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⑦県知事が認定した県木造住宅耐震診断士による診

市有地売却のお知らせ

断を行うもの
補助額耐震診断に要する費用の３分の２

市では、市有地を一般競争入札により売却します。

（上限50,000円）

ご希望の方は、お申し込みください。

その他補助を受けるには、耐震化事業を実施する前

入札物件○土地

に、補助金交付申請の手続きを行ってください。耐

物件
番号

所在地

面

積

地目

常総市水海道
① 橋 本 町 字 御 城 739.21㎡ 宅
3526番52

予定価格

地 12,264,400円

意ください。
申込申請書
（㊌都市計画課にあります。また、市ホ
ームページからもダウンロードできます）に次の書

常総市水海道橋
② 本 町 字 新 堀 南 104.00㎡ 雑種地
3192番１

1,622,000円

常総市水海道森
③ 下町字森下大道 497.76㎡ 宅
北4334番１

8,014,000円

地

震化事業後の補助金交付申請はできませんのでご注

申請書提出日６月８日
（水）
～10日
（金）

類とあわせて㊌都市計画課にお申し込みください。
①登記事項証明書または住宅の所有者が確認できる
書類
②建築確認通知書の写しまたは住宅の建築年月日が
確認できる書類

８時30分～17時15分

③耐震化事業に要する費用に係る見積書の写し

※申請書は、市ホームページまたは㊌資産活用課に

④茨城県木造住宅耐震診断士の免許の写し
問㊌都市計画課
（内線2720）

あります。
入札書提出日６月23日
（木）
16時まで
開札日時６月24日（金）
10時
落札者の決定入札参加者の中から、予定価格以上で
最高価格を提示した方を落札者とします。

お知らせ

軽自動車税（種別割）納税証明書を
発送

軽自動車税
（種別割）を口座振替・スマホアプリ・

申込・問㊌資産活用課
（内線3440）

クレジットカード・インターネットバンキングで納

※物件情報などの詳細は、市ホームページをご確認

付している方には、軽自動車税
（種別割）
納税証明書
（継続検査用）
を６月下旬に発送します。

ください。

お知らせ

木造住宅耐震診断費用の一部を
補助します

納税証明書が届く前に車検を受ける方は、㊌税務
課までお問い合わせください。
問㊌税務課
（内線1521）

受付期間６月20日（月）
～11月30日
（水）
※土日・祝日を除く。予算額に達した時点で終了と
なります。
対象住宅市内に建築されている住宅で、次のすべて

お知らせ

道の駅常総
出荷者・事業者説明会を開催

来年の春にオープン予定の道の駅物販スペースへ

に該当するもの

の農産物・加工品の出荷希望者、加工業者、取扱い

①市内に住所を有する方が自ら所有し、かつ居住す

業者を募集するにあたり、出荷者・事業者の方を対
象とした説明会を開催します。

る一戸建ての木造住宅
②昭和56年５月31日以前の建築基準法の規定に基

日時６月16日
（木）
～18日
（土）
◆事業者説明会13時～ ◆出荷者説明会17時～

づく基準で建築されたもの
③柱、梁その他の主要構造物が在来軸組構法、伝統
的構法または枠組壁工法で建築されたもの

※３日間とも同じ内容です。
場所石下総合福祉センター大会議室
（新石下4365）
対象者〇出荷者：道の駅内の物販スペースへの農産

④地上階数が２以下であること
⑤兼用住宅の場合は、延べ面積の２分の１以上を居

物、加工品の出荷希望者
〇事業者：道の駅に出品や取引等を希望する

住の用に供するもの
⑥所有者およびその世帯員が市税および国民健康保
険税を滞納していないこと

常総市役所

加工業者、取扱い業者など
※常総市内外は問いません。

石 ＝石下庁舎
㊌＝本庁舎、議会棟 ○

1

6月の日曜開庁 本庁舎…5日・19日、石下庁舎…12日・26日
石暮らしの窓口課
開庁時間…８時30分～12時 問㊌市民課
（内線1110）
、
（内線8011）
○

定員各回先着40人（１事業者１人）

婚したなど、受給者や家族の状況に変更が生じた

実施内容施設概要、スケジュールの説明、
「道の駅常

際は手続きが必要になりますので、担当課までお

総」の指定管理者である株式会社 TTC の紹介を30

問い合わせください。

分程度で行います。出荷、取引を希望される商品等

問㊌こども課
（内線1330）

に関しては後日個別に質疑回答・商談・契約を進め
る予定です。
その他参加される方はマスクの着用をお願いします。
申込次の①から⑤を記載したものを５月31日（火）
までに、メールまたは FAX で株式会社 TTC 事業推
②参加者名

等の希望概要

③連絡先

④出品・取引

主催・問株式会社 TTC 事業推進本部

0577 67 2323

jigyosuisin@ttc-gr.co.jp

担当課㊌アグリサイエンスバレー整備課
（内線2810）

お知らせ

令和４年度から
児童手当の制度が変わります

今年の10月支給分
（６月分から）の児童手当から
次のとおり制度の一部が変わります。
改正点１：特例給付の支給に係わる所得上限額が設
けられます
今回の改正により、所得額により特例給付の支給

