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就学時健康診断を実施します

2021

No.332

くば市・古河市・結城市・下妻市・筑西市・坂東市・
つくばみらい市・桜川市・八千代町・五霞町合同で
不動産の会場公売を開催します。当市も1件を出品

就学前の子どもが、必ず受けなければならない健

する予定です。詳しくは、市ホームページをご覧く

康診断です。入学予定の小学校で受診してください。

ださい。

就学時健康診断予定表

日時10月26日
（火）
12時50分受付開始

校

9

名

実

施

日

受付時間

水海道小

10月20日
（水）

13時00分～13時25分

大 生 小

10月 ７日
（木）

13時40分～14時00分

五 箇 小

10月21日
（木）

13時10分～13時20分

三 妻 小

10月 ７日
（木）

13時00分～13時20分

大花羽小

10月29日
（金）

13時15分～13時25分

菅 原 小

10月15日
（金）

13時10分～13時30分

豊 岡 小

10月18日
（月）

13時15分～13時30分

絹 西 小

10月21日
（木）

13時00分～13時30分

菅 生 小

10月 ６日
（水）

13時00分～13時20分

岡 田 小

10月15日
（金）

13時10分～13時30分

場所つくば市役所２階会議室
問㊌税務課
（内線1501）

お知らせ

戸籍謄本などの交付休止のお知らせ

戸籍システム機器の入替作業に伴い、日曜開庁で
の戸籍関係書類が交付できません。ご迷惑をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願いします。
日時10月10日
（日）
場所石下庁舎

小

10月22日
（金）

13時10分～13時30分

交付できない書類戸籍謄抄本・原戸籍謄抄本・除籍

石 下 小

10月 ８日
（金）

13時00分～13時30分

豊 田 小

10月14日
（木）

13時10分～13時30分

謄抄本・戸籍の附票・身分証明書・独身証明書

飯 沼 小

10月22日
（金）

13時00分～13時20分

玉

石暮らしの窓口課
（内線8011）
問㊌市民課
（内線1100）
、
○

対象者平成27年４月２日～平成28年４月１日生ま
お知らせ

れの幼児

マイナポイントの対象期間が
延長されました

持物はがき、母子健康手帳、子ども用室内履き、保

３年４月末までにマイナンバーカードを申請し、

護者用スリッパ、ハンカチ、水筒、食物アレルギー

すでにマイナンバーカードを取得されている方は、

調査

マイナポイントの付与対象です。

その他保護者の方への通知は、９月初旬に郵送しま

マイナンバーカード受け取り後、マイナポイント

した。はがきが届いていない場合や、当日やむを得

の予約・申込をして３年12月末までにチャージま

ない理由で欠席する場合は、ご連絡ください。

たはお買い物をすることで、上限5,000円分のポイ

石 学校教育課
（内線8231）
問○

ントを受け取ることができます。

お知らせ

対象期間３年12月末まで

市税などの非対面による納付

対象者３年４月末までにマイナンバーカードを申請
し、まだ一度もマイナポイントを受け取られていな

市税などを納期限内に限り、スマートフォン決済

い方

やインターネットによるクレジットカード決済で納

手続き詳しい手続き方法は、お問い合わせまたはホ

付できます。新型コロナウイルス感染症拡大を防止

ームページをご覧ください。

するため、ご自宅などで納付できますので、ぜひご
利用ください。また、納付忘れがない口座振替もお
勧めします。

お知らせ

問㊌税務課（内線1521）

お知らせ

石暮らしの窓口課
（内線8014）
問㊌市民課
（内線1134）
、
○

近隣市町合同によるつくば市での
合同会場公売について

区域指定の見直し案について
ご意見を募集します

都市計画法の改正により、同法第34条第11号お
よび第12号の条例区域
（区域指定）に災害リスクの
高いエリアを含まないことが法令上明確化されまし

市税の滞納処分で差し押さえた不動産を公売で売

た。これを踏まえ、市では安全なまちづくりを目指

却し、滞納税に充てることを目的に、当市およびつ

すため、開発許可制度における
「区域指定」
の見直し

常総市役所

石 ＝石下庁舎
㊌＝本庁舎、議会棟 ○

1

10月の日曜開庁 本庁舎…3日・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1130）
、
（内線8011）
○

