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お知らせ

常総市役所
防災無線情報

No.323

市局都市計画課扱い）宛

公有財産を売却します

〒310-8555 水戸市笠原町978-6
問㊌都市計画課（内線2711）

市有地を一般競争入札により売却します。ご希望

茨城県土木部都市局都市計画課

の方はお申し込みください。
◆入札物件〇土地
物件
番号

2020

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

所

在

地

面

積

地目

予定価格

① 新石下字寺浦 4531 番 463.69㎡ 宅地 9,060,000 円

お知らせ

029-301-4592

市・県民税の申告相談日程

次の日程で、市・県民税の申告相談を行います。
期間中は、お住まいの地域に関係なく、３年１月１

申請書提出日３年１月６日
（水）
～１月８日
（金）

日現在で市内に居住している方は、どちらの会場で

８時30分～17時15分

も申告できます。詳細は、広報常総１月号でお知ら

※申請書は、㊌資産管理課または市のホームページ

せします。
期間３年２月16日
（火）
～３月15日
（月）
の平日

にあります。
入札書提出日３年１月25日
（月）
16時まで

９時～16時（12時～13時は除く）

開札日時３年１月26日
（火）
10時

※休日は、２月28日（日）
のみ受け付けします。

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。
問㊌資産管理課（内線3401）

お知らせ

場所○水海道会場…市役所第３分庁舎
※駐車場は第３分庁舎前駐車場
○石下会場…石下庁舎会議室

都市計画区域マスタープランに
関する公聴会を開催

都市の将来像を示す
「都市計画区域マスタープラ
ン」の作成にあたり、住民の皆さんからご意見をい

※駐車場は庁舎前駐車場
その他新型コロナウイルス感染症防止対策を講じて
実施するため、例年よりお待ちいただくこともあり
ますのでご了承ください。
問㊌税務課（内線1610～1613）

ただくため、次のとおり公聴会を開催します。
公聴会では、原案に対して、公述人として意見を
述べることができます。また、原案は、県および㊌
都市計画課で公述申出期間中に閲覧できます。
なお、公述申出者がいない場合は、公聴会は開催

お知らせ

地域交流センター臨時休館の
お知らせ

３年１月９日（土）
、はたちのつどい（成人式）が開
催されます。当日は多数の来場者があり、新型コロ

しません。

ナウイルス感染防止のため、地域交流センター全館

※公聴会開催時には、新型コロナウイルス感染拡大

を臨時休館とさせていただきます。ご迷惑をおかけ

防止対策を実施しますが、感染状況を踏まえ、開
催方法や日程を変更する場合があります。最新の
情報は県ホームページをご確認ください。
日時３年１月22日（金）
○水海道都市計画区域…10時30分～

しますが、ご理解とご協力をお願いします。
石生涯学習課
（内線8440）
問○

お知らせ

自動交付機休止のお知らせ

ネットワーク機器の更新に伴い、本庁舎および石

○石下都市計画区域…13時30分～
場所市役所本庁舎1階市民ホール

下庁舎の自動交付機が終日休止します。マイナンバ

◆公述申出書の提出について

ーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアで

公述を希望する方は、期間内に公述申出書を提出

証明書が取得できます。ご迷惑をおかけしますが、

してください。※様式は、㊌都市計画課または茨城

ご理解とご協力をお願いします。

県都市計画課ホームページにあります。

日時３年１月30日
（土）
・31日
（日）終日

申出期間３年１月７日
（木）
～1月15日
（金）

場所市役所本庁舎・石下庁舎

※土日・祝日を除く、
8時30分～17時15分
提出先茨城県知事

大井川

和彦
（茨城県土木部都

常総市役所

問㊌市民課（内線1110）
石 暮らしの窓口課
（内線8011）
 ○

石 ＝石下庁舎
㊌＝本庁舎、議会棟 ○

1

1月の日曜開庁 本庁舎…17日、石下庁舎…10日・24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）
、
○

お知らせ

水海道栄町・水海道宝町・水海道諏訪町・

持ち家・空き家を有効に活用しませんか
マイホーム借上げ制度説明会・個別相談会

水海道橋本町・水海道森下町・水海道淵頭
町・水海道山田町・水海道川又町

市では、
（一社）移住・住みかえ支援機構（JTI）と連

○ 第16区…鴻野山・鴻野山新田・古間木

携して、現在空き家
（予定も含む）
を所有している方

新田・古間木沼新田・古間木・馬場新田・

のために、その有効活用策の一つとして
「マイホー

大沢・大沢新田

ム借上げ制度」の説明会・個別相談会を開催します。

任期委嘱した日から５年７月30日まで

◆マイホーム借上げ制度とは

主な業務農地等の利用の最適化
（担い手への農地の

JTI の「マイホーム借上げ制度」は、シニアの皆さ

集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参

ん
（50歳以上）のマイホームや空き家を借り上げて

入の促進）推進のための現場活動および業務に関す

転貸

※１

し、安定した賃料収入を保証

※２

するもので

る会議や研修会、毎月行われている調査会への出席

す。これにより自宅などを売却することなく、住み

など。

替えや老後の資金として活用する道が拓けます。制

報酬月額21,000円
（月額報酬のほか、年度末に活動

度には、万が一の場合に備え、国の基金による債務

実績に応じた能率給が支給されます）

保証があるので安心です。

申込・問推薦書または応募申出書に必要事項を記入

※1

入居者とは定期借家契約だから再び家にもど

し、募集期間内に㊌農業委員会事務局
（内線2510）

ることもできます。

に提出してください。

1人目の住居者決定以降に空き家が発生した

※提出書類は、申込窓口または市ホームページで確

※2

場合には既定の賃料を保証します。

認してください。

◆（一社）移住・住みかえ支援機構とは
国土交通省が管轄する一般財団法人高齢者住宅財
団による認可を受け、移住・住みかえ支援制度を運
営する事業主体として、現在のところ唯一認められ

