
問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005
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◆いちごショートケーキ
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【5 月 10日（月）～ 5月 16日（日）放送内容予定】

真岡市公共交通サポーター募集真岡市公共交通サポーター募集
地域公共交通の安定的な運行や、市民の公共交

通への意識を醸成するために真岡市公共交通サポー
ター制度を創設しました。ぜひお申し込みください。
【協賛金額】
《個人会員》1口 5,000 円（中学生以下 3,000 円）
《法人会員》1口 10,000 円
【受付場所】市役所本庁舎 3階　総合政策課
【申請方法】市HPに掲載の申請書を窓口に持参
または郵送、FAXで提出するか、下記QRコー
ドから申し込みください。後日、納入通知書
を送付します。

【個人会員特典】
●いちごタクシー回数券 1組または、
いちごバス回数券 3組

●いちごバスの運賃無料券（土日祝日限定）
※運賃無料券の有効期限は 1口につき 3カ月

【法人会員特典】
●市HP、いちごタクシー・いちごバス車内に協賛
法人として法人名等の掲載

●いちごバス車内に法人広告の掲載
《広告期間》1口につき 3カ月間

　　　（1回の申し込みで最大 12カ月間）
《広告規格》B3サイズ（縦 364㎜×横 515㎜）
《広告原稿》申込者が指定の期日までに
作成し提出してください。
※枠数に限りが有ります。
問 総合政策課総合政策係 ℡ 83-8102 申し込み

QRコード

市民意向調査市民意向調査ににご協力ご協力をを
　市民のみなさまの市政に対するご意見を今後
のまちづくりに反映させるため「市民意向調査」
を実施しています。
　市内在住の 3,000 人を無作為に選び調査票を
送付しましたので、調査票が届いた方はご協力
をお願いします。
【期限】5月 12日（水）までに投函してください。
問 総合政策課総合政策係 ℡ 83-8102

経済センサスｰ活動調査経済センサスｰ活動調査
　市内の事業所・企業を対象に「令和 3年経済
センサスｰ活動調査」を実施します。
【期日】6月 1日（火）
【調査方法】次の方法で実施します。回答はイン
ターネットまたは郵送で提出してください。

① 5月中に調査員が調査協力依頼に伺います。
②支社や支店を有する企業は、国から直接本社
に調査票を送付します。

【その他】
●調査票に記入した内容は、統計作成目的以外に
使われることはありません。また、この調査は
「統計法」により報告義務があります。
●調査の詳細については「経済センサス
　ｰ活動調査」HPをご確認ください。
【かたり調査に注意！】「経済センサスｰ活動調査」
を装った不審な訪問や電話、メールにご注意くだ
さい。調査員は必ず調査員証を身に着けています。
また、金品を請求することはありません。

問 総合政策課統計係 ℡ 83-8109

経済センサスHP

防災ラジオ 防災ラジオ 二宮支所二宮支所でもでも販売
　二宮支所窓口で「真岡市防災ラジオ」
の販売（無償貸与含む）を開始します。
【とき】5月10日（月）から
午前 9時～午後 5時（平日のみ）

※代理受領の場合は、代理者の身分を証明で
きるものが必要です（運転免許証等）。
問 くらし安全課危機管理係 ℡ 83-8396

販売販売

市税市税・・使用料等使用料等のの徴収強化週間徴収強化週間
日中・夜間を含め、市職員が該当者に電話や

自宅訪問をして、納税・納入指導を行います。
【期間】5月 12日（水）～ 5月 26日（水）
【対象】市税（市県民税、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税）、国民健康保険税、後期高齢者医
療保険料、介護保険料

※訪問する職員は、職員証を携帯しています。
= 夜間・休日収納窓口 =

《夜間》毎週水曜・金曜日 午後 5時 15 分～ 7時
《日曜日開庁》毎月第2・4日曜日 午前8時30分～正午
◆次の使用料は納付書を持参した場合、納付可能
　保育料、市営墓地管理手数料、家庭雑排水処理　
　手数料、市営住宅使用料、水道・下水道使用料
問 納税課納税推進係 ℡ 83-8489

放課後児童支援員放課後児童支援員をを募集募集
【募集人数】1人
【勤務場所】真岡西小学校留守家庭児童会館
【勤務内容】学童保育における児童支援
【勤務時期】6月 1日（火）から
【応募条件】①放課後児童支援員の資格を有する方
②保育士・幼稚園教諭等の資格を有しており、
令和３年度中に放課後児童支援員認定資格
研修を受講して放課後児童支援員資格を取
得いただける方

