
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

り、

新型コロナウイルスに関する支援情報新型コロナウイルスに関する支援情報

消費生活消費生活にに関関するする相談窓口相談窓口
消費者ホットライン１

い や や

８８（局番なし）

消費者ホットライン 188 は、近くの消費生活相談
窓口を案内し、消費生活相談の最初の一歩をお手伝
いするものです。

　消費者トラブルや新型コロナウイルス感染
症に関連したトラブルの解決を支援します。
◆悪質商法等による被害にあった
◆ある製品を使ってけがをしてしまった
◆新型コロナウイルスが水道に混ざっている可
　能性があり調査するので自宅を教えて　など
【問い合わせ】 市民生活課市民生活係
　☎ 83-8394 FAX83-8392
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【対象経費】新型コロナウイルス感染拡大防止の
　ために、新たに取り組んだ事業
《例》仕切り用のアクリル板や飛散防止フィルム等
の衛生設備、または消毒液等の衛生用品の購入・
設置（マスクは対象外）、飲食店において、新た
にテークアウト等を実施した際の食器、容器等

【給付額】法人・個人は問いません。
　1 事業者 1 店舗の場合：一律 20,000 円
　1事業者複数店舗の場合：一律 50,000 円
【申請方法】市HPでダウンロードまたは商工観
光課、二宮支所、真岡商工会議所、にのみや
商工会に設置の申請書を 10月 31 日（土）ま
でに、右のあて先へ郵送してください。

　ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給
します。
【給付額】
　1世帯 5万円（第 2子以降 1人につき 3万円）
【対象】①～③いずれかに該当する方
①令和 2年 6月分の児童扶養手当が支給される
　方（申請不要）
② 公的年金等《※ 1》を受給しており、令和 2
　年 6月分の児童扶養手当の支給が全額停止さ
　れる方《※ 2》（申請必要）
③ 新型コロナウイルスの影響を受け家計が急変

【問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町5191
　商工観光課内「感染症予防対策支援金担当」 
　☎ 83-8643 FAX83-0199

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

（社会人・就職氷河期世代対象）（社会人・就職氷河期世代対象）
　　　　 　　　　 真岡市職員募集真岡市職員募集

社会人対象社会人対象

就職氷河期世代対象就職氷河期世代対象

◆一次試験
《 総合適正検査 》
【とき】8月7日（金）～8月28日（金）
【ところ】全国のテストセンターから選択
（申し込み後に届く受験案内メールより予約）

《 集団面接 》
【とき】9月13日（日）または9月20日（日）
【ところ】真岡市役所
◆二次試験《 作文・集団討論・面接 》
◆試験案内の配布
　市HPからダウンロードまたは、市役所案
内窓口、総務課、二宮支所で配布します。
◆受験申し込み方法
　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、7 月 27 日（月）までに
下記へ提出してください。

【あて先・問い合わせ】〒 321-4395
　真岡市荒町 5191 総務課人事給与係
　☎ 83-8099 FAX82-1065　 市HP
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次のいずれの条件にも該当する方
①昭和 61 年 4 月 2 日から平成 3 年 4
月 1 日までに生まれた方で、高等学
校卒業以上の学歴を有する方

②民間企業等での職務経験が 3 年以上
ある方
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 次のいずれの条件にも該当する方
①上記と同様の年齢・学歴要件を満た
し、土木課程または建築課程を履修
して卒業した方

②民間企業等での職務経験が 3 年以上
ある方
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次のいずれの条件にも該当する方
①昭和 51 年 4 月 2 日から昭和 61 年 4
月 1 日までに生まれた方

②民間企業等での職務経験が 5 年以上
ある方

◆一次試験
教養試験・適正検査・体力試験
【とき】9月 20日（日） 
【ところ】真岡東中学校
◆二次試験（一次試験合格者が対象）
【とき】10月 23日（金） 
【ところ】芳賀地区広域行政センター
◆受験申し込み方法
　採用試験申込書に必要事項を記入・押印
し、必要書類を添えて 8 月 13 日（木）ま
でに下記へ本人が直接提出してください。
※郵送の場合は 8 月 13 日（木）消印有効

