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0297 ㉓ 2111（代表）
毎月第 4 木曜日発行
0297 ㉒ 8778

市税納付が困難な方には猶予制度
があります

新型コロナウイルス感染症拡大の影響などで、
市税を一時的に納付できない方のために猶予制度

No.315

①投票所の開閉の立会い
②最初に投票する際に、投票箱に何も入っていない
ことの確認の立会い
③投票する方が投票所に入場してから、投票用紙を
間違いなく投票箱に入れ、退場するまでの立会い

があります。新型コロナウイルス以外の理由（災害・

④投票箱の閉鎖の立会い

病気・事業の休廃止など）でも猶予制度を申請する

※期日前投票所には、投票管理者などの選挙事務職

ことができます。まずは㊌税務課までお電話でご

員がいますので、選挙制度などに関する知識は必

相談ください。

要ありません。

問㊌税務課（内線1520）

お知らせ

◆立会いの場所・期間および時間

市立公民館の館長を紹介します

市立公民館は、現在新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、
5月10日まで（延長の場合あり）全館臨
時休館としています。公民館再開後にご利用の際は、
次の各公民館長へお申込みください。
※水海道公民館と石下中央公民館は、直接公民館へ
公民館
水 海 道
大
生
五
箇
三
妻
大 花 羽
菅
原
豊
岡
坂
手
内 守 谷
菅
生
石下中央
石 下 西

館長名
田内
孝
山口
弘
粕田 良一
金子 晃基
石塚 哲夫
渡辺 正己
古谷
裕
松崎 重勝
坂巻 幸一
倉持
栄
稲葉
章
渡辺 定夫

連絡先
（公民館）㉒3490
（自 宅）㉓3226
（自 宅）㉒7272
（自 宅）㉒7033
（自 宅）㉔7446
（自 宅）㉔7457
（自 宅）㉔1870
080-3389-1553
（携 帯）
（自 宅）㉗3847
（自 宅）㉗1151
（公民館）㊷2507
（自 宅）㊸7446

石生涯学習課
問○
（内線8410）

お知らせ

６月29日
（月）
～７月４日
（土）
までの都合のよい日
（１日または半日）
○市役所本庁舎
○市役所石下庁舎
○１日の場合
8時30分～20時
時 間 ○半日の場合
8時30分～14時15分
14時15分～20時
場所

○カスミきぬの里店
○ホームジョイ本田石下店
○１日の場合
10時～19時
○半日の場合
10時～14時30分
14時30分～19時

応募資格市内に在住の選挙権を有する満18歳～29
歳までの方
（常総市に住民登録のある方）
報酬日額9,600円
（半日の場合は4,800円）
申込・問５月22日
（金）までに、申込書
（申込先にあ
ります。市ホームページからもダウンロードできま
す）に必要事項を記入し、下記へ直接持参するか郵
送でお申し込みください。
提出先市選挙管理委員会
（㊌総務課内・内線3620）
〒303-8501 水海道諏訪町3222-3

お知らせ

2020年工業統計調査を実施します

従業員４人以上の製造業を営むすべての事業所を

18歳・19歳・20歳代の期日前投票
立会人を募集します

市選挙管理委員会では、若い世代の方に政治や選
挙に関心を持ってもらうとともに、親しみのある投

対象に、６月１日現在で工業統計調査を実施します。
工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかに
することを目的とした、統計法に基づく重要な調査
です。回答した内容が、統計作成以外の目的に使用
されることは絶対にありません。

