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もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【2月 6日（月）～2月12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「いちご
タクシーの回数券発行」、広報もおかTV「あの
日あのころ（2月号）ほか」など、もおかインフォ
「平成 28年度分の確定申告」「動物愛護」
◆いちごショートケーキ「台町芸能発表会」「百
人一首かるた大会」
◆コットンタイム「真岡市民交響楽団第 54 回定
期演奏会」

※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

真岡市社会福祉協議会真岡市社会福祉協議会
嘱託・臨時職員嘱託・臨時職員をを募集募集
●嘱託職員　3人
【勤務場所】ひまわり園、さくら作業所、地域活動
　支援センター、生きがいデイサービスセンター
【賃金】月額 178,200 円
●臨時職員　2人　
【勤務場所】生きがいデイサービスセンター、社会
　福祉協議会事務局
【賃金】日額 6,240 円
●共通事項
【応募条件】福祉活動に意欲のある方　
【勤務時期】4月1日から（土・日曜日、祝日、年末
年始を除く）　

【勤務時間】午前 8時 30 分～午後 5時（嘱託職員
は午前 8時～午後 4時 30分の勤務体制あり）

【応募方法】所定の「嘱託・臨時職員採用申込書」
と市販の履歴書（A4 判）に必要事項を記入し、
2 月 9 日（木）までに下記へ本人が持参。
   2 月 22 日（水）面接試験を実施。
【申し込み・問い合わせ】 社会福祉協議会
 　☎ 82-8844　FAX82-5516

【申し込み・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町5191
秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100  FAX83-5896 
E ﾒｰﾙ：kouhou@city.moka.lg.jp

魅力ある広報事業を一緒に考えませんか魅力ある広報事業を一緒に考えませんか

『広報モニター委員』『広報モニター委員』募集募集
　市が実施している広報事業についてのご意見をお
聞きするため、下記のとおり広報モニター委員を募
集します。
【審議内容】広報紙およびホームページ等の市が行
う広報事業に関すること

【応募要件】市内在住の方で、平日
の日中の会議に出席できる方（年
２回）、広報事業について定期的
に意見・感想を提出できる方　

【募集人数】５人
【任期】2年（H29.4 ～ H31.3）
【謝礼】年額10,000円程度
【締切】2月28日（火）必着
【申し込み】応募の動機、氏名、年齢、性別、電話番号、
もおかテレビ加入の有無を記入し、下記へ送付し
てください。（様式自由、ファクス、Eメール可）

【その他】応募多数の場合は選考となります。応募
書類は返却しませんのでご了承ください。

農業者対象農業者対象のの収入保険制度収入保険制度
　政府の農林水産業・地域の活力創造本部において、
青色申告を行っている農業者を対象とした収入保険
制度の導入が決定されました。
　収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災
害による収量減少だけでなく、価格低下なども含め
た収入減少を補填する仕組みです。

【問い合わせ】
　関東農政局栃木県拠点地方参事官室
　　☎ 028-633-3312
　真岡市農政課農政係　☎ 83-8137 FAX83-6208

　新たに29年分の所得から青色申告を始めるために
は、個人の場合、3月 15日までに、最寄りの税務署
に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
※収入保険制度については、農林水産省ホームペー
　ジでご覧になることができます。

【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中希望者登録の申請受付中
　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。
【申請の受付期限】2月 20日（月）まで
【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。

「木綿会館駐車場」「木綿会館駐車場」がが工事工事のためのため
一部使用できません一部使用できません

　２月上旬から、金鈴荘までの導入路の整備工事を
行います。
　そのため、木綿
開館駐車場の一部
が約１カ月間使用
できません。
　ご不便をおかけ
しますが、よろし
くお願いします。
【問い合わせ】
　商工観光課観光係 ☎ 83-8135　FAX83-0199

市営住宅入居者定期募集市営住宅入居者定期募集

【申し込み・問い合わせ】
　建設課住宅係 ☎ 83-8694 FAX83-6240

【受付期間】2月 9日（木）～ 23日（木）
　※土・日曜日、祝日は除く
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分
【募集部屋】

住宅名 間取り 戸数 内、優先部屋

三ノ宮市営住宅
  1LDK   
  2DK
  3DK

4戸 1戸

東郷市営住宅    3LDK 9戸 4戸

大谷台市営住宅   1LDK   
  2DK 2戸 なし

さくら市営住宅    3DK 1戸 なし
錦町市営住宅 　3LDK 1戸 なし

※優先部屋の対象となる世帯は、ひとり親世帯、犯
罪被害者世帯、多数回落選世帯、障がい者世帯、
高齢者世帯です。

【家賃】部屋ごとに収入や家族数により異なります。
【申し込み】市役所建設課および二宮支所で申込書
　を配布しますので、必要事項を記入のうえ、関係
　書類を添えて下記へ申し込みください。
　※応募多数の場合は抽選となります。

