
水洗便所改造資金水洗便所改造資金
融資あっせん制度融資あっせん制度

　下水道が整備された区域は、速やかに下水道へ
接続することが法律で定められています。トイレ
を水洗にする際は、当制度をご利用ください。
【対象】①公共下水道へ接続する改造工事である
　こと（処理区域の告示日から3年以内とする）
　②申請者および世帯全員が市税等を完納してい
　ること
【制度内容】●金融機関が行う融資
　（限度額 35 万円）の利子を市が
　負担します　●毎月一万円を口
　座引き落としにより返済
【問い合わせ】下水道業務係
　☎ 83-8160 FAX83-8142

有料広告掲載有料広告掲載をを募集募集
　年間約 16万部配布している「水道検針票」（使
用水量・料金等のお知らせ）の裏面スペースに
掲載する有料広告を募集します。詳しくは、市
HPを確認ください。
【掲載期間】令和 2年 4月から 1年間
【広告サイズ】約 7.0㎝× 13.5㎝以内
【広告料金】税込30万円（全面掲載のみ）
【申し込み】12月 20日（金）までに、下記へ持
　参または郵送、Eメールにて受付
【申し込み・問い合わせ】〒 321-4395 真岡市
　荒町 5191 番地　水道課庶務係
　☎ 83-8167 FAX 84-7512
　Eメール：suidou@city.moka.lg.jp

市 HPQR ｺｰﾄﾞ

12/8（日）年末市内一斉清掃12/8（日）年末市内一斉清掃
　公共の場所（道路・河川・公園など）の清掃
をお願いします。集めたごみ等は、午前 9時ま
でに各地域指定の集積場所に出してください。
【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）②缶・
ビン ③枝・落ち葉・草 ④その他　の４種類

◆燃えるごみ、缶・ビンは、必ず透明または半
透明の袋に入れて出してください

◆真岡市指定ごみ袋（黄色）およびボランティ
ア袋（ピンク）は使用しないでください
◆「落ち葉・草」は、落ち葉・草だけを袋に入れ、
燃えるごみ等を混ぜないでください

◆枝は、束ねて縛って出してください
※雨天の順延なし（中止の場合は午前７時に防災
無線で通知）

【問い合わせ】環境課清掃係
　 ☎ 83-8126 FAX83-5896

市税等納期限《11 月》市税等納期限《11 月》
①固定資産税・都市計画税（第 4期）
②国民健康保険税（第 5期）
③後期高齢者医療保険料（第 5期）
④介護保険料（第 5期）
【納期限・口座振替】12月 2日（月）
【問い合わせ】
①税務課固定資産税係☎83-8114 FAX82-1066
②③国保年金課保険税係☎83-8594 FAX83-6205
④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

 全国瞬時警報システム（Jアラート）の全国瞬時警報システム（Jアラート）の
全国一斉情報伝達試験全国一斉情報伝達試験のの実施実施
　地震や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝
達試験を行います。この試験は、全国瞬時警報
システム（Ｊアラート）を用いた試験です。
【とき】12月 4日（水）午前 11時頃
※災害の発生状況や気象状況等によっては、試
験放送を中止する場合があります。

【内容】防災行政無線から次のように放送されます。
上りチャイム音
　「これは、Jアラートのテストです」× 3
　「こちらは、防災真岡」
下りチャイム音
【問い合わせ】市民生活課危機管理係
　☎ 83-8396 FAX83-8392 

× 3

入札参加資格審査申請入札参加資格審査申請
令和2年度の追加受付を実施令和 2年度の追加受付を実施
【受付期間】令和2年 1月 10日（金）～24日（金）
【対象】建設工事および測量・建設コンサル等の
入札参加資格審査を新規または追加で希望す
る方（平成 31・32年度有資格者は申請不要）

【申し込み】必要提出書類、記載方法等は、市HP
で確認の上、郵送（書留・特定記録）にて受付

【有効期間】令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月
31日までの 1年間、参加有資格者名簿に登録

※物品・役務提供の入札参加資格審査
　申請および小規模工事契約希望者
　登録申請は、随時受付
【申し込み・問い合わせ】〒321-4395真岡市荒町
　5191 番地　総務部総務課契約検査係
　☎ 83-8145 FAX80-5036

市HPQR ｺｰﾄﾞ

真岡市立地適正化計画（案）真岡市立地適正化計画（案）にに関関するする地域懇談会地域懇談会をを開催開催
　市では、将来にわたって暮らしやすいまちづくりを推進するため、「真岡市立地適正化計画」の策
定を進めています。公表に向けて、市民の皆さまに意見を伺うため、地域懇談会を開催します。