票所づくりを目指しています。選挙をもっと身近な

５月から郵送または統計調査員によって調査票が

ものに感じていただくために、常総市長選挙
（本年７

配布されますので、ご回答をよろしくお願いします。

月５日執行）
における期日前投票立会人を募集します。

※従業員３人以下の事業所へも、調査員が電話また

◆期日前投票立会人とは

は訪問して現状の確認を行います。

選挙期日の告示日の翌日から選挙期日の前日まで
行われる「期日前投票」
の立会人で、期日前投票所に

問工業統計調査コールセンター
㊌資産管理課
（内線3410）

おいて投票事務の執行が、公正かつ適正に行われる
よう立ち会う人です。
◆期日前投票立会人の仕事

常総市役所

0120-805-071

お知らせ

都市計画案の縦覧を行います

石 ＝石下庁舎
㊌＝本庁舎、議会棟 ○

1

5月の日曜開庁 本庁舎…3日・17日、
石下庁舎…10日・24日
開庁時間…８時30分～12時
都市計画の変更案について、縦覧を行います。

石暮らしの窓口課
問㊌市民課
（内線1110）
、
○

れている価格または固定資産評価基準により評価し

期間５月７日（木）～21日
（木）

決定した価格）に、土地または住宅を取得した場合

※土日を除く、８時30分～17時15分

は３％、住宅以外の家屋を取得した場合は４％をそ

場所㊌都市計画課

れぞれ乗じた額です。

内容生産緑地地区の変更
（水海道地区）

ただし、宅地および宅地評価土地を３年３月31

◆意見書の提出について

日までに取得した場合は、課税標準額が２分の１に

意見書に必要事項を記入し、上記期間内に㊌都市

軽減されます。なお、住宅や住宅用土地を取得した

計画課に提出してください。郵送の場合は、締切日

方は、一定の要件のもとで税額が軽減される場合が

必着です。

あります。

※意見書用紙は、提出窓口にあります。

問筑西県税事務所課税第二課

問㊌都市計画課（内線2720）
提出先〒303-8501水海道諏訪町3222-3

お知らせ

お知らせ

２年度の国民年金保険料が
決定しました

0296 ㉔9197

マイナンバーカード関連業務の
休止について

5月2日
（土）から5月6日
（水）はマイナンバー関連
のシステムメンテナンスのため、この期間は終日コ

４月から、国民年金保険料が１か月16,540円に

ンビニ等での証明書の取得ができなくなります。ま

なりました。保険料が割引になる前納や口座振替制

た、市役所本庁舎では、毎月第１日曜日の日曜開庁

度がありますので、ぜひご利用ください。

時に、予約制でマイナンバーカードの交付と電子証

クレジット
納付期限 現金納付 口座振替 カード納付
納付方法 対象月 （振替日）
（割引額）
（割引額）
（割引額）

明書の更新を行っておりますが、
5月3日はマイナン

383,210円 381,960円 383,210円
4月30日
2年前納 4月分～
翌々年3月分
（14,590円）（15,840円）（14,590円）
1年前納 4月分～ 4月30日 194,960円 194,320円 194,960円
翌年3月分
（3,520円）
（4,160円）
（3,520円）
半年前納

4月分～ 4月30日 98,430円 98,110円 98,430円
9月分
（810円）
（1,130円）
（810円）
10月分～ 11月2日
翌年3月分

早割
各月分
（毎月納付）

当月末

〃

〃

〃

－

16,490円
（50円）

－

その他○口座振替・クレジットカード納付は、事前
の申し込みが必要で、クレジット会社が立替納付を
行うものです。振替日等は、各クレジット会社へお
問い合わせください。

バーカード関連業務を行うことができません。あら
かじめご了承ください。
問㊌市民課
（内線1130）

お知らせ

農林航空防除を実施します

麦類への赤かび防除のため、無人ヘリコプターに
よる農薬空中散布を実施しますので、散布中は区域
に近づかないなど、ご協力をお願いします。
期日５月５日
（火）
・６日
（水）
…水海道地区
（小麦）
５月８日
（金）
…石下・豊田・玉・岡田地区（小麦）
※悪天候などで日程が変更となる場合は、防災行政
無線などでお知らせします。

○２年前納、１年前納、半年前納
（前期分）
の口座振

散布時間４時30分～11時頃

替申込は２月末日で締め切りました。口座振替での

使用薬剤ワークアップフロアブル

前納申込が間に合わなかった方でも、納付書であれ

問ＪＡ常総ひかり水海道東米穀課

ば前納申込が可能です。

ＪＡ常総ひかり石下米穀課

※た だし、納付期限は２年４月30日です。納付書
発行については、余裕を持って下館年金事務所へ
お申し込みください。
問下館年金事務所

お知らせ

0296 ㉕0829

不動産取得税について

土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得し

お知らせ

㉒0656

㊷2361

出前・テイクアウトがお得！

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、不要
不急の外出の自粛要請により、思うように買い物や
外食ができない状況となっています。
市では、こうした状況が続く中、出前もしくはテ
イクアウトを利用してもらうことで感染リスクの軽