次のとおり、消費税の
「インボイス制度説明会」お
①インボイス制度説明会
【個人および法人事業者の
日時６月８日
（水）
・14日
（火）
10時～11時
②インボイス発行事業者の登録申請相談会
【個人事
業者で消費税の課税事業者の方向け】
日時６月14日
（火）
・21日
（火）
14時～15時30分
………………………以下共通事項……………………
場所下館税務署会議室
（筑西市丙116-16）
その他参加には、事前予約が必要になります。
※詳しくは、国税庁ホームページの
「消
費税インボイス制度特設サイト」を
ご確認ください。
問下館税務署

がされない方が発生します。
現在、児童手当の所得制限額以上の方は対象児童
１人当たり月額5,000円の特例給付が支給されてい
ますが、
10月支給分から特例給付にも所得制限限度

お知らせ

0296 ㉔2121

自動車税（種別割）の納税は
お済みでしょうか

今年度の自動車税の納期限は５月31日
（火）です。

額が設けられ、限度額以上の所得の方は児童手当等

納期限を過ぎると、税額のほかに延滞金も納めてい

は支給されません。

ただくことになります。

※所得制限限度額は扶養人数などにより異なります

納付されない場合には、財産
（預金、給与、自動車、

ので、３月末に送付した通知やホームページなど

不動産など）の差し押さえなど、滞納処分を行うこ

でご確認いただくか担当課までお問い合わせくだ

とになりますので、ご注意願います。

さい。
※支給されなくなった後に、限度額内の所得となっ
た場合は、改めて申請が必要になりますのでご注
意ください。
改正点２：現況届の提出が不要になります

納税がお済みでない方は、至急納めていただくよ
うお願いします。
詳しくは、県税事務所にお問い合わせください。
問筑西県税事務所収税第一課・収税第二課
0296 ㉔9190/9157

毎年６月に提出していた現況届が原則不要になり
ます。
今年度の現況届から受給者の現況を公簿等で確認
することで、現況届の提出は不要になります。
※引き続き現況届の提出が必要な方もいます。必要
な方には６月に通知を送付しますので、通知が届
いた方は現況届の提出をお願いします。
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下館税務署からのお知らせ

方向け】

⑤参加を希望する日時

0557 67 8010

お知らせ

よび
「登録申請相談会」
を開催します。

進本部へ送付してください。
①事業者名

石 暮らしの窓口課
（内線8021）
○

お知らせ

高齢運転者の運転免許更新制度が
変わります

５月13日から高齢運転者の運転免許証更新時の
手続が変更になります。
75歳以上で過去３年間に信号無視などの一定の
違反歴がある方は、免許証更新時に運転技能検査の

※児童を養育しなくなった、受給者や配偶者・児童

受検が義務化されます。また、運転に不安を感じる

の住所が変わった、氏名が変わった、受給者の加

ものの運転を継続したいという方は、より安全な車

入する年金が変わった、離婚協議中の受給者が離

のみ運転を継続できる
「サポートカー限定免許」の申

広報じょうそう お知らせ版 2022.5

お知らせ版４月号で
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」
の申請期限を６月末日まで
延長とご案内しましたが、
さらに延長され８月末日までになりました。 問㊌社会福祉課（内線4140）
請が可能になります。

険物を安全に取り扱っていただくための周知・啓発

詳細は、運転免許センターへお問い合わせください。
問運転免許センター

防犯・防災

029-293-8811

活動を行っています。
事業所や各家庭で使用する灯油・ガソリンなどの

甲種防火管理新規講習会を開催

危険物の取り扱いには、十分注意してください。
問常総地方広域市町村圏事務組合消防本部
㉓0904

予防課

期日７月13日（水）
・14日
（木）

茨城西南広域消防本部下妻消防署

場所ポリテクセンター茨城
（水海道高野町591）

石下分署

受付期間６月14日（火）
～16日
（木）
９時～17時
※定員を超えた場合は、抽選になります。
定員30人 ※県内在住で管内（常総・守谷・つくば
みらい市）
在勤者に限ります。

くらし・環境

㊷6123

市内一斉清掃を実施します

皆さんのご協力をお願いします。

費用5,800円（税込、テキスト代含む）

日時６月５日
（日）

※常総地方防火協会加入事業所は5,300円。

※雨 天の場合は、６月12日
（日）を予定しています

講習科目○防火管理の意義および制度
○施設・設備の維持管理
よび教育

○火気管理

○防火管理に係る訓練お

○防火管理に係る消防計画

その他２日間の講習の全日程を受講しなければ、資

が、各自治会の判断に従ってください。
その他不法投棄されていたあきビンについては、燃
えないごみとして分別してください。
※一斉清掃時の一時的な措置です。通常時のあきビ

格を付与することはできません。

ンは、資源物として各拠点に置かれるコンテナに

申込・問受講申請書
（管内各消防署にあります。事

出してください。

務組合ホームページからもダウンロードできます）

※各自治会・町内会で、清掃活動を行う際には、新

に、必要事項を記入し、直接下記窓口へお申し込み

しい生活様式に基づき、新型コロナウイルス感染

ください。

拡大防止に向けた取り組みをお願いします。

○常総地方広域市町村圏事務組合消防本部予防課
（水海道山田町808） ㉓0904

防犯・防災

甲種防火管理再講習会を開催

密集密接を避けるための実践例
〇人との間隔を空け、少人数単位で活動する。
〇ごみを集める場所などで、人と接触する時間を短
縮する。
〇マスクを着用し、帰宅後は手洗い・手指の消毒を

