
県都市計画県都市計画のの構想・真岡市構想・真岡市
用途地域変更用途地域変更にに関関するする
縦覧・公聴会縦覧・公聴会のの開催開催

　県が決定する都市計画の構想と、市が決定する
用途地域の変更について、皆さまのご意見を伺う
ため、縦覧と公聴会を下記のとおり開催します。

縦覧について縦覧について
【とき】6月 12日（金）～ 6月 26日（金）
【ところ】真岡市都市計画課
【意見書提出期間】6月 12日（金）～7月 3日（金）
　（土曜日・日曜日を除く、午前 8 時 30 分～
　　午後 5 時 00 分）
●県決定
【内容】
　①宇都宮都市計画区域マスタープラン
　②区域区分の変更
【対象区域】①真岡市の全域、②真岡市寺内の一部
●市決定
【内容】用途地域の変更
【対象区域】真岡第一工業団地南地区
※原案について意見がある方は、縦覧期間中に
　下記まで意見書を提出してください。

公聴会について公聴会について
【とき】7月 28日（火）午後 6時 30分から
【ところ】市公民館 第 3・4会議室
※公述希望者がいない場合は、公聴会を開催し
　ません。傍聴を希望される方は、開催の有無
　について、事前に下記へ確認ください。
【問い合わせ】都市計画課計画係
　☎ 83-8152 FAX83-8879

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
自己負担助成自己負担助成のの申請申請

　重度心身障害者医療費助成制度を利用してい
る方で、下記の条件に該当する場合、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）に対する免除が受けられます。
【対象条件】受給資格者と同じ健康保険に加入し
ている方全員が、令和 2年度の市民税が非課
税であること

※受給資格者が中学生以下の方は、申請不要
【申請方法】6月 30 日（火）までに、同封の返
信用封筒にて返送ください。

※現在助成対象の方も更新の手続きが必要
【問い合わせ】社会福祉課障がい福祉係
　☎83-8129 FAX83-8554
二宮支所 ☎ 74-5004 FAX74-1250

「児童手当・特例給付 現況届」「児童手当・特例給付 現況届」
の手続きが必要ですの手続きが必要です

　6月分以降の児童手当・特例給付を受給する
ためには、現況届の提出が必要です。（6月分か
ら受給する場合を除く）　現況届の確認ができな
い場合、6月分以降の手当を受給することがで
きません。必ず手続きを行ってください。
【問い合わせ】こども家庭課子育て支援係
　☎ 83-8131 FAX82-2340

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症 ～ 一人ひとりの基本的感染症対策 ～～ 一人ひとりの基本的感染症対策 ～

「新しい生活様式」の実践例「新しい生活様式」の実践例

発熱・倦怠感（だるさ）などの症状が出たら発熱・倦怠感（だるさ）などの症状が出たら

■ 感染防止の 3 つの基本

①身体的距離の確保 ③手洗い

②マスクの着用

・人との間隔は、できるだけ2ｍ（最低1ｍ）空ける。
・遊びに行く場合は、屋内より屋外を選ぶ。
・会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。

早めにかかりつけ医に相談（事前に電話など）して受診しましょう。
それでも心配なときは、下記に連絡してください。

・ 家に帰ったらまず手や顔を洗う。 
　できるだけすぐに着替えたり、シャ
　ワーを浴びたりする。
・手洗いは 30秒程度かけて、水と　
　せっけんで丁寧に洗う。（手指消毒
　薬の使用も可）

※詳しくは、市HP「新型コロナウイルス感染症を予防するには」を確認ください。
※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、　体調管理をより厳重にしましょう。

外出時、屋内にいるときや会話をするときは、
症状がなくてもマスクを着用しましょう。

▲市ホームページ
QRコード

■ 新型コロナウイルス感染症に関する相談、感染の予防に関すること、
 　発熱などの症状が出たときの対応などの相談窓口です。

新型コロナウイルス感染症に関する新型コロナウイルス感染症に関する
電話相談窓口（コールセンター）電話相談窓口（コールセンター） ☎０５７０ー０５２－０９２

2 ｍ

ソーシャル・ディスタンス

【問い合わせ】
　健康増進課健康支援係
　☎ 81-6946 FAX83-8619

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症
持続化給付金持続化給付金のの申請申請をを
サポートサポートしますします

