
保育士を目指す方を支援保育士を目指す方を支援
（保育士等就職支援金交付事業）（保育士等就職支援金交付事業）
　保育士等の養成施設の在学者で、卒業後に真岡市
内の保育所等に就業する方へ月額 3万円を最大で
24カ月交付します。
【募集期間】4月1日（月）～5月10日（金）
【募集人数】10人程度
※申請方法等は市ホームページをご覧いただくか、
　または、下記へ問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】保育課保育係
　☎ 83-8035 FAX82-2340
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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
【4 月 1日（月）～ 4月 7 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）

　新庁舎建設工事の概要説明、免震基礎の
見学、免震体験車の乗車などを行います。
【とき】5月 11日（土）
　①午前9時30分～②午前11時～（各回１時間程度）
【集合場所】市役所南西入り口付近
【対象】市内在住の小学生以上  各回先着 30人程度
　（小学生は保護者同伴）
【申し込み】4月 1日（月）午前 8時 30分から、
　下記へ電話にて申し込みください。
【申し込み・問い合わせ】新庁舎建設準備室
　☎81-6949 FAX84-8431

栃木県議会議員選挙栃木県議会議員選挙【投票日】4月 7日（日）【告示日】3月 29日（金）【投票日】4月 7日（日）【告示日】3月 29日（金）

期日前投票 　3月 30 日（土）～ 4月 6日（土）
投票日当日、仕事やレジャーなどで投票区内にいない予定の方は、下記の3カ所で期日前投票ができます。

【時間】午前 8時 30分～午後 8時
【投票所】①市公民館真岡西分館 ②二宮コミュニティセンター 　
　③イオンタウン真岡（ザ・ビッグエクストラ真岡店駐車場北西プレハブ）
投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」にあらかじめ記入してお持ちいただくと、受付手続きが早く済
みます。投票日間近になりますと期日前投票所および駐車場が大変混雑しますのでお早めに投票をお願いします。

選挙公報：4月3日（水）に新聞折込予定選挙公報：4月3日（水）に新聞折込予定 市役所、公民館、ＪＡはが野各支店等にも備える予定です。
投票所入場券投票所入場券 3 月 30日（土）に発送予定です。
投票所が変更になります投票所が変更になります 【第 3投票所】真岡市役所（教育委員会会議室）⇒真岡市青年女性会館
一部の区域で投票区を一部の区域で投票区を
変更しました変更しました

長田土地区画整理事業地区内の一部の区域で投票区が変更となりました。
入場券で投票所をご確認ください。

【問い合わせ】選挙管理委員会　☎ 83-8190 FAX83-8082

不在者投票 県選挙管理委員会の指定を受けている下記施設に入院等されている場合は、
施設内で不在者投票をすることができますので、施設に申し出てください。

施設名 芳賀赤十字病院、福田記念病院、真岡病院、老人保健施設（春祺荘・ナーシングホーム青葉・わたのみ荘）、特別養護老人ホーム（きたはら・喜望荘・桜の華・椿寿園・やまさわの里・三起の森・かめやまの郷）
※真岡市民が、市外県外の施設に入院等をされている場合でも、その施設が指定施設であれば施設内で不在者投票をすることができます。

▼本市で投票できる方
　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カ月以上住所を有している方（平成 30年 12月 29日以降に県外の市町村から真岡市に転入届をされた
方は、今回の栃木県議会議員選挙のほか、旧住所地の道府県議会議員の選挙についても投票できません）
▼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
　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。

中学校卒業式中学校卒業式
いちごチャンネル放送予定いちごチャンネル放送予定
学校名 放送日① 放送日② 放送日③ 放送

開始時間
物部中

4/2（火）4/3（水）4/6（土）
9:00

久下田中 15:00
長沼中

4/4（木）4/5（金）4/7（日）
9:00

中村中 15:00
山前中

4/9（火）4/10（水）4/13（土）
9:00

大内中 15:00
真岡西中

4/23（火）4/24（水）4/27（土）
9:00

真岡東中 15:00
真岡中 4/25（木）4/26（金）4/28（日） 9:00
※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 FAX 83-5896

学生の皆さん学生の皆さん
学生納付特例制度をご存知ですか学生納付特例制度をご存知ですか
　20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加
入しなければなりません。
　しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、
本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の
納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
◆学生納付特例が承認された場合、保険料の納付が
なくても次のようなメリットがあります。

・病気やケガで一定の障害が残った場合、障害基礎
年金を受け取ることができます。

・年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間）
に算入されます。（10年以内に保険料が追納でき
ない場合、年金額には反映されません）
保険料を納められない時はそのままにせず、学生納
付特例を申請しましょう。
【対象】国民年金加入者で、学校教育法に規定する大
学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校および各種学校（修業年限1年以上であ
る課程）や一部の海外学校の日本分校の学生であっ
て、本人の前年所得がおよそ118万円以下の方

