
家屋を取り壊したときは家屋を取り壊したときは
税務課で手続きを税務課で手続きを

　平成31年１月１日現在で、家屋（住宅、物置、納屋、
店舗、事務所など）を所有している方には、平成 31
年度の固定資産税が課税されます。
　所有していた家屋を平成 30 年 12 月 31 日までに
取り壊された方は、印鑑を持参の上、下記窓口へ「家
屋滅失届」の提出をお願いします。
【申し込み・問い合わせ】税務課固定資産税係
　☎ 83-8114 FAX82-1066
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いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【1 月 7日（月）～ 1月 13日（日）放送内容予定】

※都合により番組内容や放送時間が変更になる場
合があります。電子番組表でご確認ください。
【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

※番組を視聴するには、真岡市ケーブルテレビ施設
への加入が必要となります。視聴の申し込みは、
宇都宮ケーブルテレビ㈱へ（☎028-638-8092）
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◆JUMP UP もおか
特番「真岡の秋ダイ
ジェスト」ほか
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◆いちごショート
　ケーキ
第 29回真岡市
　大産業祭
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◆わくわく体操　
 1 月のテーマ
「膝痛予防」
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◆コットンタイム
「真岡ミュージカル第
13回公演“ストロベ
リィ・クライシス”」

【とき】1月 12日（土）午前 9時から
【ところ】市民公園グラウンド（雨天時は総合体育館）
◇◇分列行進分列行進　　午前 11時 15 分ごろから午前 11 時 15 分ごろから
　市民公園から荒町寿　市民公園から荒町寿町交差点まで町交差点まで
　（雨天中止、下図交通規制有り）　（雨天中止、下図交通規制有り）
　▶消防団員、消防車両のパレード▶消防団員、消防車両のパレード　
　▶西真岡保育園幼年消防クラブのパレード演奏のパレード演奏
◇放水点検　午前 11時 50 分ごろから（小雨決行）
　市役所東側付近から消防車両による一斉放水

平成 31年平成 31 年  消防団出初式消防団出初式

交通規制
　午前11時
～正午まで  
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【問い合わせ】市民生活課危機管理係
　☎ 83-8396 FAX83-8392

アンケート調査にご協力くださいアンケート調査にご協力ください
子ども・子育て支援事業ニーズ調査子ども・子育て支援事業ニーズ調査
　市では、「次世代育成支援対策行動計画、子ども・
子育て支援事業計画」に基づき、子育て支援のため
の施策を実施しておりますが、現計画の期間は、平
成 27年度から 31年度までとなっています。
　つきましては、次期計画の策定に向けて、市民の
皆さまの子育て支援に関する生活実態や、ご要望・
ご意見などを把握するため、この度「子ども・子育
て支援事業ニーズ調査」を実施します。
　この調査は、無作為抽出による一部の就学前児童・
小学生・中学生の保護者の方、中学生、妊婦の皆さ
まを対象としたアンケート方式の調査です。
　調査は１月中を予定しておりますので、お手元に調
査票が届いた際は、ご協力をよろしくお願いします。

対　象対　象 調査件数調査件数
未就学児（0～ 5歳）の保護者 2,000 世帯
小学生の児童の保護者 1,000 世帯
中学生の生徒の保護者 300世帯
中学生 300世帯
母子健康手帳を交付している妊婦 300世帯
【問い合わせ】こども家庭課子育て支援係
　☎ 83-8131 FAX82-2340

交通指導員交通指導員をを募集募集
　児童生徒の登校時の交通指導や、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。
【指導時間】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
【街頭指導場所】
  ①上高間木 和光メガネとローソン横断歩道（真岡西小学区）
  ②台町 真岡駅入口交差点（真岡小学区）
  ③下高間木 はま寿司北交差点（真岡西小学区）
  ④久下田 久下田下交差点（久下田小学区）
【募集人数】4人　【身分】非常勤特別職地方公務員
【委嘱期間】平成31年4月1日～平成32年3月31日
　任期は 1年とし再任は妨げない
【報酬】真岡市非常勤嘱託報酬規程による
　※勤務に必要な制服、装備品は市から貸与
【応募条件】市内に住所を有する方。採用時、満 20
歳以上 63歳未満の方。交通指導員活動に熱意が
あり、健康な方。普通自動車運転免許を有する方。

