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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
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国民年金保険料国民年金保険料
納付相談会開催納付相談会開催

　年金事務所の職員が、国民年金保険料の納付相談
にお答えします。ぜひこの機会にご相談ください。
【とき】2月 3日（火）・4日（水）
　午前 9時 30分～午後 4時
【ところ】真岡市役所　１階会議室
【対象】経済的に国民年金保険料を納めることが困難
な方や、過去に国民年金保険料を納め忘れたこと
がある方。その他国民年金に関する相談がある方。

【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
　宇都宮東年金事務所  ☎ 028-683-3217

【申し込み・問い合わせ】総務課契約検査係 ☎83-8145

小規模工事等契約希望者登録小規模工事等契約希望者登録
の申請受付の申請受付

　真岡市では、入札参加資格がなくても請負金額
50万円以下の小規模で軽易な建設工事や修繕の受
注を可能にした「小規模工事等契約希望者登録制度」
を設けています。
　登録を希望される方は、下記により申請書を提出
してください。なお、既に登録済みの方についても
今年度末で有効期間が満了となるため、更新の必要
があります。
【申請の受付期間】2月 2日（月）～ 20日（金）
【登録の有効期間】平成 27年４月１日から 2年間
※登録制度の詳しい説明や申請書様式は、市ホー
　ムページ「産業と雇用」内、「入札契約情報」に
　掲載していますが、配布もいたしますのでお問い
　合わせください。

料金無料
秘密厳守 2 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 10日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 10日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※1/30（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

  10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）
　受付時間9：00～ 14：00

3・10・17・24日
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  3日（火）13:30～15:30
【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

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

【問い合わせ】真岡市観光協会
　☎82-2012（FAX兼）  

【展示期間】【展示期間】2 月 1日（日）～ 3月 3日（火）2月 1日（日）～ 3月 3日（火）
　　　　　 午前 10 時～午後 4時　最終日は午後 3時　　　　　 午前 10 時～午後 4時　最終日は午後 3時
　　◆同時開催：ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）◆同時開催：ひな人形塗り絵展示（市内園児年長児）

『真岡・浪漫ひな飾り』『真岡・浪漫ひな飾り』第六章第六章
　　桃の節句に女の子の健やかな成長と幸せを願い飾られている、ひ桃の節句に女の子の健やかな成長と幸せを願い飾られている、ひ
な人形やつり雛を「国登録文化財」の久保講堂で展示します。また、な人形やつり雛を「国登録文化財」の久保講堂で展示します。また、
市内協力施設においても展示案内を行います。ぜひご覧ください。市内協力施設においても展示案内を行います。ぜひご覧ください。 市役所
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久保
講堂【ところ】久保講堂　【入館料】無料【休館日】２月の毎週火曜日【ところ】久保講堂　【入館料】無料【休館日】２月の毎週火曜日

【展示協力施設】【展示協力施設】★★ひな飾りの展示・パンフレット設置★ひな飾りの展示・パンフレット設置★

平成 27 年度から平成 27 年度から
前納報奨金制度前納報奨金制度をを廃止廃止しますします
　市県民税および固定資産税・都市計画税の前納報
奨金制度を廃止します。
　これまで、早期納付にご協力いただきました皆
さまにお礼を申し上げますとともに、制度廃止へ
のご理解と引き続きの納期内納付にご協力をお願
いします。
　なお、前納報奨金制度はなくなりますが、引き続
き１年分を一括納付することはできます。

　期別納付（各期ごとの納付）に変更を希望される
方は、「口座振替方法変更届」により、変更手続き
をお願いします。
【問い合わせ】
　収税課収税係☎ 83-8115 FAX83-6205

真岡市交通安全市民大会真岡市交通安全市民大会
　市民の交通安全に対する意識高揚と、交通事故防
止の推進を図るために市民大会を開催します。ぜひ
ご参加ください。
【とき】1月 29日（木）午後 2時～ 4時 午後 2時～ 4時 
【ところ】真岡市民会館　大ホール　【ところ】真岡市民会館　大ホール　※入場無料
【内容】交通安全作文朗読、クラシックコンサートなど【内容】交通安全作文朗読、クラシックコンサートなど
【問い合わせ】安全安心課交通安全係
　☎ 83-8110　FAX83-8392

　久保講堂、　久保講堂、真岡商工会議所、真岡商工会議所、真岡木綿会館、真岡真岡木綿会館、真岡
市役所、久保記念観光文化交流館、SLキューロク館、市役所、久保記念観光文化交流館、SLキューロク館、
大前恵比寿神社、真岡井頭温泉、井頭温泉チャット大前恵比寿神社、真岡井頭温泉、井頭温泉チャット
パレス、もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部、農産物販売パレス、もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部、農産物販売
交流施設いがしら（あぐ里っ娘）、真岡りす村ふれあ交流施設いがしら（あぐ里っ娘）、真岡りす村ふれあ
いの里、二宮コミュニティセンター、にのみや商工会、いの里、二宮コミュニティセンター、にのみや商工会、
道の駅「にのみや」、つかもと道の駅「にのみや」、つかもと

