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【お知らせ】「真岡市内放射線量等測定結果」は、紙面の都合によりお休みさせていただきます。
　なお、放射線量等最新結果は、市のホームページで随時公開しています。http://www.city.moka.tochigi.jp/

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

真岡市食育推進計画真岡市食育推進計画
推進協議会委員を募集推進協議会委員を募集

　食育の推進、普及啓発についてご意見をいただく
委員を公募します。
【募集人数】4人（応募者多数の場合は選考）
【任期】平成26年4月1日～平成28年3月31日（2年間）
【応募条件】以下の全ての条件を満たす方
　①年齢が20歳以上の方（平成26年4月1日現在）
　②市内に引き続き、1年以上住所を有する方
　③平日の昼間の会議に出席できる方（会議は年1回）
【応募方法】住所・氏名・年齢・職業・電話番号・
　応募動機を明記し、下記へ郵送もしくは直接持参
　してください。（メールでの応募可）
【募集期限】3月 14日（金）必着
【その他】選考結果は個別に通知します。提出書類
　は返却できません。会議に出席された方について
　は、5,000 円の謝礼が支払われます。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町5191
　農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208
　Eメール  nousei@city.moka.lg.jp

【募集期限】3 月 20 日（木）

【申し込み・問い合わせ】  学校教育課庶務係
　☎ 83-8180 FAX83-8080

【共通条件等】学習成績、世帯の収入、市税の完納などの
　条件、連帯保証人が２人必要です。※詳細問い合わせ

≪修 学 資 金≫【募集人員】全体で 25人以内
【資格】本市に 1年以上住所を有し、品行が正しく
　健康な方で、高等学校、高等専門学校、短期大学、
　大学、専修学校（2年以上の専門課程）、福祉、医療、
　看護教育を行う各種学校（高校卒業者）に在学ま
　たは入学しようとする方※在学のため他市に住
　所を移した方も対象
【貸付額】高等学校、高等専門学校 : 月額 20,000 円、
　以外の大学等:月額40,000円（年4回に分け貸与、
　初回振込 5月末）
【貸付期間】在学する学校の正規の最短修業期間
【返還】卒業後 2年経過後、貸与した年数の 2.5 倍
　に相当する期間内に、半年賦による均等払い
≪入 学 資 金≫【募集人員】全体で 5人
【資格】本市に1年以上住所を有し、短期大学、大学、
　専修学校（2年以上の専門課程）、福祉、医療、看
　護教育を行う各種学校（高校卒業者）に入学しよう
　とする方の保護者
【貸付額】300,000 円（振込は 5月末）
【返還】貸与した年から3年間で、半年賦による均等払い

修学・入学資金を無利子で貸付
平成26年度平成26年度 真岡市奨学生真岡市奨学生をを募募集集
　経済的理由により入学・修学が困難な優秀な生徒・
学生に学資等を貸与し、広く、有能な人材を育成す
ることを目的としています。

　従来、印鑑登録証の再交付手数料については、
300 円を徴収していましたが、印鑑登録証の交付
手数料の見直しにより、平成 26 年 4 月 1 日から新
規の交付手数料も 300 円となります。
【問い合わせ】市民課窓口係 ☎83-8117 FAX83-8514
　二宮支所市民窓口係 ☎74-5002 FAX74-1250

新規印鑑登録証の交付手数料が新規印鑑登録証の交付手数料が
300円になります300円になります

公益社団法人　真岡市シルバー人材センター公益社団法人　真岡市シルバー人材センター

臨時職員を募集臨時職員を募集
【募集人数】1人
【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】シルバー人材センター事務局
【勤務時間】午前 8時 30分から午後 5時
【応募条件】Word、Excel の操作ができる方、
　普通自動車免許を有する方（AT限定可）
【賃金】日額 6,240 円
【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、
　3月 7日（金）までに下記へ郵送もしくは直接持
　参してください。
【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　
　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.moka-sc.org/

