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【問い合わせ】商工観光課観光係  ☎83-8135 FAX83-0199
　真岡市観光協会  ☎ 0285-82-7205

真岡の夏まつり真岡の夏まつり20142014
7月 25日（金）　7月 25日（金）　宮出し・町会渡し・荒神大燈渡御宮出し・町会渡し・荒神大燈渡御
7月 26日（土）7月 26日（土）お祭り広場・市制施行 60周年　お祭り広場・市制施行 60周年　
イベント・みこし川渡御・大花火大会イベント・みこし川渡御・大花火大会
7月 27日（日）　7月 27日（日）　宮入り献灯・町会渡し宮入り献灯・町会渡し

【交通規制・施設等の臨時休館】
周辺施設の臨時休館・立ち入り禁止区域
★ 7月 26 日（土）
　交通規制 12：00 から開始（右図　　部分）
　※一部区間の交通規制時間が、昨年より1時間早く
　　開始します。
　大花火大会に伴い、右図の赤斜線内（市役所東側）
にある総合体育館、市民会館、公民館、図書館、青
年女性会館、スポーツ交流館は休館です。なお、駐
車場も終日駐車禁止です。
★ 7月 27 日（日）18:30 ～ 20:30
　手筒花火に伴い、右図★（御橋）は上記の時間立ち入
り禁止です。
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市制施行60周年
イベント

　　　 　26日 12:00 ～ 22:00　　　 　26日 12:00 ～ 22:00
　　　 　26日 12:00 ～ 18:00　　　 　26日 12:00 ～ 18:00  
　　　 　　 　26日 12:00 ～ 18:3026 日 12:00 ～ 18:30

　　　 　26日 15:00 ～ 22:00　　　 　26日 15:00 ～ 22:00
　　　 　26日 18:00 ～ 22:00　　　 　26日 18:00 ～ 22:00
　　　 　27日 16:30 ～ 21:30　　　 　27日 16:30 ～ 21:30

～重度心身障害者医療費助成制度～
自己負担助成の申請自己負担助成の申請

　重度心身障害者医療費助成制度を利用している方
で、下記に該当する場合、受給資格者本人の自己負
担分（薬局を除く医療機関ごとに月額 500 円）に
対する助成が受けられます。
【条件】受給資格者と同じ健康保険に加入している方
　全員が、平成26年度市民税が非課税である場合。
【内容】受給資格者本人の自己負担分（月額 500円）
　を助成　
　現在対象の方も更新が必要となりますので、6 月
30 日（月）までに手続きをお願いします。
 【申請・問い合わせ】
　福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129  FAX82-2340
　二宮支所福祉国保窓口係 ☎ 74-5004　FAX74-1250

 真岡市制施行60周年記念 真岡市制施行60周年記念
  心を一つに  心を一つに 6060 年年
     豊かに真岡     豊かに真岡
        人人・・夢夢・・未来未来

平成 26 年 4 月から平成 26 年 4 月から
後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料がが変更変更
　後期高齢者医療制度の保険料は、「栃木県後期高
齢者医療広域連合」が、2年度ごとに見直しを行い、
決定しています。
　少子高齢化や医療技術の高度化等の影響による一　少子高齢化や医療技術の高度化等の影響による一
人当たりの医療費の増加に対応するため、下記のと人当たりの医療費の増加に対応するため、下記のと
おり改定されました。おり改定されました。

区　分 H26・27
年度

H24・25
年度

均等割額（被保険者一人一人が等
しく負担する金額）

43,200
円 
42,000
円

所得割率（所得に応じて負担する
所得割額を算出する割合） 8.54％ 8.54％

賦課限度額（1年間の保険料最高額）57万円 55万円
・所得の低い方に対する均等割軽減のうち、5割、・所得の低い方に対する均等割軽減のうち、5割、
　2割軽減については、該当となる基準が拡大します。　2割軽減については、該当となる基準が拡大します。
　その他の 9割、8.5 割軽減や所得軽減は、今年度　その他の 9割、8.5 割軽減や所得軽減は、今年度
　も継続されます。　も継続されます。
・これまで被用者保険の被扶養者であった方に対す・これまで被用者保険の被扶養者であった方に対す
　る保険料軽減措置は、今年度も継続されます。　る保険料軽減措置は、今年度も継続されます。
【問い合わせ】 
　保険料決定に関すること：栃木県後期高齢者医療広域連合 
　☎ 028-627-6805
　保険料に関すること：国保年金課保険税係 ☎ 83-8594