【申し込み・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町111-1
　シルバー人材センター ☎84-1110 FAX84-1109　

真岡市シルバー人材センター真岡市シルバー人材センター
新規入会希望者説明会新規入会希望者説明会
【とき】2月27日（月）午後1時30分から
【ところ】総合福祉保健センター　ボランティア室
【対象】市内在住で健康な 60歳以上の方
【内容】入会説明会・理事との面接
【仕事内容】除草・草刈り、植木剪定、屋内外清掃、
　家事援助など
【その他】入会書類がありますので、2 月 24 日（金）
　までに下記へお越しください。

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●面接相談員　1人　【勤務場所】社会福祉課
【勤務内容】生活保護に係る面接相談、生活保護の
申請手続きに係る調査等の事務処理

【応募条件】①～③すべてに該当する方
　①次のいずれかの資格もしくは経験を有する方
　　（1）福祉事務所において現業員等の生活保護事
　務経験が 3年以上ある方（2）社会福祉行政ま
　たは社会福祉施設における相談業務、その他
　社会福祉に係る相談業務に 3年以上従事した方
　（3）社会福祉士または精神保健福祉士の資格を
　有する方で、相談業務に係る実務経験が 1年以
　上ある方

　②パソコン（ワード・エクセル）の基本的な操作
　ができる方

　③普通自動車免許をお持ちの方（AT限定可）
●就労支援員　1人　【勤務場所】社会福祉課
【勤務内容】社会福祉課生活支援係への相談者に対
し、就労相談、ハローワークへの同行訪問および
情報提供を行う等必要な支援

【応募条件】①～②すべてに該当する方
　①パソコン（ワード・エクセル）の基本的な操作
　ができる方

　②普通自動車免許をお持ちの方（AT限定可）
共通事項共通事項

【勤務期間】4月 4日～平成 30年 3月 31日
　※試用期間 14日間
【勤務時間】午前8時30分～午後5時（7時間30分）
【賃金】日額 7,830 円
【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）

【受付時間】午前 9時～午後 5時
【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

神明橋補修工事神明橋補修工事によるによる
通行止め通行止めののお知らせお知らせ

　橋の老朽化に伴い、神明橋 (下図 )の補修工事を
実施します。工事により、全面通行止めになります
ので、他の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13日（月）～3月6日（月）予定

【問い合わせ】建設課維持係☎83-8148 FAX83-6240

五   

行   

川 294

真岡鐵道真岡鐵道至北真岡
至西田井

東郷農業構造東郷農業構造
改善センター改善センター

神 明 橋
補修工事

  真岡  真岡
リス村リス村

至益子町至益子町

至真岡市街至真岡市街

N

市民税・県民税の申告、所得税の市民税・県民税の申告、所得税の
確定申告をお忘れなく確定申告をお忘れなく

【期間】2月 16日（木）～ 3月 15日（水）
　※土・日曜日は除く 
【時間】午前8時35分～11時30分、午後1時～4時
　※午前中に受付をしていただいた場合でも、混雑
　　状況により午後からの申告相談となる場合があ
　　ります。
　※真岡税務署の受付は午前 8時 30 分からです。
　　確定申告の手続きには大変長い時間を要します
　　ので、お早め（午後 2時頃まで）に受付を済
　　ませてください。
【マイナンバー制度に伴い、申告にはマイナンバー
の記載と次の書類の提出が必要となりました。】
①個人番号（マイナンバー）確認書類の写し（コピー）
②身元確認書類の写し（コピー）
【個人番号確認および身元確認を行うときに使用す
る書類例】
　例１：マイナンバーカード（個人番号と身元確認） 
　例２：通知カード（個人番号確認）＋運転免許証、
　　　  保険証等（身元確認）
　※書類は、あらかじめコピーをご用意のうえ、持
　　参してください。
　※マイナンバーカードの場合は、両面コピーが必
　　要です。
　※控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者の
　　方の個人番号および身元確認書類の写しの提出
　　は不要です。　
【問い合わせ】
　▼市民税・県民税の申告について
　　税務課市民税係 ☎ 83-8113 FAX82-1066
　▼所得税の確定申告について
　　真岡税務署 ☎ 82-2115

久保記念観光
文化交流館

岡部記念館
金鈴荘

木綿
会館

木綿会館駐車場
利用できます

木綿会館駐車場
利用できません

整備工事整備工事
実施場所実施場所


