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災害時の避難につ
いて②

芳賀広域消防本部 真岡鐵道 正しい犬の飼い方
協調月間について
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◆ JUMP UP もおか
「食品ロス削減月間・マイバッグ
キャンペーン」
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◆コットンタイム
「第 24 回荒町寄
席」
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◆わくわく体操
10 月のテーマ
「腰痛予防」

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
「栃木県シルバー
大学校同窓会真
岡支部第 5回文
化祭」

【10 月 4日（月）～ 10月 10日（日）放送内容予定】

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005

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

COVID-19 vaccinationCOVID-19 vaccination
新型コロナワクチン接種は新型コロナワクチン接種は

お済みですか？お済みですか？
12 歳以上の方で接種を希望する方は無料で受
けられます。未予約または未接種の方は、予約
をお取りください。ただし、ワクチン接種は強
制ではありません。

全国瞬時警報システム（Jアラート）全国瞬時警報システム（Jアラート）
全国一斉情報伝達試験全国一斉情報伝達試験
地震や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝

達試験を行います。この試験は、全国瞬時警報
システム（Ｊアラート）を用いた試験です。
【とき】10月 6日（水）午前 11時頃
※災害の発生状況や気象状況等によっては、試
験放送を中止する場合があります。

【内容】防災行政無線および防災ラジオから、次
　のように放送されます。
上りチャイム音
 「これは、Jアラートのテストです」× 3
 「こちらは、防災真岡」
下りチャイム音
問 くらし安全課危機管理係 ℡ 83-8396
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真岡市若者・子育て世代真岡市若者・子育て世代

定住促進住宅取得支援事業定住促進住宅取得支援事業

問 建設課住宅係 ℡ 83-8694

　若者の市内定住促進と子育て世代の負担軽減
を図るため、市内に住宅を取得し定住する若者・
子育て世代に対し、取得した住宅に係る固定資
産税相当額の一部を課税された初年度から最長
で 3年間補助します。要件などの詳細について
は、市HPで確認ください。
【受付期間】10月 29日（金）まで
　（土曜日・日曜日を除く 8:30 ～ 17:15）
【申請方法】申請書を建設課、二宮支
所または市HPから取得し、必要事
項を記入のうえ、関係書類を添えて、
下記へ提出 市HP

水道メーターを交換します水道メーターを交換します
【期間】10月 15日（金）～ 11月 5日（金）
【対象】該当する方には、個別に登録されている
住所へ通知します。　【費用】無料
※水道メーターの交換中は、10分間程度水道が
使えなくなります。
※留守の場合でも、交換することがあります。

問 水道課庶務係 ℡ 83-8167

♦交換業者は、市で発行した証明書を提示しま交換業者は、市で発行した証明書を提示しま
す。悪質な訪問販売にご注意ください。す。悪質な訪問販売にご注意ください。
♦♦メーターボックスの上に物を置いたり、近くメーターボックスの上に物を置いたり、近く
に犬などを繋がないようお願いします。に犬などを繋がないようお願いします。

都市計画の変更に関する都市計画の変更に関する
図書を縦覧図書を縦覧しますします

【内容】宇都宮都市計画公園の変更（総合運動公園）
【縦覧時間】8:30～ 17:15（土・日曜・祝日を除く）
【縦覧場所】都市計画課（本庁舎2階）
問 都市計画課計画係 ℡ 83-8152

【対象者】令和 3年 4 月 1 日時点で、65 歳以
　上の公的年金受給者で、前年中の公的年金所
　得に係る住民税の納税義務がある方
※ただし、次の方は該当になりません。
①公的年金の年額が 18万円未満の方
②介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
③特別徴収される税額が公的年金の年額を超える方
【年金からの特別徴収の対象になる年金】
　老齢または退職を支給事由とする公的年金
※遺族年金、障害年金は対象になりません。

10月10月からから住民税住民税のの公的年金公的年金からのからの
特別徴収特別徴収（天引き）（天引き）がが開始開始されますされます
昭和 30 年 4 月 2 日～昭和 31 年 4 月 1 日生

