
令和 2年度給与支払令和 2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（金）※期限厳守
【提出先】令和 2年 1月 1 日現在、受給者が居
　住している市町村長あてに提出
※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
認と身元確認を行います（詳しくは市HP）

【報告書配布場所】真岡税務署、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枚提出してください。
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（個人納付）
にする方がいる場合のみ提出してください。
提出がない場合は、特別徴収となります。

※給与支払報告書の eLTAXまたは光ﾃ ｨ゙ｽｸ等に
よる提出義務制度の改正により、令和 3年 1
月 1日以降提出分から、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。早めの eLTAXまたは光ﾃ ｨ゙ｽｸ等
による提出の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 

確定申告確定申告ののお知らせお知らせ
●国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」では、
自宅等で確定申告書が作成できます。e-Tax
送信、または書面で印刷し送付してください。
●「ID・パスワード方式の届出完了通知」がある
方は、「確定申告書等作成コーナー」で、ID・パ
スワードを入力すればe-Taxで申告可能です。
所得税・個人消費税・贈与税の確定申告所得税・個人消費税・贈与税の確定申告

【会場】真岡税務署 １階会議室
【期間】2 月 17 日（月）～ 3月 16 日（月）
※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）
※相談内容が複雑な場合は、午後 3時頃までにお
越しください。相談が午後5時を過ぎる場合は、
再度来ていただく場合があります。
☆確定申告について詳しくは、国税庁HPまたは、
下記へ問い合わせください。

【問い合わせ】真岡税務署 ☎ 82-2115 
【e-Tax・作成コーナーの操作等の問い合わせ】
　e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
　☎ 0570-01-5901（祝日を除く月曜～金曜）

真岡市交通安全市民大会真岡市交通安全市民大会
児童による交通安全作文の朗読や、栃木県警児童による交通安全作文の朗読や、栃木県警

察音楽隊、カラーガード隊によるパフォーマン察音楽隊、カラーガード隊によるパフォーマン
スなどを行います。　スなどを行います。　※入場無料
【とき】1月 22日（水）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　大ホール市民“いちご”ホール　大ホール
【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
　だるまの販売や、各種露店が並びます。
【とき】1月 11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

初市 （だるま市） の開催初市 （だるま市） の開催
だるま･お飾り･植木などの市や露店、家庭の

だるま回収、寿くじ抽選会（寿町商店会主催・午前
10時から開催）などを行います。
【とき】1月 12日（日）午前 9時～午後 6時
※雨天時は 19日（日）に延期

【ところ】市役所東側交差点～田町橋西側五行川沿い
【交通規制】市役所東側交差点～田町橋西側交差点
　午前 8時 30分～午後 6時
【駐車場】総合体育館北側・西側駐車場
【問い合わせ】商工観光課観光係
　☎ 83-8135 FAX83-0199

市HPQRコード

もおか
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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13日（月）～1月19日（日）放送内容予定】

【問い合わせ】情報政策課情報管理係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

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真岡市パブリックコメント制度
【閲覧方法】計画（案）の詳細は、下記窓口、市ホームページで閲覧可
【応募方法】ご意見・住所・氏名・電話番号を明記の上、下記窓口・郵送・FAX・Ｅメール
　にて応募ください。書式は自由です。（窓口での受付は、平日 8:30 ～ 17:15 まで）

意見を募集する計画等 真岡市立地適正化計画（案）
【計画の趣旨】居住や医療・福祉・商業等の生活サービス機能の適正な立地を促進し、公共交通ネットワー
クとの連携を図りながら、コンパクトで持続可能なまちづくりを推進するために策定するものです。

【募集期間】令和 2年 1月 6日（月）～ 2月 5日（水）まで　※詳細は下記へ問い合わせください。
【宛て先・問い合わせ】〒 321-4395 栃木県真岡市荒町 5191 番地 都市計画課計画係
　☎ 83-8152 FAX83-8879  E メール：toshikeikaku@city.moka.lg.jp

市 HPQR ｺｰﾄﾞ

意見を募集する計画等 真岡市子ども・子育て支援プラン（案）
【計画の趣旨】平成16年に第1期次世代育成支援対策行動計画を策定し、平成26年には第1期子ども・
子育て支援事業計画を追加策定し、市の子育て支援の指針として積極的に事業の推進に努めてき
ました。次期計画は、令和2年度から令和6年度までの5カ年の計画とし、今回さらに第1期子
どもの貧困対策推進計画を追加策定するものです。

