
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
もおかインフォ
「議会だよりの新しいタイトル」について
「GIGAスクール」について
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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 15日（月）～ 3月 21日（日）放送内容予定】

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】3月 15日（月）～25日（木）
（土曜・日曜・祝日を除く 8:30 ～ 17:15）

住宅名 階・間取り 戸数
東郷市営住宅 3階・3LDK 2戸
高間木市営住宅 2階・3DK 1戸

住宅名 階・間取り 戸数
東郷市営住宅 1階・3LDK 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。
必要事項を記入し関係書類を添えて、

　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（高齢者世帯）

●一般部屋

市HPQRコード

都合により、番組内容や放送時間が変更とな
る場合があります。詳しくは、いちごチャン
ネルデータ放送、スマホアプリの番組ガイド、
EPG（電子番組表）を確認ください。

附属体育館附属体育館が指定が指定避難所避難所でで
はなくなりますはなくなります

真岡市附属体育館の解体に伴い、指定緊急避
難場所および指定避難所の指定を取り消しまし
たのでお知らせします。
問 市民生活課危機管理係℡ 83-8396

一般国道 408 号一般国道 408 号
真岡南バイパス供用開始真岡南バイパス供用開始
3 月 20 日（土）午後 3 時から、一般国道

408号真岡南バイパス延長 3.1kmを暫定 2車線
で供用開始します。これにより、一般国道 294
号から県道宇都宮那須烏山線までの道路ネット
ワークが構築され、安全で円滑な通行が確保さ
れます。※下記の赤線が真岡南バイパス※下記の赤線が真岡南バイパス

栃木県県土整備部道路整備課 ℡028-623-2418
真岡土木事務所整備部整備第一課 ℡ 83-8306 
建設課管理係 ℡ 83-8147

もおか
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コラボーレもおか 市民課窓口サービ
ス

WNもおか情報

ＦＭもおか行政情報番組ＦＭもおか行政情報番組

いつでも♪どこでも♬もおかのいつでも♪どこでも♬もおかの８８
ハハ

７７
ナナ

４４
シシ

詳しい番組表は詳しい番組表は
FMもおかHPFMもおかHP
で確認できますで確認できます

問 選挙管理委員会 ℡ 83-8190

真岡市長選挙立候補予定者真岡市長選挙立候補予定者
説明会説明会をを開催開催

　4月 25日（日）執行予定の真岡市長選挙の立
候補手続き等に関する説明会を開催します。
　立候補予定者（代理の方でも可）および同出
納責任者（就任予定者）は必ず出席してください。
　なお、出席者数は１立候補予定者につき、上
記の 2人までとします。事前審査の日程につい
ては、立候補予定者説明会の際に案内します。
【とき】3月 19日（金）午後１時 30分から
　（午後 1時 15分から受付）
【ところ】市役所本庁舎 3階 302 会議室

問 栃木県中央児童相談所 相談調査課 里親担当
 　℡ 028-665-7830
　 E メール：chuuou-js@pref.tochigi.lg.jp
　 こども家庭課家庭相談係 ℡ 82-1113

　里親になるためには特別な資格は必要あり
ません。子どもの養育に理解があり、熱意と
愛情を持っている方で、一定の条件を満たし
ていれば里親になることができます。
　なお、事前に基礎研修と登録前研修を受け
ていただく必要があります。
手続き等の詳細や里親制度に関しての問い

合わせについては、下記へご連絡ください。

「親が病気やけがをしてしまった」、「親から虐待
を受け、家庭に置いておけない」、「望まない妊娠を
してしまい、生まれてくる子を育てられない」など、
さまざまな事情により家庭で暮らすことができない
子どもたちがいます。
　里親制度は、このような子どもたちを実の親に
代わって家庭的な環境のもとで養育する制度です。
　栃木県では、より多くの方々に里親制度につ
いて知っていただき、里親になっていただける
方を求めています。
　子どものために何かをしてあ
げたいと考えている方、子ども
を養育してみたい方、里親にな
りませんか。

