
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

9/18延長窓口9/18延長窓口をを休止休止しますします
毎週水曜日と金曜日に行っている延長窓口に

つきまして、新庁舎の開庁準備のため、9月 18
日（金）は、休止とします。ご不便をお掛けし
ますが、ご理解、ご協力をお願いします。
【問い合わせ】
　市民課窓口係　☎ 83-8117 FAX83-8514
　税務課諸税係　☎ 83-8112 FAX82-1066
　納税課収納管理係　☎83-8115 FAX83-6205
　水道課料金担当　☎83-8166 FAX84-7512

第 51回第 51 回
真岡市駅伝競走大会中止真岡市駅伝競走大会中止
新型コロナウイルス感染症の影響から、11月

に予定していた「第 51回 真岡市駅伝競走大会」
は中止となります。
【問い合わせ】スポーツ振興課指導係
　☎ 84-2811 FAX84-6258

メス犬メス猫のメス犬メス猫の
避妊手術補助金制度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
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インフルエンザのインフルエンザの
予防接種を受けましょう予防接種を受けましょう
　接種費用の全部または一部を助成します。
【とき】10月 1日（木）～令和3年 2月 28日（日）
【ところ】市内の医療機関
※市外の医療機関で接種希望の方は、接種前に申
請が必要な場合があります。詳しくは、下記へ
問い合わせください。
高齢者のインフルエンザ予防接種高齢者のインフルエンザ予防接種

【対象】 接種日に市内に住所を有する① 65歳以
上または② 60～ 65歳未満の方で、身体障害
１級の認定を受けている方（心臓・腎臓・呼吸
器の機能・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機
能の障害のみ）【費用】無料（１回接種分のみ）

【持ち物】健康保険証または後期高齢者医療被保険
者証（対象②の方は、身体障害者手帳とその写し）
子どものインフルエンザ予防接種子どものインフルエンザ予防接種

【対象】 接種日に市内に住所を有する 1歳以上小
学 6年生相当のお子さま　【助成回数】2回

【助成額】各回2,000円以内
※接種費用と助成額の差額は、医療機関の窓口で
自己負担

【持ち物】母子健康手帳、こども医療費
　受給資格証など住所が確認できるもの
【問い合わせ】健康増進課健康支援係
☎ 81-6946 FAX83-8619

【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
「新庁舎の開庁」について
もおかインフォ
「国勢調査」について
「コラボーレもおか」
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◆コットンタイム
「第 63回 日本舞踊発表会【前編】」
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◆わくわく体操
9 月のテーマ
「シューズの選び方とタオル体操」

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
「長沼八幡宮『大暑禊』」
「スリアンプロジェクト」

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。

◆真岡市議会放送予定
　閉会　9月 17日　　　9:55 ～（生中継）
　　　　　　　　　　　18:00 ～（再放送）

【9 月14日（月）～9月20日（日）放送内容予定】
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国勢調査国勢調査はは
インターネット回答インターネット回答がが便利便利
　国勢調査は、社会福祉、雇用政策、防災対策
など、私たちの暮らしのために役立てられます。
【実施時期】8月下旬～ 10月下旬
【インターネット回答期間】9月14日～10月7日
◆《①アクセス②ログイン③回答》でいつでも
簡単に回答できます。

◆回答した情報は、厳重なセキュリティで保護さ
れているため、安心・安全です。

※国勢調査を装った不審な訪問者・電話
　・メールなどにご注意ください。
※調査員は調査員証を携帯しています。
　また、調査に関して金品の請求は
　一切しません。
【問い合わせ】総合政策課統計係
　☎ 83-8109 FAX83-5896

詳しくは、
「国勢調査
2020総合サ
イト」にて

急傾斜地急傾斜地（がけ地）（がけ地）
点検点検ののポイントポイント

　神奈川県逗子市において、民有地のが
け崩れが発生しました。それに伴い、国
土交通省から土地所有者の方が点検を行
う際のポイントが示されましたので、市
HPを確認してください。
【問い合わせ】市民生活課危機管理係
　☎ 83-8396 FAX83-8392
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真岡市地域福祉計画真岡市地域福祉計画（第3期）（第3期）
策定策定委員委員を募集を募集

　この計画は、令和４年度から５年間の総合的
な地域福祉施策・活動の方向性を明らかにする
ことを目的として策定します。
【募集委員数】４人
【任期】令和4年3月25日まで（1年5カ月間）
【応募条件】① 18歳以上の方（R2.9.1 現在）
　②市内に引き続き 1年以上住所を有する方 
　③平日の昼間の会議に出席できる方（公務員
　　および本市の他の委員会、審議会、協議会
　　等の委員に就任している方を除く）
【応募方法】「応募動機」または「真岡市の地域
福祉について」を 600 字程度にまとめた作
文と、任意の様式に必要事項（①住所②氏名
③生年月日④年齢⑤性別⑥職業⑦電話番号）
を記入し、下記窓口または郵送、

　FAX、メールにて申し込みください。
【応募締切】10月 30日（金）必着
※応募いただいた書類は返却しません。
※選考結果は後日、本人へ通知します。
【問い合わせ】〒 321-4395 真岡市荒町 5191
　社会福祉課社会福祉係
　 ☎ 81-6943 FAX83-8554
　Eメール：syakaifukushi@city.moka.lg.jp

詳しくは
市HPにて

【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

【対象事業者】市税を完納しており、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】

【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）

詳しくは
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◆感染された方やその家族などに対する差別、
誹謗中傷等は、決して許しません！

◆医療従事者をはじめ、わたしたちの健康やく
らしを支えるために奮闘されている方々に心
から感謝し、エールをおくります！

◆県外から来られる方々を非難せず、お互いに
尊重し合います！

◆県民の皆さまとともに、互いの立場をおもい
やる心とやさしさを忘れず、新型コロナとの
闘いを乗り越えていきます！

　新型コロナは、誰もが感染しうる病気です。私
たちが闘っているのは、ウイルスであり、人では
ありません。感染された方やその家族等への偏見
や差別、誹謗中傷は、対象となる人の心身を深く
傷つけ、平穏な生活を脅かすばかりでなく、差別
を恐れて受診をためらうなどの行動に繋がり、更
なる感染の拡大という負の連鎖を招きかねませ
ん。県と市町は、県民の皆さまと一緒に、大切な
人やくらしを守るため、“おもいやり”と“やさ
しさ”を持って、新型コロナとの闘いを乗り越え
ていくことをここに宣言します。

【問い合わせ】栃木県人権・青少年男女参画課
　人権施策推進室 ☎ 028-623-3027
　社会福祉課社会福祉係 ☎81-6943 FAX83-8554
　健康増進課健康支援係 ☎81-6946 FAX83-8619

新新型コロナとの闘いを乗り越える型コロナとの闘いを乗り越える
オールとちぎ宣言オールとちぎ宣言
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