たときや家屋を新築などしたときは、不動産取得税

減を図るとともに、販売価格の一部を市が補助し、

が課税されます。

商品を通常より安く提供することで、市民の消費喚

税額は、課税標準額
（固定資産課税台帳に登録さ
2

㊹7844
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起を促し、出前・テイクアウトを推奨して、市内飲

食業（市商工会員）の皆さんを応援します。
（助成例）

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳などの交付を受けている方は、障がいの程度に

通常価格700円の商品を出前もしくはテイクアウ
トした場合、400円で購入できます。
参加店舗および割引対象メニューは、市ホームペ

より軽自動車税が減免される場合があります。減免
には、毎年度申請が必要となります。
減免に関する詳細は、㊌税務課へお問い合わせく

ージに掲載します。また、お知らせ版５月号と一緒

ださい。

に全戸配布します。

※身 体障がい者で18歳未満の方、または精神障害

問㊌商工観光課（内線2440）

手続き・申請

１級の認定を受けている方の場合には、その方と

２年度いきいき住マイル支援補助金
申請受付（最終年度の受付）

生計を一にする方が所有する軽自動車など１台に
限る。
減免の対象となる障がい

市では、定住促進と活力あるまちづくりを進める
ため、若年夫婦世帯および子育て世帯の住宅取得や
改修に対しての支援を実施しています。
受付期間12月28日（月）
まで

障がいの区分
視覚障がい

１級～３級、
４級の１

聴覚障がい

２級・３級

対象者次のすべてに該当する世帯

平衡機能障がい

①平 成29年４月１日以降に住宅を新築・購入した

音声機能障がい※

か、または改修を予定している世帯
※住 宅を新築・購入した方は、２年12月28日まで
に所有権保存登記を完了した方が対象
②申 請日において若年夫婦世帯
（46歳未満）または
子育て世帯（中学生以下の子と同居し養育してい
るか、もしくは妊娠中）
であること
③今後３年以上市内に居住する予定の世帯で市税な
どに滞納がないこと

３級のみ

特別項症
～第４項症
特別項症
～第２項症

１級、
特別項症
２級の１・２
～第３項症

上肢不自由
下肢不自由

１級～６級 特別項症
～第６項症
１級～３級、 第１款症
５級
～第３款症

体幹不自由
乳幼児期以前の非 上肢機能
進性脳病変による
移動機能
運動機能障がい

１級・２級
１級～６級

心臓機能障がい

補助金額10万円～100万円
その他①改修については、着工前に申請が必要です。
②制度の詳しい内容については、市ホームページを
ご覧ください。
申込・問㊌市民と共に考える課
（内線2120）

手続き・申請

身体障害者手帳 戦傷病者手帳

自動車税は納期限までに
収めましょう

自動車税は、毎年４月１日現在の所有者の方など
に課税されます。納税通知書が届いたら、６月１日
（月）までに納めましょう。

じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい

１級・３級

ぼうこう・直腸機能障がい

特別項症
～第３項症

小腸の機能障がい
ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫機能障がい

１級～３級

肝機能障がい

※音声機能障がいは，喉頭摘出による音声機能障が
いがある場合に限ります。
知的障がい…療養手帳の等級がⒶまたは A の方
精神障がい…障害等級が1級で、自立支援医療受給

金融機関・郵便局・コンビニのほか、ヤフーサイ

者証
（精神通院）
または医療福祉費受給

トからクレジットカード納付
（６月１日までの利用

者証
（マル福）
交付を受けている方
申請期限６月１日
（月）
まで

に限る）もできます。
なお、心身に障がいのある方で一定の要件を満た

申請書類○身体障害者手帳などで障がいの程度が分

す場合は、申請により自動車税を減免する制度があ

かるもの

ります。受付期間は、納期限
（６月１日）
までですの

許証

でご注意ください。

人番号が確認できるもの
（個人番号カード、通知カ

問筑西県税事務所収税第一課

手続き・申請

0296 ㉔ 9190

軽自動車税の減免について

○納税義務者の印鑑

○運転者の運転免

○軽自動車税納税通知書

○納税義務者の個

ードなど）

石暮らしの窓
申込申請期限までに、㊌税務課または○

口課
（内線8030）
へお申し込みください。
問㊌税務課
（内線1614）

広報じょうそう お知らせ版 2020.4
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防災士連絡協議会があなたの地域の自主防災組織結成を支援します
問㊌防災危機管理課
（内線2210）