「「22015年農林業センサス」実施中015年農林業センサス」実施中
　農林業センサスは、農林業構造統計を作成し、食料
･農業･農村基本計画および森林･林業基本計画に基
づく諸施策並びに、農林業に関する諸統計調査に必要
な基礎資料を整備することを目的としています。
　この調査は、５年に一度行われる政府の重要な調
査であり、正確な統計を作成するため、統計法に基
づいた報告義務のある調査として実施いたします。
皆様のご協力、ご回答をよろしくお願いいたします。
◆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。
◆調査員は、県から任命を受けた非常勤の公務員で
す。調査に関する守秘義務が課せられています。

【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。

地球温暖化防止活動推進員の募集地球温暖化防止活動推進員の募集
　「地球温暖化防止活動推進員」は、日常生活の中で
環境に配慮した行動を実践し、仲間、行政、企業等
と連携して、地域における温暖化防止等の普及啓発
のお手伝いをしていただく方たちです。
　この度、平成27年度の「栃木県地球温暖化防止
活動推進員」を募集します。
【活動内容】温暖化防止、環境学習等の推進や、市町・
県等と連携した普及啓発活動の実施等

【活動例】①自治会、子供会、ＰＴＡ、小中学校など
の地域における環境学習講座の支援や体験授業の実
施または補助 ②市町等が主催するイベント等への
環境に係る出展または当日のお手伝い ③県が推進
する学校での環境学習や、エコドライブキャンペー
ン等への参加、ご近所・お友達・職場の方への周知

【応募方法】所定の応募用紙に必要事項を記入し、郵
送またはメールで応募

【募集締切】２月27日（金）必着
【選考】応募書類をもとに選考委員会が選考
【問い合わせ】栃木県環境森林部地球温暖化対策課
　〒320-8501宇都宮市塙田1-1-20☎028-623-3262
　E-mail：chikyu-ondanka@pref.tochigi.lg.jp

【問い合わせ】下水道課維持係☎ 83-8162 FAX83-8142

下水道管路止水工事の実施下水道管路止水工事の実施
【工事期間】1月 26日（月）～ 3月 13日（金）
　午前 8時 30分～午後 5時
【施工区域】伊勢崎、大谷新町、大谷本町、台町、長田、
　並木町 1丁目、西高間木、東郷、八木岡、久下田、
　久下田西 3丁目、久下田西 6丁目
【工事内容】施工区域内の下水道本管の破損等の修繕
工事を行います。工事施工の際には、公共汚水桝
の蓋を開けるため敷地に立入らせていただく場合
もありますが、ご了承のうえ、ご協力お願いします。

【施工業者】　㈱アクアドクター（真岡市高田2643番地）
　☎75-8919
※施工業者は市が発行した身分証明書を携帯して
おりますので、ご不明な場合ご確認ください。施
工業者が営業活動を行ったり、費用の請求をする
ことは一切ございません。

『普通救命講習』『普通救命講習』受講者募集受講者募集
　AED（電気ショック）を用いた心肺蘇生法など
救命に必要な応急手当の知識と技術を学びます。
【とき】2月 22日（日）午前 9時～正午
【ところ】市公民館真岡西分館
【講習種別】普通救命講習・再講習　【参加料】無料
【定員】先着 30 人（定員になり次第受付終了）
【申し込み・問い合わせ】
　真岡西分署　救急係 ☎ 83-2424

穴川幹線水路穴川幹線水路のの取水取水をを停止停止
　平成 26年度農業基盤整備促進事業、平成 26年
度維持管理適正化事業の水路補修工事のため、取水
を停止します。
【工事箇所】島地区、東沼地区、上物井地区
【とき】2月 1日（日）～ 3月 24日（火）
【ところ】大前堰より穴川幹線水路の全域
【問い合わせ】穴川土地改良区連合 ☎82-2504（FAX兼）

■■口座振替により引き続き全期前納（一括納付）の口座振替により引き続き全期前納（一括納付）の
継続を希望される方は、収税課より郵送されてい継続を希望される方は、収税課より郵送されてい
るる「口座振替方法変更届」のお手続きは不要「口座振替方法変更届」のお手続きは不要です。です。

ときわ橋補修工事ときわ橋補修工事をを実施実施
　橋の老朽化に伴い、ときわ橋 (下図 )の補修工事
を実施します。工事については、全面通行止め (車
道・歩道 )にて行いますので、他道路への迂回をお
願いします。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお
願いします。
【通行止め期間】2月10日（火）～3月21日（土）予定

【問い合わせ】建設課維持係☎83-8148 FAX83-6240

ときわ

市民のつどい・平沢利子氏講演会市民のつどい・平沢利子氏講演会
　このつどいは、市民が明るい地域づくり
や誇れる郷土づくりのために地域のリー
ダーとして活躍いただくことを願い開催す
るものです。今年は、「色彩」をテーマに、
似合う色の仕組み・見つけ方についてお話
していただきます。
【とき】2月7日（土）午後1時30分～（午後1時開場）
【ところ】真岡市民会館 小ホール
【内容】◆第 1部 とちぎ次世代人材づくり事業参加
報告　発表者：石塚智紀氏

　◆第２部 講演「似合う色で輝く自分発見！」　講師：
カラリスト 平沢利子氏

【申し込み・問い合わせ】8:30 ～17:00（日曜・祝日休）
　生涯学習課 ☎ 82-7151 FAX 83-4070

平沢利子氏平沢利子氏


