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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

■■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

●最近、栃木県内の他市町から真岡市へ転入さ
れた方へ（栃木県議会議員選挙のみ）

　県内の他の市町から真岡市に住所を移し、平成27
年 1月 3日以降に転入届をされた方は、一般的には、
旧住所地の市町で、その市町の属する選挙区の栃木
県議会議員選挙の投票をすることができます。
　ただし、これに該当する方は、真岡市長が発行す
る「引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証
明書（無料）」をあらかじめ市民課又は二宮支所窓
口で受け取り、旧住所地の市町の投票所の受付で提
示しなければ、投票することはできません。また、
期日前投票等を行う場合も同様です。（この証明書
は、県内の他市町でも交付されます）詳しくは、下
記まで問い合わせください。

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。

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、平成 27年 4月受診分からは、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。

水道メーター検針水道メーター検針ににご協力ご協力をを
　水道メーターは、水道料金を算定するため２カ月
に１回、検針員が巡回し検針しています。メーター
ボックスの状況によって、検針に支障をきたし、検
針ができない場合がありますので、円滑に検針がで
きるようご協力をお願いします。

・ボックスの上に物を置かないでください。
・ボックス近くに犬などをつながないでください。
・土で埋没するなど、検針に支障がある場合があ
　ります。ボックス内の定期的な維持管理をお願
　いします。

【問い合わせ】水道課庶務係☎83-8167  FAX84-7512

真岡市公民館真岡市公民館真岡西分館利用案内真岡西分館利用案内
　真岡西分館では、子育てサロンの移転に伴い、4月より中会議室が利用可能となりました。従来の会議室・
調理室と同様にご利用ください。
■中会議室の施設利用料　午前（8:30～12:00）：1,240円　午後（13:00～17:00）：1,550円　夜間（17:30
　～ 21:30）：1,850 円
■収容人数：40人　■階：1階

平成 26 年度平成 26 年度
真岡井頭温泉・あぐ里っ娘真岡井頭温泉・あぐ里っ娘
利用補助券利用補助券ををご利用ご利用くださいください
　真岡市国民健康保険で
は、被保険者の方で『特
定健診』を受診された方
に、真岡井頭温泉または
あぐ里っ娘でお買い物が
できる「300円券」を贈呈しています。有効期限
が平成 27年 3月 31日までですので、期限内にご
利用ください。
■特定健診を受けて健康管理、そしてお買い物券GET！
　平成 27年度も、国保の「特定健診」を受診され
た方全員に贈呈します。年 1回の健診は必ず受け
ましょう。（健診日程票は各世帯に配布します）

【健診問い合わせ】健康増進課成人健康係
　 ☎ 83-8122 FAX83-8619

平成 27年度　真岡市の保育料（案）のお知らせ平成 27年度　真岡市の保育料（案）のお知らせ
　平成27年度から、市内の認定こども園、保育所（園）の保育料を下記のとおり改定します。
■保育料の決定方法の変更について
　保育料算定について、平成27年度より住民税（市民税）に基づいて保育料が決定されます。また、変更に伴
い利用者負担額の基準額の改定を行いました。平成27年度以降の保育料は、4月から8月までは前年度市民税、
9月からは当年度市民税で計算します。9月の切り替えで、さかのぼって調整することはなくなります。
■多子世帯の保育料の軽減について
[1号認定]幼稚園年少から小学校3年生までの範囲で、最年長の子どもから順に2人目は下記の半額、3人目以降は0円。
[2・3号認定]小学校就学前の範囲で、保育所や幼稚園等を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は下記
を4分の1にした額、3人目以降は０円。

※詳細は児童家庭課保育係までお問い合わせください。

【申込期 】 月 （金） 申込期間終 後も随時受け付けます

 【問い合わせ】児童家庭課保育係 ☎ 83-8035 FAX 82-2340■保育認定【2・3号認定】

階層区分
0～ 2歳児 3歳児 4・5歳児

保育標準
時間保育料

保育短時間
保育料

保育標準
時間保育料

保育短時間
保育料

保育標準
時間保育料

保育短時間
保育料

生活保護世帯 0 0 0 0 0 0
市民税非課税世帯 5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000
うち母子世帯等 0 0 0 0 0 0

市
民
税
所
得
割
額

48,600円未満 11,000 10,800 9,000 8,800 9,000 8,800
72,800円  〃 16,000 15,700 13,000 12,700 13,000 12,700
97,000円  〃 21,000 20,600 18,000 17,600 17,000 16,700
133,000円  〃 25,000 24,500 22,000 21,600 20,000 19,600
169,000円  〃 33,000 32,400 24,000 23,500 21,000 20,600
235,000円  〃 37,000 36,300 25,000 24,500 22,000 21,600
301,000円  〃 41,000 40,300 27,000 26,500 24,000 23,500
397,000円  〃 48,000 47,100 28,000 27,500 25,000 24,500
464,600円  〃 50,000 49,100 30,000 29,400 27,000 26,500
464,600円以上 65,000 63,800 34,000 33,400 28,000 27,500

■教育標準時間認定【1号認定】
階層区分 保育料

生活保護世帯 0
市民税非課税世帯 2,000
うち母子世帯等 0
市
民
税
所
得
割
額

48,600円未満 6,000
77,100円 以下 10,000
144,100円  〃 13,000
211,200円  〃 15,000
211,201円以上 20,000

【従来の幼稚園からの変更点】
　新制度に移行した認定こど
も園を利用する場合には、保
護者の所得に応じた保育料を
施設にお支払いただくことに
なります。（就園奨励費補助
金の対象になりません）

※この保育料は、現在の「真岡市（案）」であり、今後変更になる可能性があります。

●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：医療機関等の窓口で受給資格者証を提示することで、保険診療分の支払いが不要となる制度
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で、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。※
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

●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）

～平成27年3月受診分～平成27年3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

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

年齢・学年年齢・学年 ～平成27年3月受診分～平成27年3月受診分 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】市公民館真岡西分館☎84-6781  FAX84-6936

【問い合わせ】
　福祉課障害者福祉係 ☎ 83-8129 FAX82-2340