手続き・申請

市内業者の皆さまへ
入札参加資格審査の定期受付を行います

今回の受け付けでは、令和３・４年度常総市発注

ている非営利法人です。

による建設工事、測量・建設コンサルタント、物品

◆説明会・個別相談会

納入・役務の提供などのすべての業種が対象となり、

日時３年２月14日（日）

有効期間は２年間となります。

○制度説明会10時～11時 ○個別相談会11時～12時

受付期間○郵送による受付…３年２月１日
（月）
～28

場所市役所本庁舎１階市民ホール

日
（日）
まで
（28日消印有効）

定員先着20人

○持参による受付…３年２月１日
（月）
～26日
（金）
ま

内容○マイホーム借上げ制度の仕組みと事例の紹介

で
（土日・祝日を除く）

○個別相談会

申請方法申請書類を㊌財政課へ直接持参するか郵送

講師斉藤道生氏（ＪＴＩ副代表理事）

で申請してください。

費用無料

郵送先〒303-8501水海道諏訪町3222番地3

その他説明会は、１時間程度。その後個別相談会を

常総市役所総務部財政課契約係

実施します。

その他申請要項は、㊌財政課で配布しています。ま

申込・問３年２月10日
（水）
までに、㊌都市計画課
（内

た、市ホームページからもダウンロードできます。

線2732）へお申し込みください。

問㊌財政課
（内線3520）

お知らせ

農地利用最適化推進委員の公募
について

市農業委員会では、第１区
（水海道地区）
および第
16区
（飯沼１地区）の農地利用最適化推進委員に欠

http://www.city.joso.lg.jp

手続き・申請

県税の納税証明書について

県税事務所では、主に次の2種類の証明書を発行

員が生じたため、募集を行います。

しています。申請前に、どちらが必要かご確認くだ

募集期間12月24日（木）
～３年１月25日
（月）

さい。

募集人員２人（各地区１人）

発行証明書①税額などの証明書

担当地区○第１区…水海道高野町・水海道天満町・

の証明書

水海道亀岡町・水海道本町・水海道元町・
2

㊹7844
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②未納がないこと

持物○申請者の印鑑
（法人は法務局に登録してある

フィットネスパーク・きぬ
（ほっとランド・きぬ）
年末年始の休館日は
12月28日
（月）
～１月４日
（月）
です（公園全体も休園）
問ほっとランド・きぬ
代表者印） ○本人確認ができるもの
（運転免許証な

0296㉚4126
郵送先〒303-8501水海道諏訪町3222番地3

ど顔写真付きのもの） ○直近
（２週間程度）に県税

常総市役所商工観光課
問㊌商工観光課
（内線2450）

を納めた場合はその領収書
費用１件400円
その他代理人申請の場合は、委任状が必要です。
問筑西県税事務所総務課

手続き・申請

0296 ㉔9184

がんばる中小企業応援交付金の
ご案内

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減

手続き・申請

就学援助（新入学児童生徒学用品費等）
の入学前支給について

市では、３年４月に市立の小中学校に入学予定の
児童・生徒の保護者で、経済的な理由でお困りの方
に対し、新入学児童生徒学用品費を支給します。
申請期間３年１月４日
（月）
～22日
（金）

少となり、国の持続化給付金・家賃支援給付金の対

※各小学校では、１月８日
（金）
から受け付けます。

象とならなかった中小企業者・個人事業者の方へ支

石 学校教育課、各小学校
申請場所○

援金を交付します。

対象者次の①～③のすべてに該当し、市教育委員会

交付金額法人20万円・個人事業者10万円
（１事業

が認める方

者あたり１回のみ）

①原則、市内に居住している方で３年３月末日まで

交付対象資本金の額または出資の総額が、10億円未
満もしくは従業員数が2,000人以下で、次に該当す
る法人、個人事業者
○法人の場合…市内に事業所を有していること
○個人事業者の場合…市内に事業所または住所を有
していること
※国の持続化給付金
（前年同月比の売上が50％以上
減少した事業者に対して給付金を交付）または家
賃支援給付金の給付を受けた方、今後給付を受け
る予定の方、国の給付要件を満たしながら申請を
しなかった方は、市の交付金を申請することはで
きません。
※
「いばらきアマビエちゃん」
に登録していることなど

に市外へ転出する予定がない方
※市外に居住している方は、区域外就学の手続きが
必要です。
②３年４月に市内の小中学校に入学予定の児童生徒
の保護者
③次の就学援助の要件のいずれかに該当する世帯に
属する方
○前年度または今年度において、
生活保護が停止・
廃止になった方
○生活保護を受けていないが、それに近い生活状
態の方
○児童扶養手当を受給している方

