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ううまい話にご用心！まい話にご用心！
　県内各地の消費生活センター県内各地の消費生活センター
に、マルチまがい商法の相談が、に、マルチまがい商法の相談が、
今年秋ごろから多く寄せられて今年秋ごろから多く寄せられて
います。います。
　「儲かる」と言われるままに、友人からネットビ　「儲かる」と言われるままに、友人からネットビ
ジネスなどの事業を持ちかけられ、内容を理解しなジネスなどの事業を持ちかけられ、内容を理解しな
いまま契約するなどして、トラブルに巻き込まれていまま契約するなどして、トラブルに巻き込まれて
います。巻き込まれているのは、いずれも 10代かいます。巻き込まれているのは、いずれも 10代か
ら 20代の若者です。楽して儲かる仕事はありませら 20代の若者です。楽して儲かる仕事はありませ
ん。うまい話には注意しましょう。ん。うまい話には注意しましょう。
【問い合わせ】
　消費生活センター☎ 84-7830
　安全安心課 ☎ 83-8394　FAX83-8392

きれいなまちづくりにご協力くださいきれいなまちづくりにご協力ください
12月20日（日）12月20日（日）市内一斉清掃市内一斉清掃
　公共の場所 (道路、河川、公園など）の清掃をお　公共の場所 (道路、河川、公園など）の清掃をお
願いします。願いします。
【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）　②空き缶・【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）　②空き缶・
空きビン　③雑草・木の枝　④その他　の４種類空きビン　③雑草・木の枝　④その他　の４種類
　※午前９時までに指定の場所に出してください。　※午前９時までに指定の場所に出してください。
　※もえるごみ、空き缶・空きビンは、必ず透明ま　※もえるごみ、空き缶・空きビンは、必ず透明ま
　　たは半透明の袋に入れて出してください。　　たは半透明の袋に入れて出してください。
　※真岡市指定ごみ袋（黄色）およびボランティア　※真岡市指定ごみ袋（黄色）およびボランティア
　　袋（ピンク）は、使用しないでください。　　袋（ピンク）は、使用しないでください。
　※雑草や木の枝は、雑草・木の枝だけを袋に入れ　※雑草や木の枝は、雑草・木の枝だけを袋に入れ
　るか、束ねて縛って出してください。　るか、束ねて縛って出してください。

【その他】雨天中止（順延なし）　【その他】雨天中止（順延なし）　
　※中止の場合のみ午前７時に防災無線でお知らせ　※中止の場合のみ午前７時に防災無線でお知らせ
　します。　します。

【問い合わせ】
環境課清掃係　☎ 83-8126　FAX83-5896

第2回はが路ふれあいマラソン交通規制にご協力ください第2回はが路ふれあいマラソン交通規制にご協力ください
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【とき】12 月 20 日（日）　午前 9時 33 分スタート

【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）

　　芳賀郡市一市四町の道路をコースとして、第芳賀郡市一市四町の道路をコースとして、第
2回はが路ふれあいマラソンを開催します。2回はが路ふれあいマラソンを開催します。
　開催に伴いコースおよび付近の道路では大幅　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、混雑が予想されます。周辺な交通規制のため、混雑が予想されます。周辺
住民の皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしま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。すが、ご協力の程宜しくお願い致します。

家屋を取り壊したときは、家屋を取り壊したときは、
税務課で手続きを！税務課で手続きを！

　平成 28 年 1月 1日現在で、家屋（住宅、物置、
納屋など）を所有している方には、平成 28年度の
固定資産税が課税されます。
　所有している家屋をすでに取り壊した方や、平成
28年 1月 1日までに取り壊す予定のある方は、印
鑑を持参の上、下記窓口へ「家屋滅失届」の提出を
お願いします。
【問い合わせ】 
　税務課固定資産税係 ☎ 83-8114 FAX82-1066

年末の交通安全県民総ぐるみ運動年末の交通安全県民総ぐるみ運動
および年末年始特別警戒および年末年始特別警戒

【問い合わせ】
　安全安心課交通安全係☎ 83-8110 FAX83-8392
　　　　　生活安全係☎ 83-8394 FAX83-8392

　年末年始は、交通事故や犯罪が多く発生する時期
です。交通事故防止と防犯に努めましょう。

年末の交通安全県民総ぐるみ運動
【運動期間】12 月 11 日（金）～ 31 日（木）
【スローガン】マナーアップ！あなたが主役です
【運動の重点】①スピードダウン運動の推進 ②夕暮
れ時と夜間の交通事故防止 ③飲酒運転の根絶

年末年始特別警戒実施
【実施期間】12 月 11 日（金）～ 1月 3日（日）
【スローガン】みんなでなくそう 年末年始の事件事故

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集

【申し込み・問い合わせ】
　総務課人事給与係 ☎ 83-8099　FAX82-1065

●保育士　１人　
【勤務場所】真岡保育所
【勤務期間】平成 28 年 1 月 9 日～ 3月 31 日（更
新の可能性あり）　※ 14日間を試用期間とする。

【勤務日】毎週土曜日　午前 7時 30 分～午後 7時
の間で 7時間 30分（早出・遅出出勤あり）

【応募条件】保育士の資格を有する者
【賃金】日額 7,830 円
【手当等】通勤手当2㎞以上該当（上限月額7,100円
の1/2）

【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、資格証の写しを添えて、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）

