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 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

重度心身障害者医療費助成制度重度心身障害者医療費助成制度

　こども医療費助成制度の変更に伴い、平成 27年
4月受診分から中学生までのお子さまは、自己負担
500円がなくなります。
　ただし、中学校卒業後の 4月診療分からは従来
通り自己負担 500 円が発生します。（市民税課税世
帯のみ）
　なお、「重度心身障害者医療費助成受給資格者証」
（黄色）をお持ちの方は、引き続き重心医療費助成
制度を利用できます。
年齢・学年年齢・学年 現在現在 平成27年4月受診分～平成27年4月受診分～

3歳未満 こども医療費
現物給付 こども医療費

現物給付小学6年生まで

福祉課
窓口で申請

課税世帯自己負担
500円あり

中学生 福祉課窓口で申請
自己負担500円なし

中学校卒業後
福祉課窓口で申請
課税世帯自己負担
500円あり

【問い合わせ】福祉課障害者福祉係 ☎83-8129 FAX82-2340

軽自動車等軽自動車等のの異動届出異動届出
　軽自動車税は、毎年４月１日に所有の方に年税で
課税されます。（月割り課税制度はありません）
　３月 31日までに廃車や名義変更の手続きがされ
ていないと、平成27年度も課税されますので速や
かに手続きを行ってください。また、軽自動車等の
所有者が亡くなられた場合も、廃車または名義変更
の手続きを行ってください。

軽自動車等の種別（車種） 手続き・問い合わせ先

・原動機付自転車
　（125㏄以下のバイク）
・農耕作業用自動車
・小型特殊自動車

《市》税務課諸税係
　☎ 0285-83-8112
《市》二宮コミュニティセンター
　☎ 0285-74-5003
手続きに必要なもの
☆名義変更…印鑑・譲
　渡証明
☆廃車…印鑑・ナンバー

・軽自動車
　（軽４輪貨物
　・軽４輪乗用）

軽自動車検査協会
栃木事務所
☎ 050-3816-3107

・125㏄を超える二輪車
・農耕作業用自動車
　（栃ナンバーのもの）

栃木運輸支局
☎050-5540-2019

【申し込み・問い合わせ】総務課人事給与係 ☎83-8099

真岡市臨時職員真岡市臨時職員をを募集募集
●臨時職員　3人
【勤務場所】第一子育て支援センター
【応募条件】幼稚園教諭、保育士、看護師いずれか
　の資格を有し、子育ての相談等に応じられる方
【勤務時期】４月５日（日）～（更新の可能性あり）
【勤務日】毎週日曜日勤務
【勤務時間】
　午前 8時 45分～午後 5時 15分（7時間 30分）
【賃金】時給 900円　通勤手当 2㎞以上該当
●保育士　１人
【勤務場所】真岡保育所
【応募条件】保育士の資格を有する方
【勤務時期】４月４日（土）～（更新の可能性あり）
【勤務日】毎週土曜日勤務
【勤務時間】午前 7時 30 分～午後 7時までの間で
　7時間 30分（早出・遅出勤務あり）
【賃金】日額 7,830 円　通勤手当 2㎞以上該当
●共通事項
【選考方法】面接（随時）
【申し込み】市販の履歴書に所要事項を記入し、事
前にご連絡の上、資格証を添えて、下記まで本人
が直接提出してください。（受付時間午前 9時～
午後５時）

こども医療費助成制度こども医療費助成制度

　新たな受給資格証を３月下旬に発送しますので、
現在お持ちのピンク色の受給資格証は破棄してい
ただき、新たに届いた資格証をお使いください。
　また、資格証の記載内容に変更があった場合や、
３月中にお手元に新しい資格証が届かない場合は、
下記までお問い合わせください。
●平成 27年 3月末日受診分まで

年齢区分 資格証の色
助成方法

自己負担県内医療
機関等

県外医療
機関等

0歳～
３歳未満

ピンク色
現物給付 償還払い なし

３歳～
中学3年生 償還払い 償還払い あり

●平成 27年 4月 1日受診分から

年齢区分 資格証の色
助成方法

自己負担県内医療
機関等

県外医療
機関等

0歳～
未就学児 ピンク色 現物給付 償還払い

なし
小学1年生
～6年生 オレンジ色 現物給付 償還払い

中学1年生
～3年生 クリーム色 償還払い 償還払い

※現物給付…保険診療分について医療機関等の窓
口での支払いが必要なくなる制度

※償還払い…医療機関等の窓口で一旦医療費を支
払い、後日市役所へその分を申請することによ
り、振り込みで助成される制度

※自己負担…助成を受ける際に、医療機関ごと、診療
月ごと、入院・外来ごとに500円が差し引かれるこ
と（ただし、薬剤費からは差し引かれない）

【問い合わせ】健康増進課母子健康係 ☎83-8121 FAX83-8619

ひとり親家庭医療費助成制度ひとり親家庭医療費助成制度

　平成 27年 4月受診分からは、小学６年生までの
お子さまは、こども医療費助成制度により現物給付
となります。県内の医療機関等を受診する場合は、
「こども医療費受給資格証」と健康保険証を医療機
関等の窓口にご提示ください。また、中学生までの
お子さまは、自己負担500円がなくなります。
　なお、親 (受給資格者 )と 16歳～18歳のお子さ
まは、申請方法、自己負担に変更はありません。
●医療費助成申請書の提出窓口