日時８月５日（金）13時30分～16時
場所ポリテクセンター茨城
（水海道高野町591）

する。
問㊌生活環境課
（内線4432）

受付期間７月11日（月）
～22日
（金）
９時～17時
※土日・祝日を除く。定員を超えた場合は抽選にな
ります。
定員30人
費用1,800円（テキスト代など）
※常総地方防火協会加入事業所は1,600円。

くらし・環境

リチウムイオン電池の捨て方

リチウムイオン電池は、過度な力が加わると発熱
や発火の危険があります。
ごみ収集車や焼却施設などでの火災の原因になり

申込・問受講申請書
（管内各消防署にあります。事

ますので、リチウムイオン電池を捨てる時には、必

務組合ホームページからもダウンロードできます）

ず取り外して回収箱に出してください。

に、必要事項を記入し、直接下記窓口へお申し込み

※リチウムイオン電池は、携帯電話やノートパソコ

ください。

ン、デジタルカメラ、携帯用バッテリーなどで使

○常総地方広域市町村圏事務組合消防本部予防課

われています。

（水海道山田町808） ㉓0904

くらし・環境

６月５日～11日は
危険物安全週間です

（標語）
「一連の確かな所作で無災害」

～回収箱の設置場所～
生活環境課、暮らしの窓口課または、
一般社団法人 JBRC のリサイクル協力拠
点に設置されています。

JBRCのHP

問㊌生活環境課
（内線4432）

毎年６月の第２週は
「危険物安全週間」
として、危
広報じょうそう お知らせ版 2022.5
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5/31は世界禁煙デー 5/31～6/6は禁煙週間です

肺の生活習慣病とも呼ばれるCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の予防のためにも禁煙にチャレンジしてみましょう 問保健推進課

くらし・環境

PCR 検査・抗原検査キットの
捨て方

検査キットの捨て方については、安全面や衛生面

歯周疾患検診

自分の歯の健康管理を見直し、むし歯や歯周病の

から、次の点を守ってください。ご協力をお願いし

予防に努めましょう。

ます。

対象者国民健康保険加入者で、４年度に40・45・50・

◆針のついた「検査キット」
は、家庭ごみでは出すこ

55・60・65歳になる方
（４年４月１日現在、国保加

とができません。購入したお店やメーカーにお問

入者。現在、歯周病の治療中の方を除く）

い合わせください。

※対象の方には受診票
（圧着ハガキ）を５月下旬に発

◆針のついていない
「検査キット」
は、ビニール袋に

送します。

入れて、しっかりと口をしばり、４日間程度自宅

受診期限６月１日
（水）
～５年２月24日
（金）

で保管した後「可燃ごみ」
としてほかのごみと一緒

検診内容問診・口腔内検査・結果判定・

に出してください。

結果説明・指導

問㊌生活環境課（内線4432）

くらし・環境

※検診結果に基づく

受診方法協力医療機関に電話で予約をして、受診し
てください。※協力医療機関は受診票または健康カ

日

岡田小学校
㊷4789
飯沼小学校
㊸7527

時

雨天の場合
19日
（日）
６月18日
（土）
※防災行政無線で
８時30分～11時  お知らせします。
19日
（日）
６月18日
（土）
※防災行政無線で
８時～
 お知らせします。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、予
定が変更になる場合があります。