手続き・申請

国民年金の加入状況が変わる方へ

守れません。愛車を被害から守るため、複数の防犯
対策を行いましょう。
◆被害の多い自動車

国民年金は、結婚や就職、転職などの状況により、

○乗用車…プリウス、ランドクルーザー、ヴェゼル、

そのつど届け出が必要となります。届け出をされな

レクサス LS、クラウン、アルファード、ヴェル

いと、将来受け取る年金額が減額されたり、受けら

ファイアなど

れなくなる場合があります。

○貨物車…ハイエース、エルフ、キャンター、フォ

下記に当てはまる方は、必ず届け出をしましょう。
○20歳になったとき
（厚生年金・共済組合の加入者

ワードなど
○特殊車両…トラクター、油圧ショベルなど
◆車両の防犯対策

を除く）
○会社や官公庁などに就職したとき

バー式ハンドルロック、タイヤロック、警報装置、

○会社や官公庁などを退職したとき

GPS 装置、電波遮断キーケース・スマートキー節

○配偶者に扶養されるようになったとき
（配偶者が

電モードの活用
◆駐車場所の防犯対策

第２号被保険者の場合）
○配 偶者の扶養からはずれたとき（離職・収入増・
配偶者が退職したとき）

石暮らしの窓口課
（内
問㊌健康保険課（内線1230）
、○

線8015）、下館年金事務所

手続き・申請

防犯カメラやセンサーライトの設置、門扉などの
確実な鍵かけ、頑丈な鍵の複数使用
問常総警察署

0296 ㉕0829

農振農用地区域編入・除外申請
について

市では、優良農地の保全と有効活用を図るため、

防犯・防災

㉒0110

J アラート全国一斉情報伝達訓練
を実施

全国瞬時警報システム
（J アラート）から配信され
る情報が、防災行政無線から正常に発信されるか、

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農振農

確認の訓練放送を実施します。

用地区域を定めています。

日時５月20日
（水）
11時前後

農振農用地区域外の農地等をこの区域に編入した

内容市内の防災行政無線から、次のとおり一斉放送

い場合、または農振農用地内の農地を農地以外に転

をします。

用する事情が発生した場合など、やむを得ずこの区

♪上りチャイム

域から除外したい場合は、申請をして許可を受ける

「これは、J アラートのテストです」
×３回

必要があり、毎年５月と10月に申請の受付をして

「こちらは、ぼうさいじょうそうです」

います。申請される方は、申請前に㊌農政課にご相

♪下りチャイム

談ください。

問㊌防災危機管理課
（内線2210）

なお、除外目的が必要かつ適当でない場合や土地
の所在および他の法律により制限を受けるものは、
認められません。
申込・問５月１日
（金）
～29日
（金）
までに、㊌農政課
（内線2310）へお申し込みください。
※土日・祝日を除く。

健康・医療

風しん抗体検査・予防接種が
無料で受けられます

風しんの発生とまん延を予防するため、今年度
42歳から58歳になる男性の方へ風しんの抗体検
査・予防接種の無料クーポン券を交付します。
有効期限３年３月

防犯・防災

自動車盗難にご注意を！

令和元年中に茨城県内で発生した自動車盗難発生

持ちの方は、新しいクーポン券を交付しますので、
保健推進課へご連絡ください。

件数は、1,482件で全国ワースト１位であり、人口

対象者昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生ま

10万人当たりの発生件数は、全国平均の約９倍で

れの男性

した。また、常総市内の自動車盗難発生件数は45

交付方法○昭和41年４月２日～昭和47年４月１日

件で、全国市町村別順位はワースト17位でした。

生まれの男性…４月中旬頃クーポン券を郵送します。

被害車両の約９割は、ドアロックをしていた状態
で被害に遭っています。ドアロックだけでは愛車は
4

※２年３月有効期限
（昨年度交付）
のクーポン券をお
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○前記以外の方…保健推進課へ電話または来所によ
る申請により、クーポン券を交付します。

新型コロナウイルス…感染予防には、
風邪や季節性インフルエンザ対策と同様
咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です
その他詳細は、クーポン券同封資料または市ホーム

