
妊産婦の国民年金保険料が妊産婦の国民年金保険料が
免除できます免除できます

　平成 31 年 4 月より、妊産婦の国民年金保険
料が免除できるようになりました。なお、出産
予定日の6カ月前から届出の受付が可能です。
【対象】保険料を支払う被保険者のうち、平成31年
2月以降に出産する（した）方

【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（多胎妊娠の方は、3
カ月前から 6カ月間）、ただし、平成 31 年 4
月以降の期間に限ります。

【必要書類】　出産予定日または出産日を明らか
にできる書類（母子健康手帳など）
◆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。
◆免除が認められた期間は、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、すでに保険料が納付されてい
た場合、期間内の保険料が還付されます。
◆妊娠 85日（4カ月）以上の出産が対象となり
　ます。（死産、流産、早産などを含む）
【問い合わせ】国保年金課国民年金係
　☎ 83-8593 FAX 83-6205
　二宮支所　☎ 74-5004 FAX74-1250

9月2日（月）～10日（火）は9月2日（月）～10日（火）は
『下水道週間』『下水道週間』ですです
下水道をもっと身近に感じてみませんか？

水処理センターの見学会（一般公開）水処理センターの見学会（一般公開）
【時間】①午前 10時～、②午後 2時～
【ところ】真岡市水処理センター（八木岡1309番地）
※事前に水処理センターへご連絡ください。
※ 9月 7日（土）、8日（日）は休館
　水処理センター ☎ 82-7313　FAX82-7741

下水道なんでも相談室下水道なんでも相談室
【時間】午前 9時～午後 5時
【ところ】下水道課（上下水道棟２階）
【問い合わせ】下水道課業務係
　☎ 83-8160 FAX83-8142

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●一般事務補助　1人
【勤務場所】税務課固定資産税係
【勤務期間】10月 1日～令和 2年 3月 31日
　※ 14日間を試用期間とします
【勤務内容】固定資産税賦課業務補助
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時
【応募条件】①普通自動車免許所有の方（AT限定可）
②パソコン操作（Word・Excel）ができる方

【賃金】日額 6,450 円　【選考】面接（随時）
【申し込み】市販の履歴書および職務経歴書に、
所要事項を記入し、事前に連絡の上、下記へ
本人が直接申し込み 

【受付時間】午前 9時～午後 5時
【その他】健康保険、厚生年金、雇用保険加入
【申し込み・問い合わせ】
〒 321-4395真岡市荒町5191総務部総務課
　人事給与係 ☎ 83-8099 FAX82-1065

【とき】11月 10日（日）《9:30 スタート》
【ところ】総合運動公園 《陸上競技場発着》
【部門】①中学生男子の部 ②一般の部 ③女子の部
　◆総距離 17km　6区間　　※雨天決行
【参加料】5,000 円（中学生チームは除く）
【申込方法】10月 11日（金）までに参加申込書
　（総合体育館に設置）を記入の上、下記へ持参
　または FAXで申し込みください。
※詳細については、下記へ問い合わせください。
【問い合わせ】総合体育館内体育協会事務局
　☎84-2811 FAX84-6258（平日8:30～17:00）

第50回 真岡市駅伝競走大会第50回 真岡市駅伝競走大会
参加チーム募集参加チーム募集
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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
【9 月2日（月）～9月8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】情報政策課情報管理係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896
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◆わくわく体操　
9月のテーマ
「シューズの選び方
とタオル体操」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「真岡の夏まつり
 荒神祭【2日目】」

◆真岡市議会放送予定
　開会　9月 2日  　10:00 ～（生中継） 
　　　　　　 　　　18:00 ～（再放送）
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◆いちごショート
   ケーキ
「第 25 回 真岡の 
 灯ろう流し」
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8:00
10:00
12:00
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22:00

◆JUMP UP もおか
トピックニュース
ようこそ市長室へ
「健康増進事業に
 ついて」
もおかインフォ
「巡回バスによる結核・肺がん検診について」
「いちごチャンネルデータ放送アプリについて」

市税納期限（8月）市税納期限（8月）
○市民税・県民税（第 2期・全期）
○国民健康保険税（第 2期・全期）
○後期高齢者医療保険料（第 2期・全期）
○介護保険料（第 2期・全期）
【納期限】9月 2日（月）※口座振替 9月 2日（月）
【問い合わせ】
◆市民税・県民税
　税務課市民税係☎83-8113 FAX82-1066
◆国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
　国保年金課保険税係☎83-8594 FAX83-6205
◆介護保険料
いきいき高齢課介護保険係☎83-8094 FAX83-8554

◆納付・口座振替
　納税課収納管理係 ☎ 83-8115 FAX83-6205

水道メーター水道メーターをを交換交換しますします
【期間】9月 13日（金）～ 10月 4日（金）
【対象】該当する方には、個別に登録されて    
いる住所へ通知します。【費用】無料

