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ラジオ保健室 市からのお知らせ コラボーレもおか 市からのお知らせ WNもおか情報

ＦＭもおか行政情報番組ＦＭもおか行政情報番組
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詳しい番組表は詳しい番組表は
FMもおかHPFMもおかHP
で確認できますで確認できます

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005
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◆ JUMP UP もおか
「コラボーレもおか」
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◆コットンタイム
「 第 13 回 SL の
走る街『コット
ンカップ』大会
【決勝戦】」
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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
「鳥と花・写真とデ
コパージュと絵」

【7 月 19日（月）～ 7月 25日（日）放送内容予定】

明るい選挙啓発ポスター明るい選挙啓発ポスター
コンクール作品募集コンクール作品募集

明るい選挙を呼びかける印象的なポスターを
描いて応募してください。
【内容】明るい選挙を呼びかけることを内容に、
自由に表現してください。

【応募資格】市内の小中学生、高等学校の生徒
【画材】描画材料は自由（紙や布など、
絵の具材料だけに限りません）

【大きさの基準】　画用紙の四ツ切
（542㎜× 382㎜）・八ツ切（382㎜× 271㎜）・
もしくはこれらに準じる大きさ

【応募上の注意点】
①入賞作品の版権は主催者（公益財団法人明る
い選挙推進協会）に属します。
②入賞者の学校名・学年・氏名を公表します。
【申し込み】9月 2日（木）までに、下記窓口へ提出
【審査の結果発表】入選された方へ直接連絡します。
問 選挙管理委員会 ℡ 83-8190

問 総合政策課総合政策係 ℡ 83-8102

いちごバスに乗ろう！いちごバスに乗ろう！
わくわく無料乗車キャンペーンわくわく無料乗車キャンペーン
　夏限定で、小学生はいちごバスに無料で乗車
できます。みんなでいちごバスに乗って市内を
探検し、真岡のわくわくを見つけに行こう！
【期間】7月 21日（水）～ 8月 31日（火）
※小学生未満は、保護者同伴でいつでも無料で
　乗車できます。
バスに乗るときは、運転
手さんに大きな声であい
さつをして、「学校名」を
伝えてください。

【対象・減免額】
　新型コロナウイルス感染症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 3年 4月 1日
　～令和 4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」市HP

問♦国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について　　♦介護保険料について
　　国保年金課保険税係 ℡ 83-8594　　　　　　　 　　　いきいき高齢課介護保険係 ℡83-8094

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

　子育て世帯支援のため、新たな給付金制度を
実施します。（既にひとり親世帯分の給付金を受
け取った方は対象外です）
【給付額】児童 1人当たり 50,000 円
【対象】①～③いずれかに該当する方
①令和 3年 4月分の児童手当または特別児童扶
養手当の受給者で住民税非課税の方（原則申
請不要）

②高校生のみを養育している方または公務員の
方で住民税非課税の方（要申請）

③令和 3年 1月 1日以降の収入が急変し、住民
税非課税相当の収入となった方（要申請）

【支給時期】①の方は 7月 30 日に口座振込で支
給を予定しています。（支給対象者へ
通知済）②、③の申請方法は決まり
次第市 HPに掲載します。①の詳細
と併せて確認ください。

低所得の子育て世帯に対する低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金子育て世帯生活支援特別給付金

問 子育て世帯生活支援特別給付金窓口
　 ℡ 83-8142

市HP

産業団地計画地内で産業団地計画地内で
道路の測量を行います道路の測量を行います
　測量作業にあたり、作業員が敷地の一部へ立
ち入る場合がありますので、ご理解とご協力を
お願いします。
【期間】7月中旬～ 12月上旬（予定）
【委託業者】㈱篠原設計
※委託業者は身分証明書を携帯しています。

問 産業団地整備室 ℡ 83-8706

夏季休業中夏季休業中のの学校閉庁期間学校閉庁期間
　令和 3年度は、8月 13日（金）～ 16日（月）
の 4日間、学校を閉庁します。
　この期間は、市内小中学校において、教職員
が不在となります。学校に関する問い合
わせについては、下記へお願いします。
（土曜日・日曜日を除く）
問 教育委員会学校教育課 ℡ 83-8181

遊ぶ・学ぶ・つながる 英語でできたらもっと楽しい！遊ぶ・学ぶ・つながる 英語でできたらもっと楽しい！

イングリッシュサマーイングリッシュサマー
キャンプ参加者募集中
　楽しいプログラムを通して英語を学
び、仲間づくりをしましょう。外国人
英語指導助手（AET）12人参加（予定）
【とき】8月 5日（木）、6日（金）のいずれか
　各日とも午前 9時～午後 4時（予定）
【ところ】自然教育センター
【対象】市内在住小学 5・6年生　各日 30人
【申し込み】7月 22 日（木）までに専用の応募
フォームから応募

※詳しくは市内小学校で配布のチラシ
を確認ください。参加日は事務局が
決定します。あらかじめご了承くだ
さい。
問 学校教育課教育政策係 ℡ 81-9052

7/22、23 は閉庁日です7/22、23 は閉庁日です

応募フォーム

中中

無人ヘリコプターによる無人ヘリコプターによる
水稲病害虫防除水稲病害虫防除をを実施実施しますします

問 JAはが野真岡地区営農センター ℡ 83-8700
　 JAはが野二宮地区営農センター ℡ 74-4115
　 農政課農政係 ℡ 83-8137

市内小中学生の市内小中学生の
英語検定料・漢字検定料を英語検定料・漢字検定料を

一部助成します一部助成します
　助成額や手続きの方法などについては、
市HPを確認ください。
【申請期間】① 7月 31日（土）まで
 　 ② 10月 15日（金）～ 31日（日）
 　 ③ 3月 15日（火）～ 31日（木）
※期間内の郵便消印のある申請のみ受付可
問 学校教育課教育政策係 ℡ 81-9052

市HP

【期間】7月 25日（日）～ 8月 4日（水）
　　　 8 月 17日（火）～ 8月 19日（木）
　いずれも午前 5時から正午まで（天候・出穂
の条件により散布日時の変更あり）

【対象】コシヒカリ、とちぎの星等
【使用農薬】ノンブラスバリダダ
ントフロアブル（予定）

↓第 4工業団地
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（スポーツの日）（スポーツの日）

　7月の閉庁日にご注意ください。


