
コロナ対策コロナ対策のの徹底徹底をを！！
①マスクの着用、手指の消毒、人との距離の確
保など基本的対策の徹底をしましょう

②対策が徹底されていない場所への外出を控え
ましょう

③体調が悪い場合は仕事や外出を控えましょう

④大人数での宴会や飲み会は自粛をお願いします

いちごの湯 臨時休館いちごの湯 臨時休館
　安全・安心に温泉施設をご利用いただくため、
下記の期間で施設の点検や改修工事を行います。
【臨時休館日】9月 28日（月）～ 10月 1日（木）
【問い合わせ】
　いちごの湯（井頭温泉）☎ 83-8822
　プロジェクト推進室特定プロジェクト推進係
　☎ 83-8196 FAX83-5896

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のの適用期間適用期間がが
延長延長されますされます

【従来の適用期間】
　令和 2年 1月 1日～ 9月 30日
【延長された適用期間】
　令和 2年 1月 1日～ 12月 31日
【問い合わせ】　
　国保年金課国民健康保険 ☎ 83-8123
　高齢者医療係 ☎ 83-8593 FAX83-6205

移転作業期間の各種届出の受付移転作業期間の各種届出の受付
　戸籍に関する各種届出は、現庁舎にて受け付け
ます。駐車場は、西側駐車場をご利用ください。
【期間】9月 19日（土）～ 22日（火）

新庁舎開庁後新庁舎開庁後のの入口入口についてについて
　新庁舎開庁後の入口は、新庁舎の東側です。
駐車場は、現庁舎の駐車場をご利用ください。
　また、現庁舎北側駐車場と、南側駐車場との
連絡通路は、歩行者は通行できますが車両は通
行できなくなりますので、ご注意ください。

◆総合福祉保健センター

法律相談（真岡市民に限る）
9/25（金）8:30～予約受付
社会福祉協議会 ☎82-8844

13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 ～ 11:30

6、20、27日（火）
9:00 ～ 12:00

人権相談 虐待・DV・差別 13日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望13日（火）9:00～12:00
◆二宮コミュニティーセンター

行政相談 行政への意見 ･要望6日（火）9:30～11:30
◆市公民館二宮分館

心配ごと相談 13日（火）9:00～12:00
（最終受付 11:30 まで）

【問い合わせ】
人権相談：社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
行政相談：情報政策課広報広聴係 ☎ 83-8100
そ の 他  ：社会福祉協議会 ☎ 82-8844

料金無料
秘密厳守 10月の各種相談日
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9 月 18 日（金）は9月 18 日（金）は
延長窓口延長窓口をを休止休止しますします

　毎週水曜日と金曜日に行っている延長窓口に
つきまして、新庁舎の開庁準備のため、9月 18
日（金）は、休止とします。ご不便をお掛けし
ますが、ご理解、ご協力をお願いします。
【問い合わせ】
　市民課窓口係　☎ 83-8117 FAX83-8514
　税務課諸税係　☎ 83-8112 FAX82-1066
　納税課収納管理係　☎83-8115 FAX83-6205
　水道課料金担当　☎83-8166 FAX84-7512

もおか
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☎83-8100  FAX83-5896

インフルエンザのインフルエンザの
予防接種を受けましょう予防接種を受けましょう
　接種費用の全部または一部を助成します。
【とき】10月 1日（木）～令和3年 2月 28日（日）
【ところ】市内の医療機関
※市外の医療機関で接種希望の方は、接種前に申
請が必要な場合があります。詳しくは、下記へ
問い合わせください。
感染症緊急対策インフルエンザ予防接種感染症緊急対策インフルエンザ予防接種

【対象】 接種日に市内に住所を有する中学1年生
～ 64歳の方　【助成回数】1回

【助成額】2,000 円以内　※接種費用と助成額の
差額は、医療機関の窓口で自己負担

【持ち物】こども医療費受給資格証、健康保険証
など住所が確認できるもの
高齢者のインフルエンザ予防接種高齢者のインフルエンザ予防接種

【対象】 接種日に市内に住所を有する① 65歳以
上または、② 60～ 65歳未満の方で身体障害
１級の認定を受けている方（心臓・腎臓・呼吸
器の機能・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機
能の障害のみ）

【費用】 無料（１回接種分のみ）
【持ち物】健康保険証または後期高齢者医療被保険
者証（対象②の方は、身体障害者手帳とその写し）
子どものインフルエンザ予防接種子どものインフルエンザ予防接種

【対象】 接種日に市内に住所を有する 1歳以上小
学 6年生相当のお子さま　【助成回数】2回

【助成額】各回2,000 円以内　※接種費用と助成
額の差額は、医療機関の窓口で自己負担

【持ち物】母子健康手帳、こども医療費
　受給資格証など住所が確認できるもの
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
☎ 81-6946 FAX83-8619

【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
「新庁舎の開庁」について
もおかインフォ
「住宅や塀の大地震への備え」について
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◆コットンタイム
「第 63回 日本舞踊発表会【後編】」
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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」

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
「フードバンクもおかキャンペーン」
「夏休み 環境学習会　～火力発電所工
場見学＆地球温暖化学習会で COOL 
CHOICE ! ～」 

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。

【9 月21日（月）～9月27日（日）放送内容予定】

ャ ネ デ
、
。

令和2年度令和2年度 国勢調査実施中 国勢調査実施中
　インターネットで回答する場合は、24時間い
つでもアクセスできます。
【インターネット回答期間】10月7日（水）まで
◆《①アクセス②ログイン③回答》で
　簡単に回答できます。
◆回答した情報は、厳重なセキュリティ
　で保護されているため安心・安全です。
※国勢調査を装った不審な訪問者・電話
　・メールなどにご注意ください。
【問い合わせ】総合政策課統計係
　☎ 83-8109 FAX83-5896

詳しくは、
「国勢調査
2020総合サ
イト」にて

＝ ＝ 子どもと高齢者の交通事故防止 ＝子どもと高齢者の交通事故防止 ＝ 
《全国重点》
◆子供を始めとする歩行者の安全と自転車の
安全利用の確保
◆高齢運転者等の安全運転の励行　
◆夕暮れ時と夜間の交通事故防止と
　飲酒運転等の危険運転の防止
《栃木県重点》
◆「子供や高齢者に優しい 3S運動」の推進
　  SEE（発見する）SLOW（減速する）STOP（停止する）
◆「夜間走行中の原則ハイビーム」の徹底

マナーアップ！あなたが主役ですマナーアップ！あなたが主役です
秋秋のの交通安全県民総交通安全県民総ぐるみぐるみ運動運動
【期間】9月 21日（月）～ 9月 30日（水）

【問い合わせ】市民生活課交通安全係 
　☎ 83-8110 FAX83-8392

新庁舎新庁舎へのへの移転移転についてについて
　現庁舎から新庁舎への移転作業を下記の日程で
行いますので、ご理解、ご協力をお願いします。
【移転作業期間】
　9月 19 日（土）～ 22 日（火）（4日間）
【開庁日】9月 23 日（水）

【問い合わせ】新庁舎建設準備室
　☎81-6949 FAX84-8431
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保育士保育士をを目指す方へ目指す方へ
支援金をを交付交付します

【募集人数】7人程度
【対象】保育士等の養成施設の在学者で、卒業後
　に市内の保育所等に就業する方
【補助額】月額 3万円（最大 18カ月交付）
【募集期間】10月30日（金）まで
※申請方法等は市HPを確認ください。
【問い合わせ】保育課施設管理係　
　☎ 83-8461 FAX82-2340

支支

市HP
QRコード
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