
亀山北土地区画整理事業地内亀山北土地区画整理事業地内
保留地の公売保留地の公売

　個人、法人は問いません。申し込みは、下記窓口
へ問い合わせください。 ※随時先着順で売却します。
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時
　（土曜・日曜・祝日を除く）

面積
( ㎡ )

価格
（千円）

㎡単価
（円）

用途地域
（容積率 /建ぺい率）

① 214.01 6,110 28,600 第二種中高層住居専用地域（200/60）

② 292.77 7,810 26,700 第一種低層住居専用地域（80/50）

③ 296.14 7,290 24,600 第一種住居地域
（200/60）

※学区：①亀山小学校、真岡西中学校
　　　　②・③大内西小学校、真岡中学校
【公売箇所図】

【申し込み・問い合わせ】
区画整理課
　亀山北指導一係・二係
　 ☎ 83-8156
　 FAX83-6209

アンケート調査にご協力くださいアンケート調査にご協力ください
子ども・子育て支援事業ニーズ調査子ども・子育て支援事業ニーズ調査
　市では、「次世代育成支援対策行動計画、子ども・
子育て支援事業計画」に基づき、子育て支援のため
の施策を実施しておりますが、現計画の期間は、平
成 27年度から 31年度までとなっています。
　つきましては、次期計画の策定に向けて、市民の
皆さまの子育て支援に関する生活実態や、ご要望・
ご意見などを把握するため、この度「子ども・子育
て支援事業ニーズ調査」を実施します。
　この調査は、無作為抽出による一部の就学前児童・
小学生・中学生の保護者の方、中学生、妊婦の皆さ
まを対象としたアンケート方式の調査です。
　調査は１月中を予定しておりますので、お手元に調
査票が届いた際は、ご協力をよろしくお願いします。

対　象対　象 調査件数調査件数
未就学児（0～ 5歳）の保護者 2,000 世帯
小学生の児童の保護者 1,000 世帯
中学生の生徒の保護者 300世帯
中学生 300世帯
母子健康手帳を交付している妊婦 300世帯
【問い合わせ】こども家庭課子育て支援係
　☎ 83-8131 FAX82-2340
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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
【1 月 14日（月）～ 1月 20日（日）放送内容予定】

※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）
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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
「日本一の真岡のいちご」
・もおかインフォ
「真岡式グリーンツー
 リズム」
「自然教育センター」
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10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート
  ケーキ
「第 34回真岡西
ロータリークラ
ブ杯中学校女子
バレーボール
大会」
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8:25
10:25
12:25
16:25
18:25
22:25 

◆わくわく体操　
1月のテーマ
「膝痛予防」

7:00
9:00
11:00
13:00
17:00
19:00
23:00

◆行ってみっぺ！
 もおか
「ライディング  
 クラブ　
 ジョバール」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「大前神社例大祭『真岡の秋祭り』」

確定申告のお知らせ確定申告のお知らせ
◇国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」
において、確定申告書が作成できますので、e-Tax
送信、または、書面で印刷して送付してください。
◇「ID・パスワード方式の届出完了通知」をお持ちの方
は、平成31年1月から、「確定申告書等作成コーナー」
で作成する際、ID・パスワードを入力すればe-Taxで
申告することができますので、是非ご利用ください。
◇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】2 月 18 日（月）～ 3月 15 日（金）
　※土曜・日曜・祝日除く（相談開始：午前 9時から）
　※相談受付：午前 8時 30分から午後 4時まで
　　（提出は午後5時まで）
　※会場は大変混雑するため、長時間お待ちいただ
　く場合や受付を早めに締め切る場合があります。
◇「確定申告書等作成コーナー」の操作や確定申告
に関するご質問・ご相談は、国税庁ホームページ
で検索、または、電話にてお問い合わせください。
≪確定申告などに関するお問合せ≫
　国税庁ホームページ「確定申告特集」をご覧ください。
≪e-Tax・作成コーナーの操作などに関するお問合せ≫
　e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
　☎ 0570-01-5901（受付：祝日を除く月曜～金曜）
【問い合わせ】真岡税務署 ☎ 82-2115 

事業主の皆さまへ事業主の皆さまへ
平成31 年度給与支払平成31 年度給与支払
報告書報告書のの提出提出をを忘れずに忘れずに

【提出期限】1 月 31 日（木）※期限厳守
【提出先】受給者が平成 31年 1月 1日現在居住し
　ている市町村長あてに提出してください。
※昨年同様、個人事業主の方が給与支払報告書を提出
　する際には、職員がマイナンバーの確認と身元確認
を実施します。（詳しくは、市のHPをご覧ください）

【報告書配布場所】真岡税務署および市税務課窓口
【提出書類】
①「総括表」
給与支払者の「法人番号」または「個人番号（マ

イナンバー）」を記入願います。
②「給与支払報告書（個人別明細書）」
　受給者1人につき1枚を提出してください。なお、
受給者の「住所」「氏名（フリガナ）」「生年月日」「個
人番号」および給与支払者の「法人番号」または「個
人番号」は必ず記入し、平成 30年中の所得額・源
泉徴収税額にかかわらず、真岡市在住の方全員分を
提出してください。平成 30年中に退職した方は退
職年月日を明記してください。
③「個人住民税の普通徴収への切替理由書」
個人住民税の納付方法を普通徴収（個人で納付）

