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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。

平成26 年12月1日から平成26 年12月1日から「児童扶養「児童扶養
手当法」手当法」のの一部一部がが改正改正になりましたになりました
　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。
【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、ご本人の申請が必要です。
【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。詳しい内容は、
下記へお問い合わせください。

【申請先・問い合わせ】児童家庭課児童家庭係☎83-8131

【とき】1月 10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 20 分ごろ～午前 11 時 20 分ごろ～
　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～
　市役所東側付近から消防車両による一斉放水（雨
　天決行）、県防災ヘリによる消火訓練（河川敷の
　立入規制有り、天候により中止有り）
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【問い合わせ】安全安心課消防防災係☎83-8396 FAX83-8392

久下田だるま市の開催久下田だるま市の開催
【とき】1月 10日（土）午前 9時～午後 6時午前 9時～午後 6時
【ところ】足利銀行久下田支店前
【内容】だるまの販売、各種露店など

【問い合わせ】真岡市観光協会 ☎ 82-2012

【とき】1月11日（日）午前9時～午後6時
　※荒天時は 18日（日）に延期
【ところ】市役所東側交差点～田町橋西側の五行川沿い
【内容】だるま･お飾り･植木などの市や露店、寿くじ 
　抽選会（寿町商店会主催）、家庭のだるま回収など
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平成27 年度給与支払平成27 年度給与支払
報告書報告書のの提出提出をを忘れずに忘れずに

【提出期限】2 月 2日（月）※期限厳守
【提出先】受給者が平成 27年 1月 1日現在居住し
　ている市町村長あてに提出してください。
【報告書配布場所】真岡税務署および市税務課窓口
【提出書類】①「総括表」
　②「給与支払報告書（個人別明細書）」受給者1人
　につき上から2枚（市町村提出用）を１組として提
　出してください。なお、受給者の「住所」「氏名（フ
　リガナ）」「生年月日」は必ず記入し、平成26年中
　の所得額・源泉徴収税額に関わらず、真岡市在住の
　方全員分を提出してください。平成26年中に退職
　した方は退職年月日を明記してください。
③「個人住民税の普通徴収への切替理由書」個人住
民税の納付方法を普通徴収（個人で納付）にする方
がいる場合のみ、普通徴収の人数を記入し提出して
ください。提出がない場合は特別徴収（給与天引き）
となりますのでご注意ください。また、給与支払報
告書（個人別明細書）の摘要欄に、普通徴収とする
理由を明記してください。
【問い合わせ】税務課市民税係☎83-8113 FAX82-1066

税務署からのお知らせ税務署からのお知らせ
◆所得税の確定申告をされるすべての方へ
　　確定申告書への復興特別所得税額の記載漏れに
　ご注意ください。平成25年分から平成49年分ま
　での各年分については、所得税と併せて復興特別所
　得税の申告および納付をすることとされています。
　　復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額（原
　則として、その年分の所得税額）に2.1％の税率を
　掛けて計算した金額です。
◆公的年金等受給者に係る確定申告不要制度
　　平成 23年分以後の各年分において、公的年金等
　の収入金額の合計額が 400 万円以下であり、かつ、
　公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20万円
　以下である場合には所得税の確定申告は必要ありま
　せん。（所得税の確定申告が必要ない場合であって
　も、住民税の申告が必要な場合があります。）
　　また、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の
　提出が要件となっている控除（例えば、純損失や雑
　損失の繰越控除など）の適用を受ける場合には、確
　定申告書の提出が必要となります。
◆消費税の確定申告をされる方へ
　平成26年 4月１日から消費税率が５％（内、地方
消費税１％）から８％（内、地方消費税1.7％）に変更
されました。このため、平成26年分の消費税および地
方消費税の確定申告書を作成するためには、帳簿等に
おいて課税取引を事前に適用税率ごとに区分し、それ
を基に計算していただく必要があります。

【問い合わせ】真岡税務署個人課税部門 ☎ 82-2116

　病害虫防除を目的に、平成 22年度まで実施して
いた、市内一斉の「あぜ道等のしば焼き」は、栃木
県からの自粛要請を受け、昨年度に続き中止となり
ました。営農のため、やむを得ず「しば焼き」を行
う場合は、風向き等を考慮し、安全を確認して実施
してください。