③戦没者等の１．父母

ページをご確認ください。
申込・問保健推進課

健康・医療

㉓3111

高齢者肺炎球菌
予防接種費用を助成します

２．孫

３．祖父母

４．兄弟姉妹
④上記①～③以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、
姪など）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関
係を有していた方に限ります。

接種期間３年３月31日まで

内容額面25万円、５年償還の記名国債

対象者市内に住民登録がある、次のいずれかに該当

その他申請書類は、下記窓口に備え付けてあります。

する方

問㊌社会福祉課
（内線4121）

①初めてこのワクチンを接種する、２年度内に年齢
が65・70・75・80・85・90・95・100歳になる方

石 暮らしの窓口課
（内線8020）
○ ○

②初 めてこのワクチンを接種する、60～64歳で内

福

部障がい１級に該当する方

祉

福祉タクシー利用券を交付します

初乗り料金を助成するタクシー利用券の申請を受

③上記２項目に該当しない、
65歳以上で５年間未接

け付けています。

種の方
助成を受けられる医療機関

対象者①身体障害者手帳１～３級の方

○対象者①②の方…市内を含む県内の登録医療機関

②療育手帳Ⓐ・Ａの方

※県外での接種を希望する場合は、ご相談ください。

③精神保健福祉手帳１級の方

○対象者③の方…市内協力医療機関

④人工透析療法を受けている方

※２年度健康カレンダーをご覧ください。

⑤指定難病特定医療費受給者証または小児慢性特定

助成額3,000円

疾病医療受給者証の交付を受けている方

助成方法①医療機関に予約する。

⑥65歳以上の寝たきりの方または一人暮らしの65

石暮らしの窓口課で助成券の
②保健センターまたは○

歳以上の高齢者で市外の病院に通院している方

申請をする。

※５年以上前に接種歴がある方は、事前に医療機関

（確認のため診察券が必要です）
※自動車税の減免を受けている方は除きます。

に接種年月日を確認してから申請してください。

持物印鑑、障害者手帳、対象となる要件が確認でき

郵送希望の方は、予約日の２週間前までに保健推

るもの

進課へご連絡ください。

申込・問㊌社会福祉課
（内線4134）

③助成券等を持って医療機関で接種を受け、助成額
を差し引いた金額を医療機関窓口で支払う。
申込・問保健推進課

福

祉

○○○○

㉓3111

戦没者等の遺族に対し
第11回特別弔慰金を支給

戦後75周年にあたり、
今日の我が国の平和と繁栄の

石 暮らしの窓口課
（内線8026）
○○

福

祉

難病患者福祉手当の新規申請および
現況届を受け付けています

受付期間５月15日
（金）
まで
対象者指定難病特定医療費受給者証の交付を受けて
いる方

礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、
国と

内容年額10,000円の手当を支給

して改めて弔慰の意を表するため支給するものです。

持物①手当受給者現況届
（受給済みの方）

請求期間４月１日～５年３月31日まで

②指定難病特定医療費受給者証の写し

※期限を過ぎると受けることができなくなります。

③申請者が保護者であればそれを証明する書類

対象者２年４月１日
（基準日）において
「恩給法によ

④印鑑

る公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法によ

⑤振込先の分かるもの

る遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）

その他市税等に滞納のある方は非該当となります。

がいない場合に、次の順番によりご遺族お一人に支

新規申請および現況届の申請漏れについては、随時

給されます。

受け付けします。郵送での申請も可能です。

①２年４月１日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護

申込・問㊌社会福祉課
（内線4134）

法による弔慰金の受給権を取得した方
②戦没者等の子

○○○○

石 暮らしの窓口課
（内線8026）
○○
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常総市休日夜間急患センター
（きぬ医師会病院内） ㉓0855
休日と夜間の急患診療を行っています

福

祉

事前にお問い合わせのうえ、受診してください

５月は赤十字運動月間です

⑤営利、宗教、政治に関する活動でないこと
対象期間３年３月31日まで
※申請日前の活動は、対象外となります。

日本赤十字社は、世界192の国と地域に組織され

助成金額最大30,000円

る赤十字・赤新月社のひとつとして、民族紛争や多

①基本助成金…最大10,000円

発する自然災害の被災者に対する海外での救護活動

②人数加算金…参加人数 ×100円で最大20,000円

を行っています。また、国内では災害救護活動をは
じめ、救急法などの講習会やボランティアや青少年

（ただし、サロン開催経費の範囲内）
申込・問市社会福祉協議会石下事務所

の育成などを行っています。これらの活動は、皆さ
んからお寄せいただいた活動資金
（寄付）
によって支
えられています。
日本赤十字社では、毎年５月を赤十字運動月間と