※資格取得後は放課後児童支援員としての勤務
【給与】①月額108,330円（賞与年2回）②時給860円
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入し、
5月 21日（金）までに本人が直接下記へ提出
してください。※勤務詳細は問い合わせください。
問 真岡西小学校留守家庭児童会 ℡ 84-5575

　ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します。
【給付額】児童 1人当たり 50,000 円
【対象】①～③いずれかに該当する方
①令和 3年 4月分の児童扶養手当が支給される
方（申請不要）
②公的年金等《※ 1》を受給していることで、
令和 3年 4月分の児童扶養手当の支給を受け
ていない方（要申請）
③コロナ禍の影響を受け家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ
水準となっている方（要申請）

《※1》遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、
　遺族補償など
【支給時期】①の方は 5月 11日（火）に口座振込
で支給を予定しています。
　②、③の方は、申請する必要があり、
審査を経て支給となります。申請方法
は決まり次第市ホームページに掲載し
ます。

低所得の子育て世帯に対する低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金子育て世帯生活支援特別給付金

問 こども家庭課子育て支援係 ℡ 83-8131

市・県民税市・県民税におけるにおける各種制度各種制度
のの申告期限申告期限についてについて

①株式等の配当所得等および譲渡所得等課税
方式の選択制度

　上場株式等に係る配当所得または株式等譲渡
所得（源泉徴収がある特定口座）について、所
得税と異なる課税方式で市・県民税の課税を希
望する場合は、所得税確定申告とは別に、市・
県民税の申告が必要です。
②配当割・株式等譲渡所得割額の控除制度
　上記の所得については、所得税にあわせて市・
県民税も徴収されています。所得および徴収さ
れた所得税、市・県民税を適用する場合は、所
得税確定申告が必要です。なお、市・県民税の
計算において所得および徴収された市・県民税
を適用しない場合は①の制度を利用する必要が
あります。
※制度を利用する方は、納税通知書が送達され
　る日までに申告をしてください。
◆給与所得に係る特別徴収の納税通知書
　⇒５月上旬発送
◆普通徴収および年金所得に係る特別徴収の納
　税通知書　⇒６月上旬発送
問 税務課市民税係 ℡ 83-8113

詳細は
市HPにて

5/125/12はは民生委員・児童委員民生委員・児童委員のの日日
　民生委員・児童委員は介護や子育ての相談、一
人暮らしの高齢者などの見守り、行政や関係機関
との連携など地域福祉活動に取り組んでいます。
　その中には、子どもや子育てに関する支援を専
門に担当する主任児童委員も活動しています。　
　民生委員・児童委員は秘密を守ります
ので、福祉に関する悩みごとや相談があ
る方は、気軽に安心してご相談ください。
問 社会福祉課社会福祉係 ℡ 81-6943 市HP

QRコード

巡回相談会巡回相談会＆＆セミナーセミナー
【とき】5月20日（木）【ところ】真岡商工会議所
①とちぎジョブモール巡回セミナー10:30～12:00
　講師：ジョブモールキャリアカウンセラー
②とちぎジョブモール巡回相談会
　（キャリアカウンセリング）13:00～16:00
●就職活動やスキルアップに関するアドバイス
●適職診断
●履歴書の書き方や面接の受け方のアドバイス
③出張巡回労働相談（県宇都宮労政事務所主催）
10:30 ～　11:00 ～　11:30 ～　各 30分程度
●労働者および使用者からの労働問題全般に関
する悩みや疑問について相談受付、関係機関
への紹介　※秘密厳守

【申し込み】5月 18 日（火）午後 5時までに、
下記にて電話で受付　【参加料】無料
問 商工観光課勤労者係 ℡ 83-8134

求職者の求職者の
ためのための

◆中学校入学式
9:00 真岡中学校　　5/11、5/12、5/15

真岡西中学校　5/13、5/14、5/16
15:00 真岡東中学校　5/11、5/12、5/15

大内中学校　　5/13、5/14、5/16

中学校入学式中学校入学式のの放送予定放送予定
真岡中 5/11（火）5/12（水）5/15（土）9:00
真岡東中 5/11（火）5/12（水）5/15（土）15:00
真岡西中 5/13（木）5/14（金）5/16（日）9:00
大内中 5/13（木）5/14（金）5/16（日）15:00
山前中 5/18（火）5/19（水）5/22（土）9:00
中村中 5/18（火）5/19（水）5/22（土）15:00
長沼中 5/20（木）5/21（金）5/23（日）9:00
久下田中 5/20（木）5/21（金）5/23（日）15:00
物部中 5/25（火）5/26（水）5/29（土）9:00
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12：00 ～ 12：30　/　19：00 ～ 19：30（再放送）
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メンタルヘルスに
ついて

市からのお知らせ コラボーレもおか 国保税の変更と人間
ドックの助成について
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