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真岡市行政情報番組案内真岡市行政情報番組案内
　市からのお知らせや、イベント情報などをお伝
えする行政情報番組「ほっとステーションもおか」
は、真岡ケーブルテレビ（いちごてれび）で毎日
放送しています。ぜひ、ご覧ください。
【放送時間】1日3回  午前8時から、午後1時から、
　午後 6時から（※日曜日は午前 7時からのみ）
【1 月 13日（月）～ 1月 19日（日）放送内容】
　◆市政ニュース ◆ようこそ市長室へ《平成25年
　第5回市議会定例会について》 ◆もおかインフォ 
　◆広報もおか ◆ウィークリーニュース 

【問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎83-8100  FAX83-5896

※行政情報番組を視聴する場合は、真岡ケーブ
ルテレビへの加入が必要となります。視聴の申
し込みは、真岡ケーブルテレビへ（☎ 83-5001）

【お知らせ】「真岡市内放射線量等測定結果」は、紙面の都合によりお休みさせていただきます。
　なお、放射線量等最新結果は、市のホームページで随時公開しています。http://www.city.moka.tochigi.jp/

【申し込み ･問い合わせ】真岡鐵道旅行センター
　☎ 84-7913  ※ 3 月 7日（金）締め切り
　※申込金 ひとり 10,000 円
　（ 残金については 8日前までにお願いします）

☆旅行代金 32,800 円（4・5 名様１室利用）
☆募集人数 120 人（最少催行人員 90人）
【お願い・注意事項】3名 1室 :1 人 3,000 円追加、
　2 名 1 室 :1 人 5,000 円追加。旅行代金は、日程
　表中の交通機関と観光、宿泊代・食事が含まれます
　（標記以外は別途料金）。申し込み後、お客様の都合
　でキャンセルした等の場合、取消料（違約料）が発
　生します。その他詳細は、お問い合わせください。

真岡市民号 ☆お座敷列車で行く☆
世界遺産・三保の松原世界遺産・三保の松原

3 月 16日（日）
真岡（6:11）ーー真岡線ーー（6:34）下館駅（7:17）ーーー
ーーお座敷列車ーー（11:35）小田原＝＝かまぼこ
工場（昼食）＝＝＝東名高速＝＝＝三保の松原＝＝
＝＝（17:00）「焼津グランドホテル」（泊）

3月 17日（月）
ホテル（8:40）＝＝焼津魚センター・海産物買い物
＝＝日本平山頂＝＝沼津ぐるめ街道（昼食）＝＝＝
小田原（15:34）ーーお座敷列車ーー（19:16）下館駅
（19:37）ーーー真岡線ーーー真岡（20:01）着

事業主の皆さまへ事業主の皆さまへ

平成26 年度給与支払平成26 年度給与支払
報告書報告書のの提出提出をを忘れずに忘れずに

【提出期限】1月 31日（金）※期限厳守
【提出先】受給者が平成 26年 1月 1日現在居住し
　ている市町村長あてに提出してください。
【報告書配布場所】真岡税務署および市税務課窓口
【提出書類】①「総括表」２枚１組を提出。
②「給与支払報告書（個人別明細書）」受給者１人
　につき上から２枚（市町村提出用）を１組として提
　出してください。なお、受給者の「住所」「氏名（フ
　リガナ）」「生年月日」は必ず記入し、平成 25年
　中の所得額・源泉徴収税額にかかわらず、真岡
　市在住の方（平成 25年中に退職した方は退職年
　月日を明記して）全員分を提出してください。
★年末調整で住宅ローン控除を適用する場合は、
正しく記入した給与支払報告書の提出がないと、
原則として市県民税の控除が適用されません。

【問い合わせ】税務課市民税係☎83-8113 FAX82-1066

【募集期間】2 月 3日（月）～ 3月 20日（木）

【申し込み・問い合わせ】  学校教育課庶務係
　☎ 83-8180 FAX83-8080

【共通条件等】学習成績、世帯の収入、市税の完納など
　の条件、連帯保証人２人必要です。※詳細問い合わせ

≪修 学 資 金≫【募集人員】全体で 25人以内
【資格】本市に 1年以上住所を有し、品行が正しく
　健康な方で、高等学校、高等専門学校、短期大学、
　大学、専修学校（2年以上の専門課程）、福祉、医療、
　看護教育を行う各種学校（高校卒業者）に在学ま
　たは入学しようとする方※在学のため他市に住
　所を移した方も対象
【貸付額】高等学校、高等専門学校 : 月額 20,000 円、
　以外の大学等:月額40,000円（年4回に分け貸与、
　初回振込 5月末）
【貸付期間】在学する学校の正規の最短修業期間
【返還】卒業後 2年経過後、貸与した年数の 2.5 倍
　に相当する期間内に、半年賦による均等払い
≪入 学 資 金≫【募集人員】全体で 5人
【資格】本市に1年以上住所を有し、短期大学、大学、
　専修学校（2年以上の専門課程）、福祉、医療、看
　護教育を行う各種学校（高校卒業者）に入学しよう
　とする方の保護者
【貸付額】300,000 円（振込は 5月末）
【返還】貸与した年から3年間で、半年賦による均等払い

修学・入学資金を無利子で貸付
平成26年度平成26年度 真岡市奨学生真岡市奨学生をを募募集集
　経済的理由により入学・修学が困難な優秀な生徒・
学生に学資等を貸与し、広く、有能な人材を育成す
ることを目的としています。

