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もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【1月 16日（月）～1月22日（日）放送内容予定】
◆ほっとステーションもおか
　トピックニュース、ようこそ市長室へ「若者・
子育て世代定住促進住宅取得支援事業」、広報
もおか TV「笑顔をさがして（1 月号）ほか」
など、もおかインフォ「横断歩道歩行者優先」「真
岡のいちご」
◆いちごショートケーキ「真岡市大産業祭」
◆コットンタイム「いたどまち&どんとこい広場
の音楽祭」

※都合により番組内容や放送時間が変更になる場合
があります。電子番組表でご確認ください。
※番組を視聴するには、真岡市ケーブルテレビ施設
への加入が必要となります。視聴の申し込みは、
宇都宮ケーブルテレビ㈱へ（☎028-638-8092）

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

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 29 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 29年度の
固定資産税が課税されます。
　所有していた家屋を平成 28 年 12 月 31 日まで
に取り壊された方は、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

【申し込み・問い合わせ】
　総務課契約検査係 ☎ 83-8145 FAX80-5036

小規模工事等契約小規模工事等契約
希望者登録の申請受付希望者登録の申請受付

　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 1日（水）～ 20日（月）
【登録の有効期間】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。

真岡市長選挙期日等真岡市長選挙期日等のの決定決定

【提出期限】1 月 31 日（火）※期限厳守
【提出先】受給者が平成 29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。
※今回から個人事業主の方が給与支払報告書を提出
　する際には、職員がマイナンバーの確認と身元確
　認を実施します。詳しくは市のHPをご覧ください。

【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」
　　給与支払者の「法人番号」および「個人番号（マ
　　イナンバー）」を記入願います。
　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。平成28年中の所得額・
　源泉徴収額に関わらず、真岡市在住の方全員分提
　出してください。平成28年中に退職した方は退
　職年月日を明記してください。※「個人番号」お
　よび「法人番号」欄の記入漏れにご注意ください。
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

真岡市若者・子育て世代真岡市若者・子育て世代
定住促進住宅取得支援事業定住促進住宅取得支援事業
【対象者】①～④の要件を全て満たす方
　①平成27年 1月 2日～平成28年 1月 1日に市内
に新築住宅を取得（新築または新築建売住宅購入）
し、取得した住宅に係る固定資産税が今年度課税さ
れた方 ②取得した住宅を生活の本拠とする方 （賃貸
等を目的とした住宅は対象外）③平成28年 4月 1
日現在、住宅取得者に中学生以下の子がいる方 ④
世帯全員に、市税及び税外収入金に滞納がない方

【申請書提出期限】　
　平成 29年１月 31 日（火）まで
　午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝日除く）
　※申請の受付期限は、今月末までとなって
　　おりますので、まだ申請されてない方は、
　　お忘れのないようお願いします。
【申請場所】
　市役所建設課住宅係（本庁舎北側建設部棟２階）
【申請書等】
　◆真岡市建設課及び二宮支所窓口に設置
　◆真岡市ホームページからダウンロード可　　
　　（http:/www.city.moka.tochigi.jp/）
【申し込み・問い合わせ】
　建設課住宅係 ☎ 83-8694  FAX83-6240

70 歳以上高齢者 井頭温泉70 歳以上高齢者 井頭温泉
送迎バス停留所の変更送迎バス停留所の変更

【運行コース】　中村地区３コース
【旧停留所】旧パチンコＶｏｎＶｉｖａｎ北側
　（現・つばめザ・ブーム真岡店）
【新停留所】下大沼地域運動広場
【運行日】1月 19日（木）、3月 3日（金）
【問い合わせ】 
　いきいき高齢課高齢者福祉係 ☎83-8195 FAX83-8554

税務署からのお知らせ税務署からのお知らせ
◆確定申告について
　◇国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」
　　において、確定申告書が作成できますので、郵送
　　またはｅ－Ｔａｘ送信で提出も可能です。
　◇所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を
　　次のとおり開設します。
　　【会場】真岡税務署 １階会議室
　　【期間】2月 16日（木）～ 3月 15日（水）
　　※土、日および祝日除く（受付：午前8時30分から）
　　※申告書の作成には時間を要しますので、お早
　　　めに（午後 2時まで）お越しください。
◆社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入について
　　平成28年分以降の所得税および復興特別所得税や贈
　与税の申告書の提出の際には、マイナンバーの記載およ
　び本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
◆公的年金等受給者に係る確定申告不要制度
　　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 20万円以下であるときは、所得税の
　確定申告書を提出する必要はありません。（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）
　　なお、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。
　　また、平成 27年分以後は、外国の制度に基づき
　国外において支払われる年金など源泉徴収の対象と
　ならない公的年金等を受給されている方は、この制
　度は適用されません。
【問い合わせ】
◆確定申告作成コーナーの操作などに関して
　「ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク」
　☎ 0570-01-5901（受付時間：月曜～金曜）
　※祝日等を除きます。
◆確定申告などに関して
　真岡税務署　☎ 0285-82-2115

