加料

1日（木）、15日（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

実費
負担

3日（土）、17 日（土）
午後 1時 30分～

子ども将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

4日（日）、18日（日）
午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

８日（木）、22日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

2 月2月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

「市民のつどい」開催「市民のつどい」開催
　私が体験した東日本大震災　私が体験した東日本大震災
　知らないことは怖いこと　知らないことは怖いこと
　3.11から約 7年、あの時起きた出来事や、現在に
至るまでの想いを体験談を交えてお話いただきます。
【とき】2月3日（土）午後1時30分～（午後1時開場）
【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）小ホール
【講師】みらいサポート石巻 語り部 佐藤 麻紀氏
【入場料】無料【主催】真岡市女性団体連絡協議会
【問い合わせ】生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX83-4070

申込不要申込不要


