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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 21日（月）～ 1月 27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
「食育の推進について」
・もおかインフォ
「真岡市地域おこし協力隊」「コラボーレもおか」
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◆わくわく体操　
 1 月のテーマ
 「膝痛予防」
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◆コットンタイム
 「第 23回真岡市
 音楽祭《part1》」
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◆いちごショート
  ケーキ
「Year End
 Party 2018」

所得税の確定申告と納税
　所得税の確定申告と納税は、市民税・県民税の申
告期間と同様に 2月 18日～ 3月 15 日までの期間
（土・日曜日を除く）です。
　申告書を作成するには、国税庁ホームページ
【http://www.nta.go.jp】の「確定申告書等作成コー
ナー」が便利です。
　e-Tax または、書面を選択し、該当項目に入力を
することによって申告書や収支内訳書等の作成が可
能です。e-Tax の場合は、電子証明書等の事前準備
が必要ですが、書面の場合は、電子証明書等の事前
準備は必要ありませんので、手続きが簡単です。
　印刷後は、押印、必要な添付書類を同封し、郵便
や信書便による送付または税務署の時間外収受箱へ
の投函により提出することができます。

※医師等が発行した証明書は提出が必要です。
※「医療費通知」を明細書に添付すると、明細の記入
　を省略できます。「医療費通知」とは、健康保険組
　合等が発行する次の６項目が記載されたものです。
　①被保険者等の氏名②療養を受けた年月③療養を
　受けた者④療養を受けた病院・診療所・薬局等の
　名称⑤被保険者等が支払った医療費の額⑥保険者
　等の名称
※医療費控除またはセルフメディケーション税制の
　いずれかしか受けることができません。
※セルフメディケーション税制を受ける方は、健康
　診断や予防接種などの健康の保持増進および疾病
　の予防への取り組みを行った書類が必要です。
※医療費の申告用書類は、市税務課または税務署にあります。
◇その他の所得控除や税額控除に関わる証明書や領
　収書など
※源泉徴収票・証明書を紛失した方は、発行元に再
　発行を依頼してください。
次の方は税務署での申告になりますので、ご注意ください。
◇青色申告の方　
◇山林所得申告の方
◇畜産に関わる申告の方　
◇譲渡所得（土地・株など）申告の方
◇住宅借入金等特別控除を初めて申告する方
◇雑損控除を申告する方
◇仮想通貨に係る申告の方

扶養の確認を
　給与所得者・年金所得者等で扶養控除を忘れてい
たり、他の納税者と重複して扶養控除を受けていた
りした場合には、申告が必要です。

ご注意ください
　青年女性会館・二宮コミュニティセンターでは、
平成 30年分のみの申告相談・受付となり、混雑の
状況により受付を早めに締め切る場合があります。
　また、所得税の確定申告では、一人一人利用者識
別番号を取得する時間が必要になりますので、あら
かじめご了承ください。すでに番号を取得している
方は番号がわかるものを提示してください。昨年、
真岡会場、二宮会場で取得した方は不要です。（再
取得した場合は、以前の番号が使えなくなります）
相談の順番は、申告の内容や利用者識別番号の取得
状況により前後する場合があります。
【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

申告が必要な方
①平成30年中に営業・農業・その他の事業を営む方、  
　地代・家賃収入のある方
②給与所得者で次のような方
◇給与の年収が２千万円を超える方
◇給与以外に営業・農業・不動産所得や配当など　
の所得がある方

◇２カ所以上から給与の支払を受け、年末調整で　
合算されていない方

◇中途退職者や短期雇用者などで、年末調整され　
ていない方

◇雑損控除や医療費控除、住宅借入金等特別控除、
寄附金控除などを受ける方

◇その他、年末調整により交付された「源泉徴収票」
の各種所得控除の内容や金額に変更が生じた方

③公的年金所得者で次のような方
◇公的年金以外に所得がある方
◇他の所得がない場合でも、各種所得控除（雑損控除・
医療費控除・扶養控除等）を受けようとする方

④生命保険金や満期返戻金等を受け取った方
◇申告書や各種通知は、昨年の申告実績に基づき
発送していますが、通知等が届かなくても申告
が必要な場合があります。

◇国民健康保険税等の低所得者軽減措置を受けようと
する方は、収入がなくても申告が必要となります。

◇税務証明（所得・課税証明など）を必要とする
場合、各種手当（児童扶養手当など）を受け取
る場合、国民年金の免除申請を行う場合なども
申告が必要になります。

◇市民税・県民税の配当割額および株式等譲渡所得
割額控除・株式等の配当所得等および譲渡所得等
課税方式の選択制度の適用を受けようとする方は、
期限内に申告が必要です。

市民税・県民税の申告、市民税・県民税の申告、
所得税の確定申告をお忘れなく !!所得税の確定申告をお忘れなく !!
【期間】2月 18 日（月）～ 3月 15 日（金）※土・日曜日は除く
【受付時間】午前 8時 35 分～ 11 時、午後 1時～ 4時

申告に必要な書類等
①個人番号（マイナンバー）確認書類および身元確認書類
　※コピーの提出は、不要です。
＜マイナンバーカードをお持ちの方＞
◎マイナンバーカード（個人番号と身元確認）

＜マイナンバーカードをお持ちでない方＞
◎通知カード・住民票の写しまたは住民票記載事項証

　　明書（個人番号（マイナンバー）入りのものに限る）
　◎運転免許証・保険証等（身元確認）
②印鑑（朱肉を用いて使用する印鑑）
③平成 30年中（１月 1日～ 12 月 31 日）までの
　１年間の収入が明らかにできる書類
◇年金、給与、賃金などの「源泉徴収票」や「給与
　支払証明書」など
◇報酬をもらっている方は「支払調書」
◇生命保険一時金の「支払調書」など　
◇営業・農業・不動産所得などの場合は、収支内訳書など 
※収支内訳書などが作成されていない場合は、申
告受付ができません。

