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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
【3 月 25日（月）～ 3月 31 日（日）放送内容予定】

※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）

40歳になったら生活習慣病健診を受けましょう！40歳になったら生活習慣病健診を受けましょう！

4 月の集団健診4月の集団健診
　若い世代でもがんを患う方が増えています。がん
は早期発見することで治療の可能性を高めます。こ
れからも健康でいるために、健診を受診しましょう。
≪生活習慣病健診≫【受付】午前 8時～ 10時

日（曜日）日（曜日） 実施会場実施会場
23 日（火）、24日（水） 総合福祉保健センター
25日（木）、26日（金） 市公民館真岡西分館
【対象】市内在住で下記の内容を満たす方
健診の種類健診の種類 対象者対象者 自己負担金自己負担金
特定健診 40～74歳で国保加入

無料
後期高齢者健診 75歳以上
胃がん検診

40歳以上

400円

肺がん検診 100円
（たん検査あり300円）

大腸がん検診 100円
前立腺がん検診 50歳以上の男性 100円

肝炎ウィルス検診 40 歳の方および5 歳刻みで41 ～ 71 歳になられる方 無料

◎対象年齢は、平成 32年 4月 1日に達している年
齢です。
◎定員になり次第受付は終了となりますので、申し
込み・日程変更はお早めにお願いします。
◎市で行う検診（集団、施設、人間ドック）は、い
ずれか年度内 1回の受診となります。
※ ID とパスワードのある方は、インターネットに
　よる健診申込や日時の変更にご利用ください。
【申し込み・問い合わせ】健康増進課成人健康係
　☎ 83-8122 FAX83-8619
　Eメール：kenkou@city.moka.lg.jp

真岡市選挙管理委員会真岡市選挙管理委員会からのからの
お知らせお知らせ

◆栃木県議会議員選挙
＜告示日＞ 3月 29日（金） ＜投票日＞ 4月 7日（日）
【真岡市で投票できる方】
　平成 13 年 4 月 8 日以前に生まれ、かつ、平成
30年 12月 28日以前に真岡市に転入届をし、引
き続き 3カ月以上住所を有する方
◆真岡市議会議員選挙
＜告示日＞4月14日（日） ＜投票日＞4月21日（日）
【真岡市で投票できる方】
　平成 13年 4月 22 日以前に生まれ、かつ、平成
31 年 1月 13 日以前に真岡市に転入届をし、引
き続き 3カ月以上住所を有する方
平成 30 年 12 月 29 日以降に、栃木県内の他
市町から真岡市へ転入された方
（栃木県議会議員選挙のみ）
　県内の他の市町から真岡市に住所を移し、平成
30 年 12 月 29 日以降に転入届をされた方は、一
般的には、旧住所地の市町で、その市町に属する
選挙区の栃木県議会議員選挙の投票をすることが
できます。ただし、これに該当する方は、真岡市
長が発行する「引き続き栃木県の区域内住所を有
する旨の証明書（無料）」をあらかじめ市民課また
は二宮支所窓口で受け取り、旧住所地の市町の投
票所の受付で提示しなければ、投票することはで
きません。また、期日前投票等を行う場合も同様
です。（この証明書は、県内の他市町でも交付され
ます）詳しくは、下記まで問い合わせください。
【問い合わせ】選挙管理委員会
　☎ 83-8190 FAX83-8082

産前産後期間産前産後期間はは国民年金国民年金のの
保険料保険料がが免除されます免除されます

　平成 31年 4月から国民年金１号被保険者が出産
した場合、一定期間の保険料が免除される産前産後
免除制度が始まります。
◆免除期間◆
　出産予定日または出産日が属する月の前月から
４カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属
する月の 3カ月前から 6カ月間の国民年金保険料
が免除されます。
※出産とは、妊娠 85日（4カ月）以上の出産をい
　います（死産、流産、早産等を含みます）。
※制度開始後の保険料が対象です。
【例】平成 31 年 3 月に出産した場合は、制度開始
　後の 4 月分、5 月分の保険料が免除されます。
　制度開始前の保険料は免除されません。
　産前産後期間として認められた期間は、保険料を
納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映さ
れます。また、産前産後期間の保険料を既に納付さ
れている場合、保険料は還付されます。
【対象者】「国民年金第 1号被保険者」で出産日が
　平成 31年 2月 1日以降の方が対象です。
【届出時期】出産予定日の 6カ月前から届出が可能
　です。ただし、実際に届出ができるのは制度が始
　まる平成 31年 4月 1日以降になります。
　※出産後の届出であっても、さかのぼって免除の
　　適用が受けられます。
【申し込み・問い合わせ】
　国保年金課国民年金係  ☎ 83-8593 FAX83-6205
　二宮支所福祉国保窓口係  ☎74-5004 FAX74-1250
宇都宮東年金事務所 ☎028-683-3211（自動音声案内2番）

障がい者福祉タクシー券・障がい者福祉タクシー券・
井頭温泉券の井頭温泉券の

受付を4月 2日から開始受付を4月 2日から開始
 ◆障がい者福祉タクシー券◆障がい者福祉タクシー券
【対象】市内在住で、身障手帳 1･2 級の方、療育手
　帳Ａ ･Ａ１･Ａ 2の方および精神保健福祉手帳１
　･2級の方
【交付枚数】申請月から月４枚の割合（年 48枚まで）
 ◆障がい者井頭温泉券 ◆障がい者井頭温泉券
【対象】市内在住で、身障手帳 1･2 級の方、療育手
　帳Ａ ･Ａ 1･ Ａ 2の方、精神保健福祉手帳１級の
　方は本人用と介護者用。身障手帳 3級の方、療
　育手帳Ｂ１の方および精神保健福祉手帳 2級の
　方は本人用
※ 70歳以上の方の本人用は、高齢者井頭温泉券で
　の交付になります。
【交付枚数】申請月から月 1枚の割合（年 12枚まで）