【応募方法】履歴書（写真貼付）を1月 25日（金）ま
でに、下記へ提出してください。後日、面接（2月
4日予定）を行います。※応募書類は返却しません。

【応募先・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　市民生活課交通安全係 ☎83-8110 FAX83-8392

　マイナンバーカード　マイナンバーカード
申請・交付 特別窓口開設申請・交付 特別窓口開設
　毎月第2日曜日にマイナンバーカードの申請と交付
手続きができる特別窓口を開設します。平日に窓口に
来るのが難しい方など、この機会にマイナンバーカー
ドの申請と交付手続きの特別窓口をご利用ください。
【とき】3月までの毎月第 2日曜日
【予約可能時間】午前 9時～正午、午後 1時～ 5時
【ところ】市役所市民課
【内容】①マイナンバーカードのオンライン申請
　　　　（無料写真撮影）所要時間 5分
　　　②マイナンバーカードの交付手続き
　　　　 所要時間10分（②については市役所から
　　　　  カード交付の案内ハガキが届いた方が対象です）
※事前に電話での予約が必要です。
　マイナンバーカード業務以外の手続きはできません。
【予約方法】下記へ電話にて予約ください。
　予約受付時間　平日：午前8時30分～午後5時15分
【問い合わせ】市民課窓口係 ☎ 83-8117 FAX83-8514

マイナンバーカード地域団体へのマイナンバーカード地域団体への
出張申請・交付サービス出張申請・交付サービス
　自治会や老人会、趣味のサークルなど市内在住者の
団体（10人以上の団体）へ職員が出向いて、無料の
写真撮影とオンライン申請補助、その後のカード交付
までを行うサービスを始めました。一度も市役所に出
向かなくてもマイナンバーカードが取得できます。

カード申請交付の流れカード申請交付の流れ
【１、事前準備】　※団体代表者の方
①出張申請サービスの希望日の予約
　※代表者の方は、市民課窓口にて申込書と配布資
　　料を受け取りに来てください。
②カード申請希望者の取りまとめ
　・カード申請希望者を取りまとめ、申込み用紙を
　　事前に市民課へ提出
　・申込み者へ出張申請・交付の際に必要な書類等
　　の資料を配布
【2、申請】　（30分～ 1時間程度）
①手続きの説明（10分程度）②暗証番号設定依頼
書記入③写真撮影・オンライン申請補助
【3、交付】（30分程度）
カード申請者は、本人確認書類と通知カードを持参
※通知カードを紛失した場合でも交付は可能です。
①受取通知 (はがき )、本人確認書類（原本）の確認
②通知カード返納③マイナンバーカードの交付
【注意】申請日は、出来る限り希望日で対応可能です
が、交付日については、申請月の 2か月後の第 2
日曜日に限定となります。交付サービスで受け取れ
なかった場合は、市民課窓口での交付となります。

【問い合わせ】市民課窓口係 ☎ 83-8117 FAX83-8514 真岡市社会福祉協議会真岡市社会福祉協議会
嘱託・臨時職員嘱託・臨時職員をを募集募集
●嘱託職員　2人
【勤務内容】就労支援員・福祉施設支援員
【賃金】月額 180,700 円
●臨時職員　1人　
【勤務場所】社会福祉協議会事務局
【賃金】日額 6,450 円
＜共通事項＞
【応募条件】福祉活動に意欲のある方　
【勤務時期】平成 31年 4月 1日から
　（土曜・日曜・祝日、年末年始を除く）　
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募方法】所定の「嘱託・臨時職員採用申込書」
と市販の履歴書に必要事項を記入し、2月8日（金）
までに下記へ本人が持参。

