
熱中症対策をしましょう！熱中症対策をしましょう！
①暑さを避けましょう
②人と十分な距離（2m）をとり、
　適宜マスクを外しましょう
③こまめに水分を取りましょう

り、

市税等納期限《６月》市税等納期限《６月》
◆市県民税（第 1期）
【納期限・口座振替】6月 30 日（火）

【問い合わせ】
　税務課市民税係 ☎ 83-8113 FAX82-1066
◆納付・口座振替
　納税課収納管理係 ☎ 83-8115 FAX83-6205

医療費医療費がが高額高額になったになった場合場合はは
郵送郵送でで手続手続きがきが可能可能ですです

高額療養費の支給申請
　１カ月間（同じ月内）の医療費が高額になっ
た場合は、限度額を超えた分が高額医療費とし
て支給されます。
　真岡市の国民健康保険では、診療をうけた月
の２～３カ月以降に該当する世帯へ案内を送付
しています。
※支給額が 50,000 円未満の方は郵送で手続き
　ができます
【郵送での申請方法】
①市から申請に必要な書類を送付します。
②申請書兼請求書に振込先等を記入・押印の上、
　返信用封筒にて郵送してください。

限度額適用認定証
　「高額療養費制度」の適用では、前払いした一
時的な支払いが大きな負担となる場合、「限度額
適用認定証」を医療機関の窓口で提示すること
で、その時の支払いが限度額までとなります。
【対象】保険税に滞納がない方
【申請方法】
①市HPで申請書を印刷し、必要事項を
　記入・押印の上、郵送してください。
②後日、限度額適用認定証を送付します。
【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係
　☎83-8123 FAX83-6205

▲市HP
QRコード

お子さまの発育・養育でお悩みの方お子さまの発育・養育でお悩みの方

真岡市教育相談真岡市教育相談をを実施実施 
《 相談内容 》
言葉がはっきりしない・友達と遊べない・話が
うまくできない・落ち着きがなくじっとしてい
られない・集団になかなか入れない など
【とき】随時（相談件数が多い場合は、6・7月
　は小中学生優先、8・9月は未就学児優先で日
　程を調整することがあります）
【ところ】教育委員会
【対象】就学前・小学校・中学校のお子さまと
　その保護者 　
【相談料】無料
【担当者】教育委員会 学校教育課 指導主事
【申し込み】下記窓口へ申込書を提出、または電
話、郵送にて申し込み

※申込書は幼稚園、保育園（所）、小中学校で配布
※窓口へ提出または郵送で申し込んだ場合は、
後日電話にて日時を相談

【その他】今年度は、例年実施している真岡市教
育相談会は中止です。

【問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町 5191
　教育委員会学校教育課指導係
　☎ 83-8181 FAX83-8080 

新型コロナウイルス感染症に係る支援事業新型コロナウイルス感染症に係る支援事業「継続給付金」「継続給付金」

　国の「持続化給付金」の対象とならない市内
農業者等に対し、市独自の給付金を支給します。
【支給額】法人：20万円、個人事業主：10万円
【申請書類】市HPからダウンロードまたは、農
政課、二宮支所の各窓口に設置しています。

※受付期間や申請方法は上記と同じ

●真岡市農業継続給付金

●真岡市事業継続給付金

▲市HP
QRコード

▲市HP
QRコード

【問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　農政課内農業継続給付金担当
　☎ 83-8139 FAX 83-6208

【問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　商工観光課内事業継続給付金担当
　☎ 83-8135 FAX 83-0199

