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いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
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◆ JUMP UP もおか　
・トピックニュース
・ようこそ市長室へ
「久保コレクションの展示
について」
・もおかインフォ
「青少年健全育成事業」
「コラボーレもおか」　

6:25
8:25
10:25
12:25
16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操　
2月のテーマ「転倒予防」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「第22回真岡市音楽祭【プログラムNO.16～20】」
「もおか“いちご”フェスタ 2017」

◆真岡市議会放送予定
【開会】2/22　10:00～終了まで（生中継） 、18:00～（再放送）

【2 月 19日（月）～ 2月 25日（日）放送内容予定】
6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート  
　ケーキ
「平成 30年真
岡市消防団出初
式・通常点検式」

※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。

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

※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）

　　　　　　  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 真岡市公共施設再配置計画（案）
【計画作成の趣旨】公共施設等の管理を総合的に推進することにより、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た真岡市公共施設等総合管理計画を上位計画とし、その内の建築物系公共施設
について、各施設の具体的な方向性を示す実行計画として「真岡市公共施設再配置計画」を策定します。

【募集期間】2月 14日（水）～ 3月 13日（火）

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（金）～ 3月 15日（木）
　※土・日曜日は除く 
【時間】午前8時35分～11時、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 4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、申告には個人番号（マ
　イナンバー）確認書類および身元確認書類の提示
　が必要になります。
　※写し（コピー）の提出は不要です。
　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）
◇営業・農業・不動産所得の申告をする方は「収支
　内訳書」を、医療費控除の申告をする方は「医療
　費控除の明細書」を、あらかじめ作成してご持参
　ください。未作成の場合は、申告受付ができません。

【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

真岡市土地開発公社真岡市土地開発公社

売払い土地の価格改定売払い土地の価格改定
【物件】（土地の所在地番）寺内1035番2
　（地積）4,597 平方メートル（台帳地目）山林
　（最低入札価格）24,400,000 円
【都市計画法の区域区分】市街化調整区域
【売却方法】一般競争入札
【入札日】3月 16日（金）
【申込方法】2月23日（金）～3月 9日（金）の間
　に入札参加申込書を下記窓口へ提出してください。
※応募案内や申込書は下記窓口で配布しています。
　市ホームぺージ（https://www.city.moka.lg.jp）から 
　もダウンロードできます。

【申し込み・問い合わせ】企画課管財係 
　☎ 83-8103 FAX83-5896
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空家等空家等のの水道中止届け水道中止届けをお願いしますをお願いします
　空家等で長期間使用されていない水道をそのまま
にしておくと、使用がなくても基本料金がかかって
しまいます。また、凍結による漏水を起こす可能性
もありますので、空家等を所有されている方は、水
道課に中止届けをお願いします。
【問い合わせ】水道課料金担当（株）日本ウォーターテックス
　☎ 83-8166 FAX84-7512

2 月 強化月間2 月 強化月間
マイナンバーカードマイナンバーカードのの申請補助申請補助
　本庁市民課で行っている無料の顔
写真撮影とマイナンバーカード申請
の補助について、２月に限り、本庁
市民課窓口が開いているすべての時
間で実施します。
　下記の受付時間に、身分証明書（運
転免許証や健康保険証など）を持っ
て本人が来庁すれば、その場で無料
の写真撮影を行い、マイナンバーカードの申請がで
きます。（15才未満または成年被後見人の方は、法
定代理人と一緒に来庁する必要があります）
【2月の受付時間】
■平日（月・火・木曜日）8:30 ～ 17:15
■延長窓口（水・金曜日）8:30 ～ 19:00
■休日窓口（第 1・3日曜日）8:30 ～ 12:00
　※二宮支所では実施しません。
　※ 3月からは通常の平日（月～金）8:30 ～ 17:15
　　のみの受付となります。
【受付の主な流れ】
　①申請書記入　②本人確認（運転免許証や保険証
など）　③職員による写真撮影　④マイナンバー
カード申請　⑤申請終了

※受付終了まで5～10分ほどお時間をいただきます。
　混雑状況によってはより多く時間をいただく場合
　がありますので、ご了承ください。

顔写真付きのマイナンバーカードの利用用途例顔写真付きのマイナンバーカードの利用用途例
･ 本人確認のための公的な身分証明書としての利用
・マイナンバーと身元を証明する書類としての利用
・インターネット等での電子文書の作成・送信
　（例 e-Tax の税の電子申請など）
・専用インターネットサイト「マイナポータル」を  
　利用した各種行政サービス

★マイナンバーカードは、発行から10回目（20歳
未満は５回目）の誕生日での更新が必要です。

【問い合わせ】市民課窓口係 ☎83-8117 FAX83-8514

　　　　　　  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。

【宛て先、問い合わせ】〒 321 ｰ 4395　栃木県真岡市荒町 5191 番地　
　いきいき高齢課 高齢者福祉係　☎ 83-8195  FAX83-8554  E メール：ikiikikourei@city.moka.lg.jp
　※計画の詳細はいきいき高齢課窓口、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「真岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第7期）」（案）
【計画作成の趣旨】進行する高齢社会の現状と課題を踏まえ、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が一
体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築と共に、費用負担の公平化や介護サービス基盤の適切
な整備などを定める計画として、2018 年度から 2020 年度の 3年間における「真岡市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画（第７期）」を策定します。【募集期間】2月 5日（月）～ 2月 26日（月）必着

真岡市パブリックコメント制度

平成 30 年度平成 30 年度 市内体育施設の使用申請 市内体育施設の使用申請
　総合・武道・附属体育館、スポーツ交流館、二宮
体育館、および各運動場の平成 30年 4月からの使
用申請受付を行います。
【受付開始】3月１日（木）から
※申請日から3カ月先までの使用申請を受付します。
※体育館施設を定期的に使用する団体の登録も受付　
します。（条件有）（申請書は下記申請先にあります。）

学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を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
します。これらの施設で定期的に活動したい団体は登
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎84-2811 FAX84-6258【申請先】総合体育館☎84-2811、二宮体育館☎74-3177

録が必要になりますので、忘れずに手続してください。
【利用できる施設（通年利用可）】市内小・中学校の
　体育館・武道館・グラウンド・真岡工業高校ナイ
　ターグラウンド
【登録資格】市在住・在勤者の方が常時 10 名以上
　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
　に下記へ提出。25日以降に許可書を発行します。
※平成 29年度の登録団体も 4月から引き続き利用 
　する場合は、再度登録が必要です

チャレンジショップ入居者募集チャレンジショップ入居者募集
　賑わいの創出および地域の活性化に資するため、
市内で起業を目指す方を対象に、期間限定で店舗運
営の経験ができる「チャレンジショップ」の利用者
を募集します。
【場所】真岡市荒町 2191（16.5 ㎡）
【利用料】21,600 円（月額）※光熱費別途
【対象】市内に住所を有する20歳以上で、将来的に 
　中心市街地等で事業を行う意思のある方
【対象業種】小売・サービス業　１店舗　
【入居期間】3月１日以降、平成32年 3月31日まで
【申込締切】2月 23日（金）
　※詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。
【申し込み・問い合わせ】真岡商工会議所　
　☎ 82-3305 FAX82-7967