   2 月 21 日（木）面接試験を実施。
【申し込み・問い合わせ】 社会福祉協議会
　☎ 82-8844 FAX82-5516

子ども子どもののインフルエンザ予防接種インフルエンザ予防接種をを
受けた障がい児へ受けた障がい児へのの費用助成費用助成
　健康増進課で実施している小児インフルエンザ予
防接種を受けた障がいのあるお子さまで、次の要件
を満たす方は費用を助成します。
【助成対象期間】
　平成30年10月1日（月）～平成31年2月28日（木）
【申請受付期間】
　平成 31年 3月 29日（金）まで
【対象者】1歳以上小学 6年生相当の年齢までのお
子さまで、下記の障がいに該当する場合
　①身体障害者手帳 1・2・3級
　②療育手帳A1・A2・B1
　③精神保健手帳 1・2級
【助成回数】2回まで
【助成額】医療機関窓口で払った自己負担分
　（各回上限 1,500 円）
　※職場等で助成された額を差し引きます。
【持ち物】身体障害者手帳、療育手帳、精神保健手帳、
印鑑、予防接種の領収書（2回分）、振込口座の
通帳、健康保険証

【申し込み・問い合わせ】社会福祉課障害者福祉係
　☎ 83-8129 FAX 83-8554

分

真岡市嘱託職員真岡市嘱託職員をを募集募集
●介護支援専門員　1人
【勤務場所】いきいき高齢課地域支援係
【期間】2月 1日～ 3月 31日
　（※ 14日間を試用期間とします）
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時（休憩 60分）
【勤務内容】①地域包括支援センターに関する業務（相
談業務や高齢者訪問等）②介護予防プランの作成等
③その他、いきいき高齢課地域支援係の所管業務

【応募条件】介護支援専門員の資格を有する方、普
通自動車免許所有の方（AT車限定可）、パソコン
操作（ワード・エクセル）の基本操作ができる方

【賃金】月額 245,000 円　
【選考】履歴書提出時に１次選考面接、1次選考合
格者を対象に 1月 24日（木）に面接試験

【手当等】通勤手当（2km以上該当 上限 7,100 円）
　健康保険、厚生年金、雇用保険加入
【申し込み】1月 15 日（火）までに、市販の履歴
書および職務経歴書に所要事項を記入し、事前に
連絡の上、資格証を添えて下記へ本人が直接申し
込みください。 【受付時間】午前 9時～午後 5時

【その他】期間満了後、再度雇用の可能性あり。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　総務部総務課人事給与係 ☎83-8099 FAX82-1065

平成 30 年度平成 30 年度
真岡市老人保健福祉施設整備事業真岡市老人保健福祉施設整備事業
にに係係るる整備法人の決定整備法人の決定

　市の老人保健福祉施設整備事業に、応募のあった
法人について厳正に審査した結果、次のとおり整備
法人を決定しました。
　なお、地域密着型特別養護老人ホームについては、
現在再募集を行っておりますので、決定次第、改め
てお知らせします。
〇広域型特別養護老人ホーム（50床）
　　整備年度　　平成 31年度
　　整備予定地　真岡市上大沼地内
　　整備法人　　社会福祉法人　朝日会
　　　　　　　　理事長　　青柳 勝男
〇小規模多機能型居宅介護施設
　　整備年度　　平成 31年度
　　整備予定地　真岡市東郷地内
　　整備法人　　社会福祉法人　萌丘厚生会
　　　　　　　　理事長　　佐々木 重信
【問い合わせ】いきいき高齢課介護認定係
　☎ 83-8197 FAX83-8554

会

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
大前神社ガイドツアー大前神社ガイドツアー

【問い合わせ】真岡市観光協会 
　 ☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

　ボランティアガイド「もおか観光
コンシェルジュ」がガイドツアーを
実施します。大前神社についてより
深く学んでみませんか。
【とき】1月 12日（土）午前 10時～正午
【集合場所】大前神社 第一鳥居（開始 10分前集合）
【参加料】無料　※保険料 100円は別途必要
【申し込み】開催日前日までに、下記にて申し込み