健康・医療

検診料金無料

健康カレンダー

治療を行う場合は、自己負担
（保険診療）です。

資源物回収

学校区

国民健康保険および後期高齢者医
療保険の被保険者証の窓口受取事
前申し込みについて

８月からお使いいただく国民健康保険および後期

レンダー P.21を参照してください。
持物受診票、保険証
問保健推進課

福

祉

㉓3111

リウマチ医療講演会

≪会場参加の場合≫
日時６月26日（日）
13時～15時30分
※受付は12時30～
場所みらい平市民センター４階会議室（つくばみら
い市陽光台3-9-1

0297 ㊹4108）

高齢者医療保険の被保険者証を、７月中旬に簡易書

定員50人

留でお送りします。配達期間である７月中旬に、や

鈴木
申込久保田 090-3231-6526、

むを得ない事情により、ご自宅で受け取りができな

酒井

い方は、事前に電話でお申し込みください。

その他駐車場に限りがありますので、乗り合わせで

申込締切６月15日（水）
まで

お越しください。

受取開始日７月11日
（月）
～

≪ ZOOM 参加の場合≫

８時30分～17時15分
（土日・祝日を除く）
石 暮らしの窓口課
受取場所㊌健康保険課または○

（どちらか希望をお伝えください）

029-836-5935、

029-826-6875へお申し込みください。

日時６月26日（日）
13時～
※下記の方法でご参加ください
〇パ ソコンから参加…ZOOM のアプリをダウンロ

持物①来庁される方のマイナンバーカード、免許証、

ードし、ミーティングに参加するから ID とパス

在留カードなど公的機関が発行した顔写真付きの証

コードを入力する。

明書１点（ない場合は通帳や年金手帳など住所・氏

ID ＝82392613168 パスコード＝433597

名が確認できるもの２点）
②国保の方で、別世帯の方が受け取る場合は、世帯

〇携 帯電話で参加…ZOOM のアプリをダウンロー
ドし、右の二次元コードを読み込む。

主からの委任状、後期高齢者医療の方で、別世帯

※別途通信料がかかります。Wi-Fi な

の方が受け取る場合は、被保険者からの委任状

どのある環境で接続してください。

申込・問㊌健康保険課〔国保の方
（内線1220）〕

………………………以下共通事項……………………

〔後期の方
（内線1250）
〕

内容
【医療講演】○
『次世代のリウマチ治療の目指す

石 暮らしの窓口課
（内線8027）
○

4

健康・医療

㉓3111
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場所』
…尾登

誠氏（おのぼりクリニック院長）

６月は
「食育月間」
です １日の始まりは朝食から
朝ごはんをしっかり食べて、元気に一日を過ごしましょう

問保健推進課

○
『関節リウマチ治療におけるリハビリテーション
の必要性と根拠』…柏

貴大氏
（おのぼりクリニック

納税相談

理学療法士）

相

費用無料

新型コロナウイルス感染対策のため、電話での相

問公益社団法人日本リウマチ友の会茨城支部
090-4383-9238

曾澤

福

ibaraki.riumachi@gmail.com

「就労準備支援事業」を
利用してみませんか？
祉

あなたの悩みに親身になって寄り添います。まず

談

㉓3111

談をお願いします。
休日相談６月５日８時30分～12時
夜間相談毎週木曜日19時まで
（祝日を除く）
用意するもの直近の給与明細書３か月分、家計の収
支が分かるもの
問㊌税務課
（内線1520）

はご相談ください。ご家族からの相談もお受けします。
対象者〇コミュニケーションが苦手で社会に出るの
が不安な方

相

談

健康相談

〇ブランクがあって働く自信がない方

日時６月15日
（水）
９時30分～11時

〇昼夜逆転など生活リズムが乱れがちな方

場所保健センター

内容支援員が一人ひとりのペースに合わせたプログ

費用無料

ラムを実施し、必要なスキルを身につけ、就労に向

その他電話相談も随時受け付けます。

けたサポートを行います。

申込・問６月14日
（火）
までに、
保健推進課

問㊌社会福祉課（内線4140）

へお申し込みください。

福

祉

交通遺児育英会奨学金制度の
ご案内

交通遺児育英会では、次の方を対象に奨学金の貸

相

談

㉓3111

こころの健康相談

日時６月８日
（水）
13時～15時

し付けを行っています。

場所㊌議会棟２階小会議室

対象者保護者が交通事故で死亡・重度後遺障がいと

対象者本人、ご家族の方どなたでもご相談ください。

なった家庭の生徒または学生
（高校生以上）

相談員水海道厚生病院精神科医師

内容〇奨学金は無利息です。

費用無料

〇奨学金…月額２～10万円
（大学などは一部給付あ

申込・問６月３日
（金）までに、㊌社会福祉課
（内線

り）

4131）
へお申し込みください。

〇入 学一時金貸付金…20万円～80万円（１年次１
回限り・全額貸与）

談

弁護士による無料電話相談
女性の権利ホットライン

〇入学前の予約申請の制度があります。

相

〇高校生向け制度…海外語学研修、奨学生のつどい

県弁護士会では、女性に対する暴力
（DV・ストー
カー、セクハラ）や離婚に関する諸問題、職場にお

など（無料）
〇大学生・専修学校生向け制度…学生寮、家賃補助

ける差別、同性婚に関することなど、女性の権利一
般に関する無料電話相談を実施します。

など
返還期間最長20年

お気軽にご相談ください。

申込願書
（電話で申し込み後に郵送します。また、

日時６月28日
（火）
13時～16時

交通遺児育英会ホームページからもダウンロードで

問茨城県弁護士会事務局

きます）に必要事項を記入し、関係書類と合わせて

※平日９時～17時

交通遺児育英会へお申し込みください。
その他ほかの奨学金制度と合わせての利用もできま
す。また、同一世帯、同一学校から何人でも応募で

談

029-221-3501

就職についての悩みや不安を
話してみませんか

日時６月１日・８日・15日・22日・29日の毎週水曜日

きます。
問（公財）交通遺児育英会奨学課

相

029-231-1361/1362

0120-521286

https://www.kotsuiji.com
※土日・祝日を除く、９時～17時30分

13時～16時
場所ハローワーク常総内サポステブース
対象者就職の悩みがある15歳から49歳までの方ま
広報じょうそう お知らせ版 2022.5
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熱中症予防のため、
気温や湿度が特に高くなると予想される日（暑さ指数危険日）は、
防災行政無線でお知らせします
問保健推進課 ㉓3111
たは保護者・関係者

※休園日を除く、８時30分～17時

内容課題克服のためのセミナー、面接練習、履歴書
添削など。ビデオ通話相談も始めました。
※就職先の斡旋はしていません。

募

集

親子の集い
～ひとり親家庭の皆さんへ～

相談員いばらき県西若者サポートステーション相談員

日時６月12日
（日）10時～12時30分
（9時45分集合）

費用無料

場所水海道あすなろの里

その他現在、サポステにて無料パソコン講座実施中

対象者ひとり親家庭の親子
（お子さんは中学生まで

申込・問いばらき県西若者サポートステーション

が対象）

0296 54 6012へ各相談日の前日までに、お申し

定員25人

込みください。

内容
「いこいの森」
でバーベキューを行います。

※火～土曜日９時30分～17時30分

※雨天時は研修棟

http://www.iw-saposute.org

費用１世帯300円
その他新型コロナウイルス感染症対策のため、マス

イベント

lele Cosmos コンサートを開催

ク着用および３密を避けての実施になります。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止

『笑って！踊って！夏が来たサー！コンサート』
と
題したオペラ歌手による歌と演奏です。
日時６月12日（日） ①13時30分
場所市立図書館敷地内
定員各先着20人

