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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

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

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

【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

　　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ならびに
　　身元確認書類の写しの提出は不要
　　です。　

市農業委員会委員市農業委員会委員およびおよび
農地利用最適化推進委員農地利用最適化推進委員のの公募公募

農業委員農業委員
【募集人数】16人　
【報酬】月額 41,000 円
【任期】平成29年7月20日～平成32年7月19日
【業務内容】①農地の権利移動や農地転用に係る許
認可の業務 ②担い手への農地の利用集積・集約
化、耕作放棄地の発生防止・解消等の農地等の利
用の最適化の推進に係る業務

【応募資格】農業に関する識見を有し、農地等の利
用の最適化の推進に関する事項、その他農業委員
会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に
行うことができる方

農地利用最適化推進委員農地利用最適化推進委員
【募集人数】16人　
【報酬】月額 41,000 円
【任期】委嘱された日～平成32年7月19日
【業務内容】①担い手への農地の利用集積・集約化、
耕作放棄地の発生防止・解消等の農地等の利用の
最適化の推進に係る業務 ②農地中間管理機構と
連携して行う業務 

【応募資格】農地等の利用の最適化の推進に熱意と
識見を有する方

◆ 共 通 事 項 ◆◆ 共 通 事 項 ◆
【受付期限】3月 24日（金）
　（平日午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【推薦・応募方法】
　規定の様式に必要事項を記入し、添付書類と共に
下記窓口へ提出。（必要書類は下記窓口で配布ま
たは市ホームページよりダウンロード可）

【申し込み・問い合わせ】  〒 321-4395
　真岡市荒町5191 農業委員会事務局
　☎ 83-8742　FAX83-0199

　農業委員会等に関する法律の改正により、農業
委員の選出方法が公選制から議会の同意を要件と
する市長の任命制に変わりました。
　また、農地利用の最適化を推進するため、新たに
農地利用最適化推進委員制度が創設されました。こ
れに伴い、下記のとおり農業委員と農地利用最適化
推進委員の推薦および公募による募集を行います。

原付バイク原付バイクとと小型特殊自動小型特殊自動車車のの
異動届出異動届出のの夜間受付実施夜間受付実施

　原付バイクと小型特殊自動車の異動届出の夜間受
付を行います。
　軽自動車税は、4月1日に所有の方に年税（１年分）
で課税されます。3月31日までに廃車や名義変更の
手続きをしないと、平成29年度も課税されます。
【夜間受付の日程】
　3月 22日（水）、24日（金）、
　29日（水）、31日（金）　
　いずれも午後 7時まで
【受付場所】市役所税務課および二宮支所
【対象車種】
　①原動機付自転車（125㏄以下のバイク等）
　②小型特殊自動車（ﾄﾗｸﾀｰ、ｺﾝﾊﾞｲﾝ、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ等）
　※４輪の軽自動車や 125㏄以上のバイク等の手
　　続きはできません。
【問い合わせ】 
　税務課諸税係 ☎ 83-8112　FAX82-1066

こども広場にこども広場に
真岡市 PR 看板を設置！真岡市 PR 看板を設置！
旬のもおかをもっと知ろう♪旬のもおかをもっと知ろう♪

　昨年、総合運動公園内にオープンした「子ども広
場」は、平日はもちろん、週末には市内外からのた
くさんの家族連れでにぎわっています。
　多くの利用者が集まるこの場所に、観光看板とプ
ロモーション看板の2種類を設置しました。お越し
の際は、ぜひご覧ください。
■観光看板
　市内各所の観光マップ、旬な
イベント情報を発信
■プロモーション看板
　子育て世代に向けた子育て
支援制度の案内
【設置場所】子ども広場敷地内
【設置日】3月 7日（火）

◆ 関連 PR イベント◆◆ 関連 PR イベント◆
　おいしいとちおとめの試食会や観光パ
ンフレットの配布などを行います。もお
かぴょんとコットベリーもやって来ます。
【とき】3月 11日（土）午前 10時から
【ところ】子ども広場看板付近

【問い合わせ】企画課総合戦略推進係
　☎ 81-6947　FAX83-5896

下水道下水道のの使用可能区域使用可能区域がが
拡大拡大しますします

　４月から新たに次の区域で公共下水道の使用が可
能になりますので、この区域の図面を縦覧します。
【該当区域】
　・亀山北土地区画整理事業地内の一部の区域
　・中郷・萩田土地区画整理事業地内の一部の区域
　・長田の一部の区域
【縦覧期間】3月 17日（金）～ 30日（木）　
　午前8時30分～午後5時15分 ※土・日、祝日は除く
【縦覧場所】市役所下水道課（市庁舎北側）
■水洗化工事はお早めに
　下水道の使用が可能になると、区域内にお住まい
の方は、速やかに水洗化工事を行うことが法律で決
められています。
　なお、水洗化工事は粗雑な工事や違法な工事を防
ぐため、市の指定工事店にご依頼ください ｡
■水洗化改造で金融機関から資金融資を受ける場合、
　市が利子分を補給する制度があります　
　金融機関から借り入れた金額のうち 35万円を限
度額とし、それにかかる利子を市が負担します。
　詳しくは、下水道課または指定工事店までご連絡下さい。

【問い合わせ】下水道課業務係☎83-8160  FAX83-8142

≪3月≫≪3月≫  
献血献血ににご協力ご協力をを！！

と　き と　こ　ろ

15日
（水）

9:00 ～ 9:50 芳賀地方農業共済組合

10:40 ～ 11:30 真岡製作所

13:00 ～ 16:00 千住金属工業

22日
（水）   9:30 ～ 16:00 ザ・ビッグエクストラ真岡店

（主催：真岡青年会議所）

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

真岡市芸術鑑賞会映画会真岡市芸術鑑賞会映画会
「湯を沸かすほどの熱い愛」「湯を沸かすほどの熱い愛」
【とき】3月 18日（土）　
　①午後2時から ②午後6時30分から
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】2時間 5分　
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円　
　小人（4歳以上）500円　3歳以下無料
　※全席自由　
　※平成 28年度芸術鑑賞会会員 無料
【出演】宮沢りえ、杉咲花、オダギリジョー、松坂桃季 ほか
平成29年度「真岡市芸術鑑賞会会員」を募集平成29年度「真岡市芸術鑑賞会会員」を募集
　さまざまな会員特典がありますので、ぜひご入会
ください。映画会会場でも受付できます。
【有効期間】4月 1日から平成 30年 3月 31日
【年会費】2,500 円  
【対象】高校生以上であれば、市内外を問わず入会可
【入会方法】文化課（市公民館内）に備え付けの申
　込用紙に必要事項を記入し、年会費 2,500 円を
　添えて同窓口へ、直接申し込みください。
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

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

▲プロモーション看板

もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【3月 13日（月）～3月19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「真岡の
一万本桜まつり」、広報もおか TV「笑顔をさが
して（3月号）ほか」など、もおかインフォ「青
少年健全育成事業」「コラボーレもおか」
◆いちごショートケーキ「市民講座ロシア料理教
室」「真岡高等学校サッカー部VS浦和レッツユース」

◆コットンタイム「平成 28年度 市民のつどい」
※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