を進めています。このたび、見直し案がまとまりま
したので、皆さんからのご意見を募集します。
なお、区域指定エリアの変更を検討している地区
に対する住民説明会も同時期に開催します。

地震に強いまちづくりを進めるため、木造住宅の

期間10月７日（木）
～11月５日
（金）

耐震化事業
（耐震診断）
を行う際の費用の一部を補助

閲覧場所㊌都市計画課、市ホームページ

します。

意見を提出できる方

受付期間11月30日
（火）
まで

①市内に住所を有する方

※土日・祝日を除く。予算額に達した時点で終了と

②市内に事務所または事業所を有する個人および法

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

人その他の団体
③市内の事務所または事業所に勤務する方

に該当するもの

④市内の学校に在学する方

①市内に住所を有する者が自ら所有し、かつ居住す

⑤当市に対して納税義務を有する個人および法人
その他お寄せいただいたご意見や個人情報は、この
目的以外には使用しません。また、匿名によるご意
見を受け付けることはできません。

る一戸建ての木造住宅であること
②昭和56年5月31日以前の建築基準法の規定に基
づく基準で建築されたものであること
③柱、梁その他の主要構造部が在来軸組工法、伝統

提出方法任意の様式に住所・氏名・電話番号を記入

的工法または枠組壁工法で建築されたものである

し、㊌都市計画課へ持参または郵送、FAX、メール

こと

で提出してください。

問㊌都市計画課（内線2720） ㉓2164
kaihatsu@city.joso.lg.jp

お知らせ

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以上を住
居の用に供するものであること

〒303-8501水海道諏訪町3222番地3

区域指定の見直しの説明会を開催

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
⑦県知事が認定した県木造住宅耐震診断士による診
断を行うものであること

区域指定エリアが災害リスクの低い安全なエリア
となるよう、区域指定の見直しを進めています。

補 助 額 耐 震 診 断 に 要 す る 費 用 の ３ 分 の ２（上 限
50,000円）

区域指定エリアの変更を検討している地区を対象

その他補助を受けるには、耐震化事業を実施する前

に、下記のとおり説明会を開催します。なお、見直

に、補助金交付申請の手続きを行ってください。耐

し案に対する意見募集
（パブリックコメント）
も同時

震化事業後の補助金交付申請はできませんのでご注

期に行います。

意ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、説

申込申請書
（㊌都市計画課にあります。また市ホー

明会の開催方法を変更する場合があります。
日時

場所

10月 ４日
（月）
常総市役所
10時～
議会棟２階
10月 ４日
（月） 大会議室

対象となる自治区
（高 野、 山 田、 淵 頭 ）
の市街化調整区域部、
新井木

14時～

10月 ６日
（水）
10時～

三妻公民館
10月 ６日
（水） 三坂町1544–3
14時～

と併せて㊌都市計画課に直接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

十家、五家、駅前

③耐震化事業に要する費用に係る見積書の写し

白 畑、 山 戸 内、 中 三
坂 下、 中 三 坂 上、 上
三坂
豊岡
（横曽根上、横曽
根下、前河原）の市街
化調整区域部、羽生、
上大輪・金谷

10月12日
（火） 五箇公民館
10時～
上蛇町1899–1

吉野、古敷、川崎

広報じょうそう お知らせ版 2021.9

ムページからもダウンロードできます）に次の書類

相野谷、小山戸、後宿

10月 ８日
（金） 豊岡公民館
10時～
豊岡町丙1587

問㊌都市計画課（内線2720）
2

お知らせ

木造住宅耐震診断費用の一部を
補助します

確認できる書類
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）

お知らせ

立地適正化計画に係る届出制度
11月１日から始まります

常総市立地適正化計画の公表に伴い、３年11月
１日以降に対象となる開発行為や建築行為などを行
う場合には、都市再生特別措置法に基づく届け出が

10月18日
（月）
から24日
（日）
は
「行政相談週間」
です。
行政に関する困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
毎月15日 9：00～12：00（土・日・祝日の場合は翌日）