年齢・学年
助成方法（申請窓口）
現在 平成27年4月受診分～

3歳未満 こども医療費
現物給付 こども医療費

現物給付小学6年生
まで

児童家庭課
窓口で申請

自己負担500円あり

中学生
児童家庭課
窓口で申請

自己負担500円なし

16歳以上
と親（受給
資格者）

児童家庭課
窓口で申請

自己負担500円あり

※県外の医療機関等を受診した場合は現物給付対象
とならないので、緑色の用紙で児童家庭課窓口まで
申請してください。

【問い合わせ】児童家庭課児童家庭係 ☎83-8131 FAX82-2340

◇職種および受験資格
職種 職種内容、受付期間、受験資格

①
予備自
衛官補
（一般・
技能）

　普段は社会人や学生、いざというとき
には自衛官として活動
・3/24（火）まで
・一般：18歳以上 34歳未満の方
  技能：18歳以上 55歳未満の方
　　　 （国家資格・免許等を有する方）

②
自衛隊
幹部候
補生

　自衛隊組織の骨幹である幹部自衛官
・5/1（金）まで
・22歳以上 26歳未満の方
  20 歳以上 22歳未満の方は大卒（見込
  みを含む）  

※真岡市では、地方自治法第 2条第 9号の法定受
託事務として、募集時期に応じて自衛官募集情報
などをお知らせしています。

【あて先・問い合わせ】
　〒321-4307 真岡市西郷2585-252（栄光ビル　
　2階）自衛隊栃木地方協力本部　真岡募集案内所
　☎ 83-7818（ FAX 兼）

平成 27年度平成 27 年度  自衛官自衛官をを募集募集

【お知らせ】「真岡市内放射線量等測定結果」は、紙面の都合によりお休みさせていただきます。
　なお、放射線量等最新結果は、市のホームページで随時公開しています。http://www.city.moka.tochigi.jp/

■■栃木県議会議員選挙栃木県議会議員選挙
　【告示日】4月【告示日】4月　　3日（金）3日（金）

  【投票日】4月 12 日（日）【投票日】4月 12 日（日）

■■真岡市議会議員選挙真岡市議会議員選挙
　【告示日】4月 19 日（日）【告示日】4月 19 日（日）

  【投票日】4月 26 日（日）【投票日】4月 26 日（日）

真岡市選挙管理委員会からのお知らせ真岡市選挙管理委員会からのお知らせ

●本市で投票できる方
【栃木県議会議員選挙】平成 7年 4月 13日以前に
生まれ、かつ、今年1月 2日以前に真岡市に転入
届をし、引き続き3カ月以上住所を有している方

【真岡市議会議員選挙】平成7年4月 27日以前に生
まれ、かつ、今年1月 18日以前に真岡市に転入
届をし、引き続き3カ月以上住所を有している方

【問い合わせ】真岡市選挙管理委員会　☎ 83-8190

真岡市議会議員立候補予定者説明会
　4月 26 日に執行予定の真岡市議会議員選挙の
立候補手続などに関する説明会を開催しますの
で、立候補予定者（代理の方でも可）および同出
納責任者（予定者）は必ず出席してください。な
お、出席者数は、1立候補予定者につき、上記の
方２人までとします。
【とき】3月 18日（水）　受付：午後１時から
　開始：午後 1時 30分から
【ところ】青年女性会館 2階ホール

道路上に張り出している樹木の管理をお願いします道路上に張り出している樹木の管理をお願いします
　道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラ

私有地 道路

境界を越えた部分は、
剪定・伐採等を行い
ましょう。

境 界

【問い合わせ】建設課維持係 ☎83-8148 FAX83-6240

ー等が見えにくくなるなど、交通事故の原因となり
ます。
　私有地に生えている樹木等は、土地所有者の管理
物であり、道路に隣接する個人宅から張り出した庭
木や生垣、山林・空地等の草木が原因 (倒木、枝の
落下等 )で、けがや物品の損傷を招く事故が発生し
た場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があ
ります。
　通行者の安全と事故防止のため、自己所有地をご
確認の上、所有者の責任において、剪定・伐採等、
適切に管理いただきますようお願いします。

平成 27 年 4 月受診分から平成 27 年 4 月受診分から
こどもの各種医療費助成制度がこどもの各種医療費助成制度が変わります変わります

　真岡市のこどもの各種医療費助成制度が以下のとおり変更となります。