②15時

二水会館

となる場合があります。
申込・問６月６日
（月）
までに、
㊌こども課
（内線1331）
石 暮らしの窓口課
（内線8027）へお申し込み
または○

ください。

※事前に電話でお申し込みくだ

さい。定員になり次第締め切ります。

集

内容「銀河鉄道999」や「卒業写真」などの楽曲を、６
人のメンバーが本格的な歌声でお届けします。

今年もじゃがいも堀りの季節となりました。
「あ

費用無料

すなろの里」
で家族やお友達と一緒に土と触れ合い、

その他会場には空調がありませんので、各自感染症

じゃがいも堀りを体験してみませんか。

および暑さ対策をお願いします。

日時６月11日
（土）
～７月10日
（月・祝）

申込６月５日
（日）
10時～受付
（受付時間10時～17時）

①10時30分～②11時30分～③14時～④15時～

問図書館

イベント

㉓5556

http://www.josolib.jp

月末あすなろ体験を開催

（体験時間30分程度）

※休園日
（月）
を除く。生育状況により前後する場合
があります。
場所水海道あすなろの里の隣接畑

日時６月25日（土）
・26日
（日）
受付10時～15時
（12時～13時は除く）
場所水海道あすなろの里

作業棟１階

費用４株520円
その他じゃがいも堀りのできる服装でお越しください。
※感染拡大防止対策にご協力ください。

㉗3481へお申し込

内容竹の水鉄砲作り、紙ヒコーキ作り、マイスプー

申込・問水海道あすなろの里

ン・マイフォーク作り、絵付け体験
（５寸サイズの

みください。

お皿・湯呑・そば猪口）

※休園日
（月）
を除く、８時30分～17時

※絵付け体験は、焼く工程があるため、約２～３カ
月後のお渡しになります。
費用竹の水鉄砲・紙ヒコーキ作り…450円

募

集

結婚相談会 in 坂東

マイスプーン・マイフォーク作り…350円/本

日時６月12日
（日）
13時～17時
（受付12時40分～）

絵付け…750円

場所坂東市岩井公民館
（坂東市岩井3108）

その他新型コロナウイルス感染症対策のため、検温

対象者独身成人男女およびその親族

や手指の消毒、マスク着用にご協力ください。

定員先着10人
（予約制）

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止

内容結婚希望の独身男女からの相談を受け、希望の

となる場合があります。
問水海道あすなろの里
6

じゃがいも掘り体験

募

㉗3481
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異性や将来の生活設計を聞き取り、ふさわしいお相
手探しをサポートします。

5/25 ～ 5/31 は、脳卒中週間です

脳梗塞は脱水が原因で起こりやすいため、早めの水分補給を心がけましょう

費用無料

問保健推進課 ㉓3111
学など約300の幅広い授業科目があり、１科目から

持物身分証明書（運転免許証または健康保険証）
、写

学ぶことができます。

真Ｌ判（情報交換用プロフィールを作成希望の方）

出願期間第１回…６月10日
（金）
～８月31日
（水）

申込・問５月30日
（月）～６月８日（水）に、いばら
きマリッジサポーター・野口

090-1100-1316、

090-5542-6887へお申し込みください。

小川

集

※資料を無料で差し上げていますので、お気軽にご
請求ください。
問放送大学茨城学習センター

※電話受付は、12時～19時です。

募

第２回…９月１日
（木）
～13日
（火）

令和４年度税務職員採用試験

税務署や国税局で
「税のスペシャリスト」
とし勤務
する税務職員（国家公務員）
を募集します。
試験日○第１次試験日…９月４日
（日）

募

029-228-0683

就職を目指す方へ
（職業訓練受講者）
集

受講期間・コース
〇８ 月１日
（月）～５年１月31日
（火）…テクニカル
オペレーション科
（CAD/NC コース）
、電気設備

○第２次試験日…10月12日
（水）～21日
（金）
のうち第1次試験合格通知書で指定する日
※試験内容は高等学校卒業程度

技術科
〇８ 月３日
（水）～５年２月27日
（月）…ICT エンジ
ニア科

対象者①令和４年４月１日において高等学校または

場所ポリテクセンター茨城
（水海道高野町591）

中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して３年

対象者就職に必要な技能・技術を身に付けたい方

を経過していない方および令和５年３月までに高等

※ ICT エンジニア科はおおむね55歳未満の方

学校または中等教育学校卒業見込みの方

費用無料
（テキスト代などは実費）

②人事院が上記①に掲げる方に準ずると認める方

その他６月９日
（木）・16日
（木）
・28日
（火）、７月

申込【原則】インターネット申し込み

７日
（木）
13時～15時に施設見学会を行います。

○次のアドレスへアクセスし、説明に従い入力する
https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
○受付期間…６月20日
（月）
９時～29日
（水）

（予約不要）
申込７月７日（木）までに、ハローワーク常総
8609へお申し込みください。
問ポリテクセンター茨城

（受信有効）
※インターネット申し込みができない場
合は、希望する第1次試験地を所轄す
る国税局（沖縄国税事務所）にお問い合

㉒

求

㉒8845

人

学生の皆さんへ！
就職面接会を開催

人事院採用情報NAVI

大学院・大学・短大・高専・専修学校など（高校

問○インターネット申し込み…人事院人材局試験課

は除く）の５年３月卒業予定者および既卒未就職者

わせください。
03-3581-5311
（内線2333）
９時～17時（土日・祝日は除く）

○上記以外…関東信越国税局人事第二課試験係
（付加ダイヤル）
048-600-3290
（内線2097）
※発信音のあと内線番号を押してください。
９時～17時（土日・祝日は除く）