【問い合わせ】持続化給付金
　コールセンター☎0120-115-570
【上記以外の問い合わせ】真岡商工会議所
　☎ 82-3305　にのみや商工会☎ 74-0324　

　給付金の申請は、HPからの電子申請を基本
としています。電子申請の方法が分からない方、
できない方に限定して、申請サポート会場にて
電子申請の入力サポートを行います。必要書類
を用意し、予約を行った上でお越しください。
【相談日時】7月 31日（金）まで
　午前 8時 30分～午後 5時
※ 7月の土曜日は未対応
【会場】真岡商工会議所（荒町 1203）
【必要書類・来訪予約】持続化給付金HPにて、　
　必要書類の確認と事前予約をお願いします。
【電話予約窓口】☎ 0570-077-866
※電話予約には「会場コード」が必要
　です。会場コードは「0905」です。

▲持続化給付金
HPQRコード
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市独自の市独自の「「コロナに負けるなコロナに負けるな！！もおか子育てエール支援金もおか子育てエール支援金」等 」等 を支給を支給

名　称 コロナに負けるな！もおか子育てエール支援金 子育て世帯への臨時特別給付金

趣旨 市が独自に児童手当を支給する世帯（0歳～中学生
のいる世帯）に対し、生活支援金（一時金）を支給

児童手当を受給する世帯（0歳～中学生のいる世帯）
に対し、臨時特別の給付金（一時金）を支給

給付額 対象児童 1人あたり 1万円 対象児童 1人あたり 1万円

支給日 5 月 15日（金）に支給済（公務員以外） 6 月 15日（月）（公務員以外）

対象者 令和 2年 5月分の児童手当受給者の方
（特例給付を含む）

令和 2年 4月分（3月分を含む）の
児童手当受給者の方（特例給付を除く）

公務員
の申請

令和2年4月 30日時点で、市に住民票のある方。
国の「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」
の申請と併せて受付します。国の臨時特別給付金
は、所属長より申請書が配布されますので、支給対
象者であることの証明を受けた上で、市こども家庭
課へ申請をしてください。
【申請期間】6月 1日（月）～ 9月 30日（水）

令和2年3月31日時点で、市に住民票のある方。
所属長より申請書が配布されますので、支給対
象者であることの証明を受けた上で、市こども
家庭課へ申請をしてください。
【申請期間】6月 1日（月）～ 9月 30日（水）

公務員
以外の
申請

お申し込み不要 お申し込み不要（児童手当と併せて支給）

【問い合わせ】 こども家庭課子育て支援係　☎ 83-8131 FAX82-2340

離乳食教室離乳食教室 2回食に向けての進め方2回食に向けての進め方

【とき】6月18日（木）午前10時～11時15分
　（アンケート記入のため、20分前までにお越しください）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】令和元年 11・12 月生まれで、離乳食が
始まっているお子さんと保護者　先着 15組

【内容】講話「2回食に向けての進め方」（試食あり）
【持ち物】母子手帳、筆記用具
【申し込み】6月 5日（金）
　午前 9時から、下記にて電話で受付
【問い合わせ】こども家庭課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX82-2340

係

【6 月8日（月）～6月14日（日）放送内容予定】

【問い合わせ】
　宇都宮ケーブルテレビ㈱真岡局　☎ 83-7005
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◆JUMP UP もおか
トピックニュース
ようこそ市長室
「小中学校の感染症対策」について
もおかインフォ
「出会い結婚サポートセンターの事業」に
ついて
「環境月間」について

都合により、番組内容や放送時間が変更となる場
合があります。詳しくは、いちごチャンネルデー
タ放送、スマホアプリの番組ガイド、EPG（電子
番組表）を確認ください。
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◆いちご　
　ショート
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◆わくわく体操
6 月のテーマ
「家の中で運動
しよう！」

◆小学校入学式
14:00 大内西小学校　11日、12日、14日

15:00 大内東小学校　11日、12日、14日

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内

◆真岡市議会放送予定
　一般質問　6月 8日、9日　   9:55 ～（生中継） 
　　　　　　 　　　　　　　 18:00 ～（再放送）


