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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。
　平成 28年 1月 1日までに所有していた家屋を取
り壊した方は、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

【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。

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「さんみ資源分別アプリ「さん
あ～る」が配信中です。あ～る」が配信中です。
右記QRコードからダウ右記QRコードからダウ
ンロードできます。ぜひ、
ご利用下さい。ご利用下さい。

真岡市嘱託職員真岡市嘱託職員をを募集募集

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

●認知症地域支援推進員１人　【勤務場所】福祉課
【勤務期間】平成28年4月1日～平成29年3月31日
　（勤務状況により更新の可能性あり）
　※ 14日間を試用期間とする。
【勤務内容】認知症の方へ効果的な支援を行うことを目

的に、医療機関や介護サービスおよび地域の支援機関
をつなぐコーディネーターとしての役割を担います。

【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募条件】①保健師、看護師、精神保健福祉士、

社会福祉士、介護福祉士のいずれかの資格を有す
る方 ②普通自動車免許をお持ちの方 ③パソコン
操作ができる方

【賃金（月額）】保健師、精神保健福祉士、社会福祉
士 242,400 円、看護師 194,800 円、介護福祉士
182,600 円

●保健師１人　【勤務場所】健康増進課
【勤務期間】平成28年4月1日～平成29年3月31日
（勤務状況により更新の可能性あり）
　※ 14日間を試用期間とする。
【勤務内容】妊産婦保健指導、乳幼児集団健康診査、訪

問指導、育児教室等の企画運営、特定保健指導など
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募条件】①保健師の資格を有する方 ②普通自動

車免許をお持ちの方 ③パソコン操作ができる方
【賃金（月額）】242,400 円
●共通事項
【手当等】通勤手当2㎞以上該当（上限月額7,100円）
【選考方法】書類選考および面接
【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）

【とき】1月 9日（土）午前 9時～
【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～　※雨天決行
　市役所東側付近から消防車両による一斉放水

平成 28年平成 28 年  消防団出初式消防団出初式

交通規制
　午前11時
～正午まで
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【問い合わせ】安全安心課消防防災係
　☎ 83-8396　FAX83-8392

男女共同参画社会づくり公開講座男女共同参画社会づくり公開講座
家事シェア講座家事シェア講座

【とき】① 1月 19 日（火）　② 1月 27 日（水）　
　　各日 午後６時 30分～８時
　※①②どちらか一方の受講でも可能です。
【ところ】市公民館 第７会議室　【参加料】無料
【対象】 市内在住または勤務の方　各日先着 50人
【内容】①「家事シェアが家族の笑顔を生む！～自

称家事メンからの脱却！ 3つのステップ～」
　②「家事は家族のコミュニケーション !? ～夫婦の
　すれ違いによるイライラを減少させる行動学～」

【講師】NPO法人 tadaima!　代表理事　三木 智有 氏
【申込期限】①1/12（火）まで　②1/20（水）まで
　電話（午前 8時 30 分～午後 5時 15 分）または
　下記窓口へ申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7151　FAX83-4070（日曜・祝日休み）

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、
市主催行事等における交通指導などを行う、交通指
導員を募集します。
【指導場所】①大谷台町地内：大谷台公園東丁字路地内 

②八條地内：八條本誓寺南五差路 ③物井地内：桜
町公民館南方交差点　【募集人数】3人

【指導時間】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28年4月1日～平成29年3月31日

前任者の中途退職により委嘱期間は１年。その後
の任期は 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採用時満

20歳以上で63歳未満の方 ③交通指導員活動に熱
意があり健康な方 ④普通自動車運転免許を有する方

【応募方法・期間】1月 25日（月）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

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 28年度の老人給食サービス事業における調
理と配送のボランティアを募集します。
【とき】平成28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
　会調理室から市内利用者宅（自家用車での配送）

【申し込み・問い合わせ】1月22日（金）締め切り
 真岡市社会福祉協議会 ☎ 82-8844 FAX82-5516

事業主の皆さまへ事業主の皆さまへ
平成28 年度給与支払平成28 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 1日（月）※期限厳守
【提出先】受給者が平成 28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27
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27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

芳賀地区エコステーション芳賀地区エコステーション
再生品を販売します再生品を販売します

　芳賀地区エコステーションでは、
資源の有効利用とごみ減量化、リサ
イクルの意識向上のため、再生品の
提供事業を行います。
　これは、芳賀地区エコステーションに集められた
物（自転車、家具など）から、まだ使用できるもの
を選び、修繕後に再生品として販売する事業です。
【申込方法】再生品（芳賀地区エコステーション 1階

多目的ホールに展示）をご希望の方は、申し込み受
付期間中にご来館の上、状態を確認していただき、
申込用紙に必要事項を記入して申し込みください。

【申込期間】1月 12日（火）～ 24日（日）
　午前 9時～午後 4時
【申込資格】真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町

に居住の18歳以上の方
【注意事項】①申し込みは一人2点まで（1点ごとに

申込用紙に記入） ②申し込みは来場した本人の申
し込みに限ります。（来場していない方の代理はで
きません) ③営利目的の方は申し込みできません。 
④当選した場合はキャンセルできません。引き渡
した再生品の修理、返品、払い戻しはできません。 
⑤引き渡した再生品が原因で生じた事故等の責任 
は負いません。十分に確認を行った上で申し込み
ください。

【抽選方法】1月 27日（水）午前 10時から、多目
的ホールで公開抽選を行います。

【申し込み・問い合わせ】芳賀地区エコステーション
　（真岡市堀内 1839）☎ 0285-81-1244　

1 月 17 日（日）1月 17 日（日）
使用済小型家電使用済小型家電をを回収回収しますします
　使用済小型家電のイベント回収を実施します。小
型家電制度対象品目全てを回収しますので、ご家庭
で不要となった小型家電（エアコン、テレビ、冷蔵・
冷凍庫、洗濯・衣類乾燥機を除く）をお持ちください。
当日お持ちいただいた方に、粗品を贈呈します。
【とき】1月17日（日）午前9時～午後３時
【ところ】市役所南側駐車場
【問い合わせ】
　環境課清掃係☎ 83-8126 FAX 83-5896

久下田だるま市久下田だるま市
【とき】1月9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】商工観光課観光係 ☎ 83-8135

【とき】1月 10日（日）午前 9時～午後 6時
　※雨天時は 17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

初市  だるま市  の開催初市  だるま市  の開催
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午前10時から

 だるま回収
お飾りなど、だるま
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【問い合わせ】
環境課清掃係　☎ 83-8126　FAX83-5896

芳賀日赤市民公開講座開催芳賀日赤市民公開講座開催
【とき】1月28日（木） 午後 2時～ 4時
【ところ】市民会館　小ホール　
【内容】①「もっと知ろう ! 糖尿病のこと」講師：

鈴木医院 院長  鈴木 宗弥氏　②「がん診療にお
ける医療連携」講師：芳賀赤十字病院 院長 安田
是和氏　【参加料】無料　

【申し込み】下記窓口へ電話または FAXで申し込み
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係　
　☎ 83-8122　FAX83-8619

【申し込み・問い合わせ】福祉課地域支援係　☎83-8132

介護巡回相談介護巡回相談
　介護や認知症の対応などでお困りなことがありま
したら、個別相談も受け付けます。　※予約制
【とき】1月 20日（水）　①午前 9時 30分から 
　②午前 10時 15分から ③午前 11時から
【ところ】大内農業構造改善センター　会議室