必要となります。詳細は、市ホームページをご覧く

問㊌市民課
（内線1131）
のご案内を民間事業者に委託しています。

ださい。

◆業務委託に関するご注意

◆対象となる行為

①民間事業者の担当者が国民年金保険料のご案内を

○居住誘導区域外を含む土地での住宅の建築
（開発行為…３戸以上の場合。または２戸以下で
敷地の規模が1,000㎡以上の場合）
（建築行為等…３戸以上の場合）
○都市機能誘導区域外を含む土地での誘導施設の建築
○都市機能誘導区域を含む土地での誘導施設の休廃止
届出期限着手する30日前まで
問㊌都市計画課（内線2710）

お知らせ

再生利用が困難な農地（非農地）の
調査について

市農業委員会では、農地台帳の正確な記録を確保
するため、農地利用最適化推進委員および農業委員

行う際には、事業者名および氏名を名乗ったうえ
で、お客様の本人確認をさせていただきます。
②民間事業者の訪問員がお客様のご自宅に伺う際は、
必ず日本年金機構が発行した顔写真入りの身分証
明書をお客様に提示します。
③委託業者の訪問員が現金をお預かりすることはあ
りません。
④民間事業者の担当者が、手数料を要求すること、
金融機関やコンビニエンスストアにおいて ATM
操作をお願いすること、年金手帳や年
金証書、通帳やキャッシュカードなど
をお預かりすることもありません。
問下館年金事務所

が現地調査を実施します。その結果
「再生利用が困
難な農地」と判断した場合は「非農地」として農地台
帳から除外します。現地調査で皆さんが所有する農
地へ立ち入ることもありますので、ご理解とご協力

お知らせ

0296 ㉕0829

日本年金機構HP

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

をお願いします。

たときや、家屋を新築などしたときは、不動産取得

実施期間10月１日（金）
～31日
（日）

税が課税されます。

対象区域市内全域

税額は、課税標準額
（固定資産課税台帳に登録さ

※再生利用が困難な農地（非農地）と判断された場合

れている価格または固定資産評価基準により評価し

は、農地利用最適化委員または農業委員が土地の

決定した価格）に、土地または住宅を取得した場合

所有者宅に伺い、非農地の判断について説明します。

は３％、住宅以外の家屋を取得した場合は４％をそ

問㊌農業委員会（内線2510）

お知らせ

令和６基準年度固定資産税評価替
えに向けた土地の現地調査を実施

固定資産税の土地の評価額は、３年に一度の評価

れぞれ乗じた額です。
ただし、宅地および宅地評価土地を６年３月31
日までに取得した場合は、課税標準額が２分の１に
軽減されます。なお、住宅や住宅用土地を取得した
方は、一定の要件のもとで税額が軽減される場合が

替えにより、原則見直しが行われます。現在税務課

あります。

では、令和６基準年度固定資産税評価替えに向けて

問筑西県税事務所課税第２課

準備を進めているところです。準備段階において土
地の現況などを正確に把握するため、市と業務委託
契約を締結した受託業者が現地調査を実施しますの
で、ご理解とご協力をお願いします。

0296 ㉔9197

フィットネスパーク・きぬ
（ほっとランド・きぬ）
お知らせ リニューアル工事に伴う臨時休園
リニューアル工事およびプールの水の入れ替え、

期間３年10月１日～６年３月31日

清掃および機械設備点検などに伴い全面臨時休園し

対象地域市内全域

ます。ご利用の方々にはご迷惑をおかけしますがご

受託業者朝日航洋株式会社
（調査時は社員証を携帯

理解とご協力をお願いします。

しています）

※公園のご利用もできません。

問㊌税務課（内線1620）

※館内およびグランドゴルフ会員券の期間は延長し

お知らせ

国民年金保険料収納業務を
民間委託しています

日本年金機構では、国民年金保険料の納め忘れが

ます。
期間12月28日
（火）
～4年3月31日
（木）
問ほっとランド・きぬ

0296 ㉚4126

http://www.kouiki-shimotsuma.or.jp/

ある方に対して、電話や文書、戸別訪問による納付
広報じょうそう お知らせ版 2021.9
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10月は茨城県がん検診推進強化月間です。

