
平成 26年度採用　真岡鐵道株式会社平成 26年度採用　真岡鐵道株式会社

契約職員を募集契約職員を募集
◇職種・受験資格および採用予定人員
　【職種】営業　【人数】2人
　【受験資格】昭和 63年 4月 2日～平成 8年 4月
　　1日生まれの方で、高等学校卒業以上の学歴を
　　有し、泊まりの勤務ができる方（平成 26年 3
　　月卒業見込みの方を含む）
　※動力車操縦者運転免許に関する省令により、視
　　力（矯正視力を含む）が、両眼で 1.0 以上かつ
　　一眼でそれぞれ 0.7 以上であること。正常な両
　　眼視機能を有し、正常な視野を有すること。色
　　覚が正常であること。
◇申込期間：12月9日（月）～平成26年1月17日（金）

月曜～金曜日の午前 9時～午後 5時まで
◇受験申し込み方法
　市販の履歴書に自筆で記入し、下記へ提出してく
　ださい。（郵送可）
◇試験日程
　【とき】平成26年1月28日（火）午前10時30分から
【ところ】真岡鐵道株式会社  2 階会議室
【試験方法】筆記試験（一般教養）、適正検査、
　作文試験、面接
◇雇用条件
　【勤務時間】午前 8時 40分～午後 5時 20分
　　（ただし、交代制による変形労働時間制あり）
　【給与】137,200 円～ 173,500 円（月給制、年
　　1回の昇給あり、年 2回の賞与あり）
　【諸手当】通勤手当、扶養手当、住宅手当
　【加入保険等】雇用保険、労災保険、健康保険、
　　厚生年金

【申し込み・問い合わせ】〒 321-4306
　真岡市台町 2474 番地 1
　真岡鐵道株式会社総務課総務係 ☎ 84-2911
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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 FAX83-8392
　　　　　　　　　　　生活安全係☎83-8394 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（水）～ 31 日（火）
【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スピードダウン運動の推進 ②「子ども
　や高齢者に優しい3S運動」の推進 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（水）～ 1月 3日（金）
【スローガン】みんなでなくそう 年末年始の事件事故

真岡市融資制度真岡市融資制度ののご案内ご案内
※下記の制度資金以外にも用途に応じた各種制度資金を用意しておりますので、お気軽にお問い合せください。条件
　など詳細については市のホームページ（http://www.city.moka.tochigi.jp/12,4358,47,272.html）をご確認ください。
制度名 用　途 限度額 返済期間 利率

運転資金 商品仕入、買掛金支払、手形の決済等の運転資金 800 万円 3年以内 1.3%
5 年以内 1.5%

設備資金 機械器具等の購入、設備の改善、従業員の福利に
関する設備等の設備資金 1,500 万円 5年以内 1.5%

7 年以内 1.7%

年末資金 商品仕入、買掛金支払、手形の決済等の運転資金 500 万円 翌年9月末日まで期日一括
または元金均等月賦返済 1.2%

【申し込み】市内金融機関（JA・労働金庫を除く）
　※ただし、年末資金の受付のみ 12月26日（木）まで（土、日曜日、祝日は除く）
【問い合わせ】 商工観光課商業係  ☎ 83-8643 FAX83-0199

市内中小企業者等が近代化を図り、経営体質の改善
や合理化等を行う際に、ぜひご利用ください。

平成 26 年版平成 26 年版

「栃木県民手帳」販売中「栃木県民手帳」販売中
【販売場所】市役所本庁舎西側　売店
【仕様】ビニール表紙
【価格】小型版（12.4 ㎝× 7.6cm）400 円
　大型版（14.7 ㎝× 8.9cm）500 円
　県内一部コンビニエンスストア、書店、文具店で
も販売します。
【問い合わせ】企画課統計係☎83-8109　FAX83-5896

真岡市内放射線量等測定結果真岡市内放射線量等測定結果 単位：マイクロシーベルト /時間単位：マイクロシーベルト /時間
（※水道水については、単位：Bq/kg）（※水道水については、単位：Bq/kg）

測定場所 測定カ所数 最小値 最大値 測定日 問い合わせ
小学校（校庭・地上 50cm） 18 カ所 0.06 0.10  11 月 25日（月）

～11月29日（金）
学校教育課庶務係
☎ 83-8180中学校（校庭・地上 100cm）   9 カ所 0.06 0.08

公立保育所および留守家庭児童会館等
（園庭中央・地上 50cm）   8 カ所 0.07 0.10 11 月 26日（火） 児童家庭課保育係

☎ 83-8035

水道水（浄水場）※セシウム測定   9 カ所 不検出 11月 5日（火） 水道課浄水係
☎ 83-8697

【公園（11/13 測定）】東光寺公園 0.08 中ノ宿公園 0.07 美麗島公園 0.08 八幡公園 0.07 西ノ台公園
0.08 大谷台公園 0.08 西真岡公園 0.10 久保公園 0.06 上高間木公園 0.08 熊倉公園 0.08 太子堂公園
0.07 勝瓜公園 0.06 大久保中央公園 0.07 戌亥公園 0.07 高勢中央公園 0.08 稲荷山公園 0.07 御新田公
園 0.06 松山公園 0.09 三ツ谷公園 0.07 さくら公園 0.07 鬼怒川河川敷緑地公園 0.09 春来町公園 0.07 
久下田公園 0.07 桜町史跡公園 0.06 沼尻公園 0.07 蓮沼公園 0.08 小谷公園 0.07 城山公園（滝）0.08
【市公民館分館（11/27 測定）】山前分館 0.08 中村分館 0.11 大内分館 0.08 真岡西分館 0.08 二宮分館 0.08