募

集

放送大学入学生募集

放送大学では、10月入学生を募集しています。

（おおむね卒業後３年以内）
を対象に、県内企業を集
めた
「チャレンジいばらき就職面接会」
を開催します。
要事前申込・参加費無料です。履歴書を複数枚お持
ちください。外国人留学生も参加可能です。
詳しくは、問い合わせ先までご連絡ください。
開催期日・場所
水戸会場６月20日
（月）
ホテルレイクビュー水戸
８月８日
（月）
ホテルレイクビュー水戸
（水戸市宮町1-6-1）
古河会場６月30日
（木）
スペースＵ古河

10代から90代の幅広い世代、約９万人の学生が、
大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な

（古河市長谷町38-18）
土浦会場７月６日
（水）
ホテルマロウド筑波

目的で学んでいます。
テレビによる授業だけでなく、学生はインターネ
ットで好きな時に受講することもできます。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科

（土浦市城北町2-24）
開催時間
（古河会場は午後の部のみ）
午前の部

10時20分～12時20分

午後の部

14時～16時
広報じょうそう お知らせ版 2022.5
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6/4 ～ 6/10 は、歯と口の健康週間です
お口の健康について見直しましょう
参加予定企業数（午前・午後の部の合計）
水戸会場100社・土浦会場60社
古河会場 20社（午後の部のみ）

㉓3111

問保健推進課

きぬ温水プール開放中止のお知らせ
（６月～７月）
スポーツ

申込方法５月下旬～６月上旬に「チャレ

次の日時において、一般開放・幼児用プール開放

ンジいばらき就職面接会」のホームペー

を中止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解と

ジ上でご案内します。

ご協力をお願いします。

問県労働政策課

◆一般
（全面）
開放中止

029-301-3645
（直通）

日時６月15日～７月13日までの毎週水曜日および
求

元気いばらき就職面接会を開催

人

６月16日、７月７日・14日の木曜日

９時～13時

◆幼児用プールのみ開放中止（一般用は通常どおり

若年者や離職された方などで求職中の方や就職氷

利用可）

河期世代の方を対象とした合同就職面接会を開催し

日時７月12日までの毎週火曜日および６月２日・

ます。複数の企業の採用担当の方に直接会えるチャ

９日の木曜日

ンスです。履歴書を複数枚持参のうえ、ぜひご参加

※どちらも、中止日時が変更となる場合もあります。

ください。
日時７月19日
（火）
13時30分～15時30分
（受付13時～）
場所水戸合同庁舎２階大会議室
（水戸市柵町1-3-1）
※ JR 水戸駅南口より徒歩約10分

９時～12時

石 生涯学習課
（内線8510）
問○

スポーツ

第14回市民バドミントン大会
参加者募集

対象者現在、仕事をお探しの方

日時６月19日
（日）
８時30分～

※詳細は、茨城県労働政策課の
「令和４年度元気い

場所石下総合体育館

ばらき就職面接会ホームページ」
をご覧ください。
問いばらき就職支援センター
（県労働政策課内）

市立保育所の会計年度任用職員

人

ている方
定員なし

029-233-1576

求

対象者市内在住・在勤または市内のクラブに在籍し

内容○一般ダブルス
（１部・２部・３部）
※男女の別なし、ミックス可
費用○一般…１人1,500円 ○中高生…１人1,000円

職種①保育士

②看護師

③土曜保育士

勤務場所①第一・二・三・四・六保育所のいずれか
②第三保育所

③第六保育所

勤務時間①③８時30分～16時30分
（早朝・残留保育
による時差出勤あり）

その他新型コロナウイルス感染拡大の状況により、
中止となる場合があります。
申込６月11日
（土）までに、申込書
（石下総合体育館
にあります）に必要事項を記入し、岡田
1142716@yahoo.co.jp

②８時30分～16時30分
対象者①③保育士資格を有する方

②1,150円

手当など賞与（年２回

38-4725へ メ ー ル ま た

問常総市バドミントン連盟・浜野

②③各１人

給与時給①1,100円

okada

は FAX でお申し込みください。

②正看護師資格を有する方
定員①５人程度

※当日受付時に徴収します。

③1,300円

①②のみ）
、有給休暇、通勤

手当（片道２㎞以上）
、社会保険・雇用保険加入
（①
②のみ）
採用年月日①②③調整つき次第随時

スポーツ

090-4364-3062

市主催の教室
健康水泳教室 (６月分 )

日時６月３日・10日・17日の各金曜日
９時30分～11時

申込履歴書（写真貼付）
、資格証の写し、印鑑をご持

場所きぬ温水プール

参のうえ、㊌こども課へ

対象者18歳以上の方

お申し込みください。

内容泳げない方や初心者を対象とした教室です。

問㊌こども課（内線1320）

費用入場料400円のみ
申込当日きぬ温水プール窓口へお申し込みください。
石 生涯学習課
（内線8511）
問○
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水海道総合体育館