相

談

㉚8789

納税相談

休日相談５月10日
（日）
８時30分～12時

して、赤十字活動資金にご協力いただける方を募集

夜間相談毎週木曜日19時まで
（祝日は除く）

しています。ご協力をお願いいたします。

場所㊌税務課

なお、令和元年度日赤常総市地区社資募集結果は、

持物直近の給与明細書３か月分、家計の収支が分か

次のとおりです。
（３月末現在）

るもの

○一般社資・寄付金

7,030,744円

問㊌税務課
（内線1520）

○法人社資

1,353,000円

○合計

8,383,744円

これらは、全額日本赤十字社茨城県支部へ送納し

相

談

健康相談

ました。ご協力ありがとうございました。

日時５月15日
（金）
９時30分～11時

問日赤常総市地区担当 : ㊌社会福祉課
（内線4121）

場所保健センター
費用無料

福

祉

音訳ボランティアになりませんか

その他電話相談も随時受け付けます。
申込・問５月14日
（木）
までに、
保健推進課

◆音訳ボランティアとは

へお申し込みください。

目の見えにくい方のために、市が発行する広報紙
などを読み「声の広報」
として音訳ＣＤを作成するボ
ランティア活動です。

相

談

こころの健康相談

活動日毎月第２・４木曜日

日時５月20日
（水）
13時～15時30分

活動場所石下総合福祉センターボランティア室

場所市役所議会棟２階小会議室

対象者活動に興味・関心がある方
（経験不問）

対象者本人、ご家族の方どなたでもご相談ください。

申込・問市社会福祉協議会石下事務所

相談員松坂尚氏
（水海道厚生病院精神科医師）

㉚8789へ

お申し込みください。

費用無料

※見学も歓迎しています。

申込・問５月15日
（金）までに、㊌社会福祉課（内線

福

祉

ふれあい・いきいきサロン
活動助成金の応募を受け付けます

4130）
へお申し込みください。

対象団体市内に活動拠点があるボランティア団体お
よび地域住民グループ、自治区など

市では、臨床心理カウンセラーによる女性相談を

①生きがいづくり、仲間づくり、介護予防や健康づ
くりなどを目指す活動であること

集

女性相談のチラシ掲示協力店

募

対象活動次の①から⑤のすべてに該当する活動

毎月第３火曜日に実施しています。
現在、女性相談のチラシを公共施設・店舗・飲食
店・ドラッグストア・企業などに置かせていただい

②年６回以上の活動を実施・計画していること

ていますが、設置可能な事業所などを募集していま

③毎回５人以上の参加者があること

す。ご協力いただける事業所などの方は、㊌人権推

④定期的な開催案内を行い開催地域の誰もが参加で

進課へご連絡ください。

きること
6

㉓3111
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問㊌人権推進課
（内線2140）

自衛官候補生を募集しています
申込・問自衛隊茨城地方協力本部筑西地域事務所
対象者市内在住の男性の方
募

集

ペタンク・輪投げ大会

0296 ㉒7239

定員先着８人
内容家庭料理をグループで作る、１回完結型の料理

日時６月４日（木）９時30分開会
（受付９時～）

教室です。

※雨天順延（予備日６月５日）

講師市食生活改善推進員

場所きぬ総合公園内きぬサブグラウンド

費用全５回2,500円
（材料代、保険代）

対象者市内在住のおおむね60歳以上で編成したチ

持物エプロン、三角巾、筆記用具、米２合
（初回のみ）

ーム

申込・問５月15日
（金）までに、市食生活改善推進

種目ペタンク・輪投げ

員連絡協議会事務局（保健推進課内） ㉓3111へお

※２種目重複しての参加はできません。

申し込みください。

費用無料

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止

その他上位チームは、
10月開催予定のいばらきねん

になる場合があります。

りんスポーツ大会への出場を推薦します。
申込５月22日（金）までに、所定の申込書
（市社会福
祉協議会水海道事務所および石下事務所にありま

募

集

茶道講座（表千家立礼式）

す）に必要事項を記入し、お申し込みください。

日時６月10日・24日、７月８日・22日、９月９日・

問市社会福祉協議会石下事務所

30日の水曜日13時30分～15時30分

㉚8789

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、変更