放射線量等測定最新結果は、市のホームページで随時公開しています。http://www.city.moka.tochigi.jp/

漏水調査にご協力を！漏水調査にご協力を！

【問い合わせ】水道課工務係  ☎ 83-8168  FAX84-7512

　地下で発生している水道管からの漏水を早期に発
見し、修理することで水資源の有効利用を図り、ま
た漏水による道路陥没等の 2次災害を防止するた
め、漏水調査を実施します。
　調査は、道路上からお客さまの水道メーター付近
まで実施するため、市が委託した業者の調査員が昼
間敷地内に立ち入ることがありますので、ご理解と
ご協力をよろしくお願いします。
　なお、調査員は市が発行した身分証明書を携帯し
ますので、不審に思った場合は、身分証明書の提示
をお求めください。また、調査は市の費用で実施し
ていますので、お客さまに調査費用等を請求するこ
とは一切ありません。
【調査期間】12月 9日（月）～ 12月 26日（木）
【調査時間】（昼間）午前９時～午後５時
　（夜間）午後 10時～午前 5時
【調査場所】西田井の一部、根本の一部、青谷、須釜、
　君島、道祖土、南高岡
【調査業者】フジ地中情報株式会社

プレミアム付き商品券のご利用はお済みですか？
使用期限使用期限はは 12/3112/31（火）（火）までまで

　今年購入された「わたのみ商品券」と「にのみやプレミアム商品券」は、来年1月以降は利用できなくな
りますのでご注意ください。

【問い合わせ】（わたのみ商品券について）真岡商工会議所 ☎ 82-3305　FAX82-7967
（にのみやプレミアム商品券について）にのみや商工会 ☎ 74-0324　FAX74-2737

わたのみ商品券 にのみやプレミアム商品券
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※利用できる店舗一覧は、市ホームページ（http://www.city.moka.tochigi.jp/12,13109.html）を参照

第 3弾開催 第 3弾開催 モオカの休日モオカの休日

【問い合わせ】
　真岡市観光協会  ☎ 83-8135

　「モオカの休日」は、市民による同好会やサーク
ルなどの組織が主体となって開催しています。
　真岡の魅力が感じられるプログラムを、市内のさ
まざまな場所で、市内外からの来訪者に提供するこ
とで、人がつながり、まちがつながり、真岡がさら
に魅力的なまちに発展していくことを目指していま
す。一緒にモオカの休日を堪能しませんか。
【とき】12月 8日（日）午前 10時～午後 3時
【ところ・内容・料金】
＜真岡木綿会館外テント＞
　◆切り絵体験（スマ切り絵クラブ）…800円
　◆足つぼ、全身マッサージ…500円
＜真岡木綿会館内＞
　◆機織り体験…500円（特別価格）
※当日は、天の織姫市も真岡木綿会館
　駐車場で開催されます。

し尿くみ取りおよび浄化槽清掃し尿くみ取りおよび浄化槽清掃
手数料の口座振替払いのお願い手数料の口座振替払いのお願い

【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合
　第一環境クリーンセンター  ☎ 72-2522

　クリーンセンターでは、し尿処理手数料（浄化槽
清掃手数料）の口座振替払いをお願いしています。
共働きのご家庭や、平日に支払いへ行けないお忙し
い方などは、大変便利で安心です。
　12月は、口座振替推進月間として、作業時にあわ
せて口座振替払いをご案内しています。ぜひこの機
会にお申し込みください。
【口座振替可能な金融機関】足利銀行、常陽銀行、
　栃木銀行、筑波銀行、烏山信用金庫、真岡信用組合、
　はが野農業協同組合、中央労働金庫
【口座振替日】作業翌月の22日（土・日曜・祝日は翌営業日）

検診は簡単！ 2日分を採便し提出検診は簡単！ 2日分を採便し提出
大腸がん検診大腸がん検診無料無料クーポン券クーポン券

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

　食生活の欧米化の影響で、「大腸がん」の患者数が
増えています。また、女性のがん死亡原因の第 1位
となっています。誰でもがんになる可能性がありま
す。まずは検診を受けましょう！
【対象者】クーポン券対象者のみ
　◆昭和 47年 4月 2日～昭和 48年 4月 1日生
　◆昭和 42年 4月 2日～昭和 43年 4月 1日生
　◆昭和 37年 4月 2日～昭和 38年 4月 1日生
　◆昭和 32年 4月 2日～昭和 33年 4月 1日生
　◆昭和 27年 4月 2日～昭和 28年 4月 1日生
【受診方法】下記窓口へ申し込みください。検査容
　器を郵送します。
【検査容器の受付日・ところ】
①健康増進課：午前8時30分～正午、午後1時～4時
12月 18日（水）、25日（水）
1月 8日（水）、15日（水）、22日（水）、29日（水）
2月 5日（水）、12日（水）、19日（水）、26日（水）
②二宮コミュニティセンター：午後1時～1時30分
1月 15日（水） 2月 6日（木）


