
【問い合わせ】生産調整推進室
　（真岡市農業再生協議会）
　 ☎ 81-3117 FAX83-8911
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【7 月20日（月）～7月26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
「令和2年 第3回市議会定例会報告」について
もおかインフォ
コラボーレもおか
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◆コットンタイム
中村夏まつり （再）
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◆わくわく体操
7 月のテーマ「自体重筋力アップ」

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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◆いちごショートケーキ
長田祇園祭（再）

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。

真岡市高齢者保健福祉計画真岡市高齢者保健福祉計画
・・介護保険事業計画策定懇話会介護保険事業計画策定懇話会

委員委員を募集を募集
　この計画は、令和３年度から３年間の高齢者
保健福祉施策の方向性や介護保険のサービスに
係る給付費や事業量等を適切に見込み、総合的
な高齢者福祉施策の推進を目的に策定します。
【募集委員数】４人
【応募条件】
　① 40歳以上の方
　②市内に引き続き 1年以上住所を有する方 
　③平日の昼間の会議に出席できる方
【応募方法】「高齢化社会とこれからの福祉」の
テーマで 600 字程度にまとめた作文（様式
自由）と応募用紙を下記窓口または郵送、
FAX、メールにて申し込みください。
　応募用紙は下記窓口または市HPから
　のダウンロードをご利用ください。
※応募いただいた書類は返却しません。
【応募締切】8月 7日（金）必着
【問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　いきいき高齢課高齢者福祉係
　 ☎ 83-8195 FAX83-8554
　Eメール：ikiikikourei@city.moka.lg.jp

詳しくは
市HPにて

まち・ひと・しごとまち・ひと・しごと
創生総合戦略推進市民会議創生総合戦略推進市民会議

委員委員を募集を募集
　人口減少問題を克服し、選ばれるまち
真岡を実現していくため、市民の皆さま
のご意見をお聞かせください。
【募集委員数】3人程度
【任期】2年（会議は年1回を予定）
　※令和2年度は9月30日（水）に実施予定
【応募条件】
　①市内に住所を有する 18歳以上の方
　②まちづくりについて関心・熱意のある方
　③平日の昼間の会議に出席できる方
【内容】
　①「総合戦略」の実施状況の検証に関すること
　②その他計画の推進に必要なこと
【応募方法】応募動機、住所、氏名、年齢、性別、
職業、電話番号を記入した書類（様式自由）
を下記窓口または郵送、メールにて申し込み

【応募締切】8月 20日（木）必着
【問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　総合政策課総合政策係
　 ☎ 83-8102 FAX83-5896
　Eメール：sougouseisaku@city.moka.lg.jp

詳しくは
市HPにて

国民健康保険・後期高齢者医療制度国民健康保険・後期高齢者医療制度
傷病手当金傷病手当金をを支給支給しますします

　国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入して
いる被用者（雇用されて働き、給与を得ている方）
対し、所得保障として傷病手当金を支給します。
【対象】国民健康保険・後期高齢者医療制度に加
入期間中で、新型コロナウイルス感染症に感
染した、または感染が疑われるため職場等を
休み、給与収入が減少した方

【支給対象日数】労務に服することができなくな
った日から起算して 3日を経過した日から労
務に服することができない期間のうち就労を
予定していた日

【適用期間】令和2年 1月 1日～ 9月 30日の間
で療養のため労務に服することができない期間
（ただし入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで）

【支給額】直近 3カ月間の給与収入の合計額を就
労日数で除した金額× 2/3 ×支給対象日数

※詳しくは、市HPを確認ください。
【問い合わせ】国保年金課国民健康保険係
　☎ 83-8123 FAX83-6205
　高齢者医療係 ☎ 83-8593 詳しくは

市HPにて

【対象・減免額】新型コロナウイルスの影響によ
り収入減少が見込まれ、下記に該当する方

①世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷
　病（1カ月以上の治療）を負った方
　→対象となる保険税（料）の全額免除
②世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、
　右の申請要件全てに該当する方（※1）
　→対象となる保険税（料）全額免除または、
　　一部減額
【対象となる期間の保険税（料）】
　納付期間が令和 2年 2月 1日
　～令和 3年 3月 31 日のもの
【申請方法】窓口での密を避けるため、
　原則郵送での申請となります。申請
　前に必ず担当課に問い合わせください。

