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 真岡市制施行60周年記念 真岡市制施行60周年記念
  心を一つに  心を一つに 6060 年年
     豊かに真岡     豊かに真岡
        人人・・夢夢・・未来未来

金属泥棒金属泥棒にに
　　ご注意　　ご注意くださいください
　最近市内で、エアコンの室外機や
給湯機などの盗難被害が多発してい
ます。屋外に設置する機械の盗難に
ご注意ください。

とちぎ子ども救急電話相談とちぎ子ども救急電話相談
受付時間受付時間のの変更変更

　お子さんが急な病気やけがなどで心配な時、家庭
での対処法などを、経験豊富な看護師がアドバイス
します。慢性疾患や育児相談には応じられませんの
でご注意ください。
【現在】【現在】
　受付時間：午後 6時～午後 11時　受付時間：午後 6時～午後 11時
【12月以降】　【12月以降】　
　受付時間：月曜日～土曜日　午後6時～翌朝8時　受付時間：月曜日～土曜日　午後6時～翌朝8時
　　　　　　日曜日・祝休日　24時間対応　　　　　　日曜日・祝休日　24時間対応
【電話番号】＃8000または 028-600-0099【電話番号】＃8000または 028-600-0099

　緊急・重症の場合は、迷わず 119 番をご利用く
ださい。また、この事業は電話によるアドバイスを
行なうものであり、診断等の医療行為は行いません。

【問い合わせ】栃木県　医療政策課　☎028-623-3157

【申し込み・問い合わせ】総務課人事給与係 ☎83-8099

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
【職務内容】申告に係る事務補助（税務課）
【応募条件】パソコン（ワード・エクセル）操作のできる方
　自家用車で通勤できる方
【募集人数】平成27年1月6日～3月31日　3人
　　　　　平成27年2月2日～3月31日　4人
【勤務時間】午前8時30分～午後5時（7時間30分）
【賃金】日額 6,240 円【選考方法】面接（随時）
【申し込み】市販の履歴書に所要事項を記入し、事前に
　ご連絡の上、下記まで本人が直接提出してください。

市議会 ≪12月市議会 ≪12月のの日程≫日程≫

12月

2日（火）開会10：00～

8日（月）議場コンサート　9：10～質疑・一般質問10：00～
9日（火）質疑・一般質問10：00～
10日（水）質疑・一般質問（予備日）10：00～
11日（木）常任委員会（文教・民生産業）10：00～
12日（金）常任委員会（総務・建設）10：00～
16日（火）閉会10：00～

【問い合わせ】議事課☎ 83-8176 FAX83-8714

【問い合わせ】議事課☎ 83-8176 FAX83-8714

議場コンサート議場コンサートをを開催開催
　市議会では、議場でコンサートを開催します。皆
さまのご来場をお待ちしております。
【とき】12月8日（月）　午前9時10分～9時40分
　（受付 8時 40分から）
【ところ】真岡市役所　市議会議場【定員】先着50人
【内容】「舞ヶ丘合唱団」の皆さんによる合唱　
　※午前 10時から一般質問が始まります。

【補助の条件】
◆飼い主が市内に住所があること（※販売目的は不可）
◆犬の場合は狂犬病予防法に基づく登録と毎年1回
　の狂犬病予防注射が済んでいること
◆芳賀郡内獣医師の手術を受けること
◆市税を完納していること（世帯全員）
【補助金額】
　メス犬一頭につき5,000円、メス猫一頭につき3,500円
【手続き】手術後 30 日以内に申請書兼請求書を環
　境課へ提出してください。申請書兼請求書はホー
　ムページからもダウンロードできます。また、郡
　内の動物病院にもあります。
　近年、捨て犬、捨て猫に関する苦情が多数寄せら
れております。飼い主のいない不幸な犬や猫を増や
さないよう、愛情を持ってしつけ、生涯責任を持っ
て飼育しましょう。

【申請・問い合わせ先】環境課環境保全係（本庁舎3階） 
　☎ 83-8125  FAX83-5896

メス犬・メス猫メス犬・メス猫のの
避妊手術補助金制度避妊手術補助金制度

【問い合わせ】選挙管理委員会　☎ 83-8190 FAX83-8082

【公示日】12月2日（火）　【投票日】12月14日（日）

▼期日前投票
　12月3日（水）～12月13日（土）
　※ただし、最高裁判所裁判官国民審査は、
　　12月7日（日）から
　投票日当日、仕事やレジャーなどで
投票区内にいない予定の方は、下記の
2カ所で期日前投票ができます。
【時間】午前 8時 30分～午後 8時
【投票所】
　①市公民館真岡西分館
　②二宮コミュニティセンター 
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衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

平成27・28 年度平成 27・28 年度
入札参加資格申請受付実施入札参加資格申請受付実施
　市が発注する建設工事、各種業務、物品販売等の入
札に参加するためには、入札参加資格審査申請書を提
出し、有資格者として認定を受ける必要があります。
【受付期間】市内に本店のある事業者
　12月 1日（月）～ 12月 12日（金）消印有効
　※上記以外の事業者は期間が異なります。市ホー
　　ムページをご覧ください。
【提出方法】郵送（書留・宅配）を原則とします。
【提出書類】必要提出書類および記載方法等につい
　ては、市ホームページ「産業と雇用」内の「入札・
　契約情報」で確認してください。
【真岡市入札参加資格者名簿登録期間】
　平成27年4月1日～平成29年3月31日（2年間）

