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2月の大雪被害による2月の大雪被害による
災害廃棄物の受け入れについて災害廃棄物の受け入れについて
　大雪により被害を受けた、災害廃棄物の受け入れ
を下記の日程で行います。簡易なビニールハウスや
カーポートなどが対象です。搬入には被災証明等が
必要になりますので、詳しくは環境課まで問い合わ
せください。※搬入の際は事前予約が必要です。
【受け入れ日程】5月14日、28日、6月11日、25日、
　7月 9日、23日（全水曜日）
【受け入れ時間】午前 9時～正午
【問い合わせ】
　環境課ごみ減量係 ☎ 83-8692 FAX83-5896

真岡市中小企業勤労者真岡市中小企業勤労者
元気アップ支援事業元気アップ支援事業

　市と協定を結んでいる施設の宿泊利用料金の一
部を、助成しています。
【対象者】従業員 300 人以下の市内事業所に常時
　勤務する方およびその被扶養者（事業主除く）
【助成内容】一人3,000円分の助成券を発行します。
　交付は一人年度 1回です。
【手続き】利用者が、下記の協定施設に直接予約し、
　予約後、市商工観光課へ助成券の申請をしてくだ
　さい。（申請書は市商工観光課に用意してありま
　す。市のホームページからも印刷できます。）
【協定施設一覧】

場　所 施設名 電話番号

栃木県真岡市 井頭温泉チャットパレス
(研修、交流利用に限る) ☎0285-80-3311

　〃日光市

日光ぐりーんほてる ☎0288-54-2002
奥の院ほてるとく川 ☎0288-53-3200
ホテルナチュラル
ガーデン日光 ☎0288-50-3070

　〃日光市
（鬼怒川温泉）

きぬ川ホテル三日月 ☎0288-77-2611
鬼怒川観光ホテル ☎0288-77-1101

　〃那須町

ホテルビューパレス ☎0287-76-1111
松川屋那須高原ホテル ☎0287-76-3131
TOWAピュアコテージ ☎0287-78-1164
サンバレーリゾート
那須高原 ☎0287-76-3800

　〃那須塩原市 ホテルニュー塩原 ☎0287-32-2611
茨城県阿字ヶ浦 旅館民宿えいらく ☎029-265-7549

　〃　大洗町 大洗パークホテル ☎029-267-2171
茨交大洗ホテル ☎029-267-2151

　〃　高萩市 セントラルホテル高萩 ☎0293-24-3366
　〃　北茨城市 セントラルホテル磯原 ☎0293-42-8111
福島県福島市飯坂町 旅館湯乃家 ☎024-542-3333
群馬県渋川市伊香保町 ホテル木暮 ☎0279-72-2701
群馬県草津町 ホテル櫻井 ☎0279-88-3211
千葉県鴨川市 鴨川館 ☎04-7093-4111

新潟県新発田市 白玉の湯　泉慶 ☎0254-32-1111
白玉の湯　華鳳 ☎0254-32-1515

宮城県大崎市 鳴子観光ホテル ☎0299-83-2333
長野県山ノ内町 志賀高原の家グリーン ☎0269-34-2552
神奈川県箱根町 箱根湯本温泉 天成園 ☎0460-83-8500

【問い合わせ】商工観光課勤労者係 ☎83-8134 FAX 83-0199

市税・水道料市税・水道料などのなどの
一斉督促一斉督促をを実施実施しますします

  休日、夜間を含め、市職員が該当者宅を訪問し、
納税・納入指導を行います。
【対象】市税（市県民税、固定資産税・都市計画税、
　軽自動車税）、国民健康保険税、後期高齢者医療
　保険料、介護保険料、保育料、市営住宅使用料、
　水道・下水道使用料
　※訪問する職員は顔写真付きの「真岡市職員証」
　　を携帯しています。

《夜間》毎週水・金曜日 午後 5時 15分～ 7時
《日曜日開庁》毎月第1・3日曜日 午前8時30分～正午
《特別期間》5月17日（土）・18日（日）午前8時30分～午後3時