真岡市制施行 60 周年記念真岡市制施行 60 周年記念
第 31 回真岡井頭マラソン大会第 31 回真岡井頭マラソン大会

プログラムへの広告募集プログラムへの広告募集
　平成 26年 10月 5日（日）に開催する、「第 31回
真岡井頭マラソン大会（同時開催：ねんりんピック栃
木2014マラソン交流大会）」の参加者等へ配布するプ
ログラムへの掲載広告を募集します。
【掲載位置】広告専用面（プログラム規格A4版）
【サイズ】A4の 1/4（縦 5.8cm×横17.6cm）
　※1社あたり最大4枠まで　【料金】1枠 5,000円
【掲載原稿】申込者が作成し、掲載決定後、料金納
　付と併せて提出してください。（電子データ可）
【発行部数】約2,300部（参加者数で多少増減有り）
【申込方法】専用の申込用紙（総合体育館に用意）
に必要事項を記入し、下記へ提出してください。

※審査後、掲載決定の方は、料金納入と
　原稿提出により掲載となります。
 【申し込み・問い合わせ】
　真岡井頭マラソン大会実行委員会
  （総合体育館内）☎ 84-2811 FAX 84-6258 
　Eメール  sports@city.moka.lg.jp

店頭にある
←この→

のぼり
が目印です

※この商品券の発売に併せて、独
　自の特典や割引サービス等を行
　う取扱加盟店があります。　

　地元商店の魅力アップと商店街
の活性化を図るため、10％のプ
レミアム付き商品券を発売しま
す。昨年度より発行総額が増加し
ました。ぜひご利用ください。

名　　称

　　 わたのみ商品券　　 わたのみ商品券 にのみやプレミアム商品券にのみやプレミアム商品券

発売日時
6月21日（土）・22日（日）
午前 10 時～午後 4時
※ 23日（月）以降は平日のみ
    午前9時～午後5時まで販売

6月20日（金）午前9時～午後4時
※6/21（土）・6/22（日）は
　午前9時～正午まで
※23日（月）以降は平日のみ
    午前9時～午後4時まで販売

発売場所 真岡商工会議所（荒町1203） にのみや商工会（久下田 848-5）
発行総額 1 億 9,800 万円 4,400 万円

使用できる店舗
（市のホーム
ページ参照）

真岡商工会議所に取扱加盟
店として登録した店舗

にのみや商工会に取扱加盟
店として登録した店舗

市のホームページ　http://www.city.moka.tochigi.jp/
購入できる方 18歳以上の真岡市民または市外在住で市内通勤・通学者
購入限度額 1 人 50,000 円（5セット）まで（発行総額に達した時点で終了）
使用できる期間 平成 26年 7月 1日（火）～ 12月 31日（水）

問い合わせ 真岡商工会議所
☎ 82-3305　FAX 82-7967

にのみや商工会
☎ 74-0324　FAX 74-2737
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プレミアム付きプレミアム付き
　商品券　商品券をを発売発売

10,000円で11,000円分買える！10,000円で11,000円分買える！

真岡市制施行 60 周年記念真岡市制施行 60 周年記念
市助成事業市助成事業

　一部支給停止除外届（緑色の書類）が 6 月に送
付された方は、8 月の現況届受付時に必ず提出して
ください。
　各証明書は6月から8月の時点で証明してもらっ
てください。正当な理由がなく提出期限に遅れると
減額されることがありますので、ご注意ください。
【問い合わせ】児童家庭課児童家庭係
　☎ 83-8131  FAX82-2340