など

支給額対象となる児童生徒１人についての金額

交付要件

○小学校入学…51,060円

◆令和元年以前から事業収入
（売上）
がある事業者

○中学校入学…60,000円

新型コロナウイルス感染症の影響により２年１月

支給時期３年２月中

～12月のいずれかの月の売上が、前年同月の売

支給方法保護者の口座に直接振り込みます。

上
（白色・市県民税申告の場合は月平均の売上）
と

提出書類①就学援助費受給申請書

比較して、30％～50％未満減少している

徒学用品費の振込先の保護者名義の口座がわかる通

◆令和元年中に創業した事業者

帳の写し

③所定の委任状

②新入学児童生

④申請理由に応じた添

新型コロナウイルス感染症の影響により２年１月

付書類など

～12月のいずれかの月の売上が、前年の月平均

その他次のいずれかに該当する場合は、新入学児童

の売上と比較して、
30％～50％未満減少している

生徒学用品費の入学前支給の対象にはなりません。

◆令和２年中に創業した事業者

①３年３月末日以前に、市外に転出される場合

提出書類詳細は、市ホームページをご覧ください。

②３年４月１日付けで常総市立の小中学校に就学さ

※申請書兼請求書は市ホームページからダウンロー

れない場合
（市外の市町村立小中学校、インターナ

石暮らしの窓
ドできます。また、㊌商工観光課、○

口課、市商工会でも配布しています。

申請期間３年1月18日
（月）～２月28日
（日）
（当日消
印有効）

ショナルスクール等に入学される場合）
※詳しくは、配布された案内をご覧ください。
石 学校教育課
（内線8231）
問○

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送
でご提出ください。
広報じょうそう お知らせ版 2020.12
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献血のご協力をお願いします 3年1月14日（木）13時15分～16時
場所…市役所本庁舎

手続き・申請

国民年金保険料の後払い（追納）を
お勧めします！

老齢基礎年金の年金額は、保険料の免除・納付猶
予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、
保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額と

問保健推進課

くらし・環境

しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例
の承認を受けた期間の保険料については、後から納
付
（追納）することにより、老齢基礎年金の年金額を

日時３年２月６日
（土）
８時～
※雨天の場合は７日
（日）
。防災行政無線でお知らせ
します。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定
が変更になる場合があります。
問石下中学校

増やすことができます。また、社会保険料控除によ
り、所得税・住民税が軽減されます。追納ができる
のは、過去10年以内の免除等期間に限られていま
すので、お早めにお手続きください。

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

0296 ㉕0829

甲種防火管理新規講習会を開催

健康・医療

㊷2241

もれ者検診のご案内

今年度健康診断を受診していない方は、ぜひこの
機会に受けましょう。
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、完全予
約制です。
日時・会場３年２月８日
（月）
石下総合福祉センター
３年２月９日
（火）
市保健センター

日時３年２月25日（木）
・26日
（金）
10時～16時50分

※検診当日の受付時間は、申し込み時にご案内します。

場所古河市生涯学習センター総和

内容特定健診、後期高齢者医療制度健診、プレメタ

（とねミドリ館：古河市前林1953番地１）

ボ健診、成人病検診、胸部レントゲン検査、大腸が

定員35人（定員になり次第締め切ります）

ん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診

対象者西南地方広域圏在住者または在勤の方

※胃がん検診はありません。対象年齢や検診費用な

費用テキスト代4,950円
（申請受付時に徴収します）

どの詳細は、市健康カレンダーをご確認ください。

申込２月１日
（月）～17日
（水）に受講申込書に必要

その他４月以降に集団検診、医療機関特定健診・が

事項を記入し、直接各消防署予防係にお申し込みく

ん検診、ドック検診を受診された方または今年度中

ださい。
（印鑑持参）

に受診予定の方が重複して同じ検査項

※受付は土日・祝日を除く、
8時30分～17時

目を受診することはできません。

問○古河消防署予防係

申込・問１月12日
（火）
～28日
（木）

○下妻消防署予防係
○坂東消防署予防係

くらし・環境

0280 ㊼0120
0296 ㊸1551

保健推進課

0297 ㉟2129

水海道中学校区資源物回収

健康・医療

㉓3111

短期被保険者証（国保）の送付
について

納税状況により、被保険者証の期限が３年１月末

日時１月23日（土）
８時～

日になっている方へ、１月中に新しい被保険者証を

※雨 天の場合は30日（土）。延期の際は、防災行政

送付します。

無線でお知らせします。
問水海道中学校

くらし・環境

㉒0860

鬼怒中学校区資源物回収

※雨 天の場合は31日（日）。延期の際は、防災行政
無線でお知らせします。
問鬼怒中学校

※上記以外の方へは、３年７月31日まで
（在留期限
の短い方や後期高齢者医療制度移行などで使用期
限が異なる一部の方を除く）使える被保険者証を
交付していますので、１月の被保険者証の送付は
ありません。

日時１月30日（土）
８時～

4

石下中学校区資源物回収

回収場所石下総合福祉センター南側駐車場

なります。

防犯・防災

㉓3111

㉒7621
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問㊌健康保険課
（内線1220・1221）
石 暮らしの窓口課
（内線8015）
○

来年１月に予定していた常総市賀詞交歓会は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
中止します
福