12/29（火）～翌年1/3（日）12/29（火）～翌年1/3（日）
自動交付機が使用できません自動交付機が使用できません

【問い合わせ】 
　市民課窓口係 ☎83-8117　FAX 83-8514 

　市民課前（市役所東玄関内）にあ
る印鑑登録証明書等の自動交付機が
メンテナンスを行うため、下記期間
は終日使用できません。ご不便をお
掛けします。詳しくは下記まで問い
合わせください。
【停止期間】
　12月29日（火）～翌年1月3日（日）

高齢者肺炎球菌高齢者肺炎球菌のの
予防接種予防接種ははお済みですかお済みですか
　今年度無料で予防接種を受けられる可能性のある
方には通知しましたが、接種はお済みですか。もう
一度、ご自分が対象になるかどうかご確認いただき、
期限内に接種してください。
【対象】
　①平成 27 年 4月 1日～平成 28 年 3月 31 日の
　間に、65 歳・70 歳・75 歳・80 歳・85 歳・
　90歳・95歳・100歳になる方

　②60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸
　器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の
　機能に障害のある方（身体障害者手帳1級程度）

【実施期間】
　平成 27年 4月 1日～平成 28年 3月 31日
※過去に一度でも肺炎球菌ワクチンを接種された
方は対象となりません。ただし、過去の接種から
5年を経過し、再接種を希望する場合は、市から
5,000 円の助成を受けられます。

【問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619

【応募先・問い合わせ】
　〒321-4395真岡市荒町5191番地　真岡市役所
　総務課総務文書係　☎83-8106　FAX 82-1065
　Eメール soumu@city.moka.lj.jp

　市では、真岡市総合運動公園多目的広場等の公共
料金について審議する委員を募集します。メンバー
は公募委員のほか、各種団体の代表者など 15人以
内で構成されます。
【公募委員数】3人程度
【任期】審議が終了するまで。審議会は、１・２回
　開催する予定です。
【応募条件】市内在住の20歳以上の方で、1月26日
（火）午後に開催する審議会に出席できる方

【報酬】１回 8,500 円
【応募方法】任意の用紙に、下記の必要事項を記入
して、持参、または郵送してください。FAX、Eメー
ルでも受け付けします。

　・応募の動機
　・氏名、年齢、性別、職業、住所、電話番号
【締切日】1月 15日（金）必着
　※選考結果は、１週間以内に応募者に通知します。

公共料金審議会公共料金審議会のの委員委員をを公募公募

ごみ・資源分別アプリごみ・資源分別アプリ「さんあ～る」「さんあ～る」
1 月から配信スタート1月から配信スタート

　平成 28年 1月から、スマートフォン用の無料ご　平成 28年 1月から、スマートフォン用の無料ご
み資源分別アプリ「さんあ～る」が配信されます。み資源分別アプリ「さんあ～る」が配信されます。
ぜひ、ご利用下さい。ぜひ、ご利用下さい。

【内容】【内容】
・自治会ごとの収集日カレンダーで・自治会ごとの収集日カレンダーで
日にちを確認し、アラーム通知で日にちを確認し、アラーム通知で
出し忘れを防止できる。出し忘れを防止できる。

・分別方法を簡単に検索できる。・分別方法を簡単に検索できる。
・詳しい分け方や出し方の注意点を・詳しい分け方や出し方の注意点を
確認できる。確認できる。

【問い合わせ】
環境課清掃係　☎ 83-8126　FAX83-5896

【問い合わせ】
　市民課窓口係 ☎ 83-8117　FAX83-8514

■まだ、受け取られていない方
　市民皆さまの住民票の住所地に、簡易書留で世帯
ごとにお届けした「通知カード」は、受け取りにな
りましたか。配達時、ご不在の場合は「簡易書留ご
不在連絡票（マイナンバー専用）」が入りますので、
郵便局での保管期限内（原則１週間）に、「簡易書留
ご不在連絡票」に基づき、再配達や郵便局窓口での
受け取りなどの手続きをしてください。
　郵便局での保管期限が過ぎた「通知カード」は、
真岡市役所市民課に戻され、大切に保存しています。
まだ受け取られていない方は、下記窓口にお問い合
わせください。
■受け取られていない方の「通知カード」の受領方法
　受け取りができなかった方の「通知カード」は、
市民課窓口でお渡しいたします。ご来庁の際には、
次のことにご注意ください。
○世帯主または住民票上の同一世帯員が受け取り
　に来る場合
　・通知カード受取申請書兼受領書の記入、提出
　・来庁される方の本人確認書類の提示
○上記以外の方（代理人）が受け取りに来る場合
　・受け取りを依頼した本人が記入した通知カード
　　受取申請書兼受領書の提出
　・申請者本人の本人確認書類の提示
　・代理人の方の本人確認書類の提出
※本人確認書類は、写し（コピー）ではなく、原本を
　ご持参ください。

マイナンバー（個人番号）マイナンバー（個人番号）のの
「通知カード」「通知カード」はは届きましたか届きましたか