※水道メーターの交換中は、約 10 分間程度水
道が使えなくなります。

※留守の場合でも、交換することがあります。
◆交換業者は、市で発行した証明証を携行していま
す。悪質な訪問販売にご注意ください。

◆交換に支障をきたしますので、メーターボックス
の上に物を置いたり、近くに犬など
をつながないようお願いします。

【問い合わせ】水道課庶務係
　☎ 83-8167 FAX84-7512

いちごバス・いちごタクシーいちごバス・いちごタクシー
未就学児未就学児 運賃無料 　　運賃無料 　　
9 月 1日（日）から保護者同伴の未就学児は、

いちごバス・いちごタクシーの運賃が無料になります。
【対象】未就学児（小学生未満のお子さま）
【問い合わせ】 総合政策課総合政策係
　 ☎ 83-8102 FAX83-5896

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真岡市パブリックコメント制度
【閲覧方法】計画の詳細は、下記窓口、市ホームページで閲覧可
【応募方法】ご意見・住所・氏名・電話番号を明記のうえ、下記窓口・郵送・FAX・Ｅメールにて
応募ください。書式は自由です。※閉庁時は市役所当直窓口で提出可　

【募集期間】9月 2日（月）～ 9月 30 日（月）まで

意見を募集する計画等 真岡市景観計画（案）
【計画の趣旨】本計画は、景観法に基づく法定計画として定められ、真岡市の良好な景観形成に関
する総合的な計画です。景観まちづくりに関する方針や届出対象行為、景観形成基準等を定め、
真岡の特徴を活かした景観づくりを進めていく内容となっています。

【宛て先・問い合わせ】〒 321-4395 栃木県真岡市荒町 5191 番地 都市計画課計画係
　☎ 83-8152　FAX83-8879  E メール：toshikeikaku@city.moka.lg.jp

【実施期間】9月 1日（日）～ 11月 30日（土）
【対象者】昭和 19年４月１日以前に生まれた方
　※対象の方には、個別通知しました。
【対象ではない方】年度内に75歳になる方
（昭和19年4月2日～昭和20年4 月1日生まれの方）
介護認定を受けている方

【健診費用】無料

後期高齢者歯科健診後期高齢者歯科健診
【実施期間】9月 1日（日）～ 11月 30日（土）
【対象者】今年度中に 76歳を迎える方
◆対象者には、後期高齢者歯科健診受診券を郵送
しました。資料に記載されている医療機関に直
接予約し、受診券を持参して受診してください。

※治療中の方は、通院している医療機関の歯科
医師にご相談ください。

【自己負担金】無料
【問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122 FAX83-8619

後期高齢者健康診査施設健診後期高齢者健康診査施設健診
75 歳以上の方を対象とした、市内指定医療機
関で個別に受診する基本健康診査です。（年度内
に75歳になる方、介護認定を受けている方を除く）
◆今年度中に、集団健診で、後期高齢者健康診
　査を受診された方・人間ドッグを受診された
　方は、受診する必要はありません。
※受診を希望される方は、郵送された「後期高齢
者健康診査【受診票】」に住所・氏名・生年月日・
電話番号、問診部分を記入の上、受診券と一緒に
市内の指定医療機関の窓口に提出してください。

真岡市休日夜間急患診療所真岡市休日夜間急患診療所
薬薬をを受受けけ取取るる方法方法がが変変わりますわります
　従来は院内で薬を渡していましたが、9月 1
日からは、院外の調剤薬局で受け取ることがで
きます。診療時間を過ぎた後も、近くの調剤薬
局が当番で開局しますので、ご利用できます。
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
　 ☎ 81-6946 FAX83-8619
　真岡市休日夜間急患診療所☎ 82-9910

尊徳夏まつり
【とき】8月 31日（土）
※荒天時 9月 1日（日）以降順延
【ところ】鬼怒川河川敷緑地公園（砂ケ原橋付近） 
【内容】◆郷土芸能大会16:30～◆ふれあい広場・
お楽しみ抽選会17:00 ～◆オープニングセレ
モニー18：00～◆納涼盆踊り大会18:30 ～
◆大花火大会19:30 ～
詳しくは、市ホームページを確認ください。

【問い合わせ】（大会前日・当日連絡先）
　尊徳夏まつり実行委員会　☎ 74-4666　
　（その他の連絡先）観光協会　☎ 82-2012

ケ原橋付近）
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危険物取扱者試験危険物取扱者試験
【とき】11月10日（日）午前9時30分～
【ところ】真岡市（真岡工業高校）他
【試験内容】甲種・乙種（第1類～第6類）・丙種
【受講料】《甲》6,500円《乙》4,500円《丙》3,600円
【申し込み】《電子申請》9月 6日（金）～ 17日（火）
　《書類申請》9月 9日（月）～ 20日（金）
◆郵送：下記申し込み先へ
◆持参：下記申し込み先または、県内の消防局、
　　　　各消防本部へ
【申し込み・問い合わせ】（一財）消防試験研究センター
栃木県支部☎ 028-624-1022