【募集期間】令和 2年 1月 6日（月）～ 1月 24 日（金）まで　※詳細は下記へ問い合わせください。
【宛て先・問い合わせ】〒 321-4395 栃木県真岡市荒町 5191 番地 こども家庭課子育て支援係
　☎ 83-8131 FAX82-2340  E メール：kodomokatei@city.moka.lg.jp

真岡市奨学生真岡市奨学生をを募募集集
【募集期間】1月 10日（金）～ 3月 23日（月）
　優秀な生徒・学生で、経済的理由により入学・
修学が困難な方に学資等を無利子で貸与し、広く
人材を育成することを目的としています。
【貸付資金】修学資金・入学資金
※対象者や貸付期間など詳しくは市HPにて
【問い合わせ】  学校教育課総務係
　☎ 83-8180 FAX83-8080

市HPQRコード

22020年020年農林業センサス農林業センサスをを実施実施
【調査期間】令和 2年 1月上旬～ 2月中旬
【調査対象】農林業を営む全世帯・組織・法人
【調査方法】調査員が、直接調査票記入の依頼に
　伺い、後に調査員が回収します。
※調査票に記入した内容は、統計作成目的以外
　に使われることはありません。
※調査員は調査員証を必ず身に着けています。
【問い合わせ】総合政策課統計係
　☎ 83-8109 FAX83-5896

体育施設体育施設のの使用申請受付使用申請受付
　令和 2年 4月からの使用申請受付を行います。
【利用できる施設】総合・武道・附属体育館、スポー
　ツ交流館、二宮体育館、各運動場
【受付開始】3月 2日（月）から
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
【利用できる施設】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】市内在住・在勤の方が常時 10人以
　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
※団体登録の当初受け付けは、1月 31 日（金）
　まで（申請書は下記申請先に設置）
※平成31年度・令和元年度の登録団体も4月から
引き続き利用する場合は、再度登録が必要です
●詳しくは市HPを確認ください
【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 市HPQRコード

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

　市内小中学校から応募のあった令和元年度の作
品を展示します。ぜひご覧ください。
【展示期間】1月 11日（土）～ 19日（日）
【展示場所】二宮コミュニティセンター
【問い合わせ】選挙管理委員会 ☎83-8190 FAX83-8082

真岡市まちかど美術館　常設企画展真岡市まちかど美術館　常設企画展
 花を愛でる 花を描く花を愛でる 花を描く
　市所蔵の久保コレクションの中から
花をテーマにした作品を展示します。
【開催期間（前期）】3月 9日（月）まで
　9:00 ～ 17:00（3月以降は、18:00 まで開館）
【休館日】毎週火曜日、2/12（水）
※ 2/11（火・祝）は開館しています
【問い合わせ】まちかど美術館☎080-8736-3984

1月のごみ収集日について1月のごみ収集日について
「資源」および「せん定枝・落ち葉・草」の収
集日が水・木・金曜日の地区は、1月のみ収集日
が翌週の水・木・金曜日になります。詳しくは「家
庭ごみ・資源の出し方・分け方」を確認ください。
【問い合わせ】環境課清掃係 ☎83-8126 FAX83-5896

下水道台帳作成調査下水道台帳作成調査をを実施実施
下水道台帳の作成に伴い、公共汚水ますの調下水道台帳の作成に伴い、公共汚水ますの調

査も同時に行っております。汚水ますが家庭の査も同時に行っております。汚水ますが家庭の
敷地に設置されている場合は、敷地内に立ち入敷地に設置されている場合は、敷地内に立ち入
り、調査を行いますので、ご協力をお願いします。り、調査を行いますので、ご協力をお願いします。
【調査期間】1月 10日（金）～ 2月 28日（金）【調査期間】1月 10日（金）～ 2月 28日（金）
【調査内容】下水道本管・公共汚水ますの位置確認、【調査内容】下水道本管・公共汚水ますの位置確認、
　ますの大きさ、取付管の管種・管径　ますの大きさ、取付管の管種・管径
※調査員は市が発行した身分証明書を携帯してい※調査員は市が発行した身分証明書を携帯してい
　ます。金銭を請求することは一切ありません。　ます。金銭を請求することは一切ありません。
【調査委託先】国際航業 ㈱ 042-307-7777
【問い合わせ】下水道課維持係 
　☎ 83-8162 FAX83-8142