子ども子どものの里親里親になりませんかになりませんか

　新型コロナウイルス感染症拡大のため
「もおか食べチケ第 2弾」の利用期間は
令和3年5月 9日（日）までです。
　テークアウトやデリバリー
を実施している店舗もありま
すので、ぜひご利用ください。
　詳しくは、市 HP をご確
認ください。
問 商工観光課商業係 ℡ 83-8643

「もおか食べチケ 第 2弾」「もおか食べチケ 第 2弾」
 利用期間 利用期間はは5月9日5月9日までまで

市HP
QRコード

確定申告期限確定申告期限のの延長延長
●●所得税の確定申告期限の延長所得税の確定申告期限の延長
所得税の確定申告の申告期限が４月15日（木）所得税の確定申告の申告期限が４月15日（木）
まで延長されました。なお、市の申告会場でまで延長されました。なお、市の申告会場で
の申告受付は、当初の予定どおり３月 15 日の申告受付は、当初の予定どおり３月 15 日
（月）で終了します。３月 16日（火）以降の（月）で終了します。３月 16日（火）以降の
所得税の確定申告の相談は、真岡税務署へお所得税の確定申告の相談は、真岡税務署へお
願いします。また、作成された申告書は市税願いします。また、作成された申告書は市税
務課でもお預かりすることができます。務課でもお預かりすることができます。

●●市民税・県民税の申告市民税・県民税の申告
申告期限を過ぎた場合でも、申告の受付を市申告期限を過ぎた場合でも、申告の受付を市
税務課にて随時行っています。また、新型コ税務課にて随時行っています。また、新型コ
ロナウイルス感染予防対策のため郵送での申ロナウイルス感染予防対策のため郵送での申
告にご協力ください。市民税・県民税の申告告にご協力ください。市民税・県民税の申告
書（白紙）を郵送希望の方は市税務課までご書（白紙）を郵送希望の方は市税務課までご
連絡ください。連絡ください。

●● 3月 16 日以降に確定申告書を提出する場合3月 16 日以降に確定申告書を提出する場合
3 月 16 日（火）以降に所得税の確定申告書を3月 16日（火）以降に所得税の確定申告書を
提出した場合は、令和 3年度市民税・県民税提出した場合は、令和 3年度市民税・県民税
の当初税額決定・納税通知書および所得・課の当初税額決定・納税通知書および所得・課
税（非課税）証明書に申告内容が反映されな税（非課税）証明書に申告内容が反映されな
い場合があります。申告内容の確認ができ次い場合があります。申告内容の確認ができ次
第、順次税額変更通知書または税額決定の通第、順次税額変更通知書または税額決定の通
知書を送付します。知書を送付します。

【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

問 下水道課業務係 ℡ 83-8160

下水道の使用可能区域下水道の使用可能区域
が拡大しますが拡大します

　４月から、新たに公共下水道の使用が可能に
なる該当区域の図面の縦覧を行います。
●該当区域
■亀山北土地区画整理地内の一部の区域
■中郷・萩田土地区画整理地内の一部の区域
■長田・柳林の一部の区域
■西高間木の一部の区域
【縦覧期間】3月 15日（月）～ 29日（月）
　午前 8時 30分～午後 5時 15分
　（土曜・日曜・祝日は除く）
【縦覧場所】本庁舎 2階 下水道課
●下水道への接続はお早めに
浄化槽を使用していると、管理が不十分な場
合に臭いや蚊、ハエの発生原因となり近隣ト
ラブルに発展する可能性があります。
下水道の使用ができる区域内にお住まいの方
は、市の指定工事店に依頼し、浄化槽から下
水道へ切り替えてください。
●資金融資制度
下水道への接続工事や水洗トイレへの切り替
えをする際に、金融機関から資金融資を受け
る場合、市が利子分を負担します。

【条件】
①公共下水道の使用開始を告示した日から 3年
　以内の区域にお住まいの方
②市税や水道料金等を滞納していないこと
【限度額】35万円
【返済方法】毎月１万円ずつ 35回以内