～農業者の皆さまへ～～農業者の皆さまへ～
  市内一斉「しば焼き」市内一斉「しば焼き」のの自粛自粛

【問い合わせ】農政課農政係 ☎ 83-8137
真岡市稲作近代化推進協議会（事務局） ☎83-3311　

交通指導員募集交通指導員募集
　児童生徒の登校時における街頭での交通指導や、
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。
【街頭指導場所】①熊倉1丁目：ウェルシア薬局東側
　交差点　②松山町：国道408号線第一電子西交差点
　③久下田：久下田下交差点　【募集人数】3人
【街頭時間】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
【身分】非常勤特別職公務員
【委嘱期間】平成27年4月1日～平成29年3月31日
　任期は2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
【応募条件】①真岡市内に住所を有する方 ②満 20
　歳以上で、61 歳未満の方 ③人格円満・健康で、
　交通指導員活動に熱意のある方 ④普通自動車運
　転免許を有する方
【応募方法・期間】1月 30日（金）までに、履歴書（写
　真貼付）を下記へ提出してください。後日、面接
　を行います。（面接日は後日通知）
【応募先・問い合わせ】安全安心課交通安全係
　 ☎ 83-8110　FAX83-8392

真岡市社会福祉協議会真岡市社会福祉協議会

嘱託職員を募集嘱託職員を募集
【募集人数】1人　【業務内容】指導員
【勤務時期】平成 27年 4月 1日から
　（土・日曜日、祝日を除く毎日）
【勤務場所】障がい者福祉サービス事業所等
【勤務時間】午前 8時 30分から午後 5時
【応募条件】福祉活動に意欲のある方
【賃金】月額 172,300 円
【応募方法】市販の履歴書に所要事項を記入し、
　2月 6日（金）までに下記へ本人が持参してくだ
　さい。書類選考後、一次合格者に対し、後日面接
　を実施します。
【申し込み・問い合わせ】真岡市社会福祉協議会
 　☎ 82-8844　FAX82-5516

調理・配送ボランティア募集調理・配送ボランティア募集
　平成 27年度の老人給食サービスにおける調理と
配送のボランティアを募集します。
【とき】平成27年4月から　月1回
　真岡地区（火曜日）、二宮地区（木曜日）のいずれか
　調理ボランティア：午前9時～正午ごろ
　配送ボランティア：午前11時～正午ごろ
【ところ】調理ボランティア：真岡市社会福祉協議会
　調理室、配送ボランティア：真岡市社会福祉協議
　会調理室から市内受給者宅（自家用車での配送）
【申し込み・問い合わせ】1月23日（金）締め切り
 真岡市社会福祉協議会 ☎ 82-8844 FAX82-5516

太陽光発電設備を太陽光発電設備を
設置された皆さまへ設置された皆さまへ

　事業用の太陽光発電施設は固定資産税（償却資産）
の課税対象となります。（ただし、10kw未満は課
税対象外）所有者は償却資産の申告が必要です。
　また、固定価格買取制度の認定を受けて取得され
た場合には、固定資産税の課税標準の特例が適用さ
れます。詳しくは、下記までお問い合わせください。
【問い合わせ】
　税務課固定資産税係☎ 83-8114 FAX82-1066

「「22015年農林業センサス」の実施015年農林業センサス」の実施
　2015 年農林業センサスを実施します。皆さまの
調査へのご理解・ご回答をよろしくお願いします。
【調査の期日】平成 27年 2月 1日
【調査の対象】一定規模以上の農業を行う全ての世
　帯、組織および法人が対象
【調査の方法】
　平成 27年 1月中に調査員が直接調査票記入の依
頼に伺い、2月に回収します。
※最初に、調査員が聞き取りで農業の状況を伺い
　ます。調査対象となった場合、調査票をお渡しし
　ますので、ご記入をお願いします。
【その他】
　調査票に記入した内容は、統計作成目的以外に使
われることはありません。また、この調査は「統計
法」により報告の義務があります。

【問い合わせ】企画課統計係☎83-8109 FAX83-5896

【かたり調査にご注意ください！】
農林業センサスを装った不審な訪問者や不審な電話・電
子メールなどにご注意ください。調査員は必ず調査員証
を身に付けておりますのでご確認ください。また、調査
に際して金品を請求したりすることは決してありません。

久下田浄水場機器更新工事に伴う久下田浄水場機器更新工事に伴う
水道水の濁りについて水道水の濁りについて

　久下田浄水場の機器更新工事を下記のとおり実施
します。工事は、場内の配水管の一部をバイパス管
に切換えて行うため、切換の際に管内の水圧が変化
することにより、一時的に水の濁りが発生するおそ
れがありますので、工事時間帯の水道水の使用につ
いてご留意ください。
　また、工事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。
　この工事は、水道施設の維持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いたします。
【工事期間】1月 13日（火）～ 16日（金）
　午前 8時 30分～午後 5時
【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
【施行業者】日神工業㈱

【問い合わせ】水道課浄水係 ☎83-8697 FAX84-7512