令和3年度採用 芳賀地区広域行政事務組合令和3年度採用 芳賀地区広域行政事務組合

消防職員募集消防職員募集
◆◆消防職　3名程度
【受験資格】
《一般》平成 3年 4月 2日以降に生まれた方で、
高等学校卒業以上の学歴を有する方、または
令和 3年 3月に卒業見込みの方

《救急救命士》平成 3年 4月 2 日以降に生まれ
た方で、救急救命士の資格を有する方、また
は令和 3年 3月 31 日まで当該国家資格を取
得する見込みの方

【申し込み・問い合わせ】　〒 321-4305
　真岡市荒町107-1　芳賀地区広域行政事務組合
　消防本部総務課　☎ 82-3213 FAX83-3746
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真岡市新型コロナウイルス感染症真岡市新型コロナウイルス感染症
予防対策支援金予防対策支援金（事業者向け）（事業者向け）

ひとり親世帯臨時特別給付金ひとり親世帯臨時特別給付金

【7 月13日（月）～7月19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
「ひとり親世帯臨時特別給付金」について
もおかインフォ
「すくすく子育て相談室」について
「新しい生活様式の熱中症予防」について
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◆コットンタイム
令和元年 久下田祇園祭 （再）
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◆わくわく体操
7 月のテーマ「自体重筋力アップ」

いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
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◆いちごショートケーキ
「2020 年栃木県高校野球交流大会
～真岡市内３校 試合にかける決意～」
「カブトムシと遊ぼう＆流しそうめん大会
（再）」

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。

◆一次試験
総合適正検査（基礎能力検査・性格適正検査）、小論文
【とき】9月12日（土） 【ところ】真岡商工会議所
◆二次試験（一次試験合格者が対象）
【とき】10月9日（金） 【ところ】真岡商工会議所
◆受験申し込み方法
　自筆の履歴書（JIS 規格、直近 1カ月以内
の写真貼付）を 8月 14 日（金）までに真岡
商工会議所へ提出してください。
※二次試験を受験する際は、10月 8日（木）
　までに卒業証書および成績証明書の写しを
　提出してください。（郵送の場合は受付期限必着）

◆一般職員（社会人対象）　若干名
【業務内容】総合職（経営・金融・税務等・会員支援）
【受験資格】
①昭和61年4月2日から平成3年4月1日生ま
れの方で、高等学校卒業以上の学歴を有する方
②民間企業等での職務経験が 5年以上ある方
③普通自動車運転免許を有する方

令和 3年度採用 真岡商工会議所令和 3年度採用 真岡商工会議所 職員募集職員募集

【申し込み・問い合わせ】　
　〒 321-4305
　真岡市荒町 1203
　真岡商工会議所総務課
　☎ 82-3305 FAX82-7967
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【対象事業者】市内で事業を営み、市税を完納
している下記のすべてに該当する事業者

①独自に感染症対策を行っており、今後も引き
続き対策を行うこと

②法人の場合は市内に本社・本店等の主たる事
業所を有していること、個人事業主の場合は
市内で事業を行っていること

③次のいずれかの業種に該当し、かつ一般消費
者向けに対面接客を行う営業店舗等を有して
いること【小売業、不動産業（代理・仲介
業）、宿泊業、飲食サービス業、生活関連
サービス業、学習支援業、
　医療業、道路旅客運送業】

　するなど、収入が児童扶養手当を受給してい
　る方と同じ水準となっている方（申請必要）
《※ 1》遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、
　遺族補償など
《※ 2》既に児童扶養手当受給資格者の認定を受けて
いる方だけではなく、児童扶養手当の申請をして
いれば、令和2年 6月分の児童扶養手当の支給が
全額または一部停止されたと推測される方も対象

【給付時期】①の方は、8月中に給付予定
　②、③の方は、9月以降に給付予定
　（申請については、改めて案内します）

令和 3年度令和 3年度
採用採用
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