
◆総合福祉保健センター

法律相談（真岡市民に限る）
8/28（金）8:30～予約受付
社会福祉協議会 ☎82-8844

8日（火）10:00～12:00
（先着 12人）

心配ごと相談
※電話相談可（☎82-8844）
受付時間 9:00 ～ 11:30

1、15日（火）
9:00 ～ 12:00

（最終受付 11:30 まで）

人権相談 虐待・DV・差別 8日（火）9:00～12:00
行政相談 行政への意見 ･要望 8日（火）9:00～12:00
◆二宮コミュニティーセンター

行政相談 行政への意見 ･要望1日（火）9:30～11:30
◆市公民館中村分館

心配ごと相談 8日（火）9:00～12:00
（最終受付 11:30 まで）

【問い合わせ】
人権相談：社会福祉課社会福祉係 ☎ 81-6943
行政相談：情報政策課広報広聴係 ☎ 83-8100
そ の 他  ：社会福祉協議会 ☎ 82-8844

料金無料
秘密厳守 ９月の各種相談日

第31回 大産業祭 中止第31回 大産業祭 中止
　新型コロナウィルス感染拡大防止のため、11
月 23日（月・祝）に予定していた「第 31回 大
産業祭」は中止となります。
【問い合わせ】商工観光課商業係
　☎ 83-8643 FAX83-0199

県内の感染者数も増加しています県内の感染者数も増加しています

コロナ対策コロナ対策のの徹底徹底をを！！
①マスクの着用、手指の消毒、人との距離の確
保など基本的対策の徹底をしましょう

②対策が徹底されていない場所への外出を控え
ましょう

③体調が悪い場合は仕事や外出を控えましょう

④大人数での宴会や飲み会は自粛をお願いします

もおか
Weekly News
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総務部情報政策課広報広聴係 編集（第 2788 号）
☎83-8100  FAX83-5896

【8 月24日（月）～8月30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
ようこそ市長室へ
「新型コロナウイルス感染症の警戒レベル」に
 ついて
もおかインフォ
「真岡市の保育施設と令和 3 年度の入園児募
 集開始」について
「下水道の日」について
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◆コットンタイム
「令和元年 尊徳夏まつり （再）」
「第 40回民話美寿々会『もおか』支部 町おこし
民話語り （再） 」
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◆わくわく体操
8 月のテーマ「転倒予防」

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
「第７回高勢町盆踊り大会（再）」
「令和元年 東大島納涼盆踊り大会（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。

ド、
い。

◆真岡市議会放送予定
　開会　8月 24日　  9:55 ～（生中継） 
　　　　　　 　　　18:00 ～（再放送）

【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、下記のあて先へ郵送してください。

【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

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）

【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】

詳しくは
市HPにて

【対象】①～④の要件を全て満たす方
①《新築住宅の場合》平成 29 年 1 月 2 日～令和
2年 1月 1日の間に、市内に新築住宅を取得し、
取得した住宅に係る固定資産税が今年度課税さ
れた方および共有名義人

　《中古住宅の場合》平成 31 年 1月 2日～令和 2
年 1 月 1 日の間に、市内に中古住宅を取得し、
取得した住宅に係る固定資産税が今年度課税さ
れた方および共有名義人

②取得した住宅を生活の本拠とする方（賃貸目的等
の住宅は対象外）

③令和 2年 4月 1日現在、住宅取得者に中学生以
下の子がいる方

④世帯全員に市税および税外収入金の滞納がない方

真岡市若者・子育て世代真岡市若者・子育て世代
定住促進住宅取得支援事業定住促進住宅取得支援事業
　市内に住宅を取得し定住する若者・子育て世
代に対し、取得した住宅に係る固定資産税相当
額の一部を最長 3年間補助します。