【対象期間】4月 1日から平成32年 3月 31日まで
　（年度途中で加入した方は、加入日からその年度末まで）
※平成31年 3月 31日まで承認を受けている方も、
引続き学生納付特例を希望する場合は、新年度で
新たに申請手続きが必要となります。
ただし、4月初旬までに日本年金機構から学生納
付特例申請書 (ハガキサイズ )が届いた方は、必
要事項を記入して日本年金機構へ返送すれば、市
の窓口での申請手続きは不要です。

【持ち物】①個人番号が確認できるもの（個人番号
カード・通知カード等）または年金手帳②学生証
（コピーの場合は両面の写し）または在学証明書
【手続き先】国保年金課国民年金係
　　　　　 二宮支所福祉国保窓口係
【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

国民健康保険国民健康保険からのからのお知らせお知らせ
　市の国民健康保険（国保）に加入中で、勤務先の健
康保険にも加入されている方は、国保から抜ける手続
きが必要となります。その手続きを忘れると、国民健
康保険税が課税されたままとなってしまいます。
　手続きについては、勤務先の保険証（加入者全員
分）・国保の保険証・印鑑をお持ちください。
　ご不明な点は、下記まで問い合わせください。
【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係
　☎ 83-8123 FAX83-6205

市有地の公売市有地の公売
（並木町・熊倉町・久下田・久下田西）（並木町・熊倉町・久下田・久下田西）
【売却方法】先着順
【申込期間】次回の一般競争入札または公募による
　売却手続きを開始するまでの期間

地番
・
面積

並木町 3-13-6･･･ 1566.35 ㎡
熊倉町 4825-2･･･ 815.27 ㎡
熊倉町 4826-1 他 3筆 ･･･878.46 ㎡
久下田 487-12 他 2筆 ･･･385.71 ㎡
久下田西 4-73-1･･･ 301.26 ㎡

【申し込み】ホームページ掲載の市有地先着順売却
参加申込書を下記まで提出してください。
※詳細は市ホームページをご覧いただくか、または、
　下記へ問い合わせください。
【申し込み・問い合わせ】企画課管財係
　☎83-8103 FAX83-5896

マイナンバーカード申請・交付マイナンバーカード申請・交付
第1・3日曜日の休日窓口業務に追加第1・3日曜日の休日窓口業務に追加
　第 1・3日曜日の休日窓口業務内容は
以下のとおりとなります。
【開設時間】午前 8時 30分～正午
【業務内容】各種証明書の発行、印鑑登録
　と廃止、戸籍の届出、パスポート交付、
　マイナンバーカード申請と交付
住所異動、パスポート申請は、平日の窓口業務時間（8:30
～17:30）での対応となりますので、ご注意ください。
【問い合わせ】市民課窓口係 ☎ 83-8117 FAX83-8514

4 月4月ののモオカの休日開催モオカの休日開催

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

【ところ】観光まちづくりセンター（さだじろう記念館内）
とき 内容（主催） 参加料

3日（水）、18日（木）
午前 10時～

押し花教室
（ふしぎな花倶楽部）

実費
負担

6日（土）、20日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

11日（木）、25日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

14日（日）、21日（日）
午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

21日（日）
午後 2時～

荒町寄席
（真岡落語研究会） 無料

6:00
8:00
10:00
12:00
16:00
18:00
22:00

◆ JUMP UP もおか
・トピックニュース
・ようこそ市長室へ
「平成 31年度予算の
 概要について」
・もおかインフォ
「栃木県議会議員選挙」
「真岡いちごフェスタ（真岡いちごまつり）2019」

6:25
8:25
10:25
12:25
16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操　
4月のテーマ
「上半身の姿勢づくり」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「真岡西小学校吹
奏楽部第 30 回定
期演奏会」

6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート
  ケーキ
「もおか“いちご”
フェスタ 2019」

総合体育館総合体育館
トレーニング室がリニューアル！トレーニング室がリニューアル！
トレーニング室内の改修工事と、トレーニング機

器の新規更新が完了しましたので、利用を再開します。
【利用開始日】4月 2日（火）

利用時間
使用料

午前（9:00 ～ 12:30） 100 円
午後（12:30 ～ 17:00） 100 円
夜間（17:00 ～ 21:00） 150 円

※リニューアルに伴い、使用料が改定されました。
【問い合わせ】スポーツ振興課 ☎84-2811 FAX84-6258 

新庁舎建設工事見学会新庁舎建設工事見学会
参加者募集参加者募集

「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。