または中止となる場合があります。

募

就職を目指す方へ
（職業訓練受講者）
集

場所水海道公民館茶室
定員10人
内容立礼にて抹茶を楽しみましょう。初心者大歓
迎！椅子に座ってできるお点前です。
講師常総市茶華道教授会

中島・青木

受講期間７月１日（水）
～12月24日
（木）

費用3,000円
（全６回分）

場所ポリテクセンター茨城
（水海道高野町591）

申込・問６月６日
（土）
までに、常総市茶華道教授会・

対象者就職に必要な技能・技術を身に付けたい方

青木

コース○テクニカルオペレーション科（CAD/NC コ

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、延期

ース）…CAD による機械図面の作成、NC 工作機械

090-8776-2417へお申込みください。

または中止となる場合があります。

の知識と操作方法などを習得します。
○ CAD・ものづくりサポート科
（女性対象コース）
…
財務や生産管理と CAD による機械図面の作成方法

求

人

令和２年度教育補助員

などを習得します。

雇用期間４月～３年３月
（原則１年）

○電気設備技術科…電気設備の設計・施工やシーケ

勤務場所市立幼稚園・小中学校

ンス制御などを学び、一般家庭から社会インフラま

勤務時間原則週30時間以内
（１日６時間）

で様々な現場で活躍できる技能技術を身に付けます。

対象者積極的に取り組む意欲のある方

費用無料（テキスト代等実費負担）

※教員免許は必要ありません。

その他見学をご希望の方は、ポリテクセンター茨城

勤務内容障がい児の補助業務

までお電話ください。

報酬時給890円

申込５月12日（火）
までに、ハローワーク常総

手当など期末手当
（条件有）
、通勤手当
（距離による）、

㉒8609へお申し込みください。

問ポリテクセンター茨城

㉒8845

社会保険加入、雇用保険加入、年次休暇
（6ヶ月勤
務後）
、夏期休暇
（条件有）
その他採用は、登録後に採用する必要が生じた場合

募

集

男性料理教室

日時５月29日（金）
、６月５日
（金）
・11日
（木）・17
日
（水）
・24日（水）
９時30分～
※１回のみの受講もできます。
（要相談）

に連絡します。また、不採用の場合の連絡は行いま
せん。

石指導課
（内線8310）
ま
申込・問履歴書
（写真貼付）
を○

石学校教育課
（内線8230）
へ持参してください。
たは○

※土日・祝日を除く、８時30分～17時15分

場所保健センター
広報じょうそう お知らせ版 2020.4
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困った
ときの

各種相談

◎口座振替（市税）の方へ…引き落とし日は納期限日になります。引き落
とし日前には必ず残高確認をお願いします。期限日に口座引き落としが
できない場合は、㊌税務課
（内線1510）までご連絡ください。

５月10日
（日）
まで休館

㉓1902

水海道天満町4678

三坂児童館

５月10日
（日）
まで休館

㉒7937

三坂町402‐ １

公立水海道子育て支援センター

５月10日
（日）
まで休館

㉒2019

水海道高野町2081

小貝保育園子育て支援センター

５月10日
（日）
まで休館

㉒9958

上蛇町2112

さくら保育園子育て支援センター
岡田339

５月10日
（日）
まで休館

㊷5912

東さくら保育園子育て支援センター

５月10日
（日）
まで休館

㊷6776

本石下3762‐ １

二葉こども園子育て支援センター
水海道天満町1712－７

石下保育園子育て支援センター
新石下1031

みつかいどう子育て支援センター
水海道橋本町3346

５月10日
（日）
まで休館

㉒3035  
㊷2300

※直接施設へお問い合わせくだ
さい。

㉓1400

※直接施設へお問い合わせくだ
さい。

おやこのひろば
（石下総合福祉センター）今年度はお休みとなります。

▷

※5月11日
（月）
以降の利用につきましては、直接施設へお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染防止のため、イベント等はしばらくの間お休みとさせ
ていただきます。状況が変わり利用内容が変更となる場合は、ホームページな
どでご案内させていただきます。