市の助成を受けてがん検診を受診できますので、詳細は、常総市健康カレンダー

問保健推進課

（二次元コードリンク先）
をご確認ください。

４年度保育園・認定こども園・
地域型保育事業所の申し込みについて

手続き・申請

４年４月からお子さんを保育施設などに入所ご希

※郵送での申し込みはできません。
その他マイナンバーの記入が必要です。申込保護者
および申込児童と同一世帯のご家族のマイナンバー
の分かるものと、来庁される方の運転免許証など身

望の方は、次の期間および場所において申し込みを

元確認のできるものをお持ちください。

受け付けします。保育施設利用のための認定を受け

※申込児童の保護者
（父母）
以外の方が窓口に来られ

る必要がありますので、併せて申請してください。

る場合は申込保護者からの委任状が必要です。

●市内保育所
施

設

◆入所決定までの流れ

名

所

在

地

受入年齢

豊岡町丙3362
満１歳から
水海道第一保育所
（豊岡小学校敷地内）
水海道第二保育所

中妻町4146
満１歳から
（三妻小学校敷地内）

水海道第三保育所
水海道第四保育所

水海道高野町2081

６か月から

小山戸町186

６か月から

絹

西

保

育

園

坂手町986

６か月から

小

貝

保

育

園

上蛇町2112

６か月から

さ く ら 保 育 園

岡田339

６か月から

東さくら保育園

本石下3762-1

６か月から

みなみさくら保育園

大生郷町801-1

１歳児から

●市内認定こども園
（保育園部分）
施

設

名

所

認定こども園
みつかいどう
認定こども園
二葉こども園

在

地

水海道橋本町3346

受入年齢
６か月から

水海道天満町1712-7 ６か月から
羽生町946

６か月から

認定こども園
石 下 保 育 園

新石下1031

６か月から

●地域型保育事業所
施

設

名

その後、残りの入所枠で、第２次申込みの方を選考・
決定します。選考結果通知は、申込時期により異な
ります。
申込・問水海道地区…㊌こども課
（内線1310）

石暮らしの窓口課
（内線8026）
石下地区…○

手続き・申請

４年度児童クラブの利用申請を
受け付けます

申請期間10月１日
（金）
～11月30日
（火）
対象者次の①～②をすべて満たす方
①市内在住または在学する小学校１～６年生
②保護者が就労・疾病・親族の介護などにより、放
課後や学校休業日に留守家庭となる児童

認定こども園
き ぬ 学 園

ぐーちょきパンパン
保育園
（家庭的保育事業）

第１次申込みの方を選考し、入所者を決定します。

菅生町4711
満１歳から
（菅生小学校敷地内）

水海道第六保育所

利用期間４年４月１日～５年３月31日
必要書類①常総市児童クラブ利用申込書
明書など

②就労証

③使用料減免申請書
（該当者のみ提出）

申込利用希望の児童クラブへ直接申し込みしてくだ
さい。
（土日・祝日を除く13時30分～19時）
※申請書は各児童クラブにあります。また、市ホー
ムページからもダウンロードできます。
問い合わせ先

所

在

地

三坂町1029-1

受入年齢
６か月から
２歳まで

６か月から
はじめのいっぽ保育園
水海道橋本町3571-1
２歳まで
（小規模保育事業）

入所資格保育の必要な事由に該当し、２号認定・３
号認定を受けた方
申込期間
○第１次…11月 ８日
（月）
～11月19日
（金）
○第２次…11月22日
（月）
～ １月31日
（月）
各期間とも祝日を除く、月～金曜日の８時30分～17時
※求職活動中による申し込みの方は、第２次申込期
間から受け付けします。
申込方法申込書に必要事項を記入し、必要書類を添
付のうえ、お申し込みください。
申込書は10月11日
（月）から配布します。また市
ホームページからもダウンロードできます。
4
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施

