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もおかテレビ番組案内もおかテレビ番組案内
【12月 12日（月）～12月 18日（日）放送内容予定】
◆ほっとステーションもおか
　トピックニュース、ようこそ市長室へ「年末年始
の防犯対策」、広報もおかTV「笑顔をさがして（12
月号）ほか」など、もおかインフォ「年末年始の
防犯」「プレミアム付き商品券の使用期限」

◆いちごショートケーキ「久保邸ハロウィン～貞次郎
さんのカレーフェスタ～」「もおかSLてつどう教室」

◆コットンタイム「第 21回真岡市音楽祭【前編】」
※都合により番組内容や放送時間が変更になる場合
があります。電子番組表でご確認ください。
※番組を視聴するには、真岡市ケーブルテレビ施設
への加入が必要となります。視聴の申し込みは、
宇都宮ケーブルテレビ㈱へ（☎028-638-8092）

【問い合わせ】情報システム課地域情報係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

年末の交通安全県民総ぐるみ運動年末の交通安全県民総ぐるみ運動
および年末年始特別警戒および年末年始特別警戒

【問い合わせ】安全安心課交通安全係☎ 83-8110 
　生活安全係☎ 83-8394　（共通）FAX83-8392

　年末年始は、交通事故や犯罪が多く発生する時期
です。交通事故防止と防犯に努めましょう。

年末の交通安全県民総ぐるみ運動
【運動期間】12 月 11 日（日）～ 31 日（土）
【スローガン】マナーアップ！あなたが主役です
【運動の重点】①子どもと高齢者の交通事故防止 
　②全ての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底 ③飲酒運転の根絶

年末年始特別警戒実施
【実施期間】12 月 11 日（日）～ 1月 3日（火）
【スローガン】みんなでなくそう 年末年始の事件事故

きれいなまちづくりにご協力くださいきれいなまちづくりにご協力ください
12月18日（日）12月18日（日）市内一斉清掃市内一斉清掃
　公共の場所 (道路、河川、公園など）の清掃をお　公共の場所 (道路、河川、公園など）の清掃をお
願いします。願いします。
【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）　②空き缶・【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）　②空き缶・
空きビン　③雑草・木の枝　④その他　の４種類空きビン　③雑草・木の枝　④その他　の４種類

　※午前９時までに指定の場所に出してください。　※午前９時までに指定の場所に出してください。
　※もえるごみ、空き缶・空きビンは、　※もえるごみ、空き缶・空きビンは、必ず透明ま必ず透明ま
　　たは半透明の袋　　たは半透明の袋に入れて出してください。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※真岡市指定ごみ袋（黄色）およびボランティア
　　袋（ピンク）は、使用しないでください。　　袋（ピンク）は、使用しないでください。
　※雑草や木の枝は、　※雑草や木の枝は、雑草・木の枝だけ雑草・木の枝だけを袋に入れを袋に入れ
　るか、束ねて縛って出してください。　るか、束ねて縛って出してください。

【その他】雨天中止（順延なし）　【その他】雨天中止（順延なし）　
　　※中止の場合のみ午前７時に防災無線でお知らせします。※中止の場合のみ午前７時に防災無線でお知らせします。
【問い合わせ】

環境課清掃係　☎ 83-8126　FAX83-5896

国民年金保険料は全額国民年金保険料は全額
「社会保険料控除」「社会保険料控除」のの対象対象ですです
　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告にお
いて全額が社会保険料控除の対象となります。その
年の１月１日から 12月 31 日までに納付した保険
料が対象です。
　社会保険料控除を受けるためには、納付したこと
を証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、平成 28年１月１日から 9月 30 日まで
の間に国民年金保険料を納付された方については、
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が平
成 28年 11 月上旬に日本年金機構から送付されて
いますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの
証明書（または領収証書）を添付してください。
　また、平成28年 10月１日から12月 31日まで
の間に、平成28年に初めて国民年金保険料を納付
された方については、平成29年２月に送付されます。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合
も、ご本人の社会保険料控除に加えることができま
すので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の
上、申告してください。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
についてのご照会は、ねんきん加入者ダイヤル
０５７０－００３－００４にお願いします。
【受付期間】11月1日（火）～平成29年3月15日（水）
　※祝日（第2土曜日除く）、12月29日～1月3日は、
　　ご利用できません。
【受付時間】月～金曜日：午前8時30分～午後7時
　第２土曜日：午前 9時～午後 5時
【問い合わせ】　国保年金課国民年金係☎ 83-8593
　二宮支所福祉国保窓口係☎ 74-5004

家屋を取り壊したときは、家屋を取り壊したときは、
税務課で手続きを！税務課で手続きを！

　平成 29 年 1月 1日現在で、家屋（住宅、物置、
納屋など）を所有している方には、平成 29年度の
固定資産税が課税されます。
　所有していた家屋をすでに取り壊した方や、平成
28 年 12 月 31 日までに取り壊す予定のある方は、
印鑑を持参の上、下記窓口へ「家屋滅失届」の提出
をお願いします。