にする方がいる場合のみ、普通徴収の人数を記入し
提出してください。提出がない場合は特別徴収（給
与天引き）となりますのでご注意ください。また、
給与支払報告書（個人別明細書）の摘要欄に、普通
徴収とする理由を明記してください。
【お知らせ】平成33年 1月 1日以降提出分より給与
支払報告書の eLTAXまたは光ディスク等による
提出義務制度の改正により、提出義務の対象枚数
が1000枚以上から100枚以上に引き下げとなり
ます。お早めの eLTAXまたは光ディスク等によ
る給与支払報告書提出のご検討をお願いします。

【問い合わせ】税務課市民税係 ☎ 83-8113 FAX82-1066 

明るい選挙啓発ポスター明るい選挙啓発ポスター
コンクール作品展示コンクール作品展示

　選挙が明るく正しく行われるように呼びかけるこ
とを目的として、明るい選挙啓発ポスターコンクー
ルを実施しています。平成 30年度応募作品を下記
のとおり展示します。ぜひご覧ください。
【展示期間】1月 12日（土）～ 20日（日）
【展示場所】二宮コミュニティセンター
【内容】市内小中学校18校から応募のあった133作品
【問い合わせ】市選挙管理委員会 ☎83-8190 FAX83-8082

1 月 20 日（日）1 月 20 日（日）
使用済小型家電使用済小型家電をを回収回収しますします
　2020 年に東京で開催されるオリンピック・パラ
リンピック競技大会の入賞メダルに、不要となった
小型家電に含まれるリサイクル材（金・銀・銅）が
活用されることになり、東京 2020 組織委員会が主
催するこの取り組みに、真岡市も参加しています。
　下記日程で、小型家電を回収し、「都市鉱山から
つくる！みんなのメダルプロジェクト」へ渡します。
小型家電制度対象品目全てを回収しますので、ご家
庭で不要となった小型家電をお持ちください。
（回収できないもの：エアコン、テレビ、冷蔵・冷凍
庫、洗濯・衣類乾燥機）
【とき】1月 20日（日）午前 9時～午後３時
【ところ】市役所南側駐車場
※ 1月 13 日開催の初市（だるま市）が雨天等で
20日に延期となった場合、市役所本庁舎北側の
建設部棟駐車場に変更になります。

【問い合わせ】環境課清掃係 ☎ 83-8126 FAX 83-5896

真岡市交通安全市民大会真岡市交通安全市民大会
　市民の交通安全に対する意識高揚と、交通事故防
止の推進を図るために市民大会を開催します。ぜひ
ご参加ください。※入場無料
【とき】1月 24日（木）午後 2時～ 4時午後 2時～ 4時
【ところ】【ところ】市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール市民“いちご”ホール（市民会館）大ホール
【内容】児童による交通安全作文朗読や、三遊亭多【内容】児童による交通安全作文朗読や、三遊亭多
歌介さんによる落語など 歌介さんによる落語など 

【問い合わせ】市民生活課交通安全係 
　☎ 83-8110 FAX83-8392

久下田だるま市久下田だるま市
【とき】1月 12日（土）午前 9時～午後 6時午前 9時～午後 6時
【ところ】足利銀行久下田支店前
【内容】だるまの販売、各種露店など

初市 （だるま市） の開催初市 （だるま市） の開催
【とき】1月 13日（日）午前 9時～午後 6時
　※雨天時は 20日（日）に延期
【ところ】市役所東側交差点～田町橋西側の五行川沿い
【内容】だるま･お飾り･植木などの市や露店、寿くじ
抽選会（寿町商店会主催）、家庭のだるま回収など

市役所

五
行
川

★ 初
市
会
場

初
市
会
場

寿くじ抽選会
午前10時から
だるま回収
お飾りなど、だるま以外の
ものは回収できません。

交通規制
午前８時30分
～午後 6時

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●一般事務補助　4人
【勤務場所】税務課・納税課・農政課
【応募条件】普通自動車免許所有の方（AT車限定可）、
パソコン操作（ﾜｰﾄ・゙ｴｸｾﾙ）の基本操作ができる方

【賃金】日額 6,450 円　【選考】面接（随時）
●保育士　1人
【勤務場所】市内保育所　【応募条件】保育士資格
【賃金】日額 8,490 円　【選考】面接（随時）

上記共通事項上記共通事項
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時（休憩 60分）
【勤務期間】1月から 3月 31日
　（※ 14日間を試用期間とします）
【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
【申し込み】市販の履歴書および職務経歴書に所要事
項を記入し、事前に連絡の上（保育士は資格証を
添えて）下記へ本人が直接申し込みください。

【受付時間】午前 9時～午後 5時
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　総務部総務課人事給与係 ☎83-8099 FAX82-1065

スプレー缶スプレー缶のの穴あけ事故穴あけ事故にに注意注意
　県内外でスプレー缶のガス抜き作業中に引火する
事故が発生しています。
★スプレー缶をゴミに出す際の注意事項★
　中身を十分に使いきり、風通しの良い屋外
で穴をあけ、ガスを抜きましょう。
【問い合わせ】環境課清掃係 ☎83-8126 FAX83-5896

【問い合わせ】商工観光課観光係
　☎ 83-8135 FAX83-0199

在宅歯科診療のご案内在宅歯科診療のご案内
【対象】市内在住のおおむね 65歳以上の方で、自
　宅で寝たきりのため歯科医院への通院が困難な方
【内容】歯科医師が訪問し、虫歯の治療や入れ歯の
　作成・調整等をします。
【費用】①保険診療の自己負担額 ②歯科医師の交通費
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619　

★