設

名

連絡先

水海道小児童クラブ

㉒1161

三妻児童クラブ（三妻・大生・五箇）

㉒7089

大花羽小児童クラブ（大花羽・菅原）

㉔2939

豊岡小児童クラブ

㉔0711

絹西小児童クラブ

㉗0644

菅生小児童クラブ

㉗2289

岡田小児童クラブ

㊷7890

玉小児童クラブ

㊸9105

石下小児童クラブ

㊷0810

豊田小児童クラブ

㊷7831

飯沼小児童クラブ

㊸8101

常総市役所
こども課支援係
暮らしの窓口課保健福祉サービス係

㉓2111
（内線1331）
（内線8021）

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
手続き・申請

10月は土地月間です！
～土地取引の後には届け出を～

10月は、土地に関する様々な普及啓発活動を行

能な限り迂回により、遮断機・警報機付きの踏切を
利用し、踏切通行の際は必ず一旦停止し、左右を見
て列車が来ないことを確認してから通行しましょう。
問㊌生活環境課
（内線4411）

う
「土地月間」です。
市街化区域は2,000㎡以上、市街化調整区域は
5,000㎡以上の土地取引を行った場合、国土利用計

くらし・環境

ペットの飼い主としての
マナーを守りましょう

画法に基づき、権利取得者
（譲受人）
は契約締結日を

ペットとの楽しい生活を送るためには、飼い主が

含めて２週間以内に、市に届け出を行う必要があり

近所の方や動物の苦手な方にも配慮して飼うことが

ます。詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、

大切です。次のことをしっかり守り、責任を持って

㊌都市計画課までお問い合わせください。

飼いましょう。

問㊌都市計画課（内線2711）

◆ペットを放し飼いにしないで

防犯・防災

防災ラジオの配布のお知らせ

家の敷地からペットが出ないようにしてください
（猫については室内で飼うように努めましょう）。ま
た、散歩時は必ず引き綱
（リード）
をつけ、放し飼い

世界的な半導体不足の影響により製造に遅延が
生じ、次回納品が12月末を予定していた防災ラジ
オについて、9月中に納品されることとなりました。

にしないでください。
◆排泄のしつけをしましょう
散歩に出かけるときは、家で排泄させてから出か

納品されたラジオは10月4日から配布を開始します。

けるようしつけましょう。自宅敷地内のフンもその

郵送で配布のご案内および負担金の納付書などを

まま放置すると、悪臭や害虫が発生し、近隣に迷惑

お知らせしますので、ご確認ください。

を及ぼし、生活環境に悪影響をもたらします。放置

問㊌防災危機管理課
（内線2210）

せずにすぐに片付けましょう。散歩中、フンをした

防犯・防災

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

時は必ず持ち帰ってください。
◆犬の登録と狂犬病予防接種は必ず行ってください
犬の登録は生涯に１回、狂犬病予防接種は毎年１
回行うことが、法律で義務付けられています。責任

る情報が、防災行政無線から正常に発信されるか、

を持って飼うようお願いします。

確認の訓練放送を実施します。

◆飼い犬がいなくなったら

日時10月６日（水）
11時
内容市内の防災行政無線から、次のとおり一斉放送

飼い犬がいなくなったときは、㊌生活環境課
（内
線4432）
へお問い合わせください。

をします。
♪上りチャイム
「これは、J アラートのテストです」
×３回
「こちらは、ぼうさいじょうそうです」
♪下りチャイム
問㊌防災危機管理課
（内線2220）

くらし・環境

石下中学校区資源物回収

日時11月６日
（土）
８時～
※雨天の場合は13日
（土）
。防災行政無線でお知ら
せします。
回収場所石下総合福祉センター南側駐車場

防犯・防災

踏切安全通行のお願い

市内には21か所の遮断機・警報機のない踏切があ

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定が
変更になる場合があります。
問石下中学校

り、その多くが農耕地にあります。田植えや稲刈りな
どの農繁期には遮断機・警報機のない踏切での事故
が増加傾向となり、昨年９月には市内の遮断機・警

健康・医療

㊷2241

40～74歳の常総市国保加入者で
勤務先で特定健診を受診している方へ

報機のない踏切で軽トラックと列車が衝突する事故

勤務先で特定健診を受けている方は、重複して市

が発生したほか、通行車両の急な横断により、列車

の健診を受診する必要はありませんが、勤務先での

が急ブレーキで停車する事例が多く発生しています。

特定健診結果を市に提出していただくことで、市の

遮断機・警報機のない踏切の横断は危険です。可

健診を受診したとみなされます。市の特定健診受診
広報じょうそう お知らせ版 2021.9
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献血のご協力をお願いします 10月13日
（水）
９時45分～16時
場所…市役所本庁舎

