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議会中継 議会中継 指定管理者 環境月間について WNもおか情報
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公共料金審議会公共料金審議会
委員委員をを公募公募しますします

市有施設の使用料等の公共料金について審議
する公共料金審議会委員を公募します。
【公募委員数】3人程度
【任期】審議が終了するまで
【応募条件】
①市内在住の 20歳以上の方
② 7月 28 日（水）午後 2時から開催する審議
会に出席できる方

【応募方法】応募動機、氏名、年齢、性別、職業、
住所、電話番号を任意の用紙に明記し下記窓
口へ持参または郵送、FAX、Eメールで送付（応
募書類返却不可）

【応募締切】6月 30日（水）必着
※選考結果は応募締切後10日以内に通知します。
問 〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地
　 真岡市総務課総務文書係
　 ℡ 83-8106 ℻   82-1065
　 E メール：soumubunsyo@city.moka.lg.jp

す。

真岡市男女共同参画審議会真岡市男女共同参画審議会
委員委員をを公募公募しますします

広く市民の意見を反映した男女共同参画社会
の形成を図るため、真岡市男女共同参画審議会
委員（任期 2年）を公募します。男女共同参画
の推進に関する重要な事項について審議します。
【公募委員数】5人程度
【応募条件】
①年齢 20歳（令和3年4月1日現在）以上の方
②真岡市に引き続き 1年以上住所を有する方
③平日昼間の会議に出席できる方（年3回程度）
【応募方法】応募動機を 400 字程度にまとめ、
氏名、年齢、性別、住所、職業、電話番号を
明記したものを下記へ郵送、FAXまたはEメー
ルで送付（応募書類返却不可）

【応募締切】6月 30日（水）必着
　※選考結果は応募者に通知します。
問 〒 321-4395 真岡市荒町 5191 番地
　 真岡市総合政策部市民協働推進室
　 ℡ 83-8141 ℻   83-5896
　 E メール：shiminkyoudou@city.moka.lg.jp

問 〒 321-4395 真岡市荒町 5191
商工観光課内「アクリル板等設置支援金担当」
℡83-8135

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
アクリル板等設置支援金アクリル板等設置支援金

　コロナ禍の影響を受ける中、安心して利用が
できる環境を整備する飲食店を支援します。
【対象経費】新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため申請受付期間中に取り組んだ、仕切り用
のアクリル板、飛散防止フィルム、ビニール
カーテン等の衛生設備の購入・設置に要した
経費（既に設置されているアクリル板等の買
い替えや付け替え・補強も対象）

【対象期間】4月 1日（木）～ 8月 31日（火）
【支給額】1店舗当たり上限30,000円（補助率100％）
※ 1,000 円未満切り捨て
【対象事業者】市内で飲食店を営み、市税を完納
している下記のすべてに該当する事業者
①アクリル板等を用いた飛沫感染予防対策を行
い、今後も引き続き対策を行うこと
②市内に本社もしくは本店などの主たる事業所
を有していること
③食品衛生法に基づく飲食店または喫茶店営業
許可を受けており、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
（テークアウト専門店、イートインスペースの
あるスーパーやコンビニエンスストア、キッ
チンカー、移動販売車を除く）

【申請方法】市HPから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、
にのみや商工会の各窓口に設置の申
請書を 8月 31 日（火）までに下記
へ郵送してください。 市商工観光課

自衛官候補生自衛官候補生をを募集募集しますします
◆職種および受験資格

職種 職種内容、受付期間、応募資格
自衛官候補生 陸上自衛官：1年 9カ月勤務

海上・航空自衛官：2年9カ月勤務
●通年で受付
● 18歳以上 33歳未満

一般候補生 部隊の中核となる自衛官を養成
● 7月 1日（木）～ 9月 6日（月）
● 18歳以上 33歳未満

航空学生 海上・航空自衛隊のパイロットを
養成
● 7月 1日（木）～ 9月 9日（木）
●海上：18歳以上 23歳未満
●航空：18歳以上 21歳未満

防衛大学校生 幹部自衛官を養成、学位の授与あり
●7月1日（木）～10月27日（水）
● 18歳以上 21歳未満

合同就職面接会合同就職面接会をを開催開催
　市では、市内事業所における人材の確保と、
本市での就職を希望する新規学卒者および一
般求職者への支援として、合同就職面接会を
開催します。市内での就職を希望される方は、
ぜひご参加ください。
【とき】7月 16日（金）　午後１時 30分～ 4時
　（受付：午後１時から）
【ところ】フォーシーズン静風
【参加企業】市内企業 23社
【対象者】
◆令和 4年 3月新規大学等卒業予定者 
◆一般求職者 (年齢制限なし )
【申し込み】参加希望の方は、市商工観
光課HPの専用フォームから予約後、
ハローワーク真岡の窓口で紹介状の
交付を受けてください。

会場では、企業ブース同士の間隔を十分に
空け、入退場時の制限や誘導、飛沫感染防止
シート等の設置、待合席等における密集の回
避、消毒設備の設置など感染防止対策を徹底
します。

問 商工観光課勤労者係 ℡ 83-8134

市商工観光課

窓口公売会窓口公売会をを実施実施しますします
市税等の滞納処分により差し
押さえた動産を期間入札の方
式で公売します。公売動産の
売却代金は滞納市税等へ充当
します。
【公売動産】普通四輪自動車、
スピーカー、美術品、食器、アウトドア用品、
調理器具など合計 30点（すべて中古品）

※公売動産をご覧になりたい方は、入札期間中に
下記までお申し出ください。

※入札期間中は、本庁舎 1階ロビー北側にて写真
を掲示します。

【入札期間】6月 21日（月）～ 7月 2日（金）
8:30 ～ 17:15（土曜日を除く）

※ 6月 27日（日）は 8:00 ～ 12:00
問 納税課納税推進係 ℡ 83-8489

市納税課

問 真岡募集案内所 ℡ 83-7818

　各職種の試験日時、試験場等の詳細は受付時
にお知らせします。

もおかっ子をみんなで育てよう条例制定記念事業もおかっ子をみんなで育てよう条例制定記念事業

子育て応援シンポジウム子育て応援シンポジウム
　令和 3年 4月 1日施行「もおかっ子をみんな
で育てよう条例」の啓発事業として、社会全体
で子育て支援する真岡を発信します。
【とき】6月 27日（日）午後 2時
※ FMもおかで生放送（夜の部の再放送あり）
【ところ】市役所市民プラザ（青空ステーション）
【内容】
◆「歌う海賊団ッ！船長 キャプテン☆うっちゃ
る」による子育てトーク
◆子育て支援活動をしている方の取組紹介
◆真岡市の子育て支援紹介
【出演】
◆歌う海賊団ッ！船長 キャプテン☆うっちゃる
◆宇都宮大学 准教授 石井 大一朗氏
◆子ども・子育て会議代表
◆青少年健全育成連絡協議会代表
◆NPO法人まわた代表
【主催】真岡市
【共催】真岡市青少年健全育成連絡協議会

問 こども家庭課子育て支援係 ℡ 83-8131

市こども家庭課

問 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
もおかインフォ
「市民プラザの貸出について」
「空き家バンクについて」
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20:00

◆コットンタイム
「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！」

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
「未定」

【6 月 14日（月）～ 6月 20日（日）放送内容予定】

9:00 真岡西小学校　6/17、6/18、6/20
15:00 真岡東小学校　6/17、6/18、6/20

◆小学校入学式

歌う海賊団ッ！船長
キャプテン☆うっちゃる

宇都宮大学 准教授
石井 大一朗氏