いちごバス回数券販売開始いちごバス回数券販売開始
現金での支払いより、1回お得に乗車できます。現金での支払いより、1回お得に乗車できます。

【販売開始】1月 15日（水）から【販売開始】1月 15日（水）から
【販売場所】いちごバス車内【販売場所】いちごバス車内
【料金】1,000 円（100 円券× 11枚つづり）【料金】1,000 円（100 円券× 11枚つづり）
●有効期限はありません
●購入後の払い戻しはできません
●運転中は販売できません
●紛失・棄損による再発行はできません
【問い合わせ】総合政策課総合政策係 
　☎ 83-8102 FAX83-5896

入館料入館料

無料無料
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認知症カフェ 認知症カフェ 
　認知症カフェとは、同じ悩みを抱えた方たち
が集まり、ほっとする時間を共有できる場です。
あったカフェあったカフェ【共生型医療福祉施設 田井の里】
【とき】1月17日（金）午後1時30分～3時30分
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】レコードコンサート　【参加料】200円
【申し込み】共生型医療福祉施設 田井の里
　（☎ 81-6500）にて電話で受付
木綿カフェ木綿カフェ【グループホームエフビー木綿の郷】
【とき】1月 22日（水）午後 2時～ 3時
【対象】認知症の方とご家族、その他どなたでも
【内容】コタツ deお茶会、相談【参加料】無料
【申し込み】グループホームエフビー木綿の郷
　（☎ 81-3880）にて電話で受付
【問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
（地域包括支援センター）☎83-8132 FAX83-6335

た方たち

1 月に 70 歳を迎える方へ1 月に 70 歳を迎える方へ
井頭温泉券井頭温泉券を交付しますを交付します

　1月に 70歳になる方、および今年度まだ温泉
券を受け取っていない方に、温泉券をお渡しし
ています。下記窓口まで申請してください。
【対象】市内在住で 70歳以上の方
　（昭和 25年 1月 31日以前に生まれた方）　
【場所】いきいき高齢課高齢者福祉係または二宮支所
【持ち物】申請書（窓口に設置）、印鑑
※交付は、年度内（4 月～翌年 3 月）に 1 回の
みです。1月に申請された方への温泉券の交付
枚数は、3枚（3カ月分）です。

【問い合わせ】いきいき高齢課高齢者福祉係 
　☎ 83-8195 FAX83-8554

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座
　認知症について正しく学んでみませんか。サ
ポーターとは、認知症の人や家族に対する理解
者になることです。お気軽にご参加ください。
【とき】1月22日（水）午前 10時～ 11時 30分
【ところ】市公民館 第 7会議室　【受講料】無料
【対象】講座内容に関心のある市民の方
【申し込み】下記窓口または電話にて受付
【問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
（地域包括支援センター）☎83-8132 FAX83-6335

バスで行くスキー教室バスで行くスキー教室 
【とき】2月2日（日）午前5時15分 総合体育館前集合
【ところ】会津高原たかつえスキー場
【対象】市内在住または勤務の方  先着 35人
※小学生以下は保護者同伴（講習会は小学生以上）
【参加料】小学生以上 2,000 円、幼児 500円
　（保険代含む、リフト代別）
【申し込み】1月19日（日）までに現金を
添えてイリエスポーツへ直接申し込み。
（電話不可）1月20日（月）以降のキャン
セルは、キャンセル料50％がかかります。
※フリー滑走やそり遊びもできます。ただし、
スノーボードは不可。【主催】真岡スキー連盟

【申し込み】イリエスポーツ（台町） ☎ 82-2786
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎ 84-2811

春の七草摘み春の七草摘みとと七草粥作り七草粥作り
【とき】1月 25日（土）午前 9時～午後 1時　
【ところ】市公民館大内分館および周辺の水田など
【募集人数】先着30人（親子での参加歓迎）
【参加料】1人 300 円（当日集金）
　※つり銭のないようにお願いします
【持ち物等】軍手、ビニール袋、除草用の鎌または
スコップ、エプロン、長靴（ぬかるみを歩くため）

【申し込み】1月 14日（火）～ 23日（木）までに、
　下記窓口または電話にて受付
【問い合わせ】真岡の自然を守る会事務局（真岡西分館内）
　☎ 84-6781 FAX 84-6936（日曜・月曜・祝日休）