◇公共用地として土地を売却された方
  ・公共事業用資産の買取り等の証明書
  ・不動産等の譲受けの支払調書
④控除を受けるものの証明書または領収書
◇国民年金控除証明書または領収書
◇国民健康保険税の領収書
◇生命保険料（一般生命保険料・介護医療保険料・
　個人年金保険料）・地震保険料・旧長期損害保険
　料の控除証明書
◇医療費控除またはセルフメディケーション税制の明細書
※明細書が作成されていない場合は、申告受付がで
きません。

※明細書を作成して提出すれば、領収書の提出は不
　要です。領収書は５年間保存してください。

　市民税・県民税の申告は、所得税の確定申告をす
る場合は不要です。

月/日（曜） 地　区　名
午　前 午　後

2/18（月）本郷・旭町 寿多町・長島
2/19（火）春来町・境 寺山・程島
2/20（水）久松第一 久松第一・久松第二
2/21（木）大根田 丸山・阿部品

2/22（金）富永町・福居町・錦町・  東町・豊住町・銀町 新石町

2/25（月）石島 石島・下大曽
2/26（火）長沼北 長沼南・谷貝新田
2/27（水）大道泉・西大島 上江連
2/28（木）古山 青田北・堀込
3/1（金） 鷲巣・青田南 砂ケ原東・ 砂ケ原西
3/4（月） 上大曽 上谷貝
3/5（火） 東物井 東物井・下原
3/6（水） 下物井・東鹿 上物井・西鹿
3/7（木） 西物井１、２ 沖・阿部岡
3/8（金） 横田 大和田・水戸部
3/11（月）桑ノ川・南鹿・北鹿 反町・ 原分・三谷
3/12（火） 高田 高田・高田新町・市之塚
3/13・14・15 3/12 までに申告できなかった方
※上記の表の指定された日に都合がつかない場合は、
　他の日でも申告することが可能です。
※収支内訳書・医療費控除の明細書はあらかじめ作
　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。

二宮会場 【場所】二宮コミュニティセンター 2階

月/日（曜） 地　区　名
2/18（月） 小林・八條　
2/19（火） 根本・須釜・南高岡・島
2/20（水）西田井・鶴田・青谷
2/21（木）君島・道祖土・東大島・東沼・西沼
2/22（金）飯貝・清水
2/25（月）田島・堀内・京泉
2/26（火）赤羽・下鷺谷・上鷺谷・ 下籠谷・原町
2/27（水） 上大田和・下大田和・若旅・加倉・下大沼
2/28（木） 寺内・粕田・寺分
3/1（金） 中・上大沼

3/4（月） 大沼・長田・柳林・長田１・勝瓜・ 茅堤・    小橋・伊勢崎
3/5（火） 八木岡・熊倉町・熊倉１～３
3/6（水） 台町・荒町・荒町２～４
3/7（木） 東郷・西郷・中郷

3/8（金） 亀山・亀山１～３・上高間木・西高間木・ 上高間木１～３

3/11（月）高勢町１～３・大谷台町・ 東光寺１～３・   大谷本町・大谷新町

3/12（火）白布ヶ丘・田町・下高間木・下高間木１～２  並木町１～４・ 寺久保１
3/13・14・15 3/12 までに申告できなかった方

真岡会場 【場所】青年女性会館 2階

※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、
　午後 4時までに受付を済ませてください。

3 月 4日（月）から3月 4日（月）から
「いちごバス「いちごバス（コットベリー号）」（コットベリー号）」のの
運行内容が変わります運行内容が変わります

　新芳賀赤十字病院の外来診療開始日の 3月 4日
（月）に合わせ、コミュニティバスの「コットベリー
号」の運行内容を変更します。
【運行内容】市内循環線 18便 /日（右回り 12便、
左回り6便）。車両は、小型バスの「ポンチョ」（乗
車定員約26人）を採用し、3台体制となります。
車両デザインと停留所デザインも新しくなります。

【運行時間】午前 7時 20分～午後 5時 30分
【運行ルート】現在のルートを基準としながら、移
転する新芳賀赤十字病院への対応や、利用状況を
考慮した変更を加えたものです。新ルートの詳細
については後日、広報紙等でお知らせします。

「日本一のいちごの街もおか」を広くPRするため、
3月 4日（月）から「いちごバス」の愛称をつけて
運行します。
※詳細については、後日、市HPや広報紙の配布等
で、お知らせしますので、よろしくお願いします。

【問い合わせ】企画課企画調整係 ☎ 83-8102
　FAX83-5896 Ｅメール：kikaku@city.moka.lg.jp

確定申告会場にて確定申告会場にて
マイナンバーカード申請窓口開設マイナンバーカード申請窓口開設
　まだマイナンバーカードのお持ちでない方は、ぜ
ひこの機会に特別窓口をご利用ください。

ところ 実施期間
青年女性会館 2月18日（月）～3月12日（火）
真岡税務署 3月13日（水）～3月15日（金）

【午前の部】午前 9時～ 11時
【午後の部】午後 2時～ 4時
【持ち物】申請者本人の本人確認書類
　　　　　（運転免許証、保険証など）
※申請所要時間は、5分程度です。
　混雑状況によりお待ちいただく場合があります。
【問い合わせ】市民課窓口係 ☎ 83-8117 FAX83-8514