◆真岡市へ転入（住民登録）された方◆
　真岡市長選挙の投票ができる方は、平成 29年 1
月 15日以前に転入された方となります。
　※詳細は、選挙管理委員会へ問い合わせください。

政治家の寄附
有権者の寄附要求禁止｛

【政治家の寄附は禁止】政治家※1 が選挙区内の方に 
　対して寄附をすることは、いかなる名義をもっ
　てするものであっても禁止されており、すべて
　罰則※2 の対象となります。
　（※ 1）候補者、候補者となろうとする者および現に公職
　にある者（※ 2）ただし、政治家本人が自ら出席する結
　婚披露宴での祝儀や葬式・通夜での香典は通常一般の社
　交の限度内で処罰対象外
※政党その他の政治団体や親族に対するものおよ
　び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費
　の補償は除かれます（政治教育集会に関する実
　費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止さ
　れ、罰則の対象となります）
【政治家へ寄附の勧誘・要求は禁止】政治家に寄附を
　出すよう勧誘・要求することは禁止です。政治家
　を威迫、政治家の当選や被選挙権を失わせる目的
　で勧誘や要求をすると処罰されます。
【政治家の関係団体の寄附は禁止】政治家が役職員
　等である会社等が、選挙区内の方に対して、政治家
　の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法
　で寄附をすることは禁止です。選挙に関して寄附を
　すると処罰されます（政党に対するものは除く）。
【後援団体の寄附は禁止】後援団体（いわゆる後援会）
　が選挙区内の方に対して、花輪、供花、香典、祝
　儀などを出すと処罰されます。
【年賀状等のあいさつ状は禁止】政治家は選挙区内
　の方に答礼のための自筆によるものを除き、年賀
　状、暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すこ
　とは禁止されています。
【あいさつ目的の有料広告は禁止】政治家や後援会
　が選挙区内の方に対して、有料のあいさつ広告を
　出すと処罰されます。

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集

【あて先・問い合わせ】〒 321-4395
　真岡市荒町5191　真岡市総務部総務課人事給与係
　☎ 83-8099　FAX82-1065

●施設管理員　1人　【勤務場所】生涯学習館
【応募条件】①普通自動車免許（AT限定可）  ②パソ
コン（ワード・エクセル）の基本操作ができる方

【勤務内容】簡単な舞台装置、音響照明等の機械類操作、
建物および敷地の管理（清掃、除草作業等）等

【賃金】日額 6,240 円
【勤務期間】平成29年4月4日～平成30年3月31日
　※試用期間 14日間
【勤務日】原則火曜～土曜日（ホールの使用状況に
より変更あり）

【勤務時間】午前8時30分～午後5時（7時間30分）
　※ホールの使用状況により午後 2時～ 10時
【手当等】通勤手当 (2km以上該当、上限 7,100 円 )
　健康保険・厚生年金・雇用保険加入
【応募方法】市販の履歴書および職務経歴書に所要
事項を記入し、事前にご連絡の上、下記へ本人が
直接提出してください。 【選考方法】面接（随時）

申請はお済みですか？申請はお済みですか？

明るい選挙啓発ポスター明るい選挙啓発ポスター
コンクール作品展示コンクール作品展示

　選挙が明るく正しく行われるように呼びかけるこ
とを目的として実施している、明るい選挙啓発ポス
ターコンクールの平成 28年度応募作品を下記のと
おり展示します。ぜひご覧ください。
【展示期間】1月 14日（土）～ 22日（日）
【展示場所】二宮コミュニティセンター
【内容】市内小中学校22校から応募のあった94作品
【問い合わせ】　市選挙管理委員会☎83-8190　FAX83-8082

　5月 14日に任期満了を迎える真岡市長選の期日等
について、次のとおり決定しましたので、お知らせし
ます。なお、立候補予定者説明会、立候補届出等事前
審査等の日程については、決まり次第お知らせします。

事業主の皆さまへ事業主の皆さまへ
平成29 年度給与支払平成29 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

【問い合わせ】　市選挙管理委員会☎83-8190　FAX83-8082

【告示日】4月16日（日）
【投票日】4月23日（日）

大募集大募集
もおか美術館コンシェルジュもおか美術館コンシェルジュ
　本物の美術品を身近に感じ
ながら、美術品の取り扱いや
美術館運営を学ぶことができ
ます。市の文化芸術の振興に、
一役買いませんか。
【業務内容】まちかど美術館  
　や久保記念観光文化交流館美術品展示館・久保資
　料室の案内スタッフ、ワークショップの補助等の
　ボランティア
【業務時間】午前8時30分～午後6時30分のうち、
　都合の良い時間帯（年末年始と火曜日を除く）
【申し込み・問い合わせ】
　市教育委員会文化課☎83-7731 FAX 83-4070


