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 真岡市制施行60周年記念 真岡市制施行60周年記念
  心を一つに  心を一つに 6060 年年
     豊かに真岡     豊かに真岡
        人人・・夢夢・・未来未来

【お知らせ】「真岡市内放射線量等測定結果」は、紙
面の都合によりお休みさせていただきます。なお、
市のホームページでは随時公開しています。
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★不在者投票★不在者投票 　県選挙管理委員会の指定を受けている下記施設に入院等されている場合は、
施設内で不在者投票をすることができますので、施設に申し出てください。

施設名施設名 芳賀赤十字病院、福田記念病院、真岡病院、老人保健施設の春祺荘・ナーシングホーム青葉・
わたのみ荘、特別養護老人ホームのきたはら・喜望荘・桜の華・椿寿園・やまさわの里・三起の森

※真岡市民が、市外県外の施設に入院等されている場合でも、その施設が指定施設であれば施設内で不在者投票をすることができます。

【問い合わせ】選挙管理委員会　☎ 83-8190 FAX83-8082

★選挙公報は、12月 10 日（水）　★選挙公報は、12月 10 日（水）　
の新聞折込の予定の新聞折込の予定

　市役所、公民館、郵便局、ＪＡはが野各支店等にも備える
予定です。

★投票所入場券★投票所入場券 　12月 2日（火）に発送しましたが、「転居先不明等」で返送されている
ものもあります。届いていない場合は、選挙管理委員会に問い合わせください。

【投票日】12月14日（日）
 　　午前7時から午後8時まで

12月 13日（土）まで
※ただし、最高裁判所裁判官国民審査は、
　12月7日（日）から

【投票できる方】
　平成 6年 12月 15 日以前に生まれ、かつ、今年 9
月 1日以前に真岡市に転入届をし、引き続き 3カ月
以上住所を有している方
（※今年9月 2日以降に、真岡市に転入届をした方は、
真岡市内の投票所では投票できません。）

★期日前投票★期日前投票  

【時間】午前8時30分～午後8時
【投票所】①市公民館真岡西分館 
　②二宮コミュニティセンター 

★ 3 種類の選挙を実施★ 3 種類の選挙を実施
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　投票日当日、仕事やレジャーなどで
投票区内にいない予定の方は、下記の
2カ所で期日前投票ができます

衆議院議員総選挙衆議院議員総選挙・・最高裁判所裁判官国民審査最高裁判所裁判官国民審査

【期日前投票の受付手続きが早く済みます】【期日前投票の受付手続きが早く済みます】投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」に投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書兼請求書」に
　あらかじめ記入してお持ちいただくと、受付手続きが早く済みます。　あらかじめ記入してお持ちいただくと、受付手続きが早く済みます。

真岡市ケーブルテレビ施設真岡市ケーブルテレビ施設
放送番組審議会委員を募集放送番組審議会委員を募集
　真岡市ケーブルテレビ施設放送番組審議会は、真
岡市ケーブルテレビ施設の自主放送番組の番組基準
の制定や放送番組の内容の適性を図るため、意見を
述べていただく機関です。より良い番組制作のため
にも、利用者の立場からの意見をお聞かせください。
【募集人数・条件】次の条件を満たす方　４人　
　　①年齢 20歳から 40歳程度の方
　　②市内に引き続き１年以上住所を有する方
　　③真岡市ケーブルテレビ施設に加入している方
　　④平日の昼間の審議会に出席できる方（年１回程度）
　※応募者多数の場合は選考
【任期】2年（平成27年2月1日～平成29年１月31日）
【謝礼】会議出席 1回につき 5,000 円
【応募方法】「私の考えるケーブルテレビ」について600
　字程度にまとめた作文と必要事項を記入した応募用紙
　を真岡市情報システム課宛て送付してください。
※募集要領および応募用紙はホームページでダウンロー
　ドできます。情報システム課でも配布しています。
※応募書類等は返却できませんので、ご了承ください。
【応募締切】12月 17日（水）
【提出先・問い合わせ】〒321-4395 真岡市荒町5191
真岡市総務部情報システム課地域情報係宛☎83-8496　
FAX83-5896　Ｅメール jouhou@city.moka.lg.jp