根本山しぜん体験教室根本山しぜん体験教室
カブトムシのすみかづくりカブトムシのすみかづくり
  落ち葉を集めて、すみかとなる堆肥場を作ります。
【とき】1月 19日（日）午前 9時 30分～正午
【ところ】根本山自然観察センター　※雨天中止
【対象】どなたでも参加できます。先着 30人
　（小学 4年生以下は保護者同伴）
【持ち物等】汚れても良い動きやすい
服装、長靴、軍手　【参加料】無料

【申し込み】1月11日（土）から、【申し込み】1月11日（土）から、下記にて電話で受付
【問い合わせ】根本山自然観察センター （8:30~17:15）
　☎83-6280 FAX83-4624（月曜・祝日の翌日休）1・2月は1・2月は「はたちの献血」「はたちの献血」

キャンペーン月間ですキャンペーン月間です
冬期は血液が不足しがちです。新成人の皆さん、

「はたちの記念」献血へのご協力をお願いします。
【会場】 栃木県赤十字血液センター、う
つのみや大通り献血ルーム、 各市町
の献血会場（公式HP参照）

※詳しくは、公式HPをご覧ください。
【問い合わせ】
　栃木県赤十字血液センター☎ 028-659-0111
　健康増進課成人健康係 ☎83-8122 FAX83-8619

公式HPQRコード

令和元年度の令和元年度の女性がん（子宮・乳がん）女性がん（子宮・乳がん）
検診は受けましたか？検診は受けましたか？

　施設検診の有効期限は 2月 29 日（土）まで
のため、集団検診を 3月 1日（日）、6日（金）
に追加で実施します。検診は、集団か施設のど
ちらか年度内 1回です。

令和元年度　令和元年度　女性がん集団検診女性がん集団検診
ときとき（受付：午後1時～2時）（受付：午後1時～2時） ところところ
1/22（水）、2/12（水）、
3/1（日）、3/2（月）、3/6（金）総合福祉保健センター

2/4（火） 二宮コミュニティセンター

検診の種類（内容）検診の種類（内容） 対象者対象者 自己負担金自己負担金
①子宮がん検診（頸がん） 40歳以上

※ 3/1（日）のみ
30 歳以上

400 円
②乳がん検診
 （超音波・ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ） 400 円

骨密度検診 同日に①・②を受診する方 100 円

令和元年度 令和元年度 女性がん施設検診（医療機関）女性がん施設検診（医療機関）
【実施期間】2月 29日（土）まで ※休診日除く

対象年齢対象年齢 検診内容検診内容 自己負担金自己負担金
子
宮
が
ん
検
診

20歳～29歳 子宮頸部がん検査のみ 800円

30歳以上
子宮頸部＋体部がん検診
（体部がん検診は医師が必
要と認めた方、希望する方）

1,000 円
（頸部がんの
みは800円）

乳
が
ん
検
診

30歳～39歳

視触診・超音波検査 400円40歳以上で
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨを
希望しない方
40歳～49歳 視触診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（2方向） 600円
50歳以上 視触診ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ（1方向） 500円

【申し込み】検診希望の方は、下記にて事前に受付
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619

《第 70 回こらぼ茶話》《第 70 回こらぼ茶話》
みんなでつくるみんなでつくる発酵チョコレート発酵チョコレート
【とき】2月 4日（火）午前 10時～午後 1時
【ところ】二宮コミュニティセンター 調理室
【対象】市内在住・通勤・通学の方 先着 24人
【講師】一般社団法人ヘルスフードマイスター協会
　山口 由恵 氏　【参加費】1,500 円
【申し込み】下記窓口・電話・FAXにて受付
【問い合わせ】コラボーレもおか
　☎ 81-5522 FAX81-5558（月曜・祝日休）

●すま・切り絵「家紋を切り絵で」作品展
【とき】2月 1日（土）まで
【ところ】二宮コミュニティセンター 2階
【問い合わせ】 コラボーレもおか ☎ 81-5522

市民市民
講座講座 プロ直伝みそづくり講座

【とき】1月 18日（土）午前 9時 30分～正午
【ところ】市公民館大内分館【ところ】市公民館大内分館
【対象】市内在住・在勤で成人の方  先着 65人【対象】市内在住・在勤で成人の方  先着 65人
【持ち物】エプロン、ふきん用タオル、三角巾等【持ち物】エプロン、ふきん用タオル、三角巾等
【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）【受講料】4,600 円（材料代・国産大豆使用）
【申し込み】現在受付中【申し込み】現在受付中、下記にて電話で受付
【問い合わせ】市公民館大内分館（8:30~17:15）
　☎ 82-2704 FAX 83-6147（日曜・月曜・祝日休）