祉

問㊌秘書課
（内線3210）
旧陸海軍に関する遺品や写真などの史料をお持ち

３年度小中学生の就学援助制度
について

の方は、下記までご連絡をお願いします。
問茨城郷土部隊史料保存会・大高

経済的理由により学校でかかる費用の負担で、就
学させることが困難な保護者の方に対し、費用の一
部を助成します。

相

談

029-254-3520

納税相談

対象者次のいずれかに該当する方のうち、市教育委

休日相談３年１月10日
（日）
８時30分～12時

員会が認めた方

夜間相談毎週木曜日19時まで
（祝日を除く）

①現在生活保護を受けている方

場所㊌税務課

②前年度または今年度において、生活保護が停止・

持物直近の給与明細書３か月分、家計の収支が分か
るもの

廃止された方
③生活保護を受けていないが、それに近い生活状態

問㊌税務課
（内線1520）

の方
④児童扶養手当受給者

など

相

※市税などの滞納がある方は、対象外です。
支給内容○学用品費
○体育実技用具費
クラブ活動費
費

○通学用品費

○新入学児童生徒学用品費

○生徒会費

○修学旅行費

○校外活動費

○ＰＴＡ会費

○医療費

○

○通学

○学校給食費

○通

談

健康相談

日時３年１月15日
（金）
９時30分～11時
場所石下総合福祉センター
費用無料
その他電話相談も随時受け付けます。

学用自転車購入費

申込・問３年１月14日
（木）
までに、
保健推進課

※いずれも支給には条件があります。

3111へお申し込みください。

㉓

支給方法市教育委員会、学校長、社会福祉課が協議
の上、認定後に保護者の口座に直接振り込みます。
詳しくは、学校または市教育委員会から配布される
石学校教育課
（内線8231）
問各小中学校または○

祉

談

こころの健康相談

日時３年１月13日
（水）
13時～15時30分

文書をご覧ください。

福

相

３年度小学校新入学児童に対する
入学祝品の贈呈

茨城県母子寡婦福祉連合会では、来年度小学校に

対象者本人、ご家族の方どなたでもご相談ください。
相談員水海道厚生病院精神科医師
費用無料
申込・問３年１月８日
（金）
までに、㊌社会福祉課
（内線
4131）
へお申し込みください。

入学するひとり親家庭のお子さんに、入学祝品
（学
用品）を贈ります。

談

新型コロナウイルス感染症に係る
経営相談窓口の延長

対象者市内在住のひとり親家庭
（母子家庭・父子家

相

庭・養育者家庭）で、３年４月に小学校へ入学する

経営士による経営相談を延長します。お気軽にご

児童

相談ください。

申込３年１月８日（金）
までに、児童の氏名・生年月

日時３年１月８日～３月26日の毎週金曜日
９時～12時まで
（１事業者につき１時間）

日・保護者名・住所・電話番号を㊌こども課
（内線
石 暮らしの窓口課
（内線8025）へ、ご
1331）または○

場所市役所議会棟２階小会議室、石下庁舎会議室

問茨城県母子寡婦福祉連合会

対象者市内に事業所がある中小企業者および個人事

連絡ください。

福

祉

029-221-7505

旧陸海軍の史料収集について

茨城郷土部隊史料保存会では、戦争に関する貴重

（日によって異なります）
業主
相談内容持続化給付金、家賃支援給付金、持続化補
助金、雇用調整助成金、経営相談全般
（売上拡大・
経営改善・資金繰りなど）

な史料の散逸を防ぐとともに、収集・保存や展示す

費用無料

ることによって後世に継承し、戦争の惨禍と平和の

その他要予約

尊さを考える場を提供しています。

予約・問㊌商工観光課
（内線2450）
広報じょうそう お知らせ版 2020.12
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防災行政無線で放送された内容は
テレフォンサービス ㉒8778でも聴くことができます
その他来場の際は、マスクの着用をお願いします。
相

交通事故相談所のご案内

談

石 生涯学習課
（内線
申込・問３年１月20日
（水）
までに、
○

8410・8430）
へ電話でお申し込みください。

交通事故の損害賠償や示談の進め方などでお困り
のことがありましたら、
お気軽にご相談ください。
相談は無料です。また、
事前予約制で弁護士相談も行

イベント

っています。詳細は、
相談所にお問い合わせください。

日時３年１月28日
（木）
15時～16時30分

場所県西地方交通事故相談所
（筑西合同庁舎内）

場所市生涯学習センター

0296 ㉔9112

※木曜は閉所

対象者どなたでも参加できます。

相談時間９時～12時および13時～16時45分
（土日・

定員先着100人

祝日、年末年始除く）

演題
「100年続く企業の15の共通点」

問茨城県生活文化課安全なまちづくり推進室

講師日髙利美氏
（銀座
「ルナピエーナ」
オーナーママ）

029-301-2842

相

談

就職についての悩みや不安を
話してみませんか

費用無料
申込・問１月25日
（月）までに、市商工会

13時～16時

㉒2121

へ予約してください。
（土日・祝日は除く）

日時３年１月６日・13日・20日・27日の毎週水曜日
イベント

親子の集い（いちご狩り）

場所ハローワーク常総内サポステブース

日時３年２月14日
（日）
11時～

対象者就職の悩みがある15歳から49歳までの方ま

市役所本庁舎10時集合、石下庁舎10時30分集合

たは保護者・関係者

場所農業法人
「大地」
（下妻市）

内容課題克服のためのセミナー、面接練習、履歴書

交通手段庁用バスまたは自家用車

添削など実施中。オンライン面談も行っていますの

対象者市内在住の母子・父子家庭および養育者家庭

で、ご利用ください。

の親子

相談員いばらき県西若者サポートステーション相談員

定員先着40人程度

費用無料

費用大人
（中学生以上）
900円、子ども
（４歳以上小

その他現在、サポステにて無料パソコン講座実施中。

学６年生まで）
500円、幼児
（３歳未満）
無料

申込・問いばらき県西若者サポートステーション

申込・問３年１月12日
（火）
から２月４日
（木）
までに、

0296 54 6012へ各相談日の前日16時までに、お
申し込みください。
※火曜日～土曜日の９時30分～17時30分
http://www.iw-saposute.org

