
もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【3月 6日（月）～3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「芳賀赤
十字病院と真岡市急患センターの新設」、広報も
おかTV「あの日あのころ（3月号）ほか」など、
もおかインフォ「根本山自然観察センター」
◆いちごショートケーキ「わんぱく親子スポーツ
教室・ショートテニス教室」「大節分祭」
◆コットンタイム「真岡市民公開講座 いのちに囲
まれて生きていく」

※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
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W e e k l y  N e w s

真岡市総務部秘書課広報広聴係 編集
☎0285-83-8100  Fax0285-83-5896

平成29年

3月3日発行

第2612 号

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】3月 4日（土）、　3月 5日（日）
【問い合わせ】ＳＬキューロク館　☎ 83-9600

3月 4日（土）は終日3月4日（土）は終日
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、
庁舎電気設備点検のため、3月 4日
（土）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。
　※ 3月 5日（日）はご利用いただ
　　けます。

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】3月 15 日（水）まで
　※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。
【会場】真岡会場：青年女性会館 2 階
　　　 二宮会場：二宮コミュニティセンター 2 階
【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。

【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

3 月 1日～ 3月 7日3月 1日～ 3月 7日
子ども予防接種週間子ども予防接種週間

　４月からの進学に備え、必要な予防接種を済ませ、
病気にかからないようにしましょう。事前の予約や
ワクチンの確認などは、直接市内医療機関にお問い
合わせください。
●子ども予防接種実施医療機関
飯野医院、いとう医院、岡田・小松崎クリニック、
金子医院、許こどもクリニック、桜井内科医院、
柴小児科、高橋内科クリニック、なかむらこども
クリニック、西真岡こどもクリニック、深谷医院、
真岡西部クリニック、真岡病院

【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946　FAX83-8619

真岡市長選挙真岡市長選挙
立候補予定者説明会立候補予定者説明会

　4月 23日（日）執行予定の真岡市長選挙の立候
補手続き等に関する説明会を開催します。立候補予
定者（代理の方でも可）および同出納責任者（就任
予定者）は必ず出席してください。なお、出席者数は、
１立候補予定者につき、上記の２人までとします。
【と　き】３月１５日（水）　
　受付：午後１時から、開始：午後１時30分から
【ところ】真岡市役所３階 会議室

　　　　　　  皆さまのご意見をお寄せください皆さまのご意見をお寄せください　　
【パブリックコメント制度とは】市の政策について、案の段階で計画を公表し、市民の皆さまから意見を求め、
提出された意見を十分考慮し、計画等に反映させる制度です。最終案とともに、提出された意見に対する
市の考え方、修正の内容、反映できない理由を公表します。

【応募方法】ご意見と題名・住所・氏名・電話番号を明記のうえ、下記あて先へ直接、または郵送・ファクス・
Ｅメールいずれかの方法でご応募ください。（下記の閲覧可能施設に備え付けの記入用紙または書式自由）

【その他】提出されたご意見等の概要（類似内容はまとめます）およびこれに対する市の考えは、後日ホームペー
ジで公表します。お預かりした個人情報は公表しません。また、個別の回答はできませんのでご了承ください。

真岡市パブリックコメント制度

【宛て先、問い合わせ】〒 321 ｰ 4395　栃木県真岡市荒町 5191 番地　
　企画課 管財係　☎ 83-8103  FAX83-5896 　Eメール kikaku@city.moka.lg.jp
　※計画の詳細は企画課窓口、市ホームページで閲覧可　※閉庁時は市役所当直窓口で意見提出可

意見を募集する計画 真岡市公共施設等総合管理計画（案）
【計画作成の趣旨】真岡市の公共施設等を取り巻く現状について客観的に分析することにより、長期的な視点
に立ち、公共施設等の管理を総合的に推進し、効果的かつ効率的に質の高いサービスを提供することを目
的として「真岡市公共施設等総合管理計画」を策定します。