【申し込み】申請書を建設課へ提出してください。
　書類は建設課、二宮支所に設置のほか、市HP
にも掲載してあります。

【申請期間】9月 1日（火）
　～ 10月 30日（金）
【問い合わせ】建設課住宅係
　☎ 83-8694 FAX83-6240

市税等納期限《８月》市税等納期限《８月》
①市県民税（第 2期）②国民健康保険税（第 2期）
③後期高齢者医療保険料（第 2期）④介護保険
料（第 2期）【納期限・口座振替】8月 31 日（月）
【問い合わせ】
税務課諸税係 ☎ 83-8112 FAX82-1066
国保年金課保険税係 ☎ 83-8594 FAX83-6205
いきいき高齢課介護保険係 ☎83-8094 FAX83-8554
◆納付・口座振替
　納税課収納管理係 ☎ 83-8115 FAX83-6205

【問い合わせ】〒 321-4305 真岡市荒町 1201　
　生涯学習課女性青少年係
　☎ 82-7152 FAX83-4070
　Eメール：gakusyuu@city.moka.lg.jp

令和3年 真岡市成人式令和3年 真岡市成人式
■会場や時間が昨年までと異なります

■市外在住の方は申し込みが必要です

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下
記のとおり会場を分けて実施します。
　詳細は、11月上旬頃に案内状を送付しますの
でご確認ください。
【とき】令和 3年 1月 10日（日）
【会場①】市民“いちご”ホール　大ホール

【会場②】にのみや“とちおとめ”ホール

対象
真岡・真岡東・真岡西中学校卒業生およ
び真岡地区在住者
大内中学校卒業生および大内地区在住者

受付 午前 8時 30分～ 9時 20分

開始時間 午前 9時 30分

対象

山前中学校卒業生および山前地区在住者 
中村中学校卒業生および中村地区在住者
久下田中学校卒業生および久下田地区在住者
物部中学校卒業生および物部地区在住者
長沼中学校卒業生および長沼地区在住者

受付 午前 9時 30分～ 10時 20分

開始時間 午前 10時 30分

【対象】本市出身で令和 2年 9月 30 日までに転
出手続きをした方のうち、令和 3年 1 月 10
日（日）の真岡市成人式に参加希望の方

　（平成 12年 4月 2日～平成 13年 4月 1日生
まれの方）

【申し込み】12 月 11 日（金）までに、下記に
て電話またはＥメールで受付（氏名、生年月
日、案内状の送付先住所、郵便番号、電話番号、
出身中学校をお伝えください）

※ 10月 1日現在で本市に住民登録している方に
は、11月上旬に案内状を送付します。対象の
方で案内状が届かない場合はご連絡ください。
※新型コロナウイルスの感染状況等に
　より、変更や中止となる場合があり
　ます。
　詳しくは、市HPにて確認ください。

市HP
QRコード

メス犬メス猫のメス犬メス猫の
避妊手術補助金制度

【補助の条件】
・飼主の住所が市内にあること
・メス犬およびメス猫であること（販売目的は非該当）
・犬の場合は狂犬病予防法に基づく登録と、毎年 
 １回の狂犬病予防注射が済んでいること
・芳賀郡内に開業する獣医師の手術を受けること
・市税等を完納していること（世帯全員）
【補助金額】◎犬一頭につき 5,000 円
　　　　　 ◎猫一匹につき 3,500 円
【手続き】手術後 30日以内に申請書兼請求書を
下記へ提出してください。請求書は
　市HPに掲載のほか、郡内の
　動物病院に設置してあります。
【問い合わせ】環境課環境保全係
　☎ 83-8125 FAX83-5896

度度

非該当）

市HP
QRコード

「もおか食べチケ」の「もおか食べチケ」の
引引きき換換えはえは8/31（月）8/31（月）までまで
　「もおか食べチケ」の購入引き換え期限は、
８月 31日（月）です。お手元に“購入引換はが
き”がある方は、忘れずに引き換えしてください。
◆“購入引換はがき”は、再発行しません。
◆期限を過ぎた場合は、無効となります。
【引き換え場所】真岡商工会議所
　（平日 9:30 ～ 16:30）
※購入申し込みは終了しています。
【問い合わせ】　商工観光課商業係
　☎ 83-8643 FAX83-0199

市HP
QRコード


