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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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◆ JUMP UP もおか　
・トピックニュース
・ようこそ市長室へ
「子育て世代の支援について」
・もおかインフォ
「真岡市の子育て支援」
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10:25
12:25
16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操　
1月のテーマ
「膝痛予防」

13:00
20:00

◆コットンタイム「北陵祭」

【1 月 15日（月）～ 1月 21日（日）放送内容予定】
6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート  
　ケーキ
「市場感謝デー」
「第 68 回芳賀
郡市教育祭」

※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。

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

※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）

◆行ってみっぺ！
　もおか
「串揚げ・浜焼
きの店 仙蔵
～ Senzou ～」

7:00
9:00
11:00
15:00
17:00
19:00
23:00

　　　　　　  皆さまのご意見をお寄せください皆さまのご意見をお寄せください　　
【パブリックコメント制度とは】市の政策について、案の段階で計画を公表し、市民の皆さまから意見を求め、
提出された意見を十分考慮し、計画等に反映させる制度です。最終案とともに、提出された意見に対する
市の考え方、修正の内容、反映できない理由を公表します。

【応募方法】ご意見と題名・住所・氏名・電話番号を明記のうえ、下記宛て先へ直接、または郵送・FAX・Ｅメー
ルいずれかの方法でご応募ください。（下記の閲覧可能な施設に備え付けの記入用紙または書式自由）

真岡市パブリックコメント制度

【宛て先、問い合わせ】〒 321 ｰ 4395　栃木県真岡市荒町 5191 番地　社会福祉課障害者福祉係
☎ 83-8129  FAX83-8554　Eメール：syakaifukushi@city.moka.lg.jp　
※計画の詳細は、社会福祉課窓口、市ホームページで閲覧可
※閉庁時は市役所当直窓口で意見提出可

意見を募集する計画 真岡市障害福祉計画（第 5期計画）・真岡市障害児福祉計画（第1期計画）（素案）   

【計画制定の趣旨】平成 30年度から平成 32年度における障害福祉サービス、相談支援事業及び地域生活支
援事業等の提供体制の確保に係る目標に関する事項、並びに各年度における必要なサービス等の見込み量を
定める計画として上記計画（素案）を作成しました。【募集期間】1月12日（金）～ 2月 2日（金）必着

明るい選挙啓発ポスター明るい選挙啓発ポスター
コンクール作品展示コンクール作品展示

　選挙が明るく正しく行われるように呼びかけるこ
とを目的として実施している、明るい選挙啓発ポス
ターコンクールの平成 29年度応募作品を下記のと
おり展示します。ぜひご覧ください。
【展示期間】1月 13日（土）～ 21日（日）
【展示場所】二宮コミュニティセンター
【内容】市内小中学校18校から応募のあった91作品

【問い合わせ】　市選挙管理委員会
　☎ 83-8190　FAX83-8082

税務署からのお知らせ税務署からのお知らせ
◆確定申告について
　◇国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」
　　において、確定申告書が作成できますので、郵送
　　またはｅ－Ｔａｘ送信でご提出ください。
　◇所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を
　　次のとおり開設します。
　　【会場】真岡税務署 １階会議室
　　【期間】2月 16日（金）～ 3月 15日（木）
　　※土、日および祝日除く（受付：午前8時30分から）
　　※申告書の作成には時間を要しますので、お早
　　　めに（午後 4時まで）お越しください。
◆医療費控除に関する明細書の提出義務化について
　領収書の提出が不要となりました。代わりに「医
療費控除の明細書」の提出が必要となります。税務
署から確認を求める場合がありますので、領収書は
５年間保存してください。
◆セルフメディケーション税制について
　健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組
を行う方が、特定一般用医薬品等購入費を支払った
場合は、医療費控除との選択により、セルフメディ
ケーション税制による医療費控除の特例の適用を受
けることができます。
◆公的年金等受給者に係る確定申告不要制度について
　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
20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出
する必要はありません。（所得税の確定申告は必要ない
場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります）
　なお、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提
出が要件となっている控除（例えば、純損失や雑損失
の繰越控除など）の適用を受ける場合には、確定申告
書の提出が必要となります。
　また、平成27年分以後は、外国の制度に基づき国外に
おいて支払われる年金など源泉徴収の対象とならない公的
年金等を受給されている方は、この制度は適用されません。
【問い合わせ】◆確定申告作成コーナーの操作等に関して
　「ｅ－Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク」
　☎ 0570-01-5901（受付：月曜～金曜）
　※祝日を除きます。
◆確定申告などに関して
　真岡税務署　☎ 0285-82-2115

【提出期限】1 月 31 日（水）※期限厳守
【提出先】受給者が平成 30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。
※昨年同様、個人事業主の方が給与支払報告書を提出
　する際には、職員がマイナンバーの確認と身元確認
　を実施します。（詳しくは、市のHPをご覧ください）
【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」
　給与支払者の「法人番号」および「個人番号（マ
イナンバー）」を記入願います。
②「給与支払報告書（個人別明細書）」
　受給者1人につき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」「個人番号」および給与支払者の
「法人番号」または「個人番号」は必ず記入し、平成
29年中の所得額・源泉徴収税額にかかわらず、真岡市
在住の方全員分を提出してください。平成29年中に
退職した方は退職年月日を明記してください。
③「個人住民税の普通徴収への切替理由書」
　個人住民税の納付方法を普通徴収（個人で納付）
にする方がいる場合のみ、普通徴収の人数を記入し
提出してください。提出がない場合は特別徴収（給
与天引き）となりますのでご注意ください。また、
給与支払報告書（個人別明細書）の摘要欄に、普通
徴収とする理由を明記してください。
【問い合わせ】税務課市民税係
　☎ 83-8113 FAX82-1066

