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で確認できますで確認できます

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005 

【12月13日（月）～12月19日（日）放送内容予定】
【放送時間】午前6・8・10時、正午、午後4・6・10時

【放送時間】午後1時、午後8時
◆コットンタイム
　真岡女子高等学校「創立百十周年記念式典」
　FMもおか公開トークショー

いちごいちご
チャンネルチャンネル

◆ JUMP UP もおか・ようこそ市長室へ
　中学生の国際交流について
◆ JUMP UP もおか・もおかインフォ
　コラボーレもおか／確定申告について
◆わくわく体操
　12月のテーマ「猫背予防」
◆いちごショートケーキ
　尊徳さんの田んぼで米づくり事業
　【収穫祭】

小学校運動会
◆午前 8時放送
　物部小：12/16、12/19
　真岡小：12/17

◆午後 3時放送
　真岡小：12/19

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 》
【閲覧方法】各問い合わせ窓口、二宮支所、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・メールで応募ください。
　（窓口での受付は平日 8:30 ～ 17:15）

第 4 次真岡市男女共同参画社会づくり計画（案）
【計画の趣旨】全ての人が性別に関わらず、社会の一員として互いに認め合い、その個性と能力を発揮でき
る社会を築くことを目的とし、誰もが住みやすいまちづくりに向けた男女共同参画社会の実現を目指し
た取り組みを推進するために策定するものです。

【募集期間】1月 7日（金）まで（必着）　
問 〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地　市民協働推進室 ℡ 83-8141 FAX83-5896
　 メール：shiminkyoudou@city.moka.lg.jp

市 HP

真岡市地域福祉計画・地域福祉活動計画（第 3 期）（案）
【計画の趣旨】市民一人一人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるまちづくりを目指し策
定した「真岡市地域福祉計画・地域福祉活動計画（第 2期）」が本年度で最終年度となるため、地域福
祉の推進と、人と人、人と社会がつながり合う地域共生社会を目指し、新たな第 3期計画を策定するも
のです。

【募集期間】1月 7日（金）まで（必着）　
問 〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地　社会福祉課社会福祉係 ℡ 81-6943 FAX83-8554
　 メール：syakaifukushi@city.moka.lg.jp

問 税務課固定資産税係 ℡ 83-8114

家屋家屋をを取取りり壊壊したときはしたときは税務課税務課へへ
　令和 4年 1月 1日時点で、家屋（住宅、物置、
納屋、店舗、事務所など）を所有している方には、
令和 4年度の固定資産税が課税されます。
　所有していた家屋を令和 3年 12 月 31 日ま
でに取り壊した方は、下記窓口へ「家屋滅失届」
の提出をお願いします。

問 税務課市民税係 ℡ 83-8113

市民税・県民税市民税・県民税 申告会場申告会場の変更の変更
申告会場の一部変更申告会場の一部変更
【変更前】真岡会場：青年女性会館 2階
【変更後】真岡会場：市役所4階 404・405会議室
※二宮会場については変更ありません。
注意点注意点
【申告期間】2月 16日（水）～ 3月 15日（火）
（土曜日・日曜日・祝日を除く）
♦市役所出入口は午前 8 時 25 分に開きます。
それより前は、中に入れません。

♦真岡会場の受付は、市役所の出入口が開いて
から申告会場内で行います。例年、受付開始
時間前に設置していた受付簿は廃止します。
♦混雑状況により、午前中に受付をしても午後
からの申告相談となる場合や、その日の受付
を早めに締め切る場合があります。

12/12（日）年末市内一斉清掃12/12（日）年末市内一斉清掃
公共の場所（道路、河川、公園など）の清掃をお願いします。

【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）②空き缶・
空きビン③せん定枝・落ち葉・草④その他の
4種類
◆もえるごみ、空き缶・空きビンは、必ず透明また
は半透明の袋に入れて出してください。

◆真岡市指定ごみ袋（黄色）およびボランティア袋
（ピンク色）は使用しないでください。
◆「落ち葉・草」の袋にもえるごみ等を混ぜないで
ください。「せん定枝」は束ねて縛って出してく
ださい。

◆集めたごみ等は午前 9時までに、各地域指定の集
積場所に出してください。

※雨天等の順延はありません。中止の場合のみ、
午前 7時に防災無線でお知らせします。
問 環境課ごみ減量係 ℡ 83-8126

　下記の日程で「真岡市防災ラジオ」を
販売します。未手続の町会長・公民館長
への貸与も行いますので、ぜひご来場く
ださい。

問 くらし安全課危機管理係 ℡ 83-8396

【販売日時・場所】いずれも午前10時～午後1時
地区名地区名 山前地区山前地区 大内地区大内地区 中村地区中村地区
ときとき 12月14日（火）12月15日（水）12月16日（木）
ところところ 山前分館 大内分館 中村分館
1 世帯または 1事業所につき 1台目
◎75歳以上の方のみで構成される世帯…1,000 円
◎その他の世帯や事業所…………………3,000円
2 台目以降は、1台につき………………9,900円

防災ラジオ 出張販売防災ラジオ 出張販売しますします

技能検定合格者表彰技能検定合格者表彰

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（下記窓口、市HPから
取得可）、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 23 日（木）までに、
各提出物を下記窓口へ持参または郵
送で提出
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 3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HP

市では下記対象者の表彰を行っています。対
象となる方は、市商工観光課まで連絡ください。
【対象者】令和 2年度後期、令和 3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

【申請方法】12月23日（木）までに、合格証書の
写しを下記窓口へ持参または郵送、FAXで提出【対象・減免額】

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入減
少が見込まれ、下記に該当する方

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
　→対象となる保険税（料）の全額免除
②世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、
　申請要件全てに該当する方
　→対象となる保険税（料）全額免除または、
　　一部減額
【対象となる期間の保険税（料）】
　納付期間が令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月
31 日のもの

【申請方法】窓口での密を避けるため、
　原則郵送での申請となります。詳細な申請要
件は市 HP を確認ください。申請前には必ず
担当課へ連絡ください。
問♦国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
　　国保年金課保険税係 ℡ 83-8594
　♦介護保険料
　　いきいき高齢課介護保険係 ℡83-8094

国民健康保険税・介護保険料・国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の減免措置後期高齢者医療保険料の減免措置

問 臨時特別給付金窓口 ℡ 83-8142

　子育て世帯支援のため、新たな給付金を支給します。
【給付額】児童一人当たり 50,000 円
【対象児童】①令和3年 9月分の児童手当支給対
象児童② 9月 30日時点で高校生（平成 15年
4月2日～平成18年4月1日生まれ）の児童（保
護者の所得が児童手当の支給対象となる金額と
同等未満の場合）③9月以降令和4年 3月 31
日までに生まれた児童手当の支給対象児童

【支給方法等】原則申請不要で手当受給口座に
12 月 22 日（水）に支給予定。③の方は児童
手当認定次第支給します。ただし、公務員の
方や高校生等のみを養育する方は申請が必要
です。方法は決まり次第市HPに掲載します。

○○臨時特別給付金（子育て世帯）臨時特別給付金（子育て世帯）新新

共
通
事
項

共
通
事
項


