
～真岡市適応指導教室～

教育相談教育相談ののお知らせお知らせ
【とき】平成 26年 1月 9日（木）～ 10日（金）
　午前 10時～正午、午後 1時～ 3時
　※上記以外でも相談を受け付けますが、必ず事前
　　に電話連絡をしてください。
【ところ】真岡市適応指導教室（もおかライブリー教室）
　〒321-4325真岡市田町1344（青年女性会館内）
【相談内容】お子さんの教育で、困っていることや
　悩んでいることなど【相談方法】電話相談、来室相談
【申し込み・問い合わせ】真岡市適応指導教室
（もおかライブリー教室）☎ 83-9488（FAX 兼用）
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真岡市行政情報番組案内真岡市行政情報番組案内
　市からのお知らせや、イベント情報などをお伝
えする行政情報番組「ほっとステーションもおか」
は、真岡ケーブルテレビ（いちごてれび）で毎日
放送しています。ぜひ、ご覧ください。
【放送時間】1日3回  午前8時から、午後1時から、
　午後 6時から（※日曜日は午前 7時からのみ）
【12 月 16日（月）～ 12月 22日（日）放送内容】
　◆市政ニュース ◆ようこそ市長室へ《広域ごみ処 
　理施設「芳賀地区エコステーション」》◆もおかイ
　ンフォ ◆市役所情報局 ◆ウィークリーニュース 

【問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎83-8100  FAX83-5896

※行政情報番組を視聴する場合は、真岡ケーブ
ルテレビへの加入が必要となります。視聴の申
し込みは、真岡ケーブルテレビへ（☎ 83-5001）

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）

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/

測定場所 測定カ所数 最小値 最大値 測定日 問い合わせ
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 12 月 3日（火） 児童家庭課保育係

☎ 83-8035
小学校（校庭・地上 50cm） 18 カ所 0.06 0.10  12 月 2日（月）

～12月6日（金）
学校教育課庶務係
☎ 83-8180中学校（校庭・地上 100cm）   9 カ所 0.07 0.08

公園（地上 50cm） 28 カ所 0.06 0.10 11 月 13日（水）都市計画課維持管理係☎ 83-8724

【農村公園（11/14測定）】西田井駅前公園0.10 堀内ほたるの里公園0.07 大根田公園0.07 四季の里公園0.09
　せせらぎ公園0.07 下物井公園0.09 三谷農村広場0.08 長沼西部農村公園0.10 両沼公園0.08 仏生寺公園0.09
【運動場（11/13測定・地上50cm）】東運動場0.08 北運動場0.07 鬼怒自然公園0.08 二宮東部運動場0.09 
　二宮運動場 0.11 大谷台公園 0.07 勝瓜公園 0.08 三ツ谷公園 0.09 松山公園 0.09 市民公園 0.09
【水道水〈セシウム〉（12/3測定）】石法寺、西田井、久下田、三谷、京泉浄水場、荒町、大谷台配水場、大田山、台町水源地　不検出
【給食全量〈セシウム〉（11/22 測定）】小中学校一週間分給食全量＜第一・二学校給食センター＞ 不検出

市税・水道料市税・水道料などなど一斉督促一斉督促
  休日、夜間を含め、市職員が該当者宅を訪問し、
納税・納入指導を行ないます。
【対象】市税（市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動
　車税）、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保
　険料、保育料、市営住宅使用料、水道・下水道使用料
 ※訪問する職員は顔写真付きの「真岡市職員証」を携帯しています。

　《夜間》毎週水・金曜日 午後 5時 15分～ 7時
　　※ 1月 1日（水）・3日（金）は休み
　《日曜日開庁》毎月第1・3日曜日 午前8時30分～正午
　　※ 1月 5日（日）は開庁します
　《その他》12月15日（日）・22日（日）午前8時30分～午後3時