◆夜間・休日収納窓口◆夜間・休日収納窓口

※市税のほかに次の使用料は、納付書を持参した
　場合納付ができます。
　保育料、市営墓地管理手数料、家庭雑排水処理手
　数料、市営住宅使用料、水道・下水道使用料

【問い合わせ】収税課収納対策係  ☎ 83-8489 FAX83-6205

人・農地プラン変更人・農地プラン変更のの縦覧縦覧
　地域農業の未来設計図である「人・農地プラン」
の変更について、以下のとおり縦覧を実施します。
【とき】5月 9日（金）～22日（木）※平日のみ
　午前8時 30分～午後5時
【ところ】農政課（福祉産環部棟2F）
【問い合わせ】農政課農政係 ☎ 83-8137 FAX83-6208

高齢者交通安全県民総ぐるみ運動高齢者交通安全県民総ぐるみ運動
　この運動は、高齢者の交通事故防止を目的として実施
されます。高齢者を交通事故から守りましょう。通いな
れた道でも油断せず、安全確認は確実に行いましょう。
【期間】5 月 11 日（日）～ 20 日（火）
【推進事項】①子どもや高齢者に優しい 3S（スリー
　エス）運動の推進  SEE（見る）、SLOW（減速する）
　STOP（停止する）の 3Sを守りましょう。
②高齢歩行者・自転車利用者の交通事故防止
　◇自転車も車の仲間です。交通ルールを守りましょう。
　◇ライトの早め点灯と、自転車に「反射材」を付けましょう。
　◇自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶりましょう。
③高齢運転者の交通事故防止
　◇全席シートベルト着用を徹底しましょう。
　◇身体機能の変化を自覚し、ゆとりある運転をしましょう。
　◇運転に不安等がある方は、場合によっては、運転免許
　　証の自主返納を検討しましょう。

【問い合わせ】安全安心課交通安全係 ☎83-8110 FAX83-8392

銃器銃器でで有害鳥獣駆除有害鳥獣駆除をを実施実施
　農作物被害の防止のため、カルガモ・カラスの駆
除を実施します。
【実施期間】5月 17日（土）～ 19日（月）3日間
【対象区域】市内全域（住宅地等を除く）
【実施主体】ＪＡはが野
【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

犬犬のの登録登録およびおよび狂犬病予防注射狂犬病予防注射

【問い合わせ】環境課環境保全係
　☎ 83-8125 FAX83-5896

5 月17 日（土）

大内
地区

8:30 ～ 9:00 下鷺谷公民館
8:30 ～ 9:00 田島公民館
9:10 ～  9:30 上鷺谷公民館
9:10 ～  9:40 原町公民館
9:40 ～10:20 下籠谷公民館
9:50 ～10:20 京泉第 1公民館
10:40 ～11:40 大内農業構造改善センター
10:30 ～11:00 赤羽下公民館
11:10 ～11:40 清水第 1公民館

山前
地区

8:30 ～ 9:00 島第三公民館
9:10 ～10:10 山前農村環境改善センター
10:30 ～11:00 東大島公民館
11:10 ～11:40 東沼新境公民館

真岡
地区

13:10 ～14:20 西真岡公園（スーパーオオタニ北側）
13:10 ～14:10 熊倉公園（なかむらこどもクリニック南側）
13:50 ～14:30 真岡駅東口
14:30 ～15:30 高勢中央公園
14:30 ～15:30 真岡工業団地総合管理協会
14:40 ～15:30 市役所前

中村
地区 13:10 ～13:40 中原動物病院前

5 月18 日（日）

真岡
地区

8:30 ～ 9:20 県東健康福祉センター
8:30 ～ 9:10 大田山公民館
9:30 ～10:00 別雷神社（西郷）
9:30 ～10:20 亀山公民館
10:10 ～10:40 西の台公園
10:50 ～11:20 城山公園駐車場
11:00 ～11:50 東郷公民館
11:30 ～11:50 田町第 4公民館

山前
地区

8:30 ～ 9:20 西田井駅前
9:30 ～10:00 西田井谷中公民館
10:20 ～10:50 根本青谷農産物加工所
11:10 ～11:40 南高岡公民館