税務署からのお知らせ税務署からのお知らせ
◆復興特別所得税の申告および納付
　　平成 25年分から平成 49年分までの各年分に
　ついては、所得税と併せて復興特別所得税の申告
　および納付をすることとされています。
　　復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額
　（原則として、その年分の所得税額）に 2.1% の
　税率を掛けて計算した金額です。
◆公的年金等受給者に係る確定申告不要制度
　　平成 23年分以後の各年分において、公的年金等
　の収入金額の合計額が 400 万円以下であり、かつ
　公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20万円
　以下である場合は、所得税の確定申告は必要ありま
　せん。（所得税の確定申告が必要ない場合であって
　も、住民税の申告が必要な場合があります）
◆平成26年 1月から、記帳・帳簿等の保存が必要です
　　個人の白色申告者の方で、事業や不動産貸付等を
　行う全ての方（所得税および復興特別所得税の申告
　の必要がない方を含みます）は、平成 26年 1月か
　ら記帳と帳簿書類の保存が必要です。詳細は、国税
　庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）に掲載さ
　れていますのでご覧ください。
【問い合わせ】真岡税務署個人課税部門 ☎ 82-2116

（仮称）久保記念観光文化交流館（仮称）久保記念観光文化交流館
「おもてなし館」運営候補者「おもてなし館」運営候補者
公募プロポーザルを実施公募プロポーザルを実施

　（仮称）久保記念観光文化交流館は、観光案内施
設や文化芸術施設などが入った、新たな観光の玄関
口となる施設です。
　館内には、来訪者へのおもてなしとにぎわいの創
出を目的とした、レストランスペースおよびカフェ
スペースからなる「おもてなし館」の設置を予定し
ており、来訪者への質の高いサービス提供が可能な
事業者または個人を現在募集しています。
　ぜひ、この「おもてなし館」で、オンリーワンの
店づくりをしてみませんか。詳細については、実施
要項をご覧ください。
【公募場所】（仮称）久保記念観光文化交流館「おもてなし館」
　（総面積…117.62 ㎡、真岡市荒町 1105 番地 1）
【日　程】
　◆説明会　2月 3日（月）
　◆提出期限　2月 28日（金）
　◆ 1次結果　3月上旬
　◆プレゼンテーション　3月中旬
　◆ 2次結果　3月下旬
　◆オープン　10月予定
【実施要項】真岡市観光協会ホームページ（http://
　www.moka-kankou.org/）をご覧ください。

【問い合わせ】真岡市観光協会事務局（市商工観光課内）
　☎ 83-8135 FAX83-0199
　Eメール　kyoukai@moka-kankou.org

 

▲おもてなし館イメージ

【とき】1月 11日（土）午前 9時～
【ところ】市民公園グラウンド（雨天時は総合体育館）
◇◇分列行進分列行進　　午前 11時 20 分ごろ～午前 11 時 20 分ごろ～
　市民公園から荒町寿　市民公園から荒町寿町交差点まで町交差点まで
　（雨天中止、下図交通規制有り）　（雨天中止、下図交通規制有り）
　▶消防団員、消防車両のパレード▶消防団員、消防車両のパレード　
　▶西真岡保育園幼年消防クラブのパレード演奏のパレード演奏
◇放水点検　午前 11時 50 分ごろ～
　市役所東側付近から消防車両による一斉放水（雨
　天決行）、県防災ヘリによる消火訓練（河川敷の
　立入規制有り、天候により中止有り）

平成 26年平成 26 年  消防団出初式消防団出初式

【問い合わせ】安全安心課消防防災係☎83-8396 FAX83-8392

交通規制
　午前11時
～正午まで  
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第22 回  第22 回  にのみやにのみや『たこあげ大会』『たこあげ大会』
【とき】1月 19日（日）午前 10時～
　※雨天時 1月 26日（日）に延期
【ところ】鬼怒川河川敷緑地公園（砂ヶ原橋南左岸側）
【内容】◆手作りのたこあげ大会（子ども部門、一般部門）
　…当日午前 9時 30分までに、会場に手作りのたこ
　　を持参いただくと参加できます。
◆アトラクションゲスト赤城凧の会による大だこあげ
　…一緒に大だこをあげてみませんか。（大人限定・当日受付）
◆会場に来てくれた幼児、小学生先着 100人にたこを
　プレゼント…競技に参加しなくてもOK！もらった
　たこを大空高く飛ばしましょう。
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【問い合わせ】（月曜・祝日休）
　市公民館二宮分館 ☎ 74-0107 FAX74-0187

　従来、印鑑登録証の再交付手数料については、
300 円を徴収していましたが、印鑑登録証の交付
手数料の見直しにより、平成 26 年 4 月 1 日から新
規の交付手数料も 300 円となります。

【問い合わせ】市民課窓口係 ☎83-8117 FAX83-8514
　二宮支所市民窓口係 ☎74-5002 FAX74-1250

新規印鑑登録証の交付手数料が新規印鑑登録証の交付手数料が
300円になります300円になります

久下田だるま市久下田だるま市
【とき】1月11日（土）午前 9時～午後 6時午前 9時～午後 6時
【ところ】足利銀行久下田支店前
【内容】だるまの販売、各種露店など

【問い合わせ】真岡市観光協会 ☎ 83-8135

【とき】1月 12日（日）午前 9時～午後 6時
　※荒天時は 19日（日）に延期
【ところ】市役所東側交差点～田町橋西側の五行川沿い
【内容】だるま･お飾り･植木などの市や露店、寿くじ 
　抽選会（寿町商店会主催）、家庭のだるま回収など

市役所 五
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↑ ↓

寿くじ抽選会
午前10時から

 だるま回収
お飾りなど、だるま
以外のものは回収で
きません。　

☆

交通規制
午前８時30分

～
午後6時

↑ ↓

初市  だるま市  の開催初市  だるま市  の開催（（ ））


