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　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。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）
　久保記念観光文化交流館では、13日（日）夕方
からイルミネーションが点灯します。

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）

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

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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③石島跨線橋（下図③）
　12月 16日（水）午後 10時～ 12月 17日（木）
　午前 6時（片側交互通行）
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プレミアム商品券のご利用はお済みですかプレミアム商品券のご利用はお済みですか
使用期限使用期限はは12/3112/31（木）（木）までまで
　「わたのみ商品券」と「にのみやプレミアム商品券」は、
1月以降使用できなくなりますのでご注意ください。
　利用できる店舗一覧は、市ホームページでご確認
ください。

【問い合わせ】
　真岡商工会議所☎ 82-3305　FAX82-7967
　にのみや商工会☎ 74-0324　FAX74-2737
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住民基本台帳カード住民基本台帳カードおよびおよび
電子証明書電子証明書のの発行終了発行終了

　新たに始まる個人番号制度導入により、住民基本台
帳カードの発行は、12月 28日（月）をもって終了します。
　また、電子証明書発行・更新等業務は 12月 22日（火）
を持って終了します。e-Taxなどの手続きを予定され
ている方は、早めに更新の手続きをするようにしてく
ださい。詳しくは下記へお問い合わせください。
【問い合わせ】市民課窓口係☎83-8117　FAX83-8514
　二宮支所市民窓口係☎74-5002　FAX74-1250 

きれいなまちづくりにご協力くださいきれいなまちづくりにご協力ください
12月20日（日）12月20日（日）市内一斉清掃市内一斉清掃
　公共の場所 (道路、河川、公園など）の清掃をお　公共の場所 (道路、河川、公園など）の清掃をお
願いします。願いします。
【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）　②空き缶・【分別方法】①もえるごみ（紙くずなど）　②空き缶・
空きビン　③雑草・木の枝　④その他　の４種類空きビン　③雑草・木の枝　④その他　の４種類

　※午前９時までに指定の場所に出してください。　※午前９時までに指定の場所に出してください。
　※もえるごみ、空き缶・空きビンは、必ず透明ま　※もえるごみ、空き缶・空きビンは、必ず透明ま
　　たは半透明の袋に入れて出してください。　　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　※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。　　袋（ピンク）は、使用しないでください。
　※雑草や木の枝は、雑草・木の枝だけを袋に入れ　※雑草や木の枝は、雑草・木の枝だけを袋に入れ
　るか、束ねて縛って出してください。　るか、束ねて縛って出してください。

【その他】雨天中止（順延なし）　【その他】雨天中止（順延なし）　
※中止の場合のみ午前７時に防災無線でお知らせします。※中止の場合のみ午前７時に防災無線でお知らせします。
【問い合わせ】

環境課清掃係　☎ 83-8126　FAX83-5896

ううまい話にご用心！まい話にご用心！
　県内各地の消費生活センターに、県内各地の消費生活センターに、
マルチまがい商法の相談が、今年マルチまがい商法の相談が、今年
秋ごろから多く寄せられています。秋ごろから多く寄せられています。
　「儲かる」と言われるままに、　「儲かる」と言われるままに、
友人からネットビジネスなどの事業を持ちかけら友人からネットビジネスなどの事業を持ちかけら
れ、内容を理解しないまま契約するなどして、トラれ、内容を理解しないまま契約するなどして、トラ
ブルに巻き込まれています。巻き込まれているのは、ブルに巻き込まれています。巻き込まれているのは、
いずれも 10代から 20代の若者です。楽して儲かいずれも 10代から 20代の若者です。楽して儲か
る仕事はありません。うまい話には注意しましょう。る仕事はありません。うまい話には注意しましょう。
【問い合わせ】消費生活センター☎ 84-7830
　安全安心課 ☎ 83-8394　FAX83-8392

国民年金保険料は全額国民年金保険料は全額
「社会保険料控除」「社会保険料控除」のの対象対象ですです
　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告に
おいて全額が社会保険料控除の対象となります。
　その年の 1月 1日から 12月 31 日までに納付し
た保険料が対象です。年末調整や確定申告で社会保
険料控除を受ける場合は、「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」の添付等が必要ですので、大
切に保管してください。
　平成 27年 1月 1日から 9月 30日までの間に国
民年金保険料を納付された方については、今年の
11月上旬に日本年金機構より証明書が送付されて
います。また、10 月 1 日から 12 月 31 日までの
間に今年初めて国民年金保険料を納付された方につ
いては、翌年の 2月上旬に送付されます。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合
も、ご本人の社会保険料控除に加えることができま
すので、ご家族宛てに送られた控除証明書を添付の
うえ申告してください。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に
ついての照会は、ねんきん定期便・ねんきんネット
等専用ダイヤル 0570-058-555にお願いします。
【受付期間】11月2日（月）～平成28年3月15日（火）
　※祝日、12月29日～1月3日は、ご利用できません。
【受付時間】月～金曜日：午前 9時～午後 7時
　第２土曜日：午前 9時～午後 5時
【問い合わせ】　国保年金課国民年金係☎ 83-8593
　二宮支所福祉国保窓口係☎ 74-5004

【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一切ありません。
　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。