【問い合わせ】 
　税務課固定資産税係 ☎ 83-8114　FAX82-1066

プレミアム商品券のご利用はお済みですかプレミアム商品券のご利用はお済みですか
使用期限使用期限はは12/3112/31（土）（土）までまで
　「わたのみ商品券」と「にのみやプレミアム商品券」は、
1月以降使用できなくなりますのでご注意ください。
　利用できる店舗一覧は、市ホームページでご確認
ください。

【問い合わせ】
　真岡商工会議所☎ 82-3305　FAX82-7967
　にのみや商工会☎ 74-0324　FAX74-2737
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熊倉公園園路改修工事熊倉公園園路改修工事のの実施実施
　熊倉一丁目地内にある熊倉公園内の園路改修工事
を実施します。
　工事期間中、園路が利用できなくなりますので、
ご理解ご協力をお願いします。
【予定工事期間】12月 15日（木）～ 26日（月）　
【問い合わせ】 
　都市計画課維持管理係 ☎ 83-8724 FAX83-6240

軽自動車やバイクなどの軽自動車やバイクなどの
廃車手続きはお早めに廃車手続きはお早めに

　廃棄や譲渡等により、すでに車をお持ちでない方
は、廃車や名義変更の手続きをしてください。
　手続きをしないと、平成 29年度も課税されます
のでご注意ください。
　詳しい手続き方法については、下記までお問い合
わせください。
【対象車種】
　①軽自動車（4輪、2輪、ボートトレーラー等）
　②原動機付自転車
　　（125cc 以下のバイク等）
　③二輪の小型自転車
　④小型特殊自動車
　⑤農耕作業用自動車
　　（トラクター、コンバイン、テーラー等）
　※真岡市（二宮町を含む）のナンバーを紛失した
　　場合は、標識弁償金 300円が必要になります。

【問い合わせ】 
　税務課諸税係 ☎ 83-8112　FAX82-1066

～すてきな出会いを見つけませんか～～すてきな出会いを見つけませんか～
真岡市主催の婚活イベント真岡市主催の婚活イベント
『もおかコン』参加者募集『もおかコン』参加者募集

【とき】◆ 第1弾 ◆ 平成29年１月14日（土）
　　　◆ 第2弾 ◆ 平成29年2月19日（日）
　　　両日 午前 9時 30分～午後４時 30分
【集合場所】SLキューロク館前
【会費】男性3,000円、女性2,000円
【定員】20歳から40歳までの独身男女　各30人
　※男性は市内在住・在勤の方優先、女性は制限なし

【問い合わせ】
　日本環境マネジメント㈱　☎ 0570-000-309
　（受付：午前 9時～午後 5時・土日祝休）
　出会い結婚サポートセンター　☎ 83-1234

【申込方法】公式ホームページの応募フォー
ムからお申し込みください。

　（http://www.nemevent.com/moka-kon-2017)
　右記QRコードからもアクセスできます。

　市主催の婚活イベントです。バスで市内の名所を巡
りながら、すてきな出会いを見つけませんか。
　2回開催しますので、都合の良い日を選ん
でお申し込みください。両日参加も可です。

第3回はが路ふれあいマラソン開催第3回はが路ふれあいマラソン開催【とき】12月 18日（日）【とき】12月 18日（日）
　午前9時33分スタート　午前9時33分スタート

■はが路ふれあいマラソンコース　42.195㎞■はが路ふれあいマラソンコース　42.195㎞

■交通規制があります
　■9:15～10:20全面通行止め
　■片側一車線のみ通行可能

　芳賀郡市一市四町の道路をコースとして、第 3回はが路ふれあいマラソン大会を開催します。開催に
伴いコースおよび付近の道路では大幅な交通規制のため、混雑が予想されます。周囲の住民の皆さまに
は大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力の程宜しくお願い致します。

【問い合わせ】はが路ふれあいマラソン実行委員会事務局　☎0285-70-2727　8:30～17:15（日、月曜日は除く）

真岡市営住宅入居者真岡市営住宅入居者
随時募集随時募集

【申し込み・問い合わせ】
　建設課住宅係 ☎ 83-8694 FAX83-6240

【受付期限】平成 29年 1月 10日（火）まで
　※年末年始、土・日曜日、祝日は除く
【受付時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分
【募集部屋】

住宅名 間取り 戸数

三ノ宮市営住宅    1LDK
　2DK 4戸

東郷市営住宅    3LDK 6戸
さくら市営住宅    2DK 1戸

【家賃】部屋ごとに収入や家族数により異なります。
【申し込み】市役所建設課で申込書を配布しますの
　で、必要事項を記入のうえ、関係書類を添えて下
　記へ申し込みください。
　※応募は申し込み先着順となります。