市民市民
講座講座
プロから学ぼう!お片付けの基本
~人生を輝かせるお片付けの秘訣~

① 2/6（木）「暮らしを楽にするプチリフォームの話」
② 2/13（木）「時短家事のための楽ちん収納法」
③ 2/20（木）「スタイル分析クローゼット収納」
各回：午後 1時 30分～ 3時
【ところ】市公民館山前分館
【対象】市内在住・在勤の方  先着 20人
【持ち物】筆記用具、片付けたい自宅のキッチン、
クローゼットなどの写真　【受講料】無料

【申し込み】1月15日（水）から、下記にて電話で受付
【問い合わせ】市公民館山前分館（8:30~17:15）
　☎ 82-2802 FAX83-6146（日曜・月曜・祝日休）

クラシック音楽鑑賞教室クラシック音楽鑑賞教室
　わかりやすい講話や演奏で、クラシック音楽
に親しんでみませんか。申し込みは不要です。
【とき】1月 17日（金）
　午後 6時 30分～ 8時（30分前開場）
【ところ】市民“いちご”ホール 小ホール
【講師】オカリナ奏者 中原 蘭 氏【定員】300人
【内容】『楽しいオカリナの世界』【参加料】無料
【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070

です。

ル

国民年金保険料納付相談会国民年金保険料納付相談会
　保険料納付についてお困りの方や、免除申請・
学生納付特例制度を利用したい方の年金相談に、
宇都宮東年金事務所の職員が応じます。
【とき】1月27日（月）午後 2時～ 7時
【ところ】市公民館 2階　第 3・4会議室　
【問い合わせ】
　宇都宮東年金事務所☎028-683-3211自動音声②
　国保年金課国民年金係 ☎83-8593 FAX83-6205
　二宮支所 ☎ 74-5004 FAX74-1250

円

。

お弁当配送ボランティア募集お弁当配送ボランティア募集
　真岡市社会福祉協議会の調理室から、市内受
給者宅に自家用車でお弁当を配達する、老人給
食サービス配送ボランティアを募集します。
【活動内容】令和2年4月からの第1～4火曜日、
いずれか月 1回（都合が悪い場合は交代可能）

　午前 10時 30分～正午頃まで
【申し込み】1月24日（金）までに、下記にて受付
【問い合わせ】社会福祉協議会 (8:30~17:00)
　☎ 82-8844 FAX 82-5516

いちご摘みいちご摘み＆＆いちごジャム作りいちごジャム作り
　日本一のいちごのまち「もおか」で採れたいち
ごを使って、いちごジャムを作りませんか。
【とき】2月 8日（土）午前 9時～正午
【ところ】道の駅にのみやに集合後、各
自で移動していただき、二宮コミュニ
ティセンターで解散となります。

【募集人数】先着20人【参加費】500円
【申し込み】HPから申請書をダウンロー
ドの上、FAXまたは E ﾒｰﾙにて申し込
みください。1月 24日（金）必着。

【問い合わせ】真岡いちごブランドファンづくり
協議会事務局（農政課園芸畜産係） ☎ 83-8139 
FAX83-6208 E ﾒｰﾙ :ichigo@city.moka.lg.jp

HPQRコード

スポーツスポーツ
教室教室

第 2 回 初心者のための
ZUMBA（ズンバ）教室

【とき】2/4、2/18、2/25（各火曜日、全 3回）
　午前 10時～ 11時
【ところ】スポーツ交流館 多目的室①
【対象】市内在住または通勤の一般女性 先着20人
【持ち物等】運動のできる服装、タオル、
　体育館シューズ、飲み物【参加料】無料
【申し込み】1月 14日（火）から、下記
　にて、電話、FAX、Eメールで受付
【問い合わせ】スポーツ振興課（9:00~17:15）
　☎ 84-2811 FAX84-6258
　E ﾒｰﾙ：sports@city.moka.lg.jp  ※FAX・E ﾒｰﾙ
の場合は氏名・住所・電話番号・年齢・性別を明記

料

）