市公式 twitter 市公式 twitter ののフォローフォローををお願お願いします　いします　

 【問い合わせ】情報政策課広報広聴係
　　☎ 83-8100 FAX83-5896

　市では、twitter の公式アカウントを運営しています。
市ホームページで更新された重要なお知らせや新着情報、
イベント情報などを発信します。

ぜひ、フォロー
してぴょん★

　 市公式 twitter アカウント　 市公式 twitter アカウント

 ＠ mokacityhall ＠ mokacityhall

《 真岡市をフォローする手順》《 真岡市をフォローする手順》

① twitter アプリをダウンロードまたは検索する① twitter アプリをダウンロードまたは検索する

②自分のアカウントを作成する②自分のアカウントを作成する

③真岡市「＠ mokacityhall」を検索し、フォローする③真岡市「＠ mokacityhall」を検索し、フォローする

　申請に必要な書類や申請要件など、
詳しくは市HPを確認ください。

対象作目「花き・観光いちご園・畜産（食肉・酪農）」

▲市 twitter
QR コード

もおか
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　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、事業
収入が減少し、かつ、国の「持続化給付金」の対
象とならない市内中小企業者等に対し、事業継続
を支援するため市独自の給付金を支給します。
【支給額】法人：20万円、個人事業主：10万円
【受付期間】
　令和 3年 1月 15日（金）まで（消印有効）
【申請書類】市HPからダウンロードまたは、市
商工観光課、二宮支所、真岡商工会議所、に
のみや商工会の各窓口に設置しています。

【申請方法】3密を避けるため、原則郵送での申
請となります。申請書類を下記へ送付してく
ださい。

【その他】
◆申請内容に虚偽や不正があった場合は、支給
の取り消しや返還の対象となります。

◆国の「持続化給付金」の要件に
　該当するものは対象となりません。
◆申請は1事業者につき1回限りです。
※詳しくは、市HPにて確認ください。

【申請要件】
①市内に登記上の本社・本店などの主たる事業所を有
する法人または、主に市内で事業を行っている個人
事業主であること

②令和 2年 3月以前から事業による事業収入を得て申
請日時点で事業を行っており、今後も事業を継続す
る意思があること

③法人は資本金10億円未満、資本金の額が定められてい
ない場合は従業員数が2,000人以下であること

④令和2年1月から12月のいずれかの月の売上高が前
年同月比30％以上50％未満減少していること。ただ
し、創業から１年に満たない事業者は「過去3カ月（直
近１カ月を含む）の平均売上高」、対象月の売上高の前
年比を算出できないものは、「前年月平均の売上高」と
比較して30％以上50％未満減少していること

⑤国の持続化給付金の要件を満たさないこと
⑥市税を完納していること

第 2 回歴史教室第 2 回歴史教室
（入場制限あり・事前申込制）（入場制限あり・事前申込制）
　新型コロナウィルス感染拡大防止のため、事
前申込みによる入場制限を行います。
【とき】7月 18日（土）午前 10時～正午
【ところ】市民“いちご”ホール　小ホール
【講師】前栃木県立上三川高等学校校長 松本一夫 氏
【演題】南北朝動乱期の芳賀 ~南北朝合戦の実態 ~
【参加費】無料
【申し込み】往復はがきに氏名・住所・電話番号を
記載の上、下記へ送付ください。（7月6日必着）
参加の可否を7月15日までに返信します。
　入場制限に伴い、講演を真岡市公式YouTube
（https://www.youtube.com/channel/
UCsIhedzg_VyxA7zmFaPLnUg）に
おいて、7月25日（土）から配信します。
　資料もダウンロードできますので、
ご利用ください。

【問い合わせ】321-4305 真岡市荒町 1201
　文化課文化財係  ☎ 83-7735 FAX83-4070

真岡市役所
YouTube
QRコード

【6 月29日（月）～7月5日（日）放送内容予定】

【問い合わせ】
　宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局　☎ 83-7005
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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
「特別定額給付金事業」について

もおかインフォ
「レジ袋の有料化」について
「真岡市民の歯および口腔の健康づくり推進
条例」について

都合により、番組内容や放送時間が変更と
なる場合があります。詳しくは、いちごチャ
ンネルデータ放送、スマホアプリ
の番組ガイド、EPG（電子番組表）
を確認ください。
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◆いちご　
　ショート
　ケーキ
未定
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◆わくわく体操
6 月のテーマ
「家の中で運動し
よう！」

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内

表）