イベント

人権教育講演会

人権に係る正しい認識と理解を深めていただくた
めに、人権講演会を開催します。多くの皆さんの参

参加費を添えて下記へお申し込みください。
※土日を除く、８時30分～17時15分
㊌こども課
（内線1330・1331）

石 暮らしの窓口課
（内線8025）
 ○

常総市母子寡婦福祉会会長・山中

日時３年１月30日
（土）
14時開演
（13時30分開場）
場所市生涯学習センター
定員125人（定員になり次第締め切ります）
演題「子供は冒険の旅人～大人が渡す幸せ力～」

090-6949-7132

※新型コロナウイルス感染防止のため、マスク着用
および３密を避けての実施となります。また、今
後の感染状況などによっては中止にする場合もあ
ります。

加をお待ちしています。

6

新春講演会 銀座のママに学ぶ！
～人付き合いの極意とは？～

募

集

もち麦スープごはんでお腹すっきり！
ヘルシークッキング教室

日時３年２月５日
（金）
、
10日
（水）
10時～13時
（受付９時45分～）

講師長谷川幸介氏（茨城県生涯学習・社会教育研究

会場市保健センター

会会長）

対象者生活習慣病予防、重症化予防
（高血圧や糖尿

費用無料

病、脂質異常症など）
の食事について知りたい方

主催常総市、市教育委員会

定員４人程度

共催青少年育成常総市民会議

内容○講話

広報じょうそう お知らせ版 2020.12

○調理実習

１食あたり塩分2.5g、

新型コロナウイルス感染症予防対策のため 1月下旬に開催予定の
500kcal 未満の献立
（もち麦スープごはん、
ほか２品）

問常総市社会福祉協議会
石下事務所 ㉚8789
上の収入があり、税金の滞納がない方など）が１人

講師市管理栄養士

必要となります。⑤住居を退去する場合は、退去修

費用500円（材料代）

繕費がかかります。

令和２年度高齢者新春芸能大会は中止になりました

申込・問保健推進課

募

集

㉓3111

代謝改善で痩せやすい体に！
簡単体操教室

日時３年１月27日
（水）
９時30分～11時
（受付９時～）
場所市保健センター
定員15人
内容自宅で簡単にできる体操について
講師阪田氏（ミズノ（株）
健康運動指導士）
持物飲み物、タオル、室内運動靴
申込期間１月４日（月）
～22日
（金）
申込・問保健推進課