事業主の皆さまへ事業主の皆さまへ
平成30 年度給与支払平成30 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

真岡市公共下水道事業計画真岡市公共下水道事業計画
の変更案を縦覧の変更案を縦覧

　真岡市公共下水道事業計画の変更に関し、変更案
を縦覧します。この内容に意見のある方は、縦覧期
間中に市へ意見書を提出することができます。
【縦覧期間】１月 12日（金）～ 26日（金）
　土・日曜日を除く、午前8時30分～午後5時15分
【縦覧場所】建設部下水道課（水道庁舎 2階）
【問い合わせ】下水道課工務係 ☎83-8161 FAX83-8142

汚水管渠整備工事汚水管渠整備工事のお知らせのお知らせ
　下記の区間で汚水管渠整備工事を実施します。通
行の際にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願
いします。【工事期間】1月～ 3月予定

【問い合わせ】下水道課工務係 ☎83-8161 FAX83-8142

西高橋

おおはし整形外科
桜井内科

高勢町交差点

施工箇所

江
川

工事箇所

●●●

平成 30年度平成 30 年度
市内体育施設の使用申請市内体育施設の使用申請
　総合・武道・附属体育館、スポーツ交流館、二宮
体育館、および各運動場の４月からの使用申請受付
を行います。下記申請先で手続きしてください。
【受付開始】３月１日（木）から
※申請日から3カ月先までの使用申請を受付します。
※体育館施設を定期的に使用する団体の登録も受付
　します。（条件有）なお、団体登録の当初受付は
　1月 31日（水）までに申請願います。
学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を学校体育施設を定期的に利用する団体は登録を
　学校教育に支障のない範囲で、次の施設を貸出し
ます。これらの施設で定期的に活動したい団体は登
録が必要ですので、忘れずに手続してください。
【利用できる施設（通年利用可）】市内小・中学校の
　体育館・武道館・グラウンドおよび真岡工業高校
　ナイターグラウンド
【登録資格】市在住・在勤者の方が常時 10 名以上
　で定期的に活動している団体
【申請方法】申請書を使用希望日の前月 15 日まで
　に下記へ提出。25日以降に許可書を発行します。
※平成 29年度の登録団体も 4月から引き続き利用 
　する場合は、再度登録が必要です。
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎84-2811 FAX84-6258
【申請先】総合体育館☎84-2811、二宮体育館☎74-3177

ﾏｲﾅﾝﾊﾞー ｶ ﾄー （゙個人番号カード）用ﾏｲﾅﾝﾊﾞー ｶ ﾄー （゙個人番号カード）用
写真写真のの無料撮影サービス無料撮影サービス
およびおよび申請補助申請補助を実施を実施

　本庁市民課では、顔写真付きのﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの申
請を希望される方へ、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ用写真の無料撮
影とオンラインによる申請を開始します。
【受付開始】1月15日（月）から 平日8:30～17:15
　※延長窓口、休日窓口、二宮支所では実施しません。
【必要書類】①か②のいずれか 1つ
　①通知カードの下側に付いていた個人番号カード交付
　申請書 ②本人確認書類（運転免許証、保険証など）
【申請方法】必要書類をお持ちの上、必ず申請者本人
　が下記窓口までお越しください。
※15才未満の方または成年被後見人が申請する場合
　は、本人および法定代理人の両名の来庁が必要です。
※詳しくは、下記へお問い合わせください。
【申請する際の注意点】
●引越しや婚姻等により住民票の住所や氏名を変更した
　方は、通知カード下側の交付申請書は使用できません。
●マイナンバーカード（個人番号カード）を申請し
　てから受け取りまでに、１カ月～２カ月（交付申請書
　や写真に不備がある場合を除く）かかります。　
　即日交付はできませんので、ご了承ください。
●マイナンバーカード（個人番号カード）の初回交
　付手数料は無料ですが、紛失等による再交付の手
　数料は有料になります。
【問い合わせ】 市民課窓口係
　☎ 83-8117 FAX83-8514

一般農業者向け一般農業者向け 
農業機械安全講習会農業機械安全講習会

　安全管理講習・操作・実演を行います。
【とき】1月26日（金）午後1時30分から（2時間程度）
【ところ】農産物販売交流施設「いがしら」（あぐ里っ娘）交流館
【実施機械】小型トラクター、刈払機
【申し込み】不要。当日、会場にお越しください。
【主催】真岡市農業機械士会　【参加料】無料
【その他】ほ場での操作・実演体験を行いますので、
　長靴など作業に適した服装でお越しください。
【問い合わせ】農政課園芸畜産係 ☎ 83-8139 FAX83-6208

1 月 21 日（日）1月 21 日（日）
使用済小型家電使用済小型家電をを回収回収しますします
　2020 年に東京で開催されるオリ
ンピック・パラリンピック競技大会
の入賞メダルに、不要となった小型
家電に含まれるリサイクル材（金・銀・銅）が活用
されることになり、東京 2020 組織委員会が主催す
るこの取り組みに、真岡市も参加しています。
　下記日程で、小型家電を回収し、「都市鉱山から
つくる！みんなのメダルプロジェクト」へ渡します。
小型家電制度対象品目全てを回収しますので、ご家
庭で不要となった小型家電（エアコン、テレビ、冷蔵・
冷凍庫、洗濯・衣類乾燥機を除く）をお持ちください。
【とき】1月 21日（日）午前 9時～午後３時
【ところ】市役所南側駐車場
【問い合わせ】環境課清掃係 ☎ 83-8126 FAX 83-5896


