
令和 3年令和 3年 真岡市消防団 真岡市消防団
出初式・通常点検中止出初式・通常点検中止

　新型コロナウィルス感染拡大防止のため、1月
9日（土）に予定していた「令和3年真岡市消防
団出初式」、「通常点検」は中止となりました。
問 市民生活課危機管理係 ℡ 83-8396

【申告方法】市に申告する前に、認定経営革新等
支援機関等（税理士、商工会議所、商工会、金
融機関等）に申告内容の確認を受けてから、申
告書および同機関に提出した書類と同じものを
提出してください。

※事業対象や認定経営革新等支援
機関等の一覧、提出書類等の詳
細は、市HPまたは中小企業庁
HPを確認ください。

【必要書類】
①申告書（認定経営革新等支援機関等の確認印
が押されたもの）申告書の様式は、市HPに
掲載および税務課窓口等にあります。

②収入減を証する書類（会計帳簿や青色申告決
算書の写しなど）

③特例対象家屋の事業割合を示す書類（青色申
告決算書の写しなど）

※償却資産の軽減を受ける場合は、償却資産申告書
および種類別明細書を併せて提出してください。

 固定資産税等固定資産税等をを軽減軽減しますします
【申告受付期間】令和３年１月４日～２月１日
【対象者・資産】新型コロナウイルスの影響で事
業収入が減少している、下記の条件に該当する
中小企業者・小規模事業者の償却資産と、事業
用家屋に係る固定資産税および都市計画税

問税務課固定資産税係 ℡ 83-8114

令和2年2月～10月の任意の連続
する3カ月間の事業収入の減少率 軽減率

前年同期と比べ
50％以上減少 全額

前年同期と比べ
30％以上 50％未満減少 2分の 1
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真岡市営住宅入居者募集真岡市営住宅入居者募集

問 建設課住宅係 ℡ 83-8694

【受付期間】12月 7日（月）～17日（木）
（土曜・日曜日を除く 8:30 ～ 17:15）

住宅名 階・間取り 戸数
三ノ宮市営住宅 1階・3DK 1戸

中丸市営住宅 3階・3DK 1戸

住宅名 階・間取り 戸数
東郷市営住宅 3階・3LDK 1戸

住宅名 階・間取り 戸数
大谷台市営住宅 1階・2DK 1戸

【家賃】入居する部屋のタイプや収入、家族の人
　数により異なります。
【申し込み】建設課にて申込書を配布しています。
関係書類を添えて、下記へ申し込み
　ください。
　詳しくは、市HPを確認ください。
※先着順での受け付けとなります。

※優先部屋入居要件に該当する世帯が申し込み可能

●【優先部屋】ひとり親世帯

●【優先部屋】障がい者世帯

市HPQRコード

下記下記のの条例条例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】下記窓口、二宮支所、各分館、市HPで閲覧できます。
【応募方法】所定の記入用紙または任意の様式に、ご意見・題名・住所・氏名・電話
番号を明記の上、下記窓口・郵送・FAX・Ｅメールで応募ください。

　（窓口での受付は平日 8:30 ～ 17:15）

もおかっ子をみんなで育てよう条例（案）
【条例の趣旨】子育てについての基本理念を定め、市の責務ならびに保護者、地域住民、学校等および事業
者のそれぞれの役割を明らかにするとともに、子育て支援を総合的に推進していくための基本的事項を
定めます。また、安心して子どもを生み育てることができる環境を確保し、子どもが健やかに成長でき
る社会の実現に寄与することを目的としています。

【募集期間】12月 7日（月）～ 12 月 28 日（月）必着　※詳しくは下記へ問い合わせください。
問 〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地　こども家庭課子育て支援係 ℡ 83-8131 FAX83-8619
　 E メール：kodomokatei@city.moka.lg.jp

市 HPQR ｺｰﾄﾞ

市街化区域・用途地域変更市街化区域・用途地域変更
にに関関するする説明会説明会をを開催開催

　真岡第一工業団地南地区（新産業団地）に係
る市街化区域および用途地域の変更について、
周辺関係者を対象とした説明会です。今後の手
続きの流れを説明します。
【とき】12月 10日（木）午後 6時 30分から
【ところ】市公民館中村分館　第 2会議室
問 都市計画課計画係　℡ 83-8152

