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市からのお知らせ 市からのお知らせ コラボーレもおか 公共交通について 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

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

市公式ホームページに市公式ホームページに
バナー広告を募集バナー広告を募集

市公式ホームページには、月平均 25万件、年
間平均 300万件のアクセスがあります。
　市公式ホームページにバナー広告を掲載し、
会社のPRや商品の紹介、イベント
の告知などに活用してみませんか。
【掲載場所】トップページ下段
【枠数】10枠
【掲載料（1枠）】
　1カ月…10,000 円
　6カ月…50,000 円　12カ月…100,000 円
※市内に事業所を有する場合は、上記掲載料の
　半額とします。
【掲載広告規格】
　サイズ　：縦 60ピクセル×横 190ピクセル
　画像形式：GIF または JPEG
　容　量　：5KB以内（静止画）
※申し込み方法など、詳しくは
　市HPを確認ください。
問 情報政策課広報広聴係 ℡ 83-8100
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◆ JUMP UP もおか
「避難情報について」
「真岡の灯ろう流し」
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◆コットンタイム
「第 64回日本舞踊発表会 午前の部」
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◆わくわく体操
8月のテーマ「転倒予防」

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
「親子で卓球教室 最終日」

【8 月 9日（月）～ 8月 15日（日）放送内容予定】

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005

コロナワクチン接種対象者コロナワクチン接種対象者へへ
接種券接種券をを送付送付しましたしました

8/22（日）8/22（日）ははマイナンバーマイナンバー
カードカードをを交付・更新交付・更新できませんできません

「毎月勤労統計調査特別調査」「毎月勤労統計調査特別調査」
ににご協力ご協力くださいください

国民年金保険料国民年金保険料のの
追納制度追納制度ををご利用くださいご利用ください

児童扶養手当児童扶養手当のの現況届提出現況届提出

8月 9日は閉庁日です8月 9日は閉庁日です
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　8月の閉庁日にご注意ください。

　7月末までに市に住民登録のある 12歳以上の
方へ接種券（クーポン券）を送付しました。ま
だ届いていない方や紛失した方は、下記予約相
談センターへ問い合わせください。
　なお、コロナワクチン接種は完全予約制です。
接種を希望する方は予約をしてください。
※ 16歳未満の方が接種する場合は、保護者の同
伴が必要となりますので、医療機関での接種
をお勧めします。
※市内の個別接種・集団接種ではファイザー社
製のワクチン接種となります。
※県の大規模接種・職域接種は武田／モデルナ
社製のワクチン接種となります。
7/29 現在 18 歳以上の方が対象で
すが、最新情報については県 HP
を確認ください。

問 真岡市ワクチン接種予約相談センター
　 ℡ 83-8080 全日（土日祝含む）8:30~17:00

★市内のワクチン接種★市内のワクチン接種
　実施医療機関リスト　実施医療機関リスト

★WEB予約サイト★WEB予約サイト

8月 22日（日）は休日開庁日ですが、システ
ムメンテナンスのため、マイナンバーカードの
交付・更新の手続きができません。
　来庁した方には、受付後、本人限定郵便で郵
送します。当日はカードのお渡しはできません
ので、あらかじめご了承ください。
問 市民課窓口係 ℡ 83-8117

　厚生労働省が実施するこの調査は、小規模事
業所の賃金や労働時間、雇用の実態について、
全国および都道府県別に明らかにする大切な調
査です。
【対象】常用雇用労働者が 1～ 4人の事業所（7
月 31日現在）

【調査方法】対象となる事業所には、8～ 9月に
統計調査員が訪問し調査事項について伺いま
す。調査票の内容は、「統計法」に基づき厳し
く秘密が守られます。また、統計以外の目的
には一切使用しません。

問 県統計課人口労働統計担当 ℡028-623-2247
　 総合政策課統計係 ℡ 83-8109

問 国保年金課国民年金係 ℡ 81-3534
　 二宮支所 ℡ 74-5004

　国民年金保険料の免除（全額・一部免除およ
び法定免除）や納付猶予、学生納付特例を受け
た期間があると、保険料を全額納めたときに比
べ、将来受け取る年金額が少なくなりますが、
これらの期間の保険料をさかのぼって納める（追
納する）ことで、年金受給額を回復させること
ができます。
　追納できる期間は、免除の対象となった月の
納付期限（該当月の翌月末）から 10年以内です。
【申し込み】「国民年金保険料追納申込書」に必
要事項を記入し、下記窓口へ提出ください。
※免除・猶予期間のうち、最も古い保険料から
納めていただきます。
※一部免除を受けた期間に、納付すべき保険料
を納付していない場合は、追納でき
ません。
※既に年金を受け取っている方は対象
外です。

【とき】8月 24日（火）、25日（水）
　午前 9時～午後 7時
【ところ】市公民館　第 3・4会議室
【対象】児童扶養手当受給資格者
※一部支給停止適用除外事由届の案内が 6月に
届いた方は、現況届時に提出ください。
※令和 3年度児童扶養手当現況届において、全
部停止見込みの方は、郵送で提出ください。
郵送対象者には 7月 20 日付の通知で案内し
ています。
問 こども家庭課子育て支援係 ℡ 83-8131

市HP

　給付金の申請を受け付けています。
【給付額】児童 1人当たり 50,000 円
【対象】いずれかに該当する方
♦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
♦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

【申し込み】必要書類等を市HPまたは窓口で取
得し、下記へ郵送または直接提出

【申請期限】令和 4年 2月 28日（月）必着
※令和 3年 4月の児童手当または特別児童扶養
手当の受給者で、住民税非課税の方について
は、既に支給を開始しています。
※ひとり親世帯分の給付金または本給
付金を既に受給した方は対象外です。
※給付後に判明した事情により、返還
していただく場合があります。

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 〒 321-4395 真岡市荒町 5191番地
　 子育て世帯生活支援特別給付金窓口
　 （本庁舎 3階 301 会議室）℡ 83-8142
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久保記念観光文化交流館 美術品展示館久保記念観光文化交流館 美術品展示館
第30回企画展第30回企画展 追悼追悼飯塚国雄飯塚国雄展展
ニューヨークを拠点に活動を続

けた飯塚国雄の多彩な作品を紹介
します。新収蔵作品“Mr.KUBO”
を初公開します。
【開催期間】9月20日（月・祝）まで
　午前 9時～午後 6時
【休館日】火曜日　【入館料】無料
問 久保記念観光文化交流館 ℡ 82-2012