児童扶養手当受給資格者児童扶養手当受給資格者のの方方へへ

料金無料
秘密厳守 7 月の各種相談日

◇総合福祉保健センター
人権相談 虐待・DV・差別など    8日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望    8日（火）9:00～12:00
法律相談（真岡市民に限る）
※6/27（金）8:30 ～電話予約受付
　社会福祉協議会 ☎ 82-8844

  8日（火）10:00～12:00
（予約申し込み順12人）

心配ごと相談　
※電話相談可（ ☎ 82-8844）
　受付時間9：00～ 14：00

1・8・15・22 日 （火）
各火曜日9:00～15:00

◇二宮コミュニティセンター
行政相談  行政への意見 ･要望  1日（火）13:30～15:30

【人権相談の問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129
【行政相談の問い合わせ】秘書課広報広聴係 ☎ 83-8100
【その他の問い合わせ】社会福祉協議会 ☎ 82-8844

　どなたでも参加いただけます。使いやすく快適になっ
た市民会館を、一番に見て聞いて参加してください。
【とき】6月 28日（土）　午前 9時から
【ところ】真岡市民会館　※入場無料
【内容】9:00　尊徳太鼓演奏・テープカット9:00　尊徳太鼓演奏・テープカット
　　　  9:30　記念式典（大ホール）
         10:10　記念公演（正午まで）
　真岡ミュージカルによるミニミュージカル、真岡　真岡ミュージカルによるミニミュージカル、真岡
市民合唱団、舞ケ丘合唱団、真岡市民交響楽団によ市民合唱団、舞ケ丘合唱団、真岡市民交響楽団によ
る演奏、合同演奏る演奏、合同演奏
【問い合わせ】　文化課 ☎ 83-7731   FAX83-4070

真岡市民会館リニューアル真岡市民会館リニューアル
オープン記念式典・公演開催オープン記念式典・公演開催

　一般国道 408 号真岡南バイパスの開通を目指し、
事業を行っています。
【事業概要】
　延長　3.1㎞
　事業費　約58億円
【平成 25 年度までの状況】
　・平面図作成
　・第1回事業説明会
　　（測量立入のため）
　・路線測量
【平成 26 年度の実施予定】
　・道路詳細設計
　・第2回事業説明会（詳細設計説明）   ・用地測量　など
【問い合わせ】
　真岡土木事務所企画調査部企画調査課　☎83-8304

一般国道408号一般国道408号真岡南バイパス事業真岡南バイパス事業

第27回第 27回 市場開放デー開催 市場開放デー開催
【とき】6月22日（日）午前8時～11時 ※雨天決行
【ところ】公設芳賀地方卸売市場内（八條 475 番地）
【内容】カツオ、さくらんぼ、スイカ、新玉ねぎなど目玉商
品を特価での販売。豆腐・ガンモなどの手作り品販売など
【問い合わせ】 公設芳賀地方卸売市場協力会 ☎82-8585  FAX 84-0225

真岡市農業委員会委員選挙真岡市農業委員会委員選挙
【告示日】6月 29 日（日）　【投票日】7月6日（日）
【投票できる方】平成 26年 3月 31日現在の真岡 
　市農業委員会委員選挙人名簿に登録されている方
【期日前投票】6月30日（月）から7月5日（土）まで
　の期間（各日午前 8時 30分～午後 8時）に以下
　の場所で投票できます。

選　挙　区 期日前投票所
第１選挙区（真岡地区）第１選挙区（真岡地区）
第２選挙区（山前地区）第２選挙区（山前地区）
第３選挙区（大内地区）第３選挙区（大内地区）
第４選挙区（中村地区）第４選挙区（中村地区）

市公民館真岡西分館市公民館真岡西分館

第５選挙区（長沼地区）第５選挙区（長沼地区）
第６選挙区（久下田地区）第６選挙区（久下田地区）
第７選挙区（物部地区）第７選挙区（物部地区）

二宮コミュニティセンター二宮コミュニティセンター

【無投票となった場合】
　6月30日（月）に市ホームページ（http://www.
city.moka.tochigi.jp/）でお知らせを予定しています。

【問い合わせ】選挙管理委員会☎ 83-8190 FAX83-8082