都市計画変更（案）都市計画変更（案）をを
縦覧縦覧しますします

【とき】12月 8日（火）～ 22日（火）
【ところ】
　栃木県県土整備部都市計画課計画担当
　℡ 028-623-2465
　栃木県真岡土木事務所企画調査部企画調査課
　℡ 83-8304
　真岡市建設部都市計画課計画係（本庁舎 2階）
　℡ 83-8152
●県決定
【内容】
①宇都宮都市計画区域
　マスタープラン
②区域区分の変更
【対象区域】
　真岡市全域、真岡市寺内と
　松山町の各一部
●市決定
【内容】用途地域の変更
【対象区域】真岡第一工業団地南地区（新産業団地）
問 都市計画課計画係　℡ 83-8152

真岡第一工業団地南地区
（新産業団地）

技能検定合格者表彰技能検定合格者表彰
市では、下記対象の方の表彰を行っています。

条件を満たす方は、下記まで連絡ください。
【対象】令和元年度後期、令和 2年度前期技能検
定試験の 1級および単一等級合格者で、市内
在住の方

【報告】12月17日（木）までに、合格証書の写し
　を下記窓口まで持参するか、郵送、FAXで提出

中小企業中小企業のの優秀社員表彰優秀社員表彰
　市では事業所長が推薦する方を優秀社員と
して表彰しています。次の①～⑤すべてに該当
する方がいる場合には、下記へ推薦してください。

【提出物】所定の推薦書（市HPからダウンロード
可）、勤続年数を証明する書類（8年以上前の給
与台帳の写し・社会保険証の写しなど）、各1部

【申込期限】12月 24日（木）までに、各提出物
　を下記窓口まで持参するか、郵送、FAXで提出
問 〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地
　 商工観光課勤労者係 ℡83-8134 FAX83-0199

①市内の同一事業所（市内に本社を有する社員
50人以下の企業）に、8年以上勤務する正社
員およびパート社員（身障者手帳を有する者
は 5年以上）
※勤続年数基準日は令和 2年 12月 31日現在
②以前に同種の表彰を受けていない方
※受賞後、10年以上経過した方は再度推薦可
③おおむね 65歳以下の方
④家族社員（事業主と同一生計の親族）やこれに
準ずる方、役職員（経営権を持つ役員）は除く
⑤市外居住者でも可
※事業所、事業主、推薦を受ける方は、
　税金を滞納していないこと

市HPQR ｺｰﾄﾞ

発熱患者等発熱患者等のの受診方法受診方法がが変更変更

【受診・相談センター】℡ 0570-052-092【受診・相談センター】℡ 0570-052-092

①発熱等の場合、かかりつけ医など最寄りの①発熱等の場合、かかりつけ医など最寄りの
医療機関に電話相談する。医療機関に電話相談する。

②かかりつけ医など最寄りの医療機関に連絡②かかりつけ医など最寄りの医療機関に連絡
できない場合は、受診・相談センター（コーできない場合は、受診・相談センター（コー
ルセンター）に連絡する。診療・検査医療ルセンター）に連絡する。診療・検査医療
機関を案内します。機関を案内します。
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問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005
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12 月のテーマ「猫背予防」

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内

6:30
8:30
10:30
12:30

16:30
18:30
22:30

◆いちごショートケーキ
蓬田文子と仲間達による「ちりめん細工の世界」

【12 月7日（月）～12月13日（日）放送内容予定】

◆真岡市議会放送予定
　質疑一般質問　12月 7日、8日
　9:55 ～（生中継）18:00 ～（再放送）

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、事
業収入が減少し、かつ、国の「持続化給付金」の
対象とならない市内中小企業者等に対し、事業継
続を支援するため市独自の給付金を支給します。
【支給額】法人：20万円、個人事業主：10万円
【受付期間】令和3年 1月 15日（金）まで（消印有効）
【申請書類】商工観光課、二宮支所、真岡商工会
議所、にのみや商工会の各窓口に設置してい
るほか、市HPからもダウンロードできます。

【申請方法】3密を避けるため、原則郵送での申
請となります。申請書類を

　下記へ送付してください。
※申請要件等、詳しくは
　市HPを確認ください。

真岡市事業継続給付金真岡市事業継続給付金

市HP
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問 〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　商工観光課内事業継続給付金担当　℡83-8135 