夜間・休日収納窓口夜間・休日収納窓口

市税のほかに次の使用料は、納付書を持参した場合納付可
保育料、市営墓地管理手数料、家庭雑排水処理手数料、
市営住宅使用料、水道・下水道使用料
【問い合わせ】収税課収納対策係☎83-8489 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！
　市では2,000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
21％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。
　平成24年度から、介護保険料普通徴収の納期が6回
から8回になり、7期（1月末日）、8期（2月末日）が
増えました。納め忘れのないよう、注意してください。
【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、安心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 25年 12月末日までに納めた介護保険料は、
　平成 26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）
　介護保険課介護保険係 ☎83-8094 FAX83-8554
（口座振替について）
　収税課収税係 ☎ 83-8115 FAX83-6205

【とき】12月 21日（土）・22日（日）
【運行区間】下館駅⇔茂木駅（1往復）

下館駅 10:36 発 → 12:06 着 茂木駅15:58 着 ← 14:27 発
【内容】☆サンタさんが SL に乗車！（下り…全区
　間乗車、上り…真岡駅で下車）ゲームやなぞなぞ
　で楽しく遊ぼう！サンタさんからプレゼントも！
＜茂木駅ききょうホールでイベント開催！＞
　☆ 21日（土）クリスマスコンサート
　☆22日（日）  ビンゴゲーム大会

             真岡鐵道 SLクリスマス列車 真岡鐵道 SLクリスマス列車

　 サンタトレイン2013　 サンタトレイン2013
                  ～サンタといっしょに楽しい小旅行♪～～サンタといっしょに楽しい小旅行♪～

【問い合わせ】（運行について）真岡鐵道（株）☎84-2911
　（イベントについて）真岡線SL運行協議会  ☎82-9151

～推薦してください～

中小企業中小企業のの優秀社員優秀社員をを表彰表彰

【申し込み・問い合わせ】平成26年1月10日（金）締切
商工観光課勤労者係☎ 83-8134 FAX83-0199

【推薦基準】　事業所長が推薦する、次の①～⑤すべ
　てに該当する方
①真岡市内に本社を有する社員 50人以下の同一事業
　所に、8年以上勤務する正社員およびパート社員
※身障者手帳を有する者は5年以上。勤続年数基準日は
　平成25年12月 31日現在。※市内の支店等は同一事業
　所とみなし、社員数（臨時・パート社員は除く）は合算。
②以前に同種の表彰を受けていない、または受賞後
　10年以上経過した方
③対象者の年齢については、おおむね65歳以下の方
④家族社員（事業主と同一生計の親族）やこれに準ずる
　方、役職員（経営権を持つ役員）は除く
⑤市外居住者でも可
※事業所、事業主、推薦を受ける方は税金を滞納してい
　ないこと（1事業所からの推薦人数を制限する場合あり）

【提出物】所定の推薦書（市商工観光課に用意、市ホーム
ページからも印刷可）、　勤続年数を証明する書類（8年以
上前の給与台帳の写し・社会保険証の写しなど）、被推薦者・
事業所・事業主各々の税の完納証明書　各1部

　真岡市民会館は、東日本大震災で被災し、現在、復
旧のため貸館業務を停止し、再整備を行っています。
工事完了後、準備期間を経て、平成26年 7月から貸
館業務を再開します。つきましては、下記のとおり一
般予約受付を開始します。
【予約開始日】平成 26年 1月 7日（火）
　午前 9時から　※先着順
【予約受付場所】文化課（市公民館内）
【予約範囲】平成 26年 7月分
　（7月分以降は下表のとおり）

