
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
トピックニュース
ようこそ市長室へ
「第2次真岡市環境基本計画の見直し」について
もおかインフォ
「令和 2年分の確定申告」について
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◆コットンタイム
「劇団らくりん座公演 あらしのよるに
～ひみつのともだち～」
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◆わくわく体操
3 月のテーマ「ながら運動」

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
「未定」

【3 月 1日（月）～ 3月 7日（日）放送内容予定】

互助会売店互助会売店をを閉店閉店しますします
　市役所駐車場敷地内に設置している互助会売
店は、2月 26日（金）をもって閉店します。
　長年にわたり、ご愛顧いただき誠にありがと
うございました。

問 総務課研修厚生係 ℡ 83-8469

栃木県収入証紙・収入印紙については、
令和2年9月から新庁舎1階の会計課
窓口にて販売しています。

いちご狩り実施中！いちご狩り実施中！
　井頭観光いちご園では、現在いちご狩りを実
施中です。観光いちご園自慢の、完熟で甘い「と
ちおとめ」を思う存分味わってください。
　いちごハウスの一部は高設ベンチ栽培のため、
車いすの方も安心して利用できます。
【期間】5月 9日（日）まで
【営業時間】午前9時～午後 4時
【時間】無制限・食べ放題
※新型コロナの感染状況によっては、臨時休園や
　早期閉園となる場合があります。開園の状況に
　ついては、井頭フレッシュ直売所（あぐ里っ娘）
　℡ 81-1141へ問い合わせください。
【料金】下記のとおり（税込み）

期間 ～ 2/28 3/1 ～ 4/4
区分 個人 団体 個人 団体

小学生以上 1,500円 1,400円 1,400円 1,300円
3歳以上

～小学生未満 1,300円 1,200円 1,200円 1,100円

期間 4/5 ～ 5/5 5/6 ～ 5/9
区分 個人 団体 個人 団体

小学生以上 1,300円 1,200円 900 円 900 円
3歳以上

～小学生未満 1,100円 1,000円 600 円 600 円

問 農政課園芸畜産係 ℡ 83-8139

 確定申告確定申告におけるにおける
コロナウイルス感染予防対策コロナウイルス感染予防対策
新型コロナウイルス感染予防対策のため

以下の点にご協力ください
●医療費控除や寄附金控除などの所得税の還付申
　告は、来場せずにパソコンやスマートフォン等
　で確定申告ができる e-Tax をご利用ください。
●自身で申告書を作成する方は、郵送にて提出
してください。所得税の申告書は真岡税務署
へ、市・県民税の申告書は市役所税務課へ郵
送してください。

●市・県民税の申告書（白紙）を郵送希望の方は、
税務課へご連絡ください。
●収支内訳書・医療費控除の明細書は、自宅に
て事前に作成してください。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。  
申告会場内での明細書の作成はできません。
記載内容についてご不明な点がある場合は、
事前に税務課へ電話でご相談ください。
●申告会場では入場制限を行うため、自家用車
などでお待ちいただく場合がありますので、
携帯電話をご持参ください。

●入場は申告する方のみとさせていただきます。
申告しない同伴者の入場はできません。

　（介助が必要な方を除く）
●来場の際はマスクの着用と手指消毒を
　お願いします。
問【市民税・県民税の申告について】
　 税務課市民税係 ℡ 83-8113
　【e-Tax・所得税の確定申告について】
　 真岡税務署 ℡ 82-2115

