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「Weekly News もおか」の配布方法が変わりました「Weekly News もおか」の配布方法が変わりました
　　4 月から「Weekly News もおか」は、真岡新聞とは
　別刷りとなり、真岡新聞に折り込まれて配布されます。

期日前投票 　4月 15 日（月）～ 4月 20 日（土）
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3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 　
　③イオンタウン真岡（ザ・ビッグエクストラ真岡店駐車場北西プレハブ）
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。投票日間近になりますと期日前投票所および駐車場が大変混雑しますので、
お早めに投票をお願いします。

投票所入場券 4 月 14日（日）に発送予定です。市外に転出されますと転出した日を境に
期日前投票および当日の投票はできなくなりますので、ご注意ください。

選挙公報：4月17日（水）に新聞折込予定選挙公報：4月17日（水）に新聞折込予定 市役所、公民館、ＪＡはが野各支店等にも備える予定です。

不在者投票 県選挙管理委員会の指定を受けている下記施設に入院等されている場合は、
施設内で不在者投票をすることができますので、施設に申し出てください。

施設名
芳賀赤十字病院、福田記念病院、真岡病院、老人保健施設（春祺荘・ナーシングホーム青葉・
わたのみ荘）特別養護老人ホーム（きたはら・喜望荘・桜の華・椿寿園・やまさわの里・
三起の森・かめやまの郷）

※真岡市民が、市外県外の施設に入院等をされている場合でも、その施設が指定施設であれば施設
　内で不在者投票をすることができます。
投票所が変更になります投票所が変更になります 【第 3投票所】真岡市役所　⇒　真岡市青年女性会館
一部の区域で投票区を一部の区域で投票区を
変更しました変更しました

長田土地区画整理事業地区内の一部の区域で投票区が変更となりまし
た。入場券で投票所をご確認ください。

【問い合わせ】選挙管理委員会　☎ 83-8190 FAX83-8082

真岡市議会議員選挙真岡市議会議員選挙【投票日】4月 21日（日） 【告示日】4月 14日（日）【投票日】4月 21日（日） 【告示日】4月 14日（日）
▼本市で投票できる方
　平成 13年 4月 22 日以前に生まれ、かつ、平成 31年 1月 13 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（平成 31年 1月 14日以降に、真岡市に転入届をされた方は、
投票できません）

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【4月15日（月）～4月21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】情報政策課情報管理係
　 ☎ 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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◆わくわく体操　
4月のテーマ
「上半身の姿勢
 づくり」
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「第30回真岡市
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◆JUMP UP もおか
トピックニュース、ようこそ市長室へ
「平成 31年度主要事業について（その 2）」
もおかインフォ
「運転免許証自主返納支援事業」
「真岡市議会議員選挙」
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◆いちごショートケーキ
「真岡市合併 10周年記念式典」
「第 62回全国空手道選手権大会予選兼
第 46回栃木県大会」

市・県民税における各種制度市・県民税における各種制度
の申告期限についての申告期限について

①株式等の配当所得等および譲渡所得等課税
方式の選択制度

　上場株式等に係る配当所得または株式等譲渡
所得（源泉徴収がある特定口座）について、所
得税と異なる課税方式で市・県民税の課税を希
望する場合は、所得税確定申告とは別に、市・
県民税の申告が必要です。
②配当割・株式等譲渡所得割額の控除制度
　上場株式等に係る配当所得または株式等譲渡
所得（源泉徴収がある特定口座）については、
所得税にあわせて市・県民税も徴収されていま
す。所得および徴収された所得税、市・県民税
を適用する場合は、所得税確定申告が必要です。
なお、市・県民税の計算において所得および徴
収された市・県民税を適用しない場合は①の制
度を利用する必要があります。
※制度を利用する方は、納税通知書が送達され
　る日までに申告をしてください。
◆給与所得に係る特別徴収の納税通知書
　⇒５月上旬発送
◆普通徴収および年金所得に係る特別徴収の納
　税通知書　⇒６月上旬発送
【問い合わせ】税務課市民税係 
　☎ 83-8113 FAX82-1066