【募集期間】3月 14日（火）まで

【支給の対象者】平成 27 年 4月 1日において、恩
給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援
護法による遺族年金を受ける方（戦没者等の妻や
父母等）がいない場合に、ご遺族お一人に特別弔
慰金が支給されます。

戦没者等のご遺族の皆さまへ戦没者等のご遺族の皆さまへ
戦没者等戦没者等のの遺族遺族に対するに対する特別弔慰金特別弔慰金
（第10回特別弔慰金）（第10回特別弔慰金）がが支給支給されますされます

　※対象の詳細は下記までお問い合わせください。
【支給内容】額面 25万円。5年償還の記名国債
【請求期限】平成 30年４月２日（月）まで
【提出書類】提出書類については、戦没者およびご
遺族の状況により異なります。下記へお尋ねくだ
さい。※窓口の混雑が予想されるため、相談、書
類提出等は事前に日時をお知らせください。

【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係
　☎ 81-6943　FAX83-8554

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
　この機会に免疫を確実につけ、肺炎の重症化を予
防しましょう。
【対象】①今年の 3月 31 日までに、65、70、75、
80、85、90、95、100 歳になる方で、今まで
に接種したことのない方

【費用】無料　【実施期間】3月 31日（金）まで
【接種場所】市内の医療機関
　※市外医療機関で接種される場合にはご連絡ください。
　○該当される方には、昨年４月に通知しています。
　○上記以外の 65歳以上の方については、接種費
　　用の一部助成制度をご利用ください。
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946　FAX83-8619

新年度に小学校入学予定の皆さま新年度に小学校入学予定の皆さま
麻しん風しんの麻しん風しんの

予防接種予防接種ははお済みですかお済みですか
　母子手帳をご確認の上、接種が完了していない場
合には、早急に接種しましょう。
【対象】平成 22年４月２日～平成 23年４月１日生  
　まれのお子さま
【費用】無料　【実施期間】3月 31日（金）まで
【接種場所】市内の医療機関
　※市外医療機関で接種される場合にはご連絡ください。
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946　FAX83-8619

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●清掃監視員 1人　
【勤務場所】環境課
【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）
　※年に 6回程度の休日出勤あり
【勤務内容】廃棄物の不法投棄（ポイ捨て）および
ごみステーションに対する監視・指導、使用済小
型家電の回収、市民等の清掃活動に伴うごみの回
収、その他清掃および環境保持に必要な監視・指
導・作業、犬猫等動物の死がい回収 等

【賃金】日額 6,240 円
【応募条件】普通自動車免許をお持ちの方（AT限定不可）
【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）

【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

真岡市長選挙
≪告示日≫ 4月 16日（日）　
≪投票日≫ 4月 23日（日）
【本市で投票できる方】以下の①、②両方を満たす方
　①満 18歳以上の方（平成 11年４月 24日以前  
      生まれ）
　②平成 29 年１月 15 日以前に真岡市に転入届
　　をし、引き続き3カ月以上住所を有している方

【問い合わせ】選挙管理委員会
　☎ 83-8190 FAX83-8082

「真岡市健康21プラン（2期計画）「真岡市健康21プラン（2期計画）
概要版概要版 」 」をを自治会自治会を通してを通して配布配布しますします
　平成 19年度に 10カ年計画と
して作成された健康増進計画「真
岡市健康 21 プラン」が、平成
28年度に終了する事から、新た
に平成 29年度から平成 35年度
までの 7年間を計画期間とする
2期計画を策定しました。
　このプランを基に、概要版を
作成しましたので、皆さまの健
康づくりにご活用いただくため、
自治会を通して配布させていただきます。
　今後も市民の皆さまが生涯にわたり健康づくりに
取り組む事が出来るよう、健康づくりを推進してま
いりますので、ご理解とご協力をお願いします。
【配布時期】3月上旬
【配布物】真岡市健康21プラン（2期計画）概要版

【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

　※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。　