真岡市融資制度真岡市融資制度ののご案内ご案内
※下記の制度資金以外にも用途に応じた各種制度資金を用意しておりますので、お気軽にお問い合せくだ
さい。条件など詳細については市のホームページでご確認ください。
制度名 用　途 限度額 返済期間 利率

運転資金 商品仕入、買掛金支払、手形の決済等の運転資金 1,000 万円
3年以内 1.3%
5 年以内 1.5%
7 年以内 1.7%

設備資金 機械器具等の購入、設備の改善、従業員の福利に
関する設備等の設備資金 2,000 万円

5年以内 1.5%
7 年以内 1.7%
10 年以内 1.9%

年末資金 商品仕入、買掛金支払、手形の決済等の運転資金 500 万円 翌年9月末日まで期日一括
または元金均等月賦返済 1.2%

【申し込み】市内金融機関（JA・労働金庫を除く）
　※ただし、年末資金の受付のみ 11月4日（火）～12月25日（木）まで（土、日曜日、祝日は除く）
【問い合わせ】 商工観光課商業係  ☎ 83-8643 FAX83-0199

市内中小企業者等が近代化を図り、体質の改善や経
営の合理化等を行う際に、ぜひご利用ください。

～推薦してください～

中小企業中小企業のの優秀社員優秀社員をを表彰表彰

【申し込み・問い合わせ】平成27年1月9日（金）締切
商工観光課勤労者係☎ 83-8134 FAX83-0199

【推薦基準】　事業所長が推薦する、次の①～⑤すべ
　てに該当する方
①真岡市内に本社を有する社員 50人以下の同一事業
　所に、8年以上勤務する正社員およびパート社員
※身障者手帳を有する者は5年以上。勤続年数基準日は
　平成26年12月 31日現在。※市内の支店等は同一事業
　所とみなし、社員数（臨時・パート社員は除く）は合算。
②以前に同種の表彰を受けていない方、または受賞
　後 10年以上経過した方
③対象者の年齢については、おおむね65歳以下の方
④家族社員（事業主と同一生計の親族）やこれに準ず
　る方、役職員（経営権を持つ役員）は除く
⑤市外居住者でも可
※事業所、事業主、推薦を受ける方は税金を滞納して
　いないこと
【提出物】所定の推薦書（市商工観光課に用意、市ホー
　ムページからも印刷可）、勤続年数を証明する書類（8
　年以上前の給与台帳の写し・社会保険証の写しなど）、被推
　薦者・事業所・事業主各々の税の完納証明書各1部

第1回はが路ふれあいマラソン開催第1回はが路ふれあいマラソン開催【とき】12月 21日（日）【とき】12月 21日（日）
　午前9時33分スタート　午前9時33分スタート

■はが路ふれあいマラソンコース　42.195㎞■はが路ふれあいマラソンコース　42.195㎞

■交通規制があります
　■9:15～10:20全面通行止め
　■片側一車線のみ通行可能

　芳賀郡市一市四町の道路をコースとして、第１回はが路ふれあいマラソン大会を開催します。開催に
伴いコースおよび付近の道路では大幅な交通規制のため、混乱が予想されます。周囲の住民の皆さまに
は大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力の程宜しくお願い致します。

【問い合わせ】はが路ふれあいマラソン実行委員会事務局　☎0285-70-2727　8:30～17:15（日、月曜日は除く）

年末の交通安全県民総ぐるみ運動年末の交通安全県民総ぐるみ運動
および年末年始特別警戒および年末年始特別警戒

【問い合わせ】安全安心課交通安全係☎83-8110 FAX83-8392
　　　　　　　　　　　生活安全係☎83-8394 FAX83-8392

　年末年始は、交通事故や犯罪が多く発生する時期
です。交通事故防止と防犯に努めましょう。

年末の交通安全県民総ぐるみ運動
【運動期間】12 月 11 日（木）～ 31 日（水）
【スローガン】マナーアップ！あなたが主役です
【運動の重点】①スピードダウン運動の推進 ②全て
の座席のシートベルトとチャイルドシートの正し
い着用の徹底 ③飲酒運転の根絶

年末年始特別警戒実施
【実施期間】12 月 11 日（木）～ 1月 3日（土）
【スローガン】みんなでなくそう 年末年始の事件事故


