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交通指導員募集交通指導員募集
　児童生徒の登校時における街頭での交通指導や、
市主催行事における交通指導などを行う、交通指導
員を募集します。
【募集人員】1人
【街頭指導場所】中村小学校学区　中村郵便局西丁字路
【街頭時間】原則として月曜日から金曜日の児童生
　徒登校時間　おおむね 1時間程度
【身分】非常勤特別職公務員
【委嘱期間】平成26年6月1日～平成27年3月31日
【報酬】真岡市非常勤嘱託報酬規程による
【応募条件】①真岡市内に住所を有する方 ② 20 歳
　以上で、昭和 29 年 6 月 2 日以降に生まれた方 
　③人格円満・健康で、交通指導員活動に熱意のあ
　る方 ④普通自動車運転免許を有する方
【応募方法・期間】5月 2日（金）までに、履歴書（写
　真貼付）を下記へ提出してください。後日、面接
　を行います。（面接日は後日通知）

【応募先・問い合わせ】安全安心課交通安全係
　 ☎ 83-8110　FAX83-8392

　中小企業の競争力向上、経営基盤の安定および体
質強化を目的とした産業財産権の取得を支援する
「真岡市産業財産権取得事業費補助金」が始まりま真岡市産業財産権取得事業費補助金」が始まりま
す。す。支援することで、本市産業の振興を図ります。
【補助対象者】
　①市内に主たる事業所を有し、引き続き 1年以
　　上事業を営んでいる中小企業者
　②他の機関から同種の補助等を受けていないこと
　③市税等を滞納していないこと
【補助対象経費】
　補助対象者が自ら開発した製品、技術、意匠等に
係る産業財産権の出願に要する経費で、出願料、出
願審査手数料、弁理士手数料等を対象とする。
　①特許法（昭和 34 年法律第 121 号）に基づく
　　特許出願
　②実用新案法（昭和 34 年法律第 123 号）に基
　　づく実用新案登録出願
　③意匠法（昭和 34 年法律第 125 号）に基づく
　　意匠登録出願
　④商標法（昭和 34 年法律第 127 号）に基づく
　　商標登録出願
【補助率および限度額】
　対象経費の2分の1以内で限度額20万円とする。
ただし、補助金額に千円未満の端数が生じたときは、
これを切り捨てる。（1事業者1会計年度１回を限度）
【施行】平成26年４月１日
【問い合わせ】商工観光課工業係 ☎83-8134 FAX83-0199

市税等の納付を安心で便利な市税等の納付を安心で便利な
口座振替にしませんか口座振替にしませんか

安心 安心 

　お申込みいただいた方先着 200人に、レジカゴ
バッグをプレゼントします。
【口座振替対象市税等】※普通徴収に限る
　市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保
　険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育
　料、墓地管理手数料、住宅使用料、上下水道料
【申し込みに必要なもの】通帳、通帳届出印
【申し込み】市役所収税課、二宮支所税務収納窓口係、
　金融機関
【その他】口座振替開始までには約 2カ月かかりま
　す。口座振替開始時には、ハガキで案内がありま
　す。金融機関で申し込みをされた方は、依頼書の
　控えを下記申込先へ持参してください。レジカゴ
　バッグを進呈します。（1世帯 1個まで）
 【申し込み・問い合わせ】
　収税課収税係 ☎ 83-8115 FAX83-6205 

市市のの封筒封筒にに広告広告をを募集募集しますします
【掲載枚数・料金】
　①長形 3号：9万枚　1枠 5万円
　②角形 2号：3万枚　1枠 5万円
【サイズ・枠数】
　①長形 3号：縦 4cm×横 10cm　4枠
　②角形 2号：縦 7cm×横 20cm　3枠
【掲載期間】6月頃からおおむね 10カ月
【申し込み】申込用紙（総務課に用意）に必要事項
　を記入し、下記へ提出してください。または、市
　ホームページ（http://www.city.moka.tochigi.
　jp/）にある「真岡市封筒広告の募集」　をご覧く
　ださい。
【締切日】4月 30日（水）まで

【応募先・問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　総務課総務文書係 ☎ 83-8106 FAX82-1065
　Eメール soumu@city.moka.lg.jp

庁舎建設検討市民会議の庁舎建設検討市民会議の
委員を公募委員を公募

　市では、真岡市新庁舎建設基本計画を策定するに
あたり、市民から広く意見を求めるため、「真岡市
庁舎建設基本計画検討市民会議」を設置します。各
種団体の代表者、公募委員など 40人以内で構成さ
れますので、委員を募集します。
【公募委員数】5人程度
【任期】審議が終了するまで（会議は5回程度開催予定）
【応募条件】市内在住の満 18 歳以上の方で、平日
　の昼間に開催する会議に出席できる方
【報酬】日額 3,000 円
【応募方法】任意の用紙に、応募の動機、氏名、年齢、性別、
　職業、住所、電話番号を記入し、持参または郵送し
　てください。FAXやEメールでも受け付けます。
【締切日】4月 23 日（水）必着　※選考結果につ
　いては、4月下旬ごろに応募者に通知します。
【応募先・問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　総務課総務文書係 ☎ 83-8106 FAX82-1065
　Eメール soumu@city.moka.lg.jp