【申請要件】
（1）世帯の主たる生計維持者の事業収入・不

動産収入・山林収入・給与収入（以下、「事
業収入等」）の収入のいずれかの減少額が、
前年の当該事業収入等の額の 10 分の 3
以上であること（※ 2）

（2）世帯の主たる生計維持者の減少すること
が見込まれる事業収入等に係る、所得以
外の前年の所得の合計が 400 万円以下で
あること（※ 2）

（3）世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合
計額が 1,000 万円以下であること（※ 2）

（※１）介護保険料の要件は、（1）・（２）のみ
（※２）上記の「世帯の主たる生計維持者」は、
後期高齢者医療保険料の場合は「世帯主」

【支援内容・支援単価】
①次期作に前向きに取り組む生産者への支援
国が定める２つ以上の取り組みを行うと 5万円 /10a

　施設花き等：80万円 /10a
　施設果樹　：25万円 /10a
② 需要促進に取り組む生産者への支援
国が定める取り組みを行うと類型ごとに2万円 /10a
③厳選出荷に取り組む生産者への支援
産地の取り決めに基づき、高品質の花き等を出荷
１人・１日あたり 2,200 円

詳しくは
市HPにて

高収益作物次期作支援交付金高収益作物次期作支援交付金
　新型コロナウイルスの影響により売り上げの
減少等があった作物について、次期作に前向き
に取り組む生産者を支援します。
【対象】令和2年 2月から4月の間に野菜、果樹、
花き、茶について、出荷実績があるまたは廃棄
等により出荷できなかった生産者（収入保険、
農業共済等に加入または今後確実に加入する意
向確認が必要）

【申請期限】7月30日（木）まで（JA以外に出荷の方）

詳しくは
市HPにて

新型コロナウイルスに関する支援情報新型コロナウイルスに関する支援情報

【問い合わせ】
◆国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について
　国保年金課保険税係 ☎83-8594 FAX83-6205 
◆介護保険料について
　いきいき高齢課介護保険係☎83-8094 FAX83-8554

国民健康保険税・介護保険料国民健康保険税・介護保険料
・後期高齢者医療保険料の減免措置があります・後期高齢者医療保険料の減免措置があります

8月8月からから新新しいしい保険証保険証になりますになります
国民健康被保険者証と国民健康被保険者証と
後期高齢者医療被保険者証後期高齢者医療被保険者証

現在お使いの被保険者証の有効期限は、7 月
31 日までです。8月から使用する新しい被保険
者証は、7月下旬に郵送します。
※保険税（料）未納の方は別の取り扱いとなります。

後期高齢者医療限度額認定証後期高齢者医療限度額認定証
　下記対象の方は、診療を受ける際に、「限度額
認定証」を提示することにより、医療費の支払
いの上限が一定額となります。必要な方は、下
記にて交付申請の手続きをお願いします。
【対象】
◆世帯の全員が住民税非課税の方
◆令和 2年 8月より、現役並み所得者（3割負担）
　のうちⅠ（課税所得 145 万円以上）とⅡ（課
　税所得 380万円以上）の方
　なお、過去に限度額認定証の交付を受け、令
和 2年度の負担区分が上記対象に該当する方は、
新しい認定証を被保険者証と共に送付しますの
で、申請は不要となります。
※世帯全員の住民税非課税が確認できない方は、別
　の取り扱いとなります。
国民健康保険（75歳未満の方）限度額適用認定証限度額適用認定証
　限度額適用認定証の有効期限は、7 月 31 日
までです。引き続き必要な方は、更新手続きを
お願いします。
【対象】
◆国民健康保険税を完納している世帯
◆ 70 歳以上の方は、市町村民税非課
税世帯および現役並み所得者（3割
負担）のうちⅠ（課税　所得 145 万
円以上）・Ⅱ（課税所得 380 万円以上）
の方

【問い合わせ】国保年金課高齢者医療係 ☎ 83-8593 
　国民健康保険係 ☎ 83-8123 FAX 83-6205
　二宮支所 ☎74-5004 FAX 74-1250

詳しくは
市HPにて


