
下記下記のの計画計画についてについてご意見ご意見ををお寄せお寄せくださいください《 《 パブリックコメントパブリックコメント制度 》制度 》
【閲覧方法】計画の詳細は、下記窓口または二宮支所、市公民館、各分館、市ホームペー
ジで閲覧できます。

【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）

市HPQR ｺｰﾄﾞ

真岡市空家等対策計画（案）
【計画の趣旨】本市の空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、地域住民の生命、身体や財産を
保護することにより、生活環境の保全を図るとともに、空き家等の活用を促進し、地域の活性化に資す
ることを目的として策定するものです。

【募集期間】2月 17 日（月）～ 3月 8日（日）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 真岡市荒町 5191 番地　市民生活課市民生活係
　☎ 83-8394 FAX83-8392  E メール：shiminseikatsu@city.moka.lg.jp

国民年金保険料  2年国民年金保険料  2年前納前納のの
申し込みについて申し込みについて

　2年前納とは、国民年金保険料を2年分まとめ
て納める制度のことです。毎月納付する場合と比
べて、2 年間で最大 15,000 円程度の割引になり
ます。
　納付については、口座振替のほかに、クレジッ
トカード払いや現金（納付書）払いもできます。
●口座振替・クレジットカードによる前納●口座振替・クレジットカードによる前納
　4月分から翌年度末分までの保険料を、4月末
　に納付していただきます。
　【申し込み期限】2月末
●現金（納付書）による前納●現金（納付書）による前納
　任意の月から翌年度末分までの保険料を前納
　できます。最大で 4月分から翌々年 3月分ま
　での前納が可能です。
【問い合わせ】国保年金課国民年金係
　☎ 83-8593 FAX83-6205
　二宮支所 ☎ 74-5004 FAX74-1250
　宇都宮東年金事務所 ☎ 028-683-3211

真岡市障害者計画等策定真岡市障害者計画等策定
懇談会懇談会のの公募委員公募委員をを募集募集
　令和 2年度から 6年間の障害者計画、および
3年間の障害福祉サービス等に関する計画を策定
するため、市民の方のご意見をお聞かせください。
【募集人数】2人
【応募資格】以下の条件を満たす方
　①市内に引き続き1年以上住所を有する18歳
　　以上の方（平成31年 4月 1日現在）
　②平日昼間の懇談会（2回程度）に出席できる方
　③地方公務員および本市の他の委員会、審議会、
　　協議会等の委員に就任している方を除く
【応募方法】任意の用紙に下記①②を記入し、
3 月 2日（月）までに、下記へ郵送（必着）、　

　FAXまたは Eメールで申し込み
①身上書（住所、氏名、年齢、職業、電話番号、
　ボランティア活動歴、応募動機を明記したもの）
②「本市のこれからの障害者福祉について」の
　作文（600字程度）
※応募多数の場合は選考、提出書類の返却なし
【問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　社会福祉課障がい福祉係
　☎ 83-8129 FAX83-8554
　Eメール：syakaifukushi@city.moka.lg.jp

真岡工業団地総合管理協会真岡工業団地総合管理協会
嘱託職員嘱託職員をを募集募集

●事務職員　1人

【勤務期間】4月 1日～令和 3年 3月 31日まで
　（条件付きで更新あり）
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
　（土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始は休暇）
【勤務内容】一般・経理事務、施設の維持管理等
【応募条件】以下の条件を満たす方（学歴不問）
　①市内在住で、会社等の勤務経験がある方
　②PC（word・excel）の基本操作ができる方
　③普通自動車運転免許所有の方（AT限定可）
【賃金】月給 18 万円（試用期間の 3カ月は 17
万円）賞与あり

【申請方法】市販の履歴書（写真添付）および職
　務経歴書に所要事項を記入し、下記窓口また
　は郵送にて提出（2/21 消印有効）
【申請期間】2月 14日（金）～ 21日（金）
【問い合わせ】〒 321-4338真岡市大谷台町24
　真岡工業団地総合管理協会
　☎ 82-5651 FAX84-7625
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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
【2 月17日（月）～2月23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

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」
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◆コットンタイム
「どんとこい広場の音楽祭」
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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
「省エネルギー月間について」
もおかインフォ
「新型コロナウイルスに関連した肺炎について」
「コラボーレもおか」

第４回第４回「ツール・ド・とちぎ」「ツール・ド・とちぎ」開催開催にに伴伴うう交通規制交通規制にについてついて

　「ツール・ド・とちぎ」は、
県内全市町を舞台とした国
際公認のサイクルロードレ
ースです。今回の大会では、
最終日の3月 22日（日）に、
真岡市内を通過するライン
レースが行われ、交通規制
が実施されますので、皆さ
まのご理解と
ご協力をお願
いします。

交通規制：3 月 22 日（日）午前 11 時頃～午後 1 時頃交通規制：3月 22 日（日）午前 11時頃～午後 1時頃

【問い合わせ】
　スポーツ振興課
　☎ 84-2811
　FAX84-6258 パン工房小麦さんより東側の「小林北交差点～益子町方面」まで交通規制

上三川町方面「宮岡橋～下大田和～外堀踏切交差点」まで交通規制

公式HPQR ｺｰﾄﾞ

確定申告のついでに確定申告のついでに
マイナンバーカードを作成しようマイナンバーカードを作成しよう
　確定申告会場（青年女性会館）で、マイナンバー
カードの出張窓口申請を実施します。
【とき】確定申告期間中（2/17 ～ 3/16）の水曜、
　金曜日　午前 8時 30分～正午　
【ところ】青年女性会館
【持ち物】通知カード、申請者の本人確認書類
　（運転免許証、保険証など）
【申請所要時間】5分程度
※混雑状況により5分以上かかる
　場合があります。
【問い合わせ】市民課窓口係
　☎83-8117 FAX83-8514

【期間】2月 17日（月）～ 3月 16日（月）
　（土曜・日曜・祝日を除く）
【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。

※真岡税務署は午前 8時 30 分から受付開始で
す。確定申告の手続きには大変長い時間を要
しますので、早めに受付を済ませてください。
（午後 4時まで）
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。（コピーの提出は不要）
（例）マイナンバーカード（個人番号と身元確認）
（例）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
⇒「収支内訳書」
●医療費控除の申告をする方
　⇒「医療費控除の明細書」
上記のものを、あらかじめ作成して持参ください。
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

市民税・県民税の申告、市民税・県民税の申告、
所得税所得税のの確定申告確定申告をを忘忘れずにれずに

新型コロナウイルス対策新型コロナウイルス対策
　新型コロナウイルスによる感染症を予防するに
は、基本的な感染症予防対策が有効です。

感染を予防する方法感染を予防する方法
◆石鹸でこまめに手洗いをする
◆咳などの症状があるときは、周囲の人に感染
　させないよう、マスクを着用する
◆免疫力が弱っていると感染しやすくなるため、
睡眠とバランスのよい食事を心がける
◆屋内や乗り物など換気が不十分な混み
　あった場所では、マスクを着用する
◆人混みの場所には近づかない

【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946 FAX83-8619
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しっかり対策し、 感染を予防しよう！しっかり対策し、 感染を予防しよう！
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◆いちごショート
   ケーキ
「LIGHT UPにのみ
や～天使 De ナイ
ト～・いたどまち」

◆真岡市議会放送予定　《開会》 2 月 19日
　10:00 ～（生中継）   18:00 ～（再放送）