募

集

㉓3111

市営住宅の入居者

場所

間取り

EV 釜

浴
槽

家賃
（円）

× ○ ○ ○

18,800
～
41,600

水海道
水海道
3DK
山田町 2
H
シティハイツ
（和5,
○ ○ ○ ×
1502- 階
14
204号
洋6,6,DK）
10

26,700
～
70,700

水海道
水海道
3DK
山田町 9
H
シティハイツ
（和5,
○ ○ ○ ×
1502- 階
14
903号
洋6,6,DK）
10

26,600
～
70,400

千代田団地
A棟
8号

岡田住宅
3号棟
104号

中妻町 2
419-3 階

岡田 1
496-6 階

3DK
（和6,6,
6,DK）

S
63

2DK
H
（和6,
10
洋6,DK）

× ○ ○ ○

17,900
～
47,400

※駐車場及び風呂は募集住宅の全てに設置してあります。

申込申込書およびその他市が必要とする書類を、本
人または家族の方が直接㊌都市計画課へ持参するか
次へ郵送してください。

入居時期３年４月１日
（木）
申込期間３年１月８日
（金）
～20日
（水）
８時30分～17時15分

住宅名

単身入居

申込期間１月４日（月）
～29日
（金）

階数

ご家庭のみそ汁50cc 程度
（塩分測定希望の方）

【募集概要】

建設年度

持物エプロン、三角巾、タオル、筆記用具、上履き

※土日・祝日を除く

申込書類２年12月24日
（木）
から㊌都市計画課で配

郵送先〒305-0034つくば市小野崎260-1
（一財）
茨城県住宅管理センター
管理課
問㊌都市計画課
（内線2730）

布します。※申込は1世帯1か所とします。
対象者次のすべてを満たす方
①現在住宅に困っている方
（持ち家のある方、公営
住宅にお住まいの方は原則申込不可）

つくばセンター

募

集

味噌作り体験教室

あすなろの里で味噌作り。お友達同士でも、ご家

②独立の生計を営む方
（無職・無収入の方は申込不可）

族でもお気軽にご参加ください。

③現に同居し、または同居しようとする親族
（申込期

日時３年１月23日
（土）
・24日
（日）
、２月６日（土）
・

限から２か月以内に婚姻予定の方を含む）
がある方

７日
（日）
・13日
（土）
・14日
（日）の各日13時から計

※単身者の方も入居可能な住宅があります。

６回開催しますので、ご都合の良い１日をお選びく

④県税および市町村税、市の使用料、負担金などを
滞納していない方
⑤入居資格収入基準に当てはまる方
（詳しくは、お
問い合わせください）

ださい。
場所水海道あすなろの里作業棟１階
定員各回６組
（１組５人まで）
※定員になり次第締め
切りますので、お早めに電話でご予約ください。

⑥申込者および同居
（予定）
者が暴力団員でない方

内容地元産の大豆と米を使用し、
１組約５㎏分の味噌

選考方法入居者選考委員会で、住宅困窮度が高いと

を作ります。
体験後は、
自宅に持ち帰り熟成させ、
夏を

判定された方から入居者として決定します。住宅困

越えると美味しいオリジナルの味噌ができ上がります。

窮度が同程度と判断された場合は、公開抽選により

費用１組3,500円

入居者を決定します。

持物マスク、エプロン、三角巾、味噌を入れるビニ

その他①敷金（家賃の３か月分）
を入居時に預けてい

ール袋、持ち帰り用容器
（大きさ10ℓ程度）

ただきます。②家賃の他に団地内の共益費などがか

※ビニール袋、持ち帰り用容器のご用意が難しい方

かります。③駐車場は１世帯につき１台です。駐車

は、当日有料で販売します。

場使用料保証金（使用料の３か月分）
を入居時に預け

その他味噌作りに使用する麹菌は、他の菌を嫌いま

ていただきます。④連帯保証人
（入居者と同程度以

すので、前日から発酵食品
（納豆、ヨーグルトなど）
広報じょうそう お知らせ版 2020.12
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水海道山田町地区のどんど焼きのお知らせ
日時３年１月16日
（土）10時～15時