市税等の納付は便利で市税等の納付は便利で
安心な口座振替で！安心な口座振替で！

　口座振替にすると、納期のたびに金融機関の
窓口に足を運ぶ必要がなくなり、かつ、納付し
忘れも防げます。
口座振替できる市税等（普通徴収のものに限る）
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
【必要なもの】通帳、通帳届出印鑑
【申し込み】納税課、二宮支所、または金融機関
※口座振替開始まで 1、2 ケ月ほどかかります。
また開始時にはハガキで案内があります。金
融機関で申し込みした方は、依頼書の控えを
下記申込先にお持ちいただければ、粗品をプ
レゼントします。（1世帯 1個まで）

【申し込み・問い合わせ】納税課収納管理係
　☎ 83-8115 FAX83-6205

真岡市嘱託・臨時職員真岡市嘱託・臨時職員をを募集募集
●＜嘱託職員＞　保健師　1人
【勤務場所】こども家庭課母子健康係
【勤務期間】5月 13日～平成 32年 3月 31日
　（14 日間は試用期間、勤務期間終了後、再度
雇用の可能性あり）

【勤務内容】①母子保健に関する業務（妊産婦保
健指導、乳幼児の集団健康診査・訪問指導、
育児教室等の企画運営）②特定保健指導

【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募条件】普通自動車免許所有の方（AT限定可）、
パソコン操作（Word・Excel）ができる方

【賃金】月額 245,600 円
　通勤手当（2km以上該当 上限 7,100 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 4月 25日（木）に面接試験

【申し込み】4月 19 日（金）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 

【受付時間】午前 9時～午後 5時
【その他】健康保険、厚生年金、雇用保険加入
　雇用開始時に 18日の年次有給休暇付与
　夏季休暇あり
●＜臨時職員＞　保育士　3人
【勤務場所】真岡保育所または中村保育所
【勤務期間】4月～平成 32年 3月 31日
　（14日間は試用期間）
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募条件】保育士の資格を有する方
【賃金】日額 8,490 円
　通勤手当（2km以上該当 上限 7,100 円）
【選考】面接（随時）
【申し込み】市販の履歴書に所要事項を記入し、事
　前に連絡の上、資格証を添えて、下記へ本人が
　直接提出ください。
【受付時間】午前 9時～午後 5時
【その他】健康保険、厚生年金、雇用保険加入
　雇用開始時に年次有給休暇 6日付与
【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

合同就職面接会参加企業募集合同就職面接会参加企業募集
　平成 32 年 3 月新規大学等卒業予定者、およ
び既卒者（3年以内）、一般求職者を対象として
開催される合同就職面接会において、参加企業
を募集します。
【とき】7月 5日（金）　午後 1時 30分～ 4時
【ところ】フォーシーズン静風
【募集企業】30社
【申込期間】4月 15日（月）～ 5月 10日（金）
※申し込み多数の場合は、先着順となります。
　参加を希望する企業は、下記へお問い合わせ
ください。
【共催】ハローワーク真岡、真岡地区雇用協会
【申し込み・問い合わせ】商工観光課勤労者係
　 ☎ 83-8134 FAX83-0199

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター
新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会
　入会の説明・理事との面接をします。
【とき】4月 18日（木）午前 10時から
【ところ】総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【仕事内容】除草、草刈、植木剪定、屋内外清掃等
※事前受付・入会書類のお渡しがありますので、
4 月 17 日（水）までに下記へお越しください。

【申し込み・問い合わせ】〒321-4305 真岡市荒町111-1
シルバー人材センター ☎ 84-1110 FAX84-1109

真岡市議会議場コンサート真岡市議会議場コンサート
出演者募集出演者募集

【開催予定時期】6月定例会・12月定例会
【演奏時間】午前9時10分～9時40分（30分間）
【申し込み】4月 24日（水）必着
　詳しくは、市議会のホームページまたは、議
事課にお問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】議事課
　☎ 83-8176 FAX83-8714