平成 26 年 7月から貸館業務を再開平成 26年 7月から貸館業務を再開
市民会館市民会館のの一般予約受付一般予約受付をを開始開始

予約受付月 予約範囲
平成 26年 2月 平成 26年 8月分まで

3月 9月分まで
4月 10月分～平成 27年 4月分まで

※平成26年 4月以降は、規則改正により、1年先ま
　で予約受付が可能となります。
【問い合わせ】市民会館 ☎ 83-7731 FAX83-4070

          ～製造事業所の皆さまへ～
        工業統計調査工業統計調査ににご協力ご協力をを

【問い合わせ】企画課統計係 ☎ 83-8109 FAX83-5896

　平成 25年工業統計調査を 12月 31 日現在で
実施します。
　工業統計調査は、日本の工業の実態を明らか
にすることを目的とした、統計法に基づく報告
義務がある統計調査です。
　調査結果は、工業関係のさまざまな計画や施
策の基礎資料として利活用されます。ご提出い
ただいた調査票の内容は、秘密厳守となります
ので、正確なご記入をお願いします。
◆ 12 月中旬から、対象事業所に調査員が調査
　票をお持ちします。
◆調査員は「調査員証」を必ず携行しています。
◆ご記入いただいた内容は、統計作成の目的以
　外に使用することはありません。

防災行政無線防災行政無線ででPM2.5PM2.5のの注意喚起注意喚起
　真岡市内の測定局で、PM2.5 の濃度が判断基準を
超え、県の注意喚起が発令された場合、市の防災行
政無線を利用し、市民の皆さまにお知らせします。
【注意喚起情報が発令されたときの行動の目安】
　◆外出をできるだけ控える。
　◆屋外での長時間の激しい運動を控える。
　◆屋内でも換気や窓の開閉を必要最小限にする。
　◆呼吸器系や循環器系疾患のある方、子供、高齢
　　の方などは、体調に応じてより慎重に行動する。
【県の注意喚起の判断基準】
　PM2.5 濃度の日平均値が1㎥あたり70μg（マ
　イクログラム）を超えると予想される場合
※上記判断は、朝5時から7時のPM2.5濃度の1時
　間値の平均値が、1㎥あたり85μg、朝5時から正
　午のPM2.5濃度の1時間値の平均値が、1㎥あた
　り80μgを県内7測定局のうち1局でも超えた場
　合に発令されます。

【市の防災行政無線で注意を呼びかける基準】
　県が注意喚起を発令し、かつ真岡市内の測定局の数値が、
上記判断基準を上回った場合にのみお知らせします。
　そのため、防災メール、いちごテレビ等で県の注意喚起情報
をお知らせしても防災行政無線では流れないこともあります。
※ＰＭ2.5の注意喚起については、解除情報はありません。
【問い合わせ】環境課公害対策係 ☎83-8127 FAX83-5896

【問い合わせ】二宮文化会館（日・月曜・祝日休）
　☎ 74-3373　FAX 74-4007

【とき】12月21日（土）2回上映
　①午前 10時から ②午後 2時から
【ところ】二宮文化会館
【上映時間】1時間 49分
【入場料】大人（高校生以上）1,000円
　小人（4歳以上）500 円  ※芸術鑑賞会会員　無料
【出演】濱田ここね、上戸彩、稲垣吾郎、泉ピン子 ほか
【内　容】　NHK朝の連続テレビ小説として放映さ
れ、当時社会現象にまでなり、世界各国でも大人気
の作品。本作品はおしんの少女時代に焦点をあて、
苦しい家計を助けるために奉公に出た少女が、さま
ざまな困難にぶつかりながらも家族を想い、ひたむ
きに愛らしく成長する姿を描いています。極寒の山
形県で全てのロケを敢行。日本の原風景が残る山形
県の自然の中、さまざまな困難に耐え、未来を見つ
めて生きる姿勢をつらぬくたくましい少女に、世代
を超えて感動できる作品です。

送迎車を運行します（真岡市民会館⇔二宮文化会館）送迎車を運行します（真岡市民会館⇔二宮文化会館）
　午前10時からの上映時、真岡市民会館発着の無
料送迎車を試験運行します。9席限定のため先着順
事前予約をお願いします。
【集合時間】午前９時１５分（時間厳守）
【集合場所】真岡市民会館正面駐車場
【申し込み】12月10日（火）～19日（木）までに
　下記へ電話で申し込みください。
　（日曜・祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）

映画映画 「おしん」


