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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

2km 四方メッシュ（地上 50cm） 46 カ所 0.07 0.11 1月 27日（月） 環境課公害対策係
☎ 83-8127

小学校（校庭・地上 50cm） 18 カ所 0.05 0.09 2月 10日（月）
～ 2月14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 0.09

公園（地上 50cm） 28 カ所 0.05 0.09 2 月 17日（月） 都市計画課維持管理係
☎ 83-8724

水道水（浄水場）※セシウム測定   9 カ所 不検出 2月 4日（火） 水道課浄水係
☎ 83-8697

【公立保育所、子育て支援センターおよび留守家庭児童会館（2/18 測定）】
　真岡保育所 0.09 中村保育所 0.09 西田井保育所 0.07 物部保育所 0.07 子育て支援センター 0.09 
　真岡小児童会館 0.08 真岡東小児童会館 0.07 真岡西小児童会館 0.08
【市公民館分館（1/27 測定）】山前分館 0.09 中村分館 0.11 大内分館 0.08 真岡西分館 0.08 二宮分館 0.09
【給食全量〈セシウム〉（1/17・24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

3月 8日（土）は
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 8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 9日（日）はご利用いただけます。※ 3月 9日（日）はご利用いただけます。

不妊治療費の助成不妊治療費の助成
　不妊治療（人工授精・体外受精・顕微授精）を受
けたご夫婦に対し、治療費の一部を助成しています。
【対象】法律上の婚姻をしている夫婦で、次の全て
　に該当する方
○保険適用外の不妊治療（人工授精・体外受精・顕
　微授精）が必要と医師に診断されていること
○体外受精・顕微授精については、栃木県の指定医
　療機関で治療を受けていること
○ 1年以上前から真岡市に居住していること
　※転入日から1年経過した以降からの治療が対象
○市税を滞納していないこと
【助成の内容】単年度あたり上限15万円（費用の2
　分の1以内）とし、通算5年まで助成します。
【問い合わせ】健康増進課母子健康係 ☎83-8121 FAX83-8619

【問い合わせ】 
　児童家庭課児童家庭係 ☎83-8131 FAX82-2340 

　平成 26年 4月以降の児童扶養手当額が 0.7% 引
き下げられ、下記のとおりとなります。

支給区分 月額手当額
（H26.3 まで）

月額手当額
（H26.4 から）

全部支給 　 41,140 円 　 41,020 円

一部支給 　　9,710 円～
 　41,130 円

　　9,680 円～
 　41,010 円

平成 26 年 4 月から平成 26 年 4 月から

児童扶養手当額が変更児童扶養手当額が変更

真岡市嘱託員を募集真岡市嘱託員を募集
【募集職種】市税等徴収嘱託員
【募集人数】2人
【勤務内容】市税等の徴収と納税指導業務
【勤務時期】平成 26年 4月 1日から
　（※土・日曜日、祝日を除く毎日） 
【勤務場所】収税課
【勤務時間】午前 9時から午後 4時
【応募条件】４月から勤務でき、市税等に滞納のない方
【賃金】月額 100,000 円＋能率給
【交通手段】原則として自家用車両
【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、
　３月６日（木）までに下記へ本人が直接持参し
　てください。
【申し込み・問い合わせ】
　収税課  ☎ 83-8115  FAX83-6205

　東日本大震災ならびに平成 24年 5月 6日発生の
竜巻災害により、被害を受けた住宅等の復旧をする
ため、市の指定する金融機関から資金を借り入れた
方への利子補給金交付事業の申請受付は、平成 26
年 3 月 31 日で終了します。申請される方は、早め
の手続きをお願いします。
【補給対象額】借入額の内一世帯 500万円まで
　（500万円を超える部分は対象外）
【補給率】契約上の金利（上限 2%）
【補給期間】1回目の利子返済から最長 7年
※詳細は、市ホームページ（http://www.city.moka.
　tochigi.jp/）または下記窓口へ問い合わせください。
【問い合わせ】
　建設課住宅係 ☎ 83-8694 FAX83-6240

平成 26年 3月 31 日申請受付終了平成 26年 3月 31 日申請受付終了
住宅等災害復旧資金利子補給金住宅等災害復旧資金利子補給金

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市芸術鑑賞会事務局（二宮文化会館）☎74-3373
　4月1日からは、文化課 ☎83-7731

※平成26年度の4月と5月は、二宮文化会館で映
　画会を実施します。
※真岡市民会館は、平成 26年 7月 1日にリニュー
　アルオープンします。

【会員特典】

映画が無料映画が無料 芸術鑑賞会が主催する、おおむね年間
7本以上の映画が無料で見られます

チケット割引チケット割引 市民会館主催の自主事業が 500 円
割引（本人のみ）

チケットのチケットの
先行購入先行購入

市民会館主催の自主事業のうち、
一部の事業で先行購入ができます
（先行購入できる枚数は、事業によ
り異なります）※新規特典

観劇ツアー観劇ツアー
への参加への参加

芸術鑑賞会主催の都内観劇ツアー
に参加できます（大型バス 1台 40
人限定）※新規特典

催し物案内催し物案内 映画会や自主事業の日程を、ハガキ
またはEメールでお知らせします

【入会方法】二宮文化会館または文化課（市公民館内）
　に備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、年会費
　2,500円を添えて同窓口へ、直接申し込みください。
　（4月 1日からは、文化課でのみ受け付けます）
【入会規則】高校生以上であれば、真岡市内外を問
　わず入会できます。（年会費 2,500 円）有効期限
　は平成 26年 4月 1日から平成 27 年 3月 31 日
　まで。映画会の上映作品および日程は、フィルム
　手配の都合上未定ですのでご了承願います。

新しい特典ができました !!