中村
地区

13:10 ～13:40 なかむら珠算塾（長田）
13:10 ～13:40 若旅公民館
13:10 ～13:30 勝瓜公園内東側
13:50 ～14:40 中村農村環境改善センター
13:50 ～14:20 三ツ谷公民館
13:40 ～14:30 長田公民館
14:50 ～15:20 北中農村研修センター
14:30 ～15:20 寺内駅前公民館
14:40 ～15:20 大沼公民館

　生後91日以上の飼い犬は、生涯1度の登録と年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられて
います。また、狂犬病予防注射については、必ず 6月 30日までに接種してください。

【注意】毎年 10月に行っていた秋の集合注射は、昨年度から廃止になりま
　した。狂犬病予防注射は、毎年 6月 30 日までに接種することになって
　います。今回受けられない場合は、個別に動物病院等で接種してください。

　社会教育委員兼公民館運営審議会委員（任期2年）
の任期満了に伴い、委員を募集します。この委員は、
社会教育に関する諸計画の立案ならびに助言、公民館
の各種事業の企画立案について調査審議を行います。
【応募条件】
　①年齢25歳以上の方（ただし学生は除く） 
　②真岡市内に引き続き1年以上住所を有する方 　
　③平日の昼間の会議（年4回程度）に出席できる方
【募集委員数】5人
【任期】平成 26 年 7 月 15 日から平成 28 年 7 月
　14日までの 2年間
【応募方法】「真岡市の生涯学習事業について」の
　テーマで 600 字程度にまとめた作文と必要事項
　（住所・氏名・性別・年齢・電話番号・職業・社
　会教育活動等の経歴・応募の動機）を明記し、
　下記までお申し込みください。また、FAXでの
　受け付けも行っています。
　※応募いただいた申込書は返却しません。
【応募締切】平成 26年 6月 2日（月）必着
【その他】選考結果については、7月上旬までに応
　募者に通知します。
【申し込み・問い合わせ】〒321-4305 真岡市荒町1201
　生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX83-4070

真岡市社会教育委員兼真岡市社会教育委員兼
公民館運営審議会委員公民館運営審議会委員をを募集募集

　麻しん風しん予防接種　麻しん風しん予防接種
　費用　費用のの一部一部をを助成助成しますします
　妊娠中に麻しん（はしか）や風しんに感染すると、
流産や早産を起こしやすくなるといわれてます。
　麻しんや風しんの予防には、ワクチンの接種が有
効です。妊娠前に感染の既往や抗体の有無を確認し、
免疫がなければワクチン接種を受け、妊娠中の感染
を防ぎましょう。

対象者 助成額

女性 抗体価が低い 19 歳以上 49 歳以
下の妊娠希望者

5,000円
男性 抗体価が低い上記女性の夫・婚姻

予定者
【助成方法】市内の医療機関に予約し受診の上、窓
　口で助成額を差し引いた額をお支払いください。
　　市外の医療機関で接種希望の場合は、下記まで
　ご連絡ください。（一度全額負担し、後日請求に
　基づき助成額を振り込みます）
【問い合わせ】
　健康増進課母子健康係 ☎ 83-8121  FAX83-8619

個人市県民税均等割額個人市県民税均等割額のの改正改正
　東日本大震災に伴う復旧・復興のための財源を
確保する臨時的な税制上の措置として、平成 26年
度から 35 年度までの 10 年間、個人市民税・県民
税の均等割額がそれぞれ 500 円引き上げられます。
　また、個人市県民税の普通徴収の納税通知書は、
6 月 10 日（火）発布予定です。

H25年度 H26～
　29年度

H30～
　35年度 H36年度

均等割額（年間）4,700円 5,700円 5,000円 4,000円

内
　
訳

市 民 税
均 等 割 額 3,000円 3,500円 3,500円 3,000円
県 民 税
均 等 割 額 1,000円 1,500円 1,500円 1,000円
とちぎの元気な
森づくり県民税※700円※700円

※個人県民税の均等割額には、平成29年度まで「とち
　ぎの元気な森づくり県民税（700円）」が加算されます。
【問い合わせ】税務課市民税係 ☎83-8113  FAX82-1066

【対象】生後 91日以上の飼い犬　【料金】新規登録（生涯 1回）3,000 円、注射（毎年 1回）  3,500 円
【持ち物】上記料金、通知はがき（登録済の方）