児童館・児童センター
土曜開館日

・三坂児童館
・児童センター

５月16日
５月23日

●基本的に平日は自由開放日です。詳しくは、各子育て支援施設にお問い合わせください。
●休館日：土曜（児童館・児童センター除く）、日曜・祝日

5月の乳幼児健診・教室・相談 予定表
保健センター
乳幼児健診
乳児健診
１歳６か月児健診
２歳児健診
３歳児健診

実施日
21日
（木）
12日
（火）
12日
（火）
27日
（水）

9時45分～10時
13時～13時15分

教室・相談

実施日

受付時間

プレパパ・ママ教室
（後期）
のびのび子育て相談
離乳食教室（後期）

受付時間
13時～13時15分

対 象
2020年 １月生まれ
2018年 10月生まれ
2018年3·4月生まれ
2017年 ４月生まれ

対 象
これからパパ・ママ
22日
（金） 9時15分～9時30分 になる方(ママは妊
娠中の方に限る)
21日
（木）
乳児・幼児
9時45分～10時
15日
（金）
生後９～11か月

石下総合福祉センター
乳幼児健診
12か月児健診

実施日
26日
（火）

３歳児健診

20日
（水）

申込・問保健推進課

㉓3111

受付時間
13時～13時15分

対 象
2019年 ４月生まれ
2017年3·4月生まれ

※各 教室・相談に参加希望の方は、
必ず電話で予約してください。

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3
℡0297-23-2111（代表） kouhou@city.joso.lg.jp

●納期限は 6月1日（月）です。

水海道児童センター

茨城県常総市
市長公室秘書課

市税：軽自動車税…全期

 地域ぐるみで子どもの成長を願って、子育て家庭を応援
する施設です。
 子どもたちに遊びの場を提供し、子育ての不安や悩みの
相談もできます。

●発行
●編集

５月の納税

○子育て支援センター・児童センター・児童館とは

広報じょうそうお知らせ版 令和２年４月23日発行
（毎月第4木曜日）

各地域の施設につながります

■市民相談※
日時 市役所執務時間中の毎日※日曜開庁日を除く
■結婚相談※
日時 毎月第３日曜日
９時30分～11時30分
■法律相談※
日時 毎月第２火曜日（要予約）13時～
※奇数月は第３火曜日も実施
※
■くらしの困りごと相談
（行政相談）
日時 5月15日
（金）
９時～12時
※印…詳しくは、㊌市民課 ㉓2909へ
■年金事務所年金相談
※新型コロナの影響
合
日時 5月14日
（木）
10時～14時 により、中止の場
は予約された方に通
知します。
場所 市商工会水海道事務所
受付 下館年金事務所 0296 ㉕0829へ
（要予約、
１か月前から受付可）
■高齢者相談
受付 当日、㊌幸せ長寿課 ㉓2930へ
夜間・休日 080-3400-6616
在宅医療・介護相談窓口 ㊳8998
○水海道中学校区 ㉓2233
○鬼怒中学校区 ㉓3011
○水海道西中学校区（豊岡・菅原・大花羽） ㉔1211
○水海道西中学校区（坂手・内守谷・菅生） ㊳8101
○石下中学校区 ㊷1105
○石下西中学校区 ㉚8283
■女性相談
日時 5月19日
（火）
10時～15時※12時～13時を除く
場所 市役所本庁舎内会議室
受付 前日までに、㊌人権推進課 ㉑3510へ
■教育相談
㊷1529
電話相談
毎週月・水・木曜日 10時～17時
面接相談 土日・祝日を除く、
9時～16時
（予約制）
場所 教育支援センター ㊷1528
■行政書士よろず相談
（無料）
内容 相続、契約、土地利用、各種許認可
日時 5月12日
（火）
13時～16時
場所 本庁舎2階会議室
受付 行政書士無料相談常総地区センター
090-8892-4712へ
■消費生活相談
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
■きぬふれあいセンター相談事業
生活相談 日時 毎週水曜日９時～11時
場所 きぬふれあいセンター相談室
地域交流センター応接室
就労相談 日時 5月20日
（水）
９時30分～11時
場所 きぬふれあいセンター相談室
問 きぬふれあいセンター ㉔0355

５月の子育てイベント情報