所得税所得税のの確定申告確定申告はおはお早早めにめに
　平成 25年分の所得税および復興特別所得税の確
定申告の相談と受け付けは、平成26年3月17日（月）
までとなります。申告書は自分で書いて早めに提出
しましょう。申告書は郵便や信書便での送付、税務
署の時間外収受箱への投函でも提出できます。
【確定申告は正しく】期限までに確定申告をしな
　かったり、誤った申告をすると、新たな加算税が
　賦課される場合があるほか、延滞税も納めなけれ
　ばならない場合がありますのでご注意ください。
【申告書の作成】国税庁HPの「確定申告書等作
　成コーナー」でも行えます。また、そこで作成
　したデータを使い簡単な操作で自宅から e-Tax
　（イータックス：国税電子申告納税システム）　で
　電子申告することもできます。
【確定申告による所得税の納付期限】3月17 日（月）
　※振替納税を利用した場合の振替日：4/22（火）
【個人事業者の方の消費税および地方消費税の確定
申告について】消費税の課税事業者（※）に該当す
　る個人事業者の方は、平成 26年 3月 31日（月）
　までに「消費税および地方消費税の確定申告書」
　を提出し、その消費税額および地方消費税額を納
　付してください。
※平成25年分申告において「課税事業者」となる場合
　①平成23年分の課税売上高が1千万円を超える事業者
　②平成23年分の課税売上高が1千万円以下で、平成24
　　年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を
　　提出している事業者
　③①、②に該当しない場合で、平成24年 1月1日～平
　　成24年 6月 30日までの期間（特定期間）の課税売
　　上高が1千万円を超える事業者
【問い合わせ】〒 321-4305 真岡市荒町 5178
　真岡税務署☎ 82-2115
　e-Tax ホームページ : http://www.e-tax.nta.go.jp

久下田浄水場自家発電機定期点検久下田浄水場自家発電機定期点検
に伴う水道水の濁りについてに伴う水道水の濁りについて

　久下田浄水場の自家発電機定期点検を下記のとお
り実施します。
　点検作業中は停電させるため、浄水場内の機器が
一時運転停止状態になります。
　このため、水道管内の水圧が変化することで、一
時的に水の濁りが発生する恐れがありますので、点
検時間帯の水道水の使用についてご留意ください。
　また、点検時間帯以降に蛇口から赤水等の濁りが
確認された場合には、お手数でもしばらく水を流し、
きれいになってからご利用ください。
　この点検は、水道施設の維持管理、衛生管理上必要
であるため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
【点検日時】2月 28日（金）午後2時～ 3時 30分
【点検施設】久下田浄水場自家発電機
【給水区域】久下田、久下田西一丁目～七丁目、
　さくら一丁目～四丁目、境、程島、長島、石島、
　大根田、大和田地内
【点検業者】一般財団法人 関東電気保安協会 下野事業所
【問い合わせ】水道課浄水係 ☎83-8697 FAX84-7512

軽自動車等軽自動車等のの異動届出異動届出
　軽自動車税は、毎年４月１日に所有の方に年税で
課税されます。（月割り課税制度はありません）
　３月 31日までに廃車や名義変更の手続きがされ
ていないと、平成26年度も課税されますので速や
かに手続きを行ってください。また、軽自動車等の
所有者が亡くなられた場合も、廃車または名義変更
の手続きを行ってください。
軽自動車等の種別（車種） 手続き・問い合わせ先

・原動機付自転車
　（125㏄以下のバイク）
・農耕作業用自動車
・小型特殊自動車

《市》税務課諸税係
　☎ 0285-83-8112
《市》二宮コミュニティセンター
　☎ 0285-74-5003
手続きに必要なもの
☆名義変更…印鑑・譲
　渡証明
☆廃車…印鑑・ナンバー

・軽自動車
　（軽４輪貨物
　・軽４輪乗用）

軽自動車検査協会
栃木事務所
☎ 028-645-5161

・125㏄を超える二輪車
・農耕作業用自動車
　（栃ナンバーのもの）

栃木運輸支局
☎050-5540-2019

【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）

第23回第 23回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】2月23日（日）午前8時～11時 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475 番地）
【今月の目玉商品】先着200 個！1,000 円以上お買い上
　げの方に粗品プレゼント、カニのみそ汁無料配布など
【問い合わせ】地場野菜出荷者募集中！
   公設芳賀地方卸売市場協力会 ☎82-8585  FAX 84-0225

料金無料
秘密厳守 3 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など   11日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望   11日（火）9:00～15:00
法律相談（真岡市民に限る）
※ 2/28（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

 11日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）

 4・11・18・25日 （火）
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  4日（火）13:00～16:00

【人権相談の問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

堆肥を無料配布します堆肥を無料配布します
　公園や街路の樹木を剪定した枝と、草や落ち葉を
混ぜて発酵させ、1年程度置いて堆肥化させたもの
です。真岡市民でご希望の方に無料で配布します。
【配布期間】３月３日（月）～５日（水）完全予約制
　午前９時30分～11時30分、午後1時30分～３時30分
※各自で手積みとなりますので、スコップとビニール袋等を
　ご用意ください。　
【配布場所】西田井グリーンセンター（西田井1365）
【予約方法】下記窓口へ電話で申し込みください。
【予約受付期間】２月 24日（月）～ 28日（金）
　午前 9時～午後 5時
【注意事項】・堆肥がなくなり次第終了となります。
　・１人１回限りで、量は軽トラック１台（平積み）
　　までとします。（板でアオリを立てるのは禁止）

【申し込み・問い合わせ】都市計画課  ☎83-8724  FAX83-6240
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