東京2020オリンピック東京2020オリンピック聖火聖火リレーリレー
ミニセレブレーションミニセレブレーション

観覧者観覧者をを募集募集
東京 2020 オリンピック聖火リレーについて、

栃木県では、3月 28 日と 29 日の 2日間におい
て実施され、真岡市は 1日目の 3月 28 日（日）
に実施予定です。
　真岡市の聖火リレー到着を祝うイベント「ミ
ニセレブレーション」の観覧については、感染
症対策として会場内の密集を避けるため事前予
約制とします。
【とき】3月 28日（日）午後 5時頃から
【ところ】真岡市民公園
【募集概要】
《人数》170人（立ち見）※定員超抽選
《申し込み》2月26日（金）～3月7日（日）（必着）
　の期間内に、市 HP にて受付
※当選者のみ観覧券を発送します。
※今後の新型コロナウイルス感染拡
　大状況によっては、変更・中止と
　なる場合があります。
※ご来場の際には、感染防止対策のご
　協力をお願いします。
問 総合政策課総合政策係 ℡ 83-8102

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 》
【応募方法】所定の記入用紙または任意の様式に、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。
　（窓口での受付は平日 8:30 ～ 17:15）
【閲覧方法】下記窓口または、第二学校給食センター、市役所本庁舎（学校教育課）、二宮支所、
市公民館、各分館、市HPで閲覧できます。

真岡市学校給食センター整備基本計画（案）

【計画の趣旨】学校給食を取り巻く状況を踏まえるとともに、第二学校給食センターを
含めた真岡市全体の給食提供方法の検討・調査や施設整備に係る基礎的な論点整理
を行い、児童生徒に安全で安心なおいしい給食を継続して提供する給食施設を整備
するため、本計画を策定するものです。

【募集期間】3月 1日（月）～ 22 日（月）まで（必着）　※詳しくは下記へ問い合わせください。
問 〒 321-4304 真岡市東郷 496番地 1　第一学校給食センター ℡ 82-3564 FAX84-5154
　 E メール：kyuusyoku1@city.moka.lg.jp

市 HPQR ｺｰﾄﾞ

春春のの全国火災予防運動全国火災予防運動
３月１日（月）～７日（日）３月１日（月）～７日（日）

その火事を　防ぐあなたに　金メダルその火事を　防ぐあなたに　金メダル
　これからの季節は、空気が乾燥し火災が発生
しやすいため、十分注意しましょう。住宅では、
火を使う場所だけではなく、建物周辺にも燃え
やすいものは置かないようにしましょう。さら
に、逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を
設置しましょう。
≪重点目標≫
①住宅防火対策の推進
②乾燥時および強風時火災発生防止対策の推進
③放火火災防止対策の推進
④特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
⑤製品火災の発生防止に向けた取り組みの推進
⑥多数の者が集合する催しに対する火災予防指
　導等の徹底
※期間中、8時と 19時に
　サイレンを鳴らします。
問 芳賀地区広域行政事務組合
　 消防本部 真岡消防署 ℡ 82-3161

農作物の盗難被害に農作物の盗難被害に
ご注意くださいご注意ください

　県内において、いちご農家への農作物の盗難被
害が発生しました。盗難対策を十分にし、被害に
遭わないようにしましょう。
●被害に遭わないために
・農場等の出入口を施錠しましょう。
・防犯カメラやセンサーライトを設置しましょう。
・通行人から見える位置に「防犯カメラ作動中」  
  等の看板を設置しましょう。
・生産者同士や警察等と連携して夜間パトロール  
  を実施しましょう。
・盗難被害に備えて、共済制度や収入保険制度に
  加入しましょう。
●不審に思ったら…
　不審な人や車を見かけたら、迷わず警察へ通報
　してください。間違っていても構いません。皆
　さまのご協力をお願いします。
真岡警察署 ℡ 84-0110

「いちご守り隊」出動中
　真岡市・ＪＡはが野・真岡警察署の
三者共同で、業務中において、いちご
ハウス周辺の巡回を積極的に行っています。
問 農政課園芸畜産係 ℡ 83-8139

◆真岡市議会放送予定
　質疑一般質問　3月 1日、2日
　10:00 ～（生中継）18:00 ～（再放送）
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12：00 ～ 12：30　/　19：00 ～ 19：30（再放送）
3/1（月） 3/2（火） 3/3（水） 3/4（木） 3/5（金）

議会中継 議会中継 真岡鐵道 子どもの医療費に
ついて
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