
もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【2月 20日（月）～2月26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「企業誘
致の推進」、広報もおかTV「わが家の天使たち、
今月の一冊（2月号）ほか」など、もおかインフォ
「真岡市芸術鑑賞会 平成29年度会員募集」「コラ
ボーレもおか」

◆いちごショートケーキ「第33回真岡ロータリー
杯争奪少年サッカー大会」「第 25回にのみやた
こあげ大会」

◆コットンタイム「第11回発表会イマキダンシング」
※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

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】現在受付中。2月 23日（木）まで
　※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。
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市内体育施設の使用申請市内体育施設の使用申請
3月1日（水）3月1日（水）から受付開始から受付開始
　平成 29年 4月以降の市内各体育施設の使用申請
の受付を 3 月 1 日（水）から開始します。下記申
請先で手続きしてください。
　3月 1日（水）からは、申請日から 3カ月先ま
での使用申請を受け付けします。
※体育館施設を定期的に使用する団体の登録も受け
付けています。（条件あり）

学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を
　学校教育に支障のない範囲で、次の施設を貸し出し
ます。これらの施設で定期的に活動したい団体は登録
が必要になりますので、忘れずに手続きしてください。
【利用できる施設】市内小・中学校の体育館・武道館・
グラウンドおよび真岡工業高校ナイターグラウン
ド（通年利用可）

【登録資格】市内在住・在勤の団員が常時10人以上
で定期的に活動している団体

【申請方法】申請書を使用希望日の前月15日までに
提出すると、25日以降に許可証が発行されます。

※平成 28年度の登録団体も、4月から引き続き利
　用する場合には、再度登録が必要です。

【問い合わせ】スポーツ振興課　☎ 84-2811
【申請先】旧真岡市内施設：総合体育館 ☎ 84-2811
　　　　　旧二宮町内施設：二宮体育館 ☎ 74-3177

差押不動産の公売差押不動産の公売
　市では、市税の滞納により差し押さえた不動産の
公売を下記のとおり実施します。
【とき】3月 15日（水）午前 10時 30分から
　（受付：午前 10時から）
【ところ】市役所建設部棟会議室（北側庁舎 1階）
◆公売対象不動産（登記簿による表示）
　売却区分 1
【土地】荒町 2丁目地内、地積：507.19 ㎡（宅地）
【建物】床面積：114.25㎡、構造：木造瓦葺平屋建（居宅）
【建物】床面積：1階 19.87 ㎡・2階 17.39 ㎡
　構造：木造瓦葺 2階建（物置）
見積価額：11,800,000円、公売保証金：1,180,000円
※中止になる場合やその他注意事項がありますので、
　詳しくは市ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】
　納税課納税推進係 ☎ 83-8489 FAX83-6205

受診したことのない方受診したことのない方
肝炎ウイルス検査を受けましょう肝炎ウイルス検査を受けましょう
　集団検診の際に受診の機会を逃して、今までに肝
炎ウイルス検査を受けたことのない方を対象に検査
を実施します。
【とき】3月 3日（金）
　受付時間：午前 8時 30分～ 9時 30分
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】40歳から 74歳の市民の方で、肝炎ウイル
　ス検査を受けたことがない方（検査を受けたこと
　がある方、肝炎で治療中の方は対象外）
【申し込み】2月 24日（金）まで電話受付【申し込み】2月 24日（金）まで電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係　
　☎ 83-8122  FAX83-8619

野焼きからの火災に注意野焼きからの火災に注意
　県内で野焼きの延焼による火災が発生しておりま
す。冬は乾燥により火事が起きやすいため、火の取
り扱いには一層の注意をお願いします。
【問い合わせ】農政課農政係 
　☎ 83-8137 FAX83-6208

