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R3学力・学習状況
調査について

芳賀広域消防本部 真岡鐵道 地域おこし協力隊
について
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【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】【申請要件】
〔1〕世帯の主たる生計維持者の事業収入・不〔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、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）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〔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 万円以下で外の前年の所得の合計が 400 万円以下で
あること（※ 2）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〔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）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（※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、（※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」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

問 ねんきん加入者ダイヤル ℡ 0570-003-004
　 国保年金課国民年金係 ℡ 81-3534

国民年金保険料国民年金保険料はは全額全額
社会保険料控除社会保険料控除のの対象対象ですです
　1月から12月までに納めた国民年金保険料は、
全額、社会保険料控除としてその年の課税所得
から控除され、税額が軽減されます。また、家
族（配偶者や子ども等）の負担すべき保険料を
支払っている場合も、その保険料を併せて控除
を受けることができます。
　社会保険料控除を受けるためには、年末調整
や確定申告のときに、保険料を支払ったことを
証明する書類の添付が必要です。日本年金機構
から次の日程で「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が送付されるので、手元に届いた
ら大切に保管し、年末調整や確定申告の際に使
用してください。

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内

問 宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局 ℡ 83-7005 

【11月1日（月）～11月7日（日）放送内容予定】

【放送時間】午後1時、午後8時
◆コットンタイム
第45回民話美寿々会「もおか」支部町おこし民話語り

◆ JUMP UP もおか・ようこそ市長室へ
　シルバー人材センターについて
◆ JUMP UP もおか・もおかインフォ
　児童虐待防止月間について
　免許返納支援事業、ライト4運動
◆わくわく体操
　11月のテーマ「ウォーキング」
◆いちごショートケーキ
　真岡北陵高校介護福祉課VR体験講習

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査

問 選挙管理委員会 ℡ 83-8190　℻   83-5896

問 〒 321-4395　真岡市荒町 5191 番地
　 国保年金課国民健康保険係 ℡ 83-8123
　    メール：kokuhonenkin@city.moka.lg.jp

真岡市国民健康保険真岡市国民健康保険
運営協議会委員を募集運営協議会委員を募集
市では、国民健康保険事業の運営の適正を図

り、事業が円滑に行われるよう真岡市国民健康
保険運営協議会を設置しています。この協議会
は、国民健康保険の運営に関する重要事項を審
議する機関です。
【公募委員数】2人
【応募条件】下記全ての条件を満たす方
①真岡市国民健康保険の被保険者
②本市に引き続き 1年以上住所を有し、国民健
康保険への関心の高い方
③満 20歳以上で任期中に後期高齢者医療制度に
移行しない方
④平日昼間の会議に出席できる方
【任期】3年（令和4年1月1日～令和6年12月31日）
【応募方法】「応募理由」を 400 字程度にまとめ
て、住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番
号を記入した書類（自由様式）を下記へ持参、
または郵送、メールで提出

【応募期限】11月 18日（木）必着

芳賀地区広域行政事務組合芳賀地区広域行政事務組合
令和 4年度採用令和 4年度採用 職員募集 職員募集

職種職種 人数人数 受 験 資 格受 験 資 格

一般
事務職 1人

平成3年4月2日以降に生まれた方で、
高校卒業以上の学歴を有する方
（令和4年3月卒業見込みの方を含む）

【ところ】芳賀地区広域行政センター
《1次試験》12月12日（日） 一般教養試験・適性検査
《2次試験》1月7日（金）作文試験・面接試験
　※詳細は、1 次試験合格者に通知します。
【申し込み】11月 30日（火）までに、下記窓口
または組合HPにある申込書に必要事項を記
入し、持参・郵送にて受付

　（11月 30日（火）必着）
※詳しくは組合HPにて
問 〒 321-4415 真岡市下籠谷 4412
　 芳賀地区広域行政事務組合総務課 ℡ 82-9151

組合HP組合HP

期日前投票期日前投票 10 月 30 日（土）まで

▼３種類の投票を行います。
小選挙区選出議員選挙：候補者個人の氏名を記入（水色の用紙）
比例代表選出議員選挙：政党等の名称、略称を記入（ピンク色の用紙）
最高裁判所裁判官国民審査：辞めさせたい裁判官のみ×を記入（うぐいす色の用紙）

投票日投票日 10 月 31 日（日）　午前 7 時～午後 7 時
（投票終了時刻がこれまでの午後 8時から午後 7時に変わりました）

【時間】午前 8時 30分～午後 8時
【投票所】①真岡市役所　②二宮コミュニティセンター 　
　③イオンタウン真岡（ザ・ビッグエクストラ真岡店駐車場北西プレハブ）
※真岡市役所を新たに開設します。市公民館真岡西分館は今回から開設しません。
投票日当日、仕事や用事などで投票区内にいない予定の方は、上記の3カ所で期日前投票ができます。

※投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」をあらかじめ記入しておくと受付がスムーズです。

みんなの議会見学ツアーみんなの議会見学ツアー
　普段入ることのできない議場で楽しく学ぼう。
【とき】11月 21日（日）午前10時（15分前集合）
【ところ】市役所本庁舎 5階　議会フロア
【対象】市内在住の小学 4年～ 6年生 先着 10人
 　（保護者の送迎で会場まで来れる方）
【持ち物】筆記用具　【参加費】無料
【申し込み】11月 12日（金）までに、電話また
は FAX、Eメールで受付
※ FAX、メールの場合は、参加者・
保護者の名前、住所、電話番号、
学校名、学年（年齢）を記入
問 議会事務局 ℡ 83-8176 ℻  83-8714
　 メール：gikai@city.moka.lg.jp

発送時期発送時期 国民年金保険料の納付時期国民年金保険料の納付時期

10月下旬～11月上旬 1月 1日～ 9月 30日

令和 4年 2月上旬 10月 1日～ 12月 31日

いちごいちご
チャンネルチャンネル

　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
に関する相談は、下記「ねんきん加入者ダイヤル」
にお願いします。

【放送時間】午前6・8・10時、正午、午後4・6・10時

真岡市まちかど美術館 市民ギャラリー真岡市まちかど美術館 市民ギャラリー 
大森恒正 抽象画展大森恒正 抽象画展

　主に抽象画を中心に具象画作品も展示
します。

真岡市まちかど美術館 常設企画展真岡市まちかど美術館 常設企画展 
SONG ~絵画が奏でるメロディ~SONG ~絵画が奏でるメロディ~
　まるで絵画の中から音楽
が聞こえてくるような多彩
な作品を紹介します。

共通事項
【開催期間】11月 8日（月）まで
　午前 9時～午後 4時　（毎週火曜日休館）
【入場料】無料（駐車場は真岡信用組合荒町支店
　西側駐車場をご利用ください）
問 真岡市まちかど美術館 ℡ 080-8736-3984