スポーツ

㉗1211
石下総合体育館
㉗1210

指定管理者ミズノグループによる
スポーツ教室・講習

㊸8311
きぬ温水プール
㉚5501

㉗3913

60歳から始めるトレーニング “ ラララフィット ”
日時６月３日～７月22日の毎週金曜日
※６月17日・７月１日を除く

楽々水泳教室

10時30分～11時30分
（６回１クール）

日時６月５日（日）10時～11時30分

場所石下総合体育館

場所きぬ温水プール

対象者60歳以上の方

対象者中学生以上の方

内容自分の体重を使って筋肉や関節を鍛えるプログ

内容４泳法のフォーム、キックの打ち方、呼吸のタ

ラム

イミングを実技指導

費用１クール
（６回）
3,300円、１回参加880円

費用1,500円

申込石下総合体育館へお申し込みください。

申込きぬ温水プールへお申し込みください。
卓球プライベートレッスン
日時（水海道）６月12日・26日の各日曜日
（石

下）６月25日の土曜日

①14時30分～15時30分②15時45分～16時45分
③17時～18時

健康整体サロン
日時
（プール）
６月２日・16日の各木曜日
（石

下）
６月９日・23日の各木曜日

①10時～10時40分

②11時～11時40分

③13時～13時40分

④14時～14時40分

対象者こりや痛みでお悩みの方
（高校生以上）

対象者小学生以上の方

費用各3,000円

費用各2,500円

申込きぬ温水プールおよび石下総合体育館へお申し

申込各総合体育館へお申し込みください。

込みください。

ジュニア競泳クラス
日時５年３月までの毎週火・木・土曜日

ミズノドローンスクール
日時①５年３月までの土曜日

火・木曜日…18時30分～19時30分

②６月８日～５年３月までの水曜日

土曜日………16時～17時

◇９時～10時30分

場所きぬ温水プール

場所石下総合体育館

対象者小学４年生から高校３年生で、ミズノ水泳教

対象者①小学生～高校生

室進級基準１級以上の方

◇11時～12時30分

②高校生を除く、
18歳以上の方

費用各月7,700円

費用各月9,900円

申込きぬ温水プールへお申し込みください。

申込石下総合体育館へお申し込みください。

トレーニング講習会
日時（水海道）６月４日（土） 14時～15時

（石

ミズノ硬式テニス教室
日時６月11日・25日、７月３日・23日・30日、

23日
（木） 19時～20時

８月13日・27日、９月３日の各土曜日

26日
（日） 14時～15時

※７月３日のみ日曜日

下）６月11日
（土） 15時～16時

10時～11時30分
（８回１クール）

19日
（日） 14時～15時

場所石下テニスコート

25日
（土） 15時～16時

対象者高校生以上のテニス初心者・初級者の方

対象者15歳以上の方
（中学生を除く）

費用１クール
（８回）
13,200円

費用市内の方300円、市外の方400円

※レンタルラケット１本550円

その他子ども同伴では参加できません。

申込石下総合体育館へお申し込みください。

１回参加2,200円

申込各総合体育館へお申し込みください。
簡単！ストレッチ＆筋膜リリース教室
日時（水海道）６月26日
（日）
（石

下）６月19日
（日）

16時30分～17時
対象者小学生以上の方
費用各500円
申込各総合体育館へお申し込みください。
広報じょうそう お知らせ版 2022.5

9

困った
ときの

各種相談

6月の子育てイベント情報
広報じょうそうお知らせ版 令和４年５月26日発行
（毎月第4木曜日）

各地域の施設につながります

○子育て支援センター・児童センター・児童館とは
■市民相談※
地域ぐるみで子どもの成長を願って、子育て家庭を応援
日時 市役所執務時間中の毎日※日曜開庁日を除く
する施設です。
■結婚相談※
子どもたちに遊びの場を提供し、子育ての不安や悩みの
日時 毎月第１・第３日曜日
相談もできます。
９時30分～11時30分
◆印：予約が必要です。
（定員などの要件があります）
小貝保育園子育て支援センター
水海道子育て支援センター
■法律相談※（要予約）
上蛇町2112
水海道高野町2081
9
：
00～17
：
00
2019
㉒ 9958 9：00～15：00
㉒
※お越しの際はマ
日時 毎月第２火曜日13時～
スクの着用をお願
◆AM成長アルバム10時～
1日（水）身体測定９時～
※奇数月は第３火曜日も実施
い し ま す。 ま た、
10日（金）
（自由開放14時30分～）
※
新 型コロナウイル
2日（木）身体測定９時～
■くらしの困りごと相談
（行政相談）
スの感染状況によ
◆AM七夕飾り10時～
15日（水）
り中止となる場 合
（自由開放14時30分～）
日時 6月15日
（水）
９時～12時
3日（金）身体測定９時～
があります。
◆AM七夕飾り10時～
6日（月）身体測定９時～
※印…詳しくは、㊌市民課 ㉓2909へ
23日（木）
（自由開放14時30分～）
※新型コロナの影響
■年金事務所年金相談（要予約）
7日（火）身体測定９時～
27日（月）AMPM身体測定
により中止の場合は、
日時 6月9日
（木）
10時～14時
◆おもちゃを作ろう！
予約された方に通知
AM身体測定
9日（木）
28日（火）
します。
「ポットン落とし」10時～
◆赤ちゃん広場14時～
場所 市商工会水海道事務所