場所小貝川河川敷（東京電力変電所東側） 問

090-2667-7840
（荒井）

勤務時間週１～２日

は食べずにご参加ください。
機械を使うため、大人２人以上の参加をお願いし

８時30分～12時30分または12時～16時

ます。

対象者普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、手指消

業務内容介護予防教室での健康管理、体操などの指

毒・体温測定などにご協力ください。
申込・問水海道あすなろの里

㉗3481

給与時給1,150円※交通費あり
申込方法３年１月12日
（火）までに、お電話くださ

※休園日を除く、８時30分～17時

結婚相談会 in 常総
（いばらきマリッジサポーター）
集

募

導および実施支援

日時３年１月10日（日）

い。面接時、
履歴書
（写真貼付）
および看護師免許証・
普通自動車運転免許証のコピーを提出してください。
問㊌幸せ長寿課
（内線4251）
〒303-8501

13時～17時（1人30分～45分）
場所市生涯学習センター

趣味・芸術

対象者独身成人男女およびその家族
定員先着８人（組）程度

水海道諏訪町3222番地３

生花（いけばな）講座

日時３年１月14日・28日、２月11日・25日、３月11

※予約制

内容結婚を希望する独身者からの相談を受け、希望

日・25日
（毎月第２、第４木曜日）

の異性や将来の生活設計を聞き、ふさわしいお相手

13時30分～15時30分

探しをサポートします。

場所水海道公民館研修室２

費用無料

定員10人

持物身分証明書（運転免許証、健康保険証可）

内容四季折々の花を美しく生けるための知識を、そ

その他当会に登録希望の方は、L 判の写真をご用意

して香りや目で癒しのひと時を感じながら生花の基

ください。

礎を学びましょう。器は、日常使用のマグカップな

申込・問12月28日
（月）
から３年１月６日
（水）
までに、

ど
（小さなもの）
を使用し、お花は器ごと持ち帰るこ

いばらきマリッジサポーター・塚越

090-8891-1893、

090-6122-5677へお申し込みください。

長屋

とができます。
講師市茶華道教授会
費用6,000円
（全６回分）

※電話受付は12時～19時

申込・問当番講師
募

集

技術系能力開発セミナー

日時３年１月30日（土）
、２月６日
（土）

スポーツ

090-8845-3563

３年４月以降の社会体育施設の
予約受付

現在、社会体育施設の予約受付は、使用日の３か

各日９時15分～16時
場所ポリテクセンター茨城
（水海道高野町591）

月前から行っていますが、３年４月以降の予約受付

コース M045

については、市主催大会やイベントなどの日程が確

実践

生産性改善
（土曜コース）

内容Ｉ・Ｅの基礎である作業者工程分析とＥＣＲＳ

定していないため、次のとおり受け付けを行います。

の考えを通し、自作模擬ラインを使用しての無駄取

受付日３年３月８日
（月）

り、生産性の分析を行い、生産性を向上させる手法

場所・時間水海道総合体育館、石下総合体育館

を習得します。
（４人以上で実施）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予約

費用１人6,000円

を希望する施設によって受付場所および受付時間

申込・問３年１月８日
（金）
までに、電話または受講

が異なりますので、詳細は、お問い合わせください。

申込書を送付してください。
ポリテクセンター茨城

求

人

㉒8819

㉒8822

看護師（会計年度任用職員）

◆看護師…１人
雇用期間３年３月31日まで
（延長あり）

受付方法整理券を配布し、抽選を行います。
（１団体
1人の受け付けとします）
その他３月９日
（火）
以降は、電話およびインターネ
ットでも受け付けます。

石 スポーツ振興課
（内線8510）
問○

水海道総合体育館
石下総合体育館

㉗1211

㊸8311

勤務地市内公民館
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水海道総合体育館

㉗ 1211

㉗ 1210

がんばる中小企業応援交付金 ３年１月18日
（月）
郵送による申請受付開始

※詳細は、P3をご覧ください。

スポーツ

市主催のスポーツ教室

問㊌商工観光課
（内線2450）
ヒップアップエクササイズ
日時①１月５日の火曜日
②１月20日・27日の各水曜日

健康水泳教室
（１月分）
日時３年１月22日・29日の各金曜日

19時～20時
場所①石下総合体育館

②水海道総合体育館

対象者18歳以上の方

９時30分～11時
場所きぬ温水プール

費用各日500円
（税込）

対象者18歳以上の方
（高校生を除く）

申込各総合体育館へ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。
費用入場料400円のみ

日時１月23日～３月13日の毎週土曜日

申込当日きぬ温水プールへお申し込みください。
問スポーツ振興課（内線8511）

スポーツ

ミズノ硬式テニス教室

指定管理者ミズノグループによる
スポーツ教室・講習
プールプライベートレッスン

日時１月19日（火）
・23日
（土）
・26日
（火）

10時～11時30分
場所石下テニスコート
対象者高校生以上のテニス初心者・初級者の方
費用１クール
（８回）
12,000円
（税抜）
１回参加2,000円
（税抜）
※レンタルラケット１本500円
（税抜）
申込石下総合体育館へお申し込みください。
ミズノ卓球スクール