平成 26 年度
『『真岡市芸術鑑賞会真岡市芸術鑑賞会』』会員募集会員募集

知的・精神障がい、認知症の方の強い味方知的・精神障がい、認知症の方の強い味方
成年後見人制度学習会の開催成年後見人制度学習会の開催
　「保護者がいなくなったら…、施設利用や病院利
用の契約はどうしよう…、年金担保ローン契約など
にだまされたら…、財産管理は…」など、さまざま
な心配ごとを解決するため、成年後見人制度につい
て学びましょう。気軽にご参加ください。
【とき】3月 6日（木）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館二宮分館 202会議室
　（二宮コミュニティセンター内）
【演題】「成年後見人制度とは…内容と具体的な手続
　き方法について」
　講師：司法書士  小林 久人  先生
　　　　（成年後見センター リーガルサポートとちぎ支部）
　内容：実際に利用している方の例をあげながら、
　　　　お話しします。
【問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎83-8129 FAX82-2340

とちぎジョブモールとちぎジョブモール
巡回相談会の開催巡回相談会の開催

　求職者の就職促進を図るため、「とちぎジョブモー
ル」の就労相談員とキャリアカウンセラーが、セミ
ナー・就労相談・キャリアカウンセリングを行います。
【とき】3月20日（木）
　①就職応援セミナー：午前10時 30分～正午
　②キャリアカウンセリング：午後1時～4時
　③相談会：午後1時～4時
　　※相談時間は、一人1時間程度になります。
【ところ】にのみや商工会（真岡市久下田848-5）
【内容】①履歴書の書き方、面接の受け方など
　②就職活動へのアドバイス、適職診断、履歴書の
　　書き方など
　③就職や生活に関する悩みへのアドバイスなど
【参加方法】①と②については、事前予約が必要です。
　③については、予約不要のため、直接会場へお越
　しください。
【予約受付】3月 18 日（火）までに、商工観光課
　勤労者係へ電話で申し込みください。

【申し込み・問い合わせ】
　商工観光課勤労者係 ☎ 83-8134 FAX83-0199
　栃木県宇都宮労政事務所  ☎ 028-626-3053

3月 1日（土）～7日（金）3月 1日（土）～7日（金）

子ども予防接種週間子ども予防接種週間
　4月からの入学入園に備え、必要な予防接種を済
ませ、病気にかからないようにしましょう。
　予防接種の事前予約や、ワクチンの
確認などについては、直接市内の医療
機関に問い合わせください。

【問い合わせ】
　健康増進課母子健康係 ☎ 83-8121 FAX83-8619

消費税率　　　　　の消費税率　　　　　の
引上げについて引上げについて

（国・地方）（国・地方）

①消費税率（国・地方）が引き上げられます
　平成 26年 4月 1日から消費税率が 5%（消費税
4%、地方消費税 1%）から 8%（消費税 6.3%、地
方消費税 1.7%）に引き上げられます。
②引上げ分の消費税収（国・地方）は、全て社会保
　障財源化されます
　引上げ分の消費税収は、社会保障の充実（待機児
童の解消や医療介護サービスの充実など）や、社会
保障の安定化（年金国庫負担 2分の 1等、後代へ
の負担の付け回しの軽減、消費税率引上げに伴う社
会保障支出の増）のために使われます。
③円滑かつ適正な転嫁にご理解とご協力をお願いします
　消費税率（国・地方）の引上げに当たって、事業
者の方々が、円滑かつ適正に転嫁できるよう、転嫁、
広告・宣伝、価格表示、便乗値上げ等に関する相談
窓口を設置しています。ご相談がある方は、下記の
相談窓口に問い合わせください。
消費税価格転嫁等総合相談センター
【専用ダイヤル】☎ 0570-200-123
【受付時間】平日 午前 9時～午後 5時
　（平成 26年 3月・4月は土曜日も受付）
【ホームページ】http://www.tenkasoudan.go.jp（24時間受付）

【問い合わせ】
　栃木県産業労働観光部経営支援課 ☎028-623-3173

【問い合わせ】芳賀地区広域行政事務組合消防本部
真岡消防署☎ 82-3161 FAX83-3746

消すまでは 心の警報 ONのまま

春季全国火災予防運動
３月１日（土）～７日（金）

　この時季は空気が乾燥し、火災の
起こりやすい季節です。住宅火災による死傷者をな
くすため、住宅用火災警報器を設置し、火の取り扱
いには十分注意しましょう。
　屋外でのたき火は絶対にやめましょう。
　また、消火器・住宅用火災警報器の悪質な訪問販
売や点検業者に十分注意してください。
　期間中、午前 7時と午後 7時にサイレンを鳴らし
ます。（７秒吹鳴・3秒休止の 2回繰り返し）