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

         無人ヘリコプターによる
  麦病害虫防除の実施
【散布日】4月 25日（金）～ 5月 31日（土）
　午前 5時～正午
　※天候、出穂の条件により散布日時の変更あり。
【対象】二条・六条大麦、小麦
【使用農薬】トップジンMゾル（殺菌剤）8倍希釈
【問い合わせ】JA真岡地区営農センター ☎ 83-3311
　JA二宮地区営農センター ☎ 74-4115
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

河川の水を守るために河川の水を守るために
　河川への油流出事故は、水田などの下
流に大きな影響をもたらします。事業所
ばかりでなく、家庭においても油の処理
をきちんとして、安易に捨てることのな
いよう注意してください。
　万が一、誤って油を河川に流してしまった時、ま
た河川等に油膜を見つけた時は、すぐに市役所環境
課に連絡してください。
　また、水路付近で草刈りをした後も、草やごみを
河川に流さないでください。住みよい生活環境づく
りのため、ご協力をお願いします。
【問い合わせ】環境課公害対策係 ☎83-8127

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 0.09 4月 8日（火） 児童家庭課保育係

☎ 83-8035

公園（地上 50cm） 28 カ所 0.06 0.10 3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   9 カ所 不検出 4月 8日（火） 水道課浄水係
☎ 83-8697

【小学校（3/31 ～ 4/4 測定 - 校庭・地上 50 ㎝）】真岡小 0.09 真岡東小 0.07 真岡西小 0.07 亀山小 0.08 
　大内中央小0.09 大内東小0.08 大内西小0.08 山前小0.07 山前南小0.08 西田井小0.07 東沼小0.09 
　中村小 0.08 中村東小 0.08 中村南小 0.09 長田小 0.08 長沼小 0.09 久下田小 0.05 物部小 0.08
【中学校（3/31 ～ 4/4 測定 - 校庭・地上 1m）】真岡中 0.07 真岡東中 0.08 真岡西中 0.07 大内中 0.08 
　山前中 0.06 中村中 0.07 長沼中 0.08 久下田中 0.06 物部中 0.07
【市公民館分館（4/10測定）】山前分館0.07 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

　ラフマニノフ作曲のピアノ協奏曲第 2番ハ短調
作品 18とショスタコーヴィチ作曲の交響曲第 5番
二短調作品 47を演奏します。
【とき】7月6日（日）
　午後３時30分開演（午後2時30分開場）　
【ところ】真岡市民会館　大ホール
【出演】指揮：尾高忠明、
　ピアノ：小山実稚恵、管弦楽：NHK交響楽団
【入場料】
全席指定S席5,000円、A席4,000円（前売り・当日共）
　※真岡市芸術鑑賞会会員は500円引き
　　（市民会館で販売するチケットのみ）
　※未就学のお子様の入場はできません。
【入場券発売日】一般発売：４月26日（土）午前９時から
　真岡市民会館の電話予約開始は午後１時から（初日
　は一人６枚まで）
　※真岡市芸術鑑賞会会員先行販売は、４月24日（木）
　　から行います。
【チケットについて】
　◆文化課（祝日を除く火曜～土曜日）☎83-7731
　◆㈲暮田商会☎82-2611◆㈲金子電機真岡店  ☎82-1200
　◆えびはら書店  ☎74-0075
　◆FKDショッピングモール宇都宮インターパーク店２F
　　☎028-657-6534 
　◆FKDショッピングプラザ宇都宮店3F ☎028-623-5269
【問い合わせ】真岡市民会館（文化課）
  ☎ 83-7731　FAX 83-4070（日・月曜・祝日休）

真岡市制施行 60 周年記念事業・真岡市民会館真岡市制施行 60 周年記念事業・真岡市民会館
リニューアルオープン記念事業リニューアルオープン記念事業

NHK交響楽団演奏会NHK交響楽団演奏会

市制施行 60周年記念事業市制施行 60周年記念事業

真岡で「第九」を歌おう合唱団員募集真岡で「第九」を歌おう合唱団員募集
　市制施行 60 周年記念事業として開催する「第九
演奏会」に、合唱団員として参加し、みんなで感動
を味わいませんか。経験の有無は問いません。多く
の方の参加をお待ちしています。
【とき・ところ】12月13日（土）市民会館大ホール
【応募条件】小学生以上の方（高校生以下は保護者の
　承諾が必要）
【募集定員】男性（テノール、
　バス）100 人、女性（ソ
　プラノ、アルト）100人
【募集期間】4月 22日（火）～ 5月 30日（金）
　※定員になり次第締め切り
【参加費】
　一般4,000円、学生2,000円 ※楽譜代は自己負担
【練習日時】毎週火曜日 午後7時 30分～9時 30分
【初回練習日】
　6月 10日（火）午後 7時 30分～ 9時 30分
【練習場所】市民会館、生涯学習館
【申し込み】市民会館（文化課）窓口に用意してある
　申請書と参加費を添えて、申し込みください。
【受付時間】火曜日から土曜日の午前 8時 30 分～ 
　午後 5時
【問い合わせ】市民会館（文化課） ☎ 83-7731

特許・意匠登録・商標登録特許・意匠登録・商標登録などなど
産業財産権取得産業財産権取得をを支援支援しますします