29日（水）AMPM身体測定
◆おもちゃを作ろう！
受付 下館年金事務所 0296 ㉕0829へ
10日（金）
「ポットン落とし」10時～
30日
（木）AMPM身体測定
（１か月前から受付可）
◆ママのじかん
14日（火）
■高齢者相談
さくら保育園子育て支援センター
「ちょこっとアレンジ」10時～
岡田339
受付 当日、㊌幸せ長寿課 ㉓2930へ
㊷ 5912 9：00～15：00
◆ママのじかん
15日（水）
「ちょこっとアレンジ」10時～
◆ファミリーデイのプレゼント作り
夜間・休日 080-3400-6616
14日（火）
10：30～
◆ママのじかん
16日（木）
在宅医療・介護相談窓口 ㊳8998
「ちょこっとアレンジ」10時～
28日（火）４、５、６月誕生会10：30～
○水海道中学校区 ㉓2233
24日（金）◆親子エアロビクス10時～
三坂児童館
○鬼怒中学校区 ㉓3011
水海道児童センター
三坂町402-1
㉒ 7937 8：30～17：00
○水海道西中学校区（豊岡・菅原・大花羽） ㉔1211
㉓ 1902 8：30～17：00
1日（水）◆おもちゃの楽器をつくろう10：30～ 水海道天満町4678
○水海道西中学校区（坂手・内守谷・菅生） ㊳8101
1日（水）いいものみ～っけ９時～
3日
（金）◆おもちゃの楽器をつくろう10
：
30～
○石下中学校区 ㊷1105
2日（木）◆花束のプレゼント作り10時30分～
4日（土）土曜開館日
○石下西中学校区 ㉚8283
3日（金）いいものみ～っけ９時～
6日（月）◎休館日
■女性相談
6日（月）いいものみ～っけ９時～
8日（水）相談日ほっとステーション10時～
日時 6月19日
（日）
・21日
（火）
10時～12時
8日（水）いいものみ～っけ９時～
15日（水）◆感謝のプレゼント工作10：30～
場所 ㊌会議室
（電話相談可）
10日
（金）いいものみ～っけ９時～
17日
（金）◆感謝のプレゼント工作10
：
30～
受付 ㊌人権推進課 ㉑3510へ
11日
（土）土曜開館日
18日
（土）土曜開館日
■教育相談
13日
（月）◎休館日
20日（月）◎休館日
㊷1529
電話相談
15日
（水）いいものみ～っけ９時～
毎週月・水・木曜日 10時～17時
16日（木）◆たなばたの短冊づくり10時30分～
児童館・児童センター
面接相談 土日・祝日を除く、
9時～16時
（予約制）
17日（金）いいものみ～っけ９時～
土曜開館日
場所 教育支援センター ㊷1528
20日（月）いいものみ～っけ９時～
■行政書士よろず相談
（無料）
・三坂児童館
６月 ４日、
18日
22日（水）いいものみ～っけ９時～
内容 相続、契約、土地利用、各種許認可
・児童センター ６月11日、
25日
23日（木）相談日ほっとステーション10時～
日時 6月14日
（火）
13時～16時
●基本的に平日は自由開放日です。詳しくは、
24日（金）いいものみ～っけ９時～
場所 ㊌市民ホール
各子育て支援施設にお問い合わせください。
受付 行政書士無料相談常総地区センター
●休館日：土曜（児童館・児童センター除く）、 25日（土）土曜開館日
日曜・祝日
27日（月）◎休館日
090-8892-4712へ
※新型コロナウイルス感染症の今後の状況によ
■消費生活相談
29日（水）いいものみ～っけ９時～
り変更となる場合があります。
電話・来庁相談
○市消費生活センター ㉓0747
13時～16時30分）
（平日の９時～12時、

○消費者ホットライン 188
保健センター（予約制）
■きぬふれあいセンター相談事業
乳幼児健診
実施日
受付時間
対 象
生活相談 日時 毎週水曜日９時～11時
乳児健診
16日
（木）
2022年 ２月生まれ
場所 きぬふれあいセンター相談室
12か月児健診
28日
（火）
2021年 ５月生まれ
12時45分～13時30分
地域交流センター応接室
１歳６か月児健診
２日
（木）
2020年11月生まれ
問 きぬふれあいセンター ㉔0355
３歳児健診
29日
（水）
2019年 ５月生まれ

６月の納税
市 税：市・県民税…全期・１期
保険料：介護保険料…２期

●納期限は 6月30日（木）です。
◎口座振替（市税）の方へ…引き落とし日は納期限日です。引き落とし日
前には必ず残高確認をお願いします。
◎納期限内に限り、スマートフォン（市税・保険料）・クレジットカード
（市税のみ）
・インターネットバンキング（市税のみ）で納付できます。
問㊌税務課（内線1521）

教室・相談
のびのび子育て相談
離乳食教室（前期）

実施日
受付時間
対 象
乳幼児
16日
（木） 9時45分～10時15分
３日
（金）
9時45分～10時
生後５か月～６か月

石下総合福祉センター（予約制）
乳幼児健診
乳児健診

実施日
14日
（火）

１歳６か月児健診

10日
（金）

教室・相談
２歳児教室

受付時間
12時45分～13時30分

対

象

2022年 ２月生まれ
2020年10·11月生まれ

実施日
受付時間
対 象
10日
（金） 14時45分～15時15分 2020年5·6月生まれ

申込・問保健推進課

㉓3111
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6月の乳幼児健診・教室・相談 予定表
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