共通事項共通事項
【交付場所】社会福祉課障害者福祉係
　　　　　 二宮支所福祉国保窓口係
【申請に必要なもの】印鑑、各障がい者手帳
【申し込み・問い合わせ】社会福祉課障害者福祉係 
　☎ 83-8129 FAX83-8554

高齢者運転免許証自主返納支援事業高齢者運転免許証自主返納支援事業
共通無料乗車券共通無料乗車券がが無期限無期限になりますになります
　4月 1日から、コミュニティバスとデマンドタク
シーの共通無料乗車券の有効期限が、一年間から無
期限になります。
平成 28 年 4 月 1日以降、共通無料乗車券の申請

をした方は、再交付の手続きが必要となります。
（有効期限が切れてしまっている方も対象です）

申請・再交付手続き申請・再交付手続き
　本人以外の使用を防ぐため、顔写真入りの共通無
料乗車券になります。
【事前準備】3cmx4cmの顔写真 2枚
　（証明写真でなくても、無帽、無背景で、顔が鮮
　明に写っている物であれば可とします。）
【申請】下記窓口へ直接または郵送で申し込みくだ
　さい。代理人による申請も可能です。
【受付】4月 1日（月）から【受付】4月 1日（月）から
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　市民生活課交通安全係 ☎ 83-8110 FAX83-8392

心配ごと相談の一部変更のお知らせ心配ごと相談の一部変更のお知らせ
　4月より、開催時間が、午前9時から正午（最終
受付 11時 30分まで）となります。第 2火曜日は
各分館での開催となりますので、ご注意ください。
◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など 9日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 9日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※3/29（金）8:30～電話予約受付
社会福祉協議会 ☎ 82-8844

9日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
受付時間 9:00 ～ 14:00

2、16、23日（火）
9:00～12:00

（最終受付 11:30 まで）

◇市公民館大内分館

心配ごと相談 9日（火）9:00～12:00
（最終受付 11:30 まで）

【人権相談の問い合わせ】社会福祉課社会福祉係 ☎81-6943
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎82-8844

料金無料
秘密厳守 4 月の各種相談日

「Weekly News もおか」の配布方法が変わります「Weekly News もおか」の配布方法が変わります
　4 月 5 日号から、「Weekly News もおか」は、真岡新聞とは
別刷りとなり、真岡新聞に折り込まれて配布されます。

尊徳尊徳さんのさんの田んぼ田んぼでで
 米作り体験参加者募集 米作り体験参加者募集
　二宮尊徳が生きた江戸時代に近い形で、無農薬の
米作り体験をしませんか。　　　　　　　
【年間プログラム】全 4回
※稲の生育状況や天候等により日程変更あり
　① 5月 26日（日）田植え
　② 7月 7日（日）除草・かかし作り
　　※かかしコンテスト予定
　③ 9月 29日（日）稲刈り・おだがけ
　④11月 3日（日）収穫祭
【ところ】国指定史跡 桜町陣屋跡内「報徳田」
【特典】無農薬有機米３～５kg（収穫量により変動あり）
【対象】全4回中 2回以上参加できる方　定員50人
　※小学生以下は保護者同伴
　　（幼児は参加料無料・特典の収穫米なし）
【参加料】大人 3,000 円　小学生 1,000 円
　（活動の保険料、材料代など）　
【応募方法】4月 24 日（水）までに、下記へ電話
　または FAXで、住所・氏名・連絡先・参加人数
をご連絡ください。（応募多数の場合は抽選）
※参加者には 5月半ばまでに案内状を送付します。
【申し込み・問い合わせ】文化課文化財係　
　☎ 83-7731 FAX83-4070　
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◆JUMP UP もおか
特番
「真岡の冬
ダイジェスト」ほか
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◆いちごショート
  ケーキ
「第 66 回芳賀郡市
高校合同展」
「市民講座『料理教
室・圧力なべを使い
こなそう』」
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◆わくわく体操　
3月のテーマ
「ながら運動」

7:00
9:00
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23:00

◆行ってみっぺ！
　もおか
「ヴェル コスメ
 ティックショップ」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「MOKA KIDS HARMONY 第11回定期演奏会」

子育てに関する手続き等は子育てに関する手続き等は
マイナポータル‘ぴったりサービス’マイナポータル‘ぴったりサービス’

をご利用くださいをご利用ください
　マイナポータル‘ぴったりサービス’を利用する
と、忙しくて市役所に行けないときなど、インター
ネットで市の子育て関連サービスの検索や手続きの
電子申請を行うことができます。
【利用できる手続き】
　児童手当および保育施設等の利用申込み等に係る
　一部の手続き
※別途添付書類を提出していただく場合があります。
【電子申請に必要なもの】
　・マイナンバーカード
　・パソコン・スマートフォン
　・ICカードリーダライタ（パソコン用）
　※動作環境や対応機種、設定作業について詳しく
　　は、内閣府等のマイナポータル関連サイトを
　　ご覧ください。
★詳しくは市ホームページをご覧ください
【問い合わせ】
こども家庭課子育て支援係 ☎83-8131 FAX82-2340
保育課保育係  ☎ 83-8035
マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178

があります。

）
いて詳しく