12時～12時50分
場所きぬ温水プール

日時３年３月までの水・金曜日

対象者３歳以上（おむつ装着不可）

○入門クラス13時～14時30分

費用各日2,500円（税込）

○初中級クラス14時45分～16時15分

申込きぬ温水プール

※日程の詳細は、お問い合わせください。

㉗3913へお申し込みください。

大人水泳教室
（4種目）
日時３年３月までの金曜日

11時～11時50分

場所石下総合体育館
対象者16歳以上の方

※1月1日・８日・15日を除く

費用曜日別各クラス各月3,500円
（税抜）

場所きぬ温水プール

申込石下総合体育館へお申し込みください。

対象者18歳以上の方

トレーニング講習会

費用１回1,000円（税抜）
申込きぬ温水プール

㉗3913へお申し込みください。

日時
（水海道）
１月17日
（日） 14時～15時
 21日
（木） 19時～20時

卓球プライベートレッスン

23日
（土） 14時～15時

日時①１月24日（日） ②１月30日
（土）
○14時30分～15時30分

○15時45分～16時45分

31日
（日） 14時～15時
（石

下）
１月10日
（日） 14時～15時

○17時～18時

14日
（木） 19時～20時

場所①石下総合体育館

②水海道総合体育館

30日
（土） 14時～15時

対象者小学生以上の方

対象者15歳以上の方
（中学生を除く）

定員各1人

費用市内の方300円、市外の方400円

費用各2,500円（税込）

その他子ども同伴では参加できません。

申込各総合体育館へお申し込みください。

申込各総合体育館で受け付けます。

健康整体サロン
日時１月６日～27日の毎週水曜日
①９時～９時55分  ②10時～10時55分
③11時～11時55分

④12時～12時55分

ダンベルマスター
日時①１月26日
（火） ②１月28日
（木）
15時30分～16時30分
場所①石下総合体育館

②水海道総合体育館

場所石下総合体育館

対象者18歳以上の方

対象者高校生以上のこりや痛みでお悩みの方

定員各日１人

定員各２人

費用各日500円
（税込）

費用各2,000円（税込）

申込各総合体育館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。
石下総合体育館

㊸ 8311

㉚ 5501
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困った
ときの

各種相談

1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２年12月24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、子育て家庭を応援する施設です。
日時 市役所執務時間中の毎日※日曜開庁日を除く
 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。
※
■結婚相談
◆印：予約が必要です。
（定員などの要件があります）
日時 毎月第１・第３日曜日
水海道子育て支援センター
三坂児童館
９時30分～11時30分
水海道高野町2081
 ㉒ 2019 8：30～17：00
三坂町402-1
 ㉒ 7937 8：30～17：00
■法律相談※
8日（金）◆節分グッズ作り10時～（自由開放14時30分～）
5日（火）おもちゃの広場９時～
日時 毎月第２火曜日（要予約）13時～ ※お越しの際はマ
7日（木）おもちゃの広場９時～
12日（火）身体測定（午前・午後）
スクの着用をお願
※奇数月は第３火曜日も実施
8日（金）おもちゃの広場９時～
13日
（水）身体測定
（午前
・
午後）
い し ま す。 ま た、
※
新 型コロナウイル
■くらしの困りごと相談
（行政相談）
12日（火）おもちゃの広場9時～
14日（木）身体測定（午前・午後）
スの感染状況によ
日時 1月15日
（金）
９時～12時
19日（火）◆節分グッズ作り10時～（自由開放14時30分～） 13日（水）相談日ほっとステーション10時～
り中止となる場 合
※印…詳しくは、㊌市民課 ㉓2909へ があります。
26日（火）◆赤ちゃん広場14時～（自由開放 午前） 14日（木）おもちゃの広場9時～
■年金事務所年金相談
※新型コロナの影響
15日（金）◆新聞紙あそび①10時30分～②14時～/おもちゃの広場９時～
小貝保育園子育て支援センター
により中止の場合は、
日時 1月14日
（木）
10時～14時
16日
（土）土曜開館日
予約された方に通知
上蛇町2112
 ㉒ 9958 9：00～15：00
します。
場所 市商工会水海道事務所
18日
（月）◎休館日
4日（月）身体測定9時～
受付 下館年金事務所 0296 ㉕0829へ
19日
（火）おもちゃの広場９時～
5日（火）身体測定9時～
（要予約、
１か月前から受付可）
21日
（木）おもちゃの広場９時～
6日（水）身体測定9時～
■高齢者相談
22日
（金）おもちゃの広場９時～
7日（木）身体測定9時～
受付 当日、㊌幸せ長寿課 ㉓2930へ
26日
（火）おもちゃの広場９時～
8日（金）身体測定9時～
夜間・休日 080-3400-6616
28日
（木）おもちゃの広場９時～
12日（火）◆正月遊びと誕生会10時～
在宅医療・介護相談窓口 ㊳8998
29日
（金）おもちゃの広場９時～
21日（木）◆わらべうたであそぼ10時～
○水海道中学校区 ㉓2233
28日（木）◆ベビーマッサージ10時～
水海道児童センター
○鬼怒中学校区 ㉓3011
水海道天満町4678
 ㉓ 1902 8：30～17：00
さくら保育園子育て支援センター
○水海道西中学校区（豊岡・菅原・大花羽） ㉔1211
4日
（月）いいものみ～っけ9時～
岡田339
 ㊷ 5912 9：00～15：00
○水海道西中学校区（坂手・内守谷・菅生） ㊳8101
6日（水）いいものみ～っけ9時～
5日（火）こむぎねんど遊び10時30分～
○石下中学校区 ㊷1105
8日（金）いいものみ～っけ9時～
19日（火）豆まき工作10時30分～
○石下西中学校区 ㉚8283
9日（土）土曜開館日
22日（金）身体測定・成長記録アルバム作成１０時３０分～
■女性相談
29日（金）身体測定・成長記録アルバム作成１０時３０分～ 12日（火）◎休館日
日時 1月19日
（火）
10時～15時※12時～13時を除く
13日（水）いいものみ～っけ9時～
東さくら保育園子育て支援センター
場所 市役所本庁舎内会議室
（電話相談可）
15日（金）いいものみ～っけ9時～
本石下3762-1
 ㊷ 6776 9：00～15：00
受付 前日までに、㊌人権推進課 ㉑3510へ
18日（月）いいものみ～っけ9時～
6日（水）正月遊び10時30分～
■教育相談
20日（水）いいものみ～っけ9時～
20日（水）制作「おに」10時30分～
㊷1529
電話相談
21日（木）◆節分寝相アート10時30分～
●基本的に平日は自由開放日です。詳しくは、
毎週月・水・木曜日 10時～17時
22日（金）いいものみ～っけ9時～
各子育て支援施設にお問い合わせください。
面接相談 土日・祝日を除く、
9時～16時
（予約制）
●休館日：土曜（児童館・児童センター除く）、 23日（土）土曜開館日
場所 教育支援センター ㊷1528
日曜・祝日
25日（月）◎休館日
■行政書士よろず相談
（無料）
27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
28日（木）相談日ほっとステーション10時～
日時 1月5日
（火）
13時～16時
29日（金）いいものみ～っけ9時～
場所 本庁舎市民ホール
受付 行政書士無料相談常総地区センター
児童館・児童センター
・三坂児童館
１月16日
090-8892-4712へ
・児童センター １月9日、
23日
土曜開館日
■消費生活相談
※新型コロナウイルス感染症の今後の状況によ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
■きぬふれあいセンター相談事業
保健センター（予約制）
生活相談 日時 毎週水曜日９時～11時
乳幼児健診
実施日
受付時間
対 象
場所 きぬふれあいセンター相談室
12か月児健診
26日
（火）
2019年 12月生まれ
地域交流センター応接室
１歳６か月児健診
21日
（木） 13時～13時15分 2019年 ６月生まれ
就労相談 日時 1月20日
（水）
９時30分～11時
３歳児健診
14日
（木）
2017年 12月生まれ
場所 きぬふれあいセンター相談室
教室・相談
実施日
受付時間
対 象
問 きぬふれあいセンター ㉔0355

1月の納税
市

税：市・県民税…４期
国民健康保険税…７期
保険料：後期高齢者医療保険料…６期※
後期高齢者医療保険料…７期

●納期限は2月1日（月）です。
※後期高齢者医療保険料６期のみ1月4日（月）
です。
◎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。

離乳食教室（後期）

28日
（木）

のびのび子育て相談

26日
（火）

２歳児教室
プレパパ・ママ教室
（前期）

生後９～11か月
9時45分～10時

乳幼児

2018年11·12月生まれ
これからパパ・ママ
20日
（水） 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）

総合福祉センター（予約制）
乳幼児健診
乳児健診

実施日
19日
（火）

３歳児健診

18日
（月）

申込・問保健推進課

㉓3111

受付時間
13時～13時15分

対 象
2020年 ９月生まれ
2017年11·12月生まれ
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