
マイナンバーカードマイナンバーカードのの申請申請
二宮支所二宮支所でで開始開始しますします
6月22日（月）から、二宮支所でもマイナンバー

カードの申請が可能になります。
【受付日】
●月曜日・火曜日・木曜日　8:30 ～ 17:15
●水曜日・金曜日　　　　　8:30 ～ 19:00
【持ち物】身分証明書（免許証・保険証等）、
　あれば通知カード
※職員が写真撮影をしますので、写真は不要です。
※申請時に免許証と保険証の 2点が確認できる方
は、マイナンバーカードを本人限定受取郵便で
郵送することが可能です。

【問い合わせ】 
　市民課窓口係　☎ 83-8117 FAX83-8514
　二宮支所　☎ 74-5002 FAX74-1250

熱中症対策をしましょう！熱中症対策をしましょう！
①暑さを避けましょう
②人と十分な距離（2m）をとり、
　適宜マスクを外しましょう
③こまめに水分を取りましょう

介護保険の負担限度額介護保険の負担限度額
認定申請を忘れずに認定申請を忘れずに

　低所得の方に対して、施設サービス、短期入
所サービスの食費と居住費の負担を軽減するこ
とができます。対象の方は、下記へ申請ください。
※現在認定を受けている方も7月31日（金）で
有効期限が切れますので、再度申請をしてくだ
さい。

【対象者】
①世帯全員が市町村民税非課税
②別世帯に配偶者がいる場合は、その配偶者も
市町村民税非課税

③預貯金等が単身で 1,000 万円以下、夫婦で
2,000 万円以下

【対象サービス】
①介護保険施設における食費と居住費
②短期入所サービスにおける食費と滞在費
※グループホーム入所者、小規模多機能型施設・通所
介護・通所リハビリテーションの利用者は対象外

【申請場所】いきいき高齢課、二宮支所
【持ち物】印鑑、記帳した預貯金通帳（本人・配偶者）
【問い合わせ】いきいき高齢課介護保険係
　☎ 83-8094 FAX 83-8554

「広報もおか」「広報もおか」 ははスマホスマホでもでも読読むことができます！　

　「TOCHIGI e-BOOKS」は、無料で全国の広
報紙等を見ることができます。自治体に加入し
ていない方でも、e-BOOKSを利用すれば「広
報もおか」を読むことができます。

 【問い合わせ】情報政策課広報広聴係　☎ 83-8100 FAX83-5896

■ 利用方法

①「TOCH I G I 
e-BOOKS」 を
検索、または下
のQRコードを
読み込みます。

②「すべてのエリア」で
真岡市を選択します。

③読みたい広報紙を
クリックします。

　また、過去の広報紙も読むことが
できるため、広報紙が手元にない場
合でも市のお知らせ等を確認する
ことができます！

すす 　！

が
場

▲「TOCHIGI e-BOOKS」
　QRコード

り、

コロナに負けるな！コロナに負けるな！
もおか学生応援奨学金もおか学生応援奨学金

　新型コロナウイルスの影響により、経済支援
が必要となった高等学校以上の学生を対象に、
今回の募集に限り所得制限を大幅に緩和し、無
利子での奨学資金貸付を行います。
【募集期間】7月 31日（金）まで
【応募資格】学校教育法等に定める、高等学校、高
等専門学校、短期大学、大学、専修学校（２年以
上の専門課程）、福祉・医療・看護教育を行う各
種学校（高校卒業者）に在学する方
※所得制限やその他の条件については
　市HPまたは下記へ問い合わせ
【募集人数】全体で 40人程度
【貸付額】高等学校、高等専門学校は月額20,000円、
それ以外の大学等は月額 40,000 円（申請月か
ら令和 3年 3月分までを一括で貸与）

【返還】卒業後 2年経過後、貸与年数の2.5倍に相
当する期間内で半年賦による均等払い（無利子）

【問い合わせ】 学校教育課総務係
　☎ 83-8180 FAX83-8080

▲市HPQRコード

販路開拓に関する販路開拓に関する
補助金のご案内補助金のご案内

市内で創業または事業承継後 3年以内の
中小企業者の方

【申し込み】随時受付しています
●新製品開発・販路開拓支援補助金（創業者向け）
　新製品開発等の販路開拓事業
【補助対象経費】設備購入費、原材料費、展示会
　出展費、委託料など
【補助額】対象経費の 1/2（限度額 30万円）
●事業承継者支援補助金（事業承継者向け）【新設】
　新商品・新サービス開発、展示会等の出展
【補助対象経費】機械装置等費、広報費、展示会
　出展費、委託料など
【補助額】対象経費の 1/2（限度額 30万円）
※申請にあたっては、真岡商工会議所またはにの
　みや商工会が作成する支援計画書が必要

市内に本店を有し、3年以上経過している
小規模事業者の方

●小規模事業者支援補助金【新設】
　新商品・新サービス開発、展示会等の出展
【募集期間】7月 1日（水）～ 8 月 24日（月）
【申し込み】商工観光課窓口に直接提出または
　郵送（必着）　
【補助対象経費】機械装置等費、広報費、展示会
　出展費、委託料など
【補助額】　対象経費の 1/2（限度額 20万円）
【補助事業選定方法】募集終了後、審査し採択発表
※申請にあたっては、真岡商工会議所またはにの
　みや商工会が作成する支援計画書が必要
【相談窓口】 真岡商工会議所
　☎ 82-3305 FAX82-7967
　にのみや商工会　
　☎ 74-0324 FAX74-2737
【申請窓口・問い合わせ】　
　商工観光課工業係　☎83-8134 FAX83-0199

▲詳しくは、
市HPを確認
ください。

令和3年度採用令和3年度採用真岡市職員募集真岡市職員募集
職種職種 人数人数 受 験 資 格受 験 資 格

土木
建築
事務

3人
程度

以下の条件をすべて満たす方
①平成3年4月2日以降に生まれた方
②高等学校卒業以上の学歴を有し、土
　木課程または建築課程を履修して卒
　業した方（令和 3年 3月に高等学
　校を卒業する方は受験できません）

◆ 1次試験 教養試験・適性検査
【とき】7月 18日（土）
【ところ】真岡市公民館 会議室
◆ 2次試験 作文試験・面接試験
【とき】8月 7日（金）
【ところ】真岡市役所
◆受験申し込み方法
　試験案内に添付してある採用試験申込書に必
要事項を記入し、最終学校の卒業（見込み）証
明書および成績証明書（または単位修得証明書）
を添えて下記へ提出してください。
【申込期限】7月 3日（金）消印有効
【問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　総務部総務課人事給与係
　☎ 83-8099 FAX82-1065

▲詳しくは、
市HPを確認
ください。

自動販売機設置場所自動販売機設置場所としてとして
市有施設市有施設のの一部一部をを貸付貸付

【貸付場所】真岡市役所新庁舎
【自動販売機の販売品】飲料
　（酒類またはその類似品を除く）
【貸付方法】一般競争入札
【問い合わせ】財政課管財係
　☎ 83-8103 FAX 83-5896

▲詳しくは、
市HPを確認
ください。

もおか
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【6 月22日（月）～6月28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
「事業および農業継続給付金」について

もおかインフォ
「真岡市新庁舎周辺整備基本計画」について
「コロナ対策・啓発用の市ロゴマークおよび
ポスター」について
「コラボーレもおか」

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
　ケーキ
未定
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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
真岡西小学校　23日、24日、27日
真岡小学校　　25日、26日、28日

15:00 真岡東小学校　23日、24日、27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




