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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

【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、
市のホームページでは随時公開しています。

【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
○臨時職員　3人
【職務場所】子育て支援センター
【応募条件】保育士、看護師いずれかの資格を有し、
　子育ての相談等に応じられる方
【勤務期間】平成 27年 1月 11日～ 3月 31日
　（14日間は試用期間）
　※平成 27年 4月以降の更新の可能性あり
【勤務日】毎週日曜日勤務
　（ただし、1月中は毎週土曜日の勤務）
【勤務時間】午前8時45分～午後5時15分（7時間30分）
【賃金】時給 860円　通勤手当 2㎞以上該当
【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、資格証を添えて、下記まで本人が直接
　提出してください。（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
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【問い合わせ】選挙管理委員会　☎ 83-8190 FAX83-8082

【投票日】12月14日（日）
 　　午前7時から午後8時まで

12月 13日（土）まで

【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、
真岡市内の投票所では投票できません。）

★期日前投票★期日前投票  

【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 種類の選挙を実施★ 3 種類の選挙を実施

小選挙区
選出議員
選挙

比例代表
選出議員
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最高裁判所
裁判官
国民審査

候補者
個人の氏名
を書きます

（ピンク色の用紙）

政党等の
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（水色の用紙）

辞めさせたい
裁判官のみ
×を書きます
（白色の用紙）

▼　 　　　▼　 　　　▼

　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。

衆議院議員総選挙衆議院議員総選挙・・最高裁判所裁判官国民審査最高裁判所裁判官国民審査

【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。　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。

第1回はが路ふれあいマラソン開催第1回はが路ふれあいマラソン開催【とき】12月 21日（日）【とき】12月 21日（日）
　午前9時33分スタート　午前9時33分スタート

■交通規制があります
　■9:15～10:20全面通行止め
　■片側一車線のみ通行可能

　芳賀郡市一市四町の道路をコースとして、第１回はが路ふれあいマラソン大会を開催します。開催に伴
いコースおよび付近の道路では大幅な交通規制のため、混乱が予想されます。周囲の住民の皆さまには大
変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力の程宜しくお願い致します。

【問い合わせ】はが路ふれあいマラソン実行委員会事務局　☎0285-70-2727　8:30～17:15（日、月曜日は除く）

市税・水道料市税・水道料などなど一斉督促一斉督促
  休日、夜間を含め、市職員が該当者宅を訪問し、
納税・納入指導を行ないます。
【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
　　※ 12 月 31 日（水）・1月 2日（金）は休み
　《日曜日開庁》毎月第1・3日曜日 午前8時30分～正午
　　※ 1月 4日（日）は開庁します
　《その他》12月20日（土）・21日（日）午前8時30分～午後3時

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可
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

国民年金保険料は全額国民年金保険料は全額
「社会保険料控除」「社会保険料控除」のの対象対象ですです
　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告に
おいて全額が社会保険料控除の対象となります。
　その年の 1月 1日から 12月 31 日までに納付し
た保険料が対象です。年末調整や確定申告で社会保
険料控除を受ける場合は、「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」の添付等が必要ですので、申
告の際まで大切に保管してください。
　平成 26年 1月 1日から 9月 30日までの間に国
民年金保険料を納付された方については、今年の
11月上旬に日本年金機構より証明書が送付されて
います。また、10 月 1 日から 12 月 31 日までの
間に国民年金保険料を納付された方については、翌
年の 2月上旬に送付されます。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合
も、ご本人の社会保険料控除に加えることができま
すので、ご家族宛てに送られた控除証明書を添付の
うえ申告してください。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に
ついての照会は、ねんきん定期便・ねんきんネット
等専用ダイヤル 0570-058-555にお願いします。
【受付期間】
　11月4日（火）～平成27年3月16日（月）まで
　※祝日、12月29日～1月3日は、ご利用できません。
【受付時間】
　月～金曜日　午前 9:00 ～午後 7:00
　第２土曜日　午前 9:00 ～午後 5:00
【問い合わせ】　国保年金課国民年金係☎ 83-8593
　二宮支所福祉国保窓口係☎ 74-5004

【問い合わせ】久保記念観光文化交流館（真岡市
　観光協会） ☎ 82-2012

久保記念観光文化交流館久保記念観光文化交流館
イベント開催イベント開催

　天の織姫市の開催に併せ、久保記念観光文化交流
館でイベントを開催します。ぜひお越しください。
【とき】12月 14日（日）午前 10時～午後 3時
【ところ】久保記念観光文化交流館内（敷地内駐車
　場はイベントのため駐車できません）
■イベント内容イベント内容

敷地内駐車場敷地内駐車場
■■観光物産館限定コットベリー茶（緑茶）の試観光物産館限定コットベリー茶（緑茶）の試
　飲販売・お茶の詰め放題　　飲販売・お茶の詰め放題　■■ジェラート販売ジェラート販売
■■とちぎのおいしいきのこ届け隊とちぎのおいしいきのこ届け隊
　（きのこＰＲ、真岡のしいたけ試食）　（きのこＰＲ、真岡のしいたけ試食）

観光まちづくりセンター観光まちづくりセンター
■■モオカの休日ワークショップモオカの休日ワークショップ
　１階：切り絵（スマ切り絵クラブ）参加料500円　１階：切り絵（スマ切り絵クラブ）参加料500円
　２階：竹貼り画（竹真会）参加料1,500円　２階：竹貼り画（竹真会）参加料1,500円
■■もおか観光コンシェルジュガイドもおか観光コンシェルジュガイド
　（事前・当日受付可）：無料　（事前・当日受付可）：無料

トラットリアココロトラットリアココロ
■■パウンドケーキ・焼き菓子の販売 ※数量限定パウンドケーキ・焼き菓子の販売 ※数量限定

■はが路ふれあいマラソンコース　42.195 ㎞■はが路ふれあいマラソンコース　42.195 ㎞

平成 26 年 12 月 1日から平成 26 年 12 月 1日から
「児童扶養手当法」「児童扶養手当法」のの一部一部がが改正改正
　これまで公的年金（遺族年金、障害年金、老齢年金、
労災年金、遺族補償など）を受給する方は、児童扶養
手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以
降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差
額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
【今回の改正により新たに手当を受け取れる場合】
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢
　年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみ
　を受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低
　額の遺族厚生年金のみを受給している場合　など
【新たに受給するための手続き】児童扶養手当を受
　給するためには、下記へ申請が必要です。
【支給開始月】
　手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただ
し、これまで公的年金を受給していたことにより児童
扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12
月1日に支給条件を満たしている方が、平成27年3
月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当
から受給できます。平成26年12月～平成27年3
月分の手当ては、平成27年4月に支払われます。
【申請先・問い合わせ】児童家庭課児童家庭係☎83-8131


