
行政ガイド
インデックス

真岡市役所 …………（代）☎0285-82-1111
（夜間延長窓口）…………☎0285-83-8117
（休日収納窓口）…………☎0285-83-8115

二宮支所
（市民窓口） ………………☎0285-74-5002 
（税務収納窓口） …………☎0285-74-5003 
（福祉国保窓口） …………☎0285-74-5004

真岡市民会館 ……………☎0285-83-7731
真岡市立図書館 …………☎0285-84-6151
真岡市立二宮図書館 ……☎0285-74-0286

真岡市公民館
（本館） ……………………☎0285-82-7151
（山前分館） ………………☎0285-82-2802
（大内分館） ………………☎0285-82-2704
（中村分館） ………………☎0285-82-2902
（真岡西分館） ……………☎0285-84-6781
（二宮分館） ………………☎0285-74-0107

芳賀地区救急医療センター
 ……………………………☎0285-82-9910

主要連絡先

34いざというとき

▶災害が起こる前に知っておきたいこと
▶市内の指定避難所　▶いざというと
きは119番　▶真岡市休日夜間急患診
療所　▶FMラジオを備えましょう　
▶FMもおか専用「防災ラジオ」発売中
▶真岡市公式アプリ

　「真岡市 くらしのガイドブック2021」は令和3年5月末の情報を
掲載しています。
　今後、社会情勢の変動などにより内容が変更される場合があり
ますので、あらかじめご了承ください。行政情報について不明な場
合は、各担当課まで問い合わせください。

38新型コロナウイルス
感染症対策

▶症状を感じたら　▶ワクチンに関す
る情報　▶コロナ対策７つの基本

40本庁・
二宮支所案内

▶本庁舎　▶二宮支所の主な取扱業務

45相談窓口

▶各種相談窓口

48届出・証明

▶住民登録　▶戸籍の届出　▶各種
証明書　▶印鑑登録　▶外国人住民
の方の手続き　▶パスポートの申請受
付・交付

51税金

▶個人市・県民税　▶法人市民税　▶固
定資産税・都市計画税　▶軽自動車税
▶軽自動車の登録手続き　▶税務証
明書　▶税金の納付場所と口座振替
制度

53年金・国保

▶国民年金 ▶国民健康保険 ▶後
期高齢者医療制度

99産業

▶商工関係事業 ▶勤労者関係事業
▶農業関係

108公共交通

▶いちごタクシー
▶コミュニティバス「いちごバス」

106マイナンバー

104外国籍市民の
皆さまへ

▶真岡市国際交流協会（MIA：Moka 
International Association）
▶Moka International Association
▶Asociación Internacional de 
Moka (MIA)
▶Associação Internacional de 
Moka (M.I.A)

103議会・選挙

▶議会 ▶選挙

87地域活動・
ボランティア

▶地域活動支援 ▶社会教育・スポー
ツ施設の貸出 ▶市民活動団体・ボラン
ティア支援 ▶出会い・結婚のお手伝い

73子育て・教育

▶妊娠・出産 ▶健康診査事業 ▶各種
相談・教室・訪問指導事業 ▶予防接種
事業 ▶医療費助成制度　▶保育所

（園）　▶児童・母子福祉
【学校教育】
▶入学・転校 ▶小学校　▶中学校　
▶奨学金制度 ▶真岡市就労者定住
促進奨学金返還支援事業補助金

61福祉

▶高齢者福祉 ▶介護保険 ▶障が
い者福祉 ▶生活保護

59健康・医療

▶健康診査事業

110施設一覧

89生活・環境

▶ごみ収集 ▶収集しない家電製品
▶小型家電リサイクル回収ボックス
▶ごみの搬入　▶せん定枝・落ち葉・草
の搬入　▶たい肥の無料配布　▶ごみ・
資源分別アプリ「さんあ～る」　▶廃棄物
の野外焼却は禁止されています　▶生活
雑排水の処理　▶し尿処理　▶水道　
▶下水道　▶生活環境に関する各種制
度　▶住まい　▶道路や交通
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