平成29年度平成29年度手話ボランティア手話ボランティア
養成講習会 受講者募集養成講習会 受講者募集

【期間】4月 20日～平成 30年 2月 15日
　毎週木曜日　午後7時～9時（祝日・年末年始休講）
【ところ】市総合福祉保健センター ボランティア室
【対象】手話を学ぶことに意欲・関心があり、講習
　終了後は市内での活動に参加し、聴覚障がい者を
　理解し交流を深めることを望む方
【定員】先着 20人
【受講料】無料（テキスト代 3,240 円は自己負担）
【申し込み】下記窓口に備え付けの申込書にテキスト代
　を添えて 3 月 28 日（火）までに申し込み
【注意】4回以上欠席した場合、終了証の交付不可
【問い合わせ】社会福祉協議会
　☎ 82-8844  FAX82-5516

芳賀地区エコステーション芳賀地区エコステーション
趣味のお宝掘り出し市趣味のお宝掘り出し市
　芳賀地区エコステーションでは、ごみの減量化
およびリサイクル推進の一環として、施設に搬入
された物（陶器類や古家具、木工品、楽器等）を
提供します。
【展示場所】芳賀地区エコステーション 
【申込方法】商品をご希望の方は、申込受付期間中に
　ご来館の上、投票用紙に必要事項（希望する値段等）
　を記入し、投票してください。（1人何点でも可）
【申込期間】2月 20日（月）～ 3月 5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
　に在住の 18歳以上の方
　※営利目的の方は申し込みできません。
【選考方法】3月 8日（水）午後 1時 30分から
　※希望した価格が最高値だった方を商品引渡者と
　します。
　※当選者には個別にご連絡します。
【引渡期間】3月 13日（月）～ 24日（金）
　午前 9時～午後 4時 (土・日曜日、祝日を除く )
【その他】投票の際の注意事項は、下記までお問い
　合わせください。

【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　

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
　　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】3月 15日（水）まで
　　※土、日および祝日除く
　  ※受付：午前 8時 30分から
　　  相談：午前 9時～午後 5時
　　※申告書の作成には時間を要しますので、お早
　　　めに（午後 2時頃まで）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。
　【本人確認（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（番号確認と身元確認） 
　例２：通知カード（番号確認）＋運転免許証、　
　　  保険証等（身元確認）
　※控除対象配偶者および扶養親族の方の本人確認
　　書類の提示または写しの提出は不要ですが、申告
　　する際にはマイナンバーの記載が必要となります。
【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（自動音声案内）

平成29年度平成29年度点字ボランティア点字ボランティア
養成講習会 受講者募集養成講習会 受講者募集

【期間】4月 16日～平成 30年 3月 18日
　毎月第1・3日曜日、午前10時～正午
【ところ】市総合福祉保健センター 心配ごと相談室
【対象】点字を学ぶことに意欲・関心があり、講習
　終了後は市内での活動に参加し、視覚障がい者を
　理解し交流を深めることを望む方
【定員】先着 10人
【受講料】無料（テキスト代 580円は自己負担）
【申し込み】下記窓口に備え付けの申込書にテキスト代
　を添えて 3 月 28 日（火）までに申し込み
【問い合わせ】社会福祉協議会
　☎ 82-8844  FAX82-5516

ＳＬキューロク・車掌車ＳＬキューロク・車掌車
連結走行中止のお知らせ連結走行中止のお知らせ
　9600形蒸気機関車の修理整備のため、ＳＬキュー
ロクと車掌車連結走行を下記の運行日は中止します。
【とき】2月 25日（土）、26日（日）、3月 4日（土）、
　3月 5日（日）
【問い合わせ】ＳＬキューロク館　☎ 83-9600

開発行為許可などの開発行為許可などの
申請窓口が変わります申請窓口が変わります

　都市計画法に基づく開発行為許可などに関する申
請の窓口が、県からの権限移譲に伴い、４月より市
都市計画課へ変更となります。
　※開発登録簿も、4月から市都市計画課で閲覧可
【問い合わせ】都市計画課計画係
　☎ 83-8152  FAX83-6240

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

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