地　域 と　　き と　こ　ろ
真 岡 地 域 12月 16日（月）午後 6時 30分から 青年女性会館
山 前 地 域 12月 11日（水）午後 6時 30分から 山前分館　第 1・2会議室
大 内 地 域 12月 12日（木）午後 6時 30分から 大内分館　第 1会議室
中 村 地 域 12月 10日（火）午後 6時 30分から 中村分館　第 2会議室
二 宮 地 域 12月 17日（火）午後 6時 30分から 二宮分館　206・207 会議室

【問い合わせ】都市計画課計画係　☎ 83-8152 FAX 83-8879

【申し込み・問い合わせ】真岡市観光協会 
　☎ 82-2012（FAX兼）※火曜日休館

12月12月ののモオカの休日開催モオカの休日開催
【ところ】観光まちづくりセンター

と　き 内容（主催） 参加料
1日（日）、15日（日）
午前 11時～

うたごえ喫茶
（アンサンブル花） 無料

5日（木）、19日（木）
午前 10時～

押し花教室
（和子会グランジュテ）

実費
負担

7日（土）、21日（土）
午後 1時 30分～

子供将棋教室
（真岡市将棋連合会） 無料

12日（木）、26日（木）
午前 9時 30分～

竹はり画教室
（竹真会）

実費
負担

　いちごスイーツが大集合します。その他、サ
ンタさんからお菓子のプレゼントや、大道芸な
ど楽しい催しを行います。ぜひご来場ください。
【とき】12月 8日（日）午前 10時～午後 3時
【ところ】久保記念観光文化交流館　※雨天決行
※まちあるき駐車場で、天の織姫市同時開催！
【問い合わせ】真岡市観光協会
　☎ 82-2012（FAX兼）（火曜日休）

い

久保邸クリスマス久保邸クリスマス
＆真岡のグルメ市開催＆真岡のグルメ市開催

住宅用太陽光発電システム住宅用太陽光発電システム
設置補助事業設置補助事業

　設置費用の一部を補助します。詳しくは、市
HPを確認ください。
【補助金額】太陽光発電システムの電力出力
　1KWあたり 10,000 円（4KWあたり40,000円
　が限度）
【対象】●市内に住所を有する方
●世帯全員が市税等を完納していること
●電力会社と太陽光発電システムに係る
　電力受給契約を結んだ方
●自ら居住する住宅に太陽光発電システム（太
　陽電池の最大出力 10KW未満）を設置した方
【申し込み】系統連系完了後（売電開始日から）
　90日以内に、下記へ申し込み
【問い合わせ】環境課環境保全係
　☎ 83-8125 FAX 83-5896

市HPQR ｺｰﾄﾞ

雨水管整備工事雨水管整備工事をを実施実施
　下記の区間で工事を実施します。通行の際には
ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
【工事期間】12月～令和 2年 5月（予定）

久下田西一丁目

久下田駅前
どんとこい広場

市
営
さ
く
ら
団
地

工事区間

【問い合わせ】下水道課工務係
　☎ 83-8161 FAX83-8142

久下田西二丁目

12/10（火）12/10（火）
特設人権相談所特設人権相談所を開設しますを開設します
　人権擁護委員が人権に関する相談に応じます。
どんなことでも結構ですので、独りで悩まず、
まずはご相談ください。

と　き と　こ　ろ　
12/10
（火）

  9:00-12:00 二宮コミュニティセンター
17:00-19:00 市公民館

【相談料】無料　【申し込み】不要
【問い合わせ】社会福祉課社会福祉係
　☎81-6943  FAX83-8554

もおか
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いちごチャンネル番組案内いちごチャンネル番組案内
【12 月2日（月）～12月8日（日）放送内容予定】

【問い合わせ】情報政策課情報管理係
　 ☎ 83-8496  FAX83-5896

6:25
8:25
10:25
12:25
16:25
18:25
22:25

◆わくわく体操
12 月のテーマ
「猫背予防」

13:00
20:00

◆コットンタイム
「真岡市文化祭
ホール部門　ダンス
と音楽の祭典【前編】」

◆真岡市議会放送予定
《開会》12月2日10:00～（生中継） 18:00～（再放送）

6:30
8:30
10:30
12:30
16:30
18:30
22:30

◆いちごショート
   ケーキ
「芳賀支部奉祝田抜
穂祭・桜町子ども会
育成会 稲刈り事業」

「市場感謝デー」

6:00
8:00
10:00
12:00
16:00
18:00
22:00

◆JUMP UP もおか
トピックニュース
ようこそ市長室へ
「ごみの減量化に
 ついて」
もおかインフォ
「真岡市の家計簿」
「学力調査結果」


