
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 28 日（月）まで（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

障害状態確認届障害状態確認届がが届届いたらいたら
手続手続きをおきをお願願いしますいします

　障害年金を受給されている方が、引き続き受
給する権利があるかどうか、障がいの状態を確
認するため、日本年金機構から「障害状態確認届」
が送付されます。
【送付時期】確認が必要となる年の、誕生月の
　3カ月前の月末
【手続き方法】障害状態確認届の「診断書」欄を
　医師に記入してもらい、日本年金機構に郵送
【提出方法】
　同封の返信用封筒で日本年金機構に提出
【提出期限】誕生月の月末まで
※障害状態確認届には、提出期限前 3カ月以内
　の障がいの状態が記入されている必要があり
　ます。
※提出が遅れたり、記載内容に不備があったり
　する場合は、年金の支払いが一時
　停止する場合があります。
問 国保年金課国民年金係 ℡ 83-8593
　 二宮支所 ℡ 74-5004

令和2年分令和2年分のの確定申告確定申告はは
e-Taxe-Taxでで手続手続きをきを

　国税庁HP「確定申告作成等コーナー」では、
自宅のパソコン・タブレット・スマートフォン
から 24時間いつでも申告書を作成できます。
【提出方法】作成した申告書は、e-Tax で送信（マ
イナンバー方式および ID・パスワード方式）
または、郵送で提出できます。
　詳しくは国税庁ＨＰを確認ください。
【令和 2年分の確定申告の相談】新型コロナウイ
　ルス感染症拡大防止のため、還付申告の方に
　限り、確定申告期間前《令和3年2月15日（月）
　以前》でも受け付けています。
◆源泉徴収票など、申告に必要な書類が手元に
　全てそろったら、なるべく早めに申告をして
　ください。
◆真岡税務署の確定申告会場は、令和 3年１月
25 日（月）から開設します。なお、混雑緩
和  のため、入場には当日配布の「入場整理券」
が必要です。整理券の配布状況に応じて、後
日来場をお願いする場合があります。
　（１月上旬は、年内と同様に事前予約制を予定）
問 真岡税務署 ℡ 82-2115
　（自動音声では②の番号を選択してください）

市税等納期限《12 月》市税等納期限《12 月》
①市県民税（第4期）②国民健康保険税（第6期）
③後期高齢者医療保険料（第 6 期）④介護保
険料（第 6 期）
【納期限・口座振替】12月 25 日（金）
税務課市民税係 ℡ 83-8113
国保年金課保険税係 ℡ 83-8594 
いきいき高齢課介護保険係 ℡ 83-8094
納付・口座振替：納税課収納管理係 ℡ 83-8115

納め忘れはありませんか？納め忘れはありませんか？
介護保険料納付介護保険料納付のの確認確認をを

　介護サービスの貴重な財源となる介護保険料
は、65歳になると健康保険料から分離され、介
護保険料単独で 1人ずつ納めていただきます。
　介護サービスが必要となったときに、しっか
りサービスを受けられるように、介護保険料は
必ず納めましょう。
≪納付できる場所≫
◆公共施設 真岡市役所、二宮支所
◆金融機関 足利銀行、常陽銀行、栃木銀行、筑
　波銀行、真岡信用組合、中央労働金庫、はが
　野農業協同組合、ゆうちょ銀行（ゆうちょ銀
　行のみ期限内に限る）
◆コンビニ セブンイレブン、ファミリーマート、
　ローソン等（期限内に限る）
◆その他 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾌﾟﾘ PayPay（期限内に限る）
≪口座振替≫上記の市内金融機関、または真岡
　市役所・二宮支所に、通帳と届出印を持参し、
　申し込みください。
※特別徴収の方は、納めに行く必要はありません。
介護保険制度・介護保険料について
　いきいき高齢課介護保険係 ℡ 83-8094
口座振替について
　納税課収納管理係 ℡ 83-8115 

　新型コロナウイルスの影響により収入減少が
見込まれ、下記に該当する方は、介護保険料を
減免します。
①世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な
　傷病（1カ月以上の治療）を負った方
→対象となる保険料の全額免除

②世帯の主たる生計維持者の事業収入・不動産収
　入・山林収入・給与収入（以下「事業収入等」）
　のいずれかの減少が見込まれ、次のア・イどち
　らにも該当する方
→対象保険料全額、または一部減免

ア）事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損
害賠償等により補てんされるべき金額を控除
した額）が、前年の当該事業収入等の額の10
分の3以上であること

イ）減少することが見込まれる事業収入等に係る
所得以外の前年の所得の合計が、400万円以
下であること

【対象期間】令和 2年 2月 1日～令和 3年 3月
31日納期限の介護保険料

【申請方法】申請前に下記へ連絡ください。
問 いきいき高齢課介護保険係 ℡ 83-8094

介護保険料介護保険料のの減免措置減免措置がありますがあります
　私たち一人一人が今以上に感染症対策を徹底
し、健康に冬を過ごしましょう。
◆身体的距離の確保
　人との間隔はできるだけ空けましょう。
◆マスクの着用・咳エチケット
　外出時や屋内でも会話をするときは、症状が
なくてもマスクを着用しましょう

◆手洗い
　家に帰ったら、まずは手などを丁寧に洗い、手
指消毒をしましょう

◆換気と加湿
　こまめに換気しましょう。
　適切な湿度(40%以上を目安）を保ちましょう。
◆ 3密の回避
 　密集・密接・密閉の3つの密を避けましょう。
◆適切な運動や食事
　免疫力を高めるため、十分な休養とバランス　　
の取れた食事、適度な運動を心がけましょう。

◆健康チェック
　毎朝、体温を測定し、発熱や風邪の症状があ
るときは、無理せず自宅で療養しましょう。
12 月（師走）の感染拡大防止対策を！

　警戒度レベル「感染厳重注意」における
要請内容を徹底しましょう！

問 健康増進課健康支援係 ℡ 81-6946

冬の感染防止対策冬の感染防止対策
新型コロナウイルス関連情報新型コロナウイルス関連情報

国民健康保険・後期高齢者医療制度国民健康保険・後期高齢者医療制度

傷病手当金傷病手当金のの適用期間適用期間延長延長
【適用期間】令和 2年 1月 1日～ 12月 31日
　➡ 令和 2年 1月 1日～令和 3年 3月 31 日
問 国保年金課国民健康保険係 ℡ 83-8123
　 　　　　　高齢者医療係　 ℡ 83-8593

ける

6

▲ 詳しくは、栃木県ホームページを
確認ください。

もおか
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問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005
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◆ JUMP UP もおか
「真岡の令和 2年ダイジェスト」
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◆コットンタイム
「真岡ミュージカル第 14回公演　STRAW
 BERRY CRISIS 2019（再）」
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◆わくわく体操
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
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◆いちごショートケーキ
「根本山しぜん体験教室　小枝とまつぼっ
くりのクラフト～クリスマスオーナメント
を作ろう～」
「サンタとあそぼう」

【12月21日（月）～12月27日（日）放送内容予定】

12：00 ～ 12：30　/　19：00 ～ 19：30（再放送）
12/21（月） 12/22（火） 12/23（水） 12/24（木） 12/25（金）

年末年始の防犯対策
について

地域おこしキョー
リョクタイム

図書館 年末年始の防犯対策
について

WNもおか＆年末年
始休館情報

ＦＭもおか行政情報番組ＦＭもおか行政情報番組
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