【申し込み・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町5191
　総務部総務課契約検査係☎83-8145　FAX80-5036
　※詳しくは市ホームページをご覧ください。
　http://www.city.moka.tochigi.jp/12,0,51.html

【障害福祉サービスとは…】
　居宅介護、ヘルプサービス、短期入所、施設入
所、グループホーム、就労継続Ａ型Ｂ型、就労移行、
児童発達支援、放課後等デイなどをいいます。

【申請・問い合わせ先】
　福祉課障害者福祉係　☎ 83-8129

「障害福祉サービス」を「障害福祉サービス」を
ご利用の皆さまへご利用の皆さまへ

　障害者自立支援法の規定により、平成 24年 4月
1日から、障害福祉サービスを利用する方は「サー
ビス等利用計画案」を作成し、市へ提出することに
なっています。
　現在、サービスを利用の方で「サービス等利用計
画案」の提出が済んでいない方は、利用施設や計画
相談事業所等に相談をして、計画案の作成を依頼の
上、必ず平成27年3月までに福祉課へ提出ください。
　すでに、福祉課を通して事業所に依頼済みの場合
もありますので、福祉課へお問い合わせください。
※計画相談は各福祉サービスの支給決定期間に合
　わせて決定されています。更新する場合やサービ
　スの内容を変更する場合も、必ず計画相談支援員
　に相談の上、計画書を作成してもらってから市役
　所の窓口に申請してください。

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 0.06 0.09 11月 4日（火） 児童家庭課保育係

☎ 83-8035

公園（地上 50cm） 28 カ所 0.05 0.11 10月 15日（水） 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 11月 4日（火） 水道課浄水係
☎ 83-8697

【小学校（11/10 ～ 11/14 測定 - 校庭・地上 50 ㎝）】真岡小 0.07 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0.07 大内西小0.08 山前小0.06 山前南小0.07 西田井小0.06 東沼小0.08 
　中村小 0.08 中村東小 0.07 中村南小 0.09 長田小 0.09 長沼小 0.09 久下田小 0.06 物部小 0.07
【中学校（11/10 ～ 11/14 測定 - 校庭・地上 1m）】真岡中 0.07 真岡東中 0.08 真岡西中 0.08 大内中 0.07 
　山前中 0.06 中村中 0.07 長沼中 0.07 久下田中 0.07 物部中 0.06
【市公民館分館（11/10測定）】山前分館0.07 中村分館0.10 大内分館0.07 真岡西分館0.08 二宮分館0.08

【問い合わせ】
安全安心課 ☎ 83-8394 真岡警察署☎ 84-0110

▼３種類の投票を行います　
○小選挙区選出議員選挙：候補者個人の氏名を記入。
○比例代表選出議員選挙：政党等の名称、略称を記入。
○最高裁判所裁判官国民審査：辞めさせたい裁判
　官のみ×を記入。

▼本市で投票できる方
　平成6年12月15日以前に生まれ、かつ、今年9月
1日以前に真岡市に転入届をし、引き続き3カ月以上住
所を有している方（今年9月2日以降に、真岡市に転入
届をした方は、真岡市内での投票所では投票できません）

【期日前投票の受付手続きが早く済みます】【期日前投票の受付手続きが早く済みます】
　投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」にあらかじめ記入してお持ちいただくと、受付手続　投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」にあらかじめ記入してお持ちいただくと、受付手続
きが早く済みます。きが早く済みます。
▼投票所入場券 12月2日 (火 )に発送予定です。※12月4日（木）までに各家庭に届く予定です。
▼選挙公報は12月10日（水）の新聞折込の予定です
　市役所、公民館、郵便局、ＪＡはが野各支店等にも備える予定です。

セアカゴケグモセアカゴケグモににご注意ご注意くださいください
　栃木県鹿沼市でセアカゴケグモが発見されました。セ
アカゴケグモは攻撃性はありませんが、メスは毒を持っ
ていて、触るとかまれることがありますので、素手で捕
まえたり、触らないように注意してください。
【セアカゴケグモの特徴】
　体長（足を除く）約 0.7 ～ 1 ㎝
　全体が光沢のある黒色
　背中に目立った赤色の帯状の模様
　駆除する場合は、市販の家庭用殺虫
剤を使用するか、靴で踏みつぶしてく
ださい。万が一かまれたときは、速やかに医療機関を
受診してください。セアカゴケグモに関する詳しい情
報は、下記ホームページをご覧ください。
■栃木県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.pref.tochigi.lg.jp/
【セアカゴケグモに関する問い合わせ】
　真岡市環境課環境保全係　☎ 83-8125
　栃木県県東環境森林事務所　☎ 81-9001
【健康相談に関する問い合わせ】
　真岡市健康増進課成人健康係　☎ 83-8122
　栃木県保健福祉部生活衛生課　☎028-623-3110


