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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 12月25日（金）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。

　ボランティアガイド「もおか観光コンシェルジュ」
が、12 月 13 日（日）の「天の織姫市」開催に合わ
せてガイドツアーを実施します。久保記念観光文化
交流館を拠点としたオリジナルガイドコースで、新
たな真岡の魅力を発見してみませんか。当日受付・
事前受付のどちらでも対応いたします。
【とき】12月 13日（日）
　午前 10時～午後 2時（随時受付）
【受付場所】久保記念観光文化交流館
【所要時間】1時間～ 1時間半
【参加料】ガイド無料（保険料として 100円）

もおか観光コンシェルジュもおか観光コンシェルジュ
ガイドツアーガイドツアー

【申し込み・問い合わせ】
　真岡市観光協会 ☎ 82-2012（FAX兼）

第2回はが路ふれあいマラソン開催第2回はが路ふれあいマラソン開催【とき】12月 20日（日）【とき】12月 20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 2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、混雑が予想されます。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（金）～ 31 日（木）
【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夕暮
れ時と夜間の交通事故防止 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（金）～ 1月 3日（日）
【スローガン】みんなでなくそう 年末年始の事件事故

市税・水道料市税・水道料などなど一斉納税指導  一斉納税指導    
  休日、夜間を含め、市職員が該当者宅を訪問し、
納税・納入指導を行ないます。
【対象】市税（市県民税、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税）、国民健康保険税、後期高齢者医療
保険料、介護保険料、保育料、市営住宅使用料、
水道・下水道使用料
 ※訪問する職員は顔写真付きの「真岡市職員証」
を携帯しています。

　《夜間》毎週水・金曜日 午後 5時 15 分～ 7時
　　※ 12 月 30 日（水）は休み
　《日曜日開庁》毎月第 1・3日曜日 
　　午前 8時 30 分～正午
　《その他》12月 19 日（土）・20 日（日）
　　午前 8時 30 分～午後 3時

夜間・休日収納窓口

　市税のほかに次の使用料は、納付書を持参した場
合納付可能です。
保育料、市営墓地管理手数料、家庭雑排水処理
手数料、市営住宅使用料、水道・下水道使用料

【問い合わせ】
　収税課収納対策係☎ 83-8489 FAX83-6205

12月13日（日）12月13日（日）
第39回第39回「天の織姫市」「天の織姫市」

【とき】12月 13日（日）　午前 10時～午後 3時
【ところ】真岡木綿会館駐車場ほか ※小雨決行
【イベント内容】
　カラフルテント市、軽トラ市、ダンス、よさこい、
和太鼓、ミニ門松製作教室など
【主催】真岡商工会議所、天の織姫市実行委員会

【問い合わせ】　真岡商工会議所　☎ 82-3305

鍵かけ鍵かけがが基本 !基本 !忍び込み忍び込みにに注意注意
　夏ごろから、芳賀町南部や真岡市夏ごろから、芳賀町南部や真岡市
北部で「忍び込み」被害が多発して北部で「忍び込み」被害が多発して
います。農村部の一戸建て住宅２階います。農村部の一戸建て住宅２階
で就寝中、鍵のかかっていない 1階で就寝中、鍵のかかっていない 1階
窓などから侵入している場合が多い窓などから侵入している場合が多い
です。です。
　お出かけ前、就寝前には、必ず施
錠を確認しましょう。

【問い合わせ】
安全安心課 ☎ 83-8394 真岡警察署☎ 84-0110

真岡鐵道跨線橋真岡鐵道跨線橋のの夜間点検夜間点検
およびおよび車両一時通行規制車両一時通行規制

　真岡鐵道では、真岡鐵道跨線橋の夜間点検を実施
します。点検中は車両一時通行規制となりますので、
下記期間の通行の際には、ご協力をお願いします。
【点検場所と日時】
①八木岡跨線橋１号（下図①）
　12月 14日（月）午後 10時～ 12月 15日（火）
　午前 6時（全面通行止め）　
②八木岡跨線橋 2号（下図②）
　12月 15日（火）午後 10時～ 12月 16日（水）
　午前 6時（全面通行止め）

【問い合わせ】真岡鐵道㈱真岡駅　☎ 84-2911
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【問い合わせ】
　市民課窓口係 ☎ 83-8117　FAX83-8514

　「通知カード」は、市民皆さま
の住民票の住所地に、世帯ごと
に転送不要の簡易書留郵便でお
届けしています。
　郵便事情により遅れておりま
すが、12 月中旬ごろまでには、
真岡市全域の配達が完了する見
込みとなっています。
　なお、配達時にご不在の場合
は、「簡易書留ご不在連絡票（マ
イナンバー専用）」（右図）が皆さ
まの郵便箱などに入りますので、
郵便局での保管期限内（原則１
週間）に、「簡易書留ご不在連絡
票」に基づき、再配達や郵便局
窓口での受け取りなどの手続きをしてください。
■真岡郵便局窓口受け取り時間
　平日および土曜日：午前８時から午後８時まで
　日曜日および祝日：午前９時から午後３時まで
　一定期間、真岡郵便局で保管していますが、保管期
間を過ぎて受け取りがなかった方の「通知カード」は、
真岡市役所の市民課に戻され、大切に保管しています。
　まだ配達が完了していない配達区域もありますが、
郵便局窓口での受け取りができなかった方などは、
真岡市役所の市民課窓口にお問い合わせください。

マイナンバー（個人番号）の「通知カード」マイナンバー（個人番号）の「通知カード」
ただ今「簡易書留」で配達中ただ今「簡易書留」で配達中
■■配達完了は 12月中旬予定配達完了は 12月中旬予定■■

■マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意■
　マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交
付などの手続きで、国や地方自治体などが、口座番
号や暗証番号、所得や資産情報などを聞いたり、金
銭の要求をしたりすることはありません。
　不審な電話はすぐに切り、不安なときは消費生活
センター（☎84-7830）へ。