まれの方で公的年金所得がある方は、令和 3年
10月の年金支給分から、住民税の公的年金から
の特別徴収（天引き）が開始されます。
　なお、住民税額の総額のうち公的年金所得に
係る分が特別徴収となります。

問 税務課市民税係 ℡ 83-8113

①WEB予約①WEB予約

予約方法予約方法

予約サイト予約サイト

②各医療機関へ直接予約②各医療機関へ直接予約

実施医療機関実施医療機関
一覧一覧

医療機関医療機関
予約受付状況予約受付状況

③下記相談センターへ電話予約③下記相談センターへ電話予約

真岡市老人保健福祉真岡市老人保健福祉
施設整備法人施設整備法人をを募集募集

【整備する施設の内容】
①特別養護老人ホーム（広域型）
　定員 50 人：1 カ所
②認知症高齢者グループホーム
　定員 18 人（2 ユニット）：1カ所
【応募資格】①については、既存の社会福祉法人
であって、法人の主たる事務所が栃木県内に
あるもの。または、社会福祉法人を設立しよ
うとする者であって、住所が栃木県内にある
もの。②については、既存の法人であって、
主たる事務所、支店、営業所等が栃木県内ま
たは真岡市に隣接する県外市町にあるもの。

【募集要項等の配布】11月 12日（金）まで
※説明会は新型コロナウイルス感染対策
のため実施しません。
※詳細は募集要項を確認ください。募集
要項は市HPからも取得できます。
問いきいき高齢課介護認定係 ℡ 83-8197 

市 HP市 HP

問 納税課納税推進係 ℡ 83-8489
※詳しくは市HPを確認ください。

差押不動産の公売差押不動産の公売
　市税の滞納による差押不動産を公売します。
【とき】10月 8日（金）午後 1時 30分から
　（受付：午後 1時から）
【ところ】市役所本庁舎 4階（405会議室）
①土地
　所在：熊倉町字タケ内 911 番 1（宅地）
　地積：327.27㎡（借換地面積 270㎡）
　見積価格：7,500,000 円
公売保証金：750,000 円

②土地および建物
　所在：さくら二丁目 9 番 11（宅地）
　地積：221.50㎡
　構造：プレハブ造・軽量鉄骨造スレート葺
　　　 2 階建

　床面積：1 階 61.38㎡
　　　　　2 階 61.38㎡
　見積価格：4,840,000 円
　公売保証金：490,000 円 市HP

【申し込み】年金の請求手続きの際に、併せて給
付金の請求手続きを行ってください。既に年
金を受給している方で、新たに支給対象とな
る方は日本年金機構から郵送されるハガキ（請
求書）にて請求してください。
※日本年金機構からのハガキは、速やかに提出
　してください。（令和3年12月末 年金機構必着）
問 年金給付金専用ダイヤル ℡ 0570-05-4092
　 国保年金課国民年金係 ℡ 81-3534
　 宇都宮東年金事務所 ℡ 028-683-3211

年金生活者支援給付金制度年金生活者支援給付金制度
公的年金の収入等が一定基準額以下の方の生

活支援として、年金に上乗せする給付金です。
【支給対象者】
《老齢基礎年金受給者》以下の全てを満たす方
①世帯員全員の市町村民税が非課税であること
②前年の年金収入額とその他の所得額の合計が
　約 88万円以下であること
《障害・遺族基礎年金受給者》
　前年の所得額が約 472万円以下であること

問 健康増進課地域医療係 ℡ 81-6946

インフルエンザの予防接種インフルエンザの予防接種
　接種費用の一部または全部を助成します。
【期間】10月 1日（金）～令和 4年 2月 28日（月）
【接種場所】市内の医療機関

【対象】接種日に市内に住所を有する中学 1年生
から 64歳までの方

【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

【持参するもの】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
※この他にも「高齢者対象助成」「子ども対象助
成」があります。詳細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

※市外の医療機関で接種を希望する方は、※市外の医療機関で接種を希望する方は、
　接種前に申請が必要です。　接種前に申請が必要です。

1歳以上1歳以上
小学 6年生の方小学 6年生の方

中学 1年生中学 1年生
以上の方以上の方