問保健推進課

率向上のため、ぜひ勤務先での特定健診結果の提出
にご協力ください。ご協力いただいた方には、粗品
を差し上げます。

健康・医療

インフルエンザ予防接種費用
助成期間について

提出先保健推進課
（保健センター内）
、㊌健康保険課、

助成期間11月１日
（月）
～４年２月28日
（月）

石暮らしの窓口課
○

※例年と助成期間が異なりますのでご注意ください。

持物３年度の特定健診結果票
（写し）
、
国民健康保険証

詳細は、10月14日号の全戸配布チラシをご覧くだ

その他健診結果には、下記の問診・検査項目などす

さい。

べて含まれていることが条件です。

問保健推進課

〇特定健診基本項目
（身長・体重・腹囲・血圧測定・
尿検査・血液検査） 〇問診項目
（服薬状況・喫煙の
有無・既往歴） 〇担当医師名
問保健推進課

健康・医療

㉓3111

㉓3111

「新型コロナウイルス感染症に
関する傷病手当金」対象期間延長
健康・医療
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑

医療機関健診・医療機関がん検診の
お知らせ

【医療機関で受診できる健診・検診の種類】

われ、療養のために労務に服することができなかっ
た国民健康保険・茨城県後期高齢者医療の被保険者
の方で被用者の方
（個人事業主は対象になりません）
は、一定の要件を満たしている場合に、傷病手当金

①特定健診

の支給を受けることができます。対象の期間は、２

②がん検診…大腸がん検診・胃がん検診
（レントゲ

年１月１日から３年12月31日までの間に労務に服

ン・内視鏡）
・ピロリ菌検査・婦人科検診
（子宮がん

することができなかった期間になります。詳しくは、

検診・乳がん検診）

電話でお問い合わせください。

③後期高齢者医療制度健診

問国保の方…㊌健康保険課
（内線1211）

受診期限①特定健診…４年３月25日
（金）

後期の方…㊌健康保険課
（内線1250）

②がん検診…４年１月31日
（月）
※申請は12月28日
（火）
まで
③後期高齢者医療制度健診…４年２月28日
（月）

健康・医療

新型コロナウイルスワクチン接種の
キャンセル待ち登録について

受診方法①特定健診…協力医療機関に予約し、特定

急病などを理由に接種予約のキャンセルが出た場

健康診査受診券と保険証を持参のうえ、直接受診し

合、ワクチンの廃棄防止や接種を希望される方の接

てください。受診券は、５月末に郵送しましたが、

種機会を増やすために、キャンセル待ち接種登録の

お手元にない場合は再発行できますので、保健推進

募集を行います。

課

対象者・満16歳以上の方で、接種予約をしていない方

㉓3111へご連絡ください。

②がん検診…協力医療機関に予約のうえ、事前に保

・市から連絡があった場合、指定する時間、

石暮らしの窓口課で受診券の申請を
健推進課または○

接種会場に行ける方
（当日連絡する場合が

してください。郵送希望の場合は、予約日の２週間
前までに保健推進課

㉓3111へ電話でお申し込み

あります）
・電話番号の登録ができる方

ください。

接種会場市内医療機関
（ワクチンはファイザー社製）

③後期高齢者医療制度健診…協力医療機関に予約し、

登録方法インターネットでお申し込みく

保険証を持参のうえ、直接受診してください。

ださい。以下の登録フォームか

その他集団健診・ドック検診や勤務先での健診など

ら必要事項を入力し、登録して

で今年度すでにお受けになった健診・検診項目は重

ください。
（電話での申込はでき

複して受診できません。協力医療機関や健診料金な

ません）

どの詳細は、
2021年度常総市健康カレンダー P16

登録フォーム
（いばらき電子申請・届出サ

～ P20（二次元コード）
でご確認ください。

ービス）
https://bit.ly/3tzrrnT
問新型コロナウイルスワクチン接種対策室

特定健診
後期高齢者医療制度健診

6
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がん検診

キャンセル待ち
登録者募集

㊹7722

福

「新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金」の申請期限延長
祉

対象世帯○総合支援資金の再貸付を借り終わった世

福

ひとり親家庭のお母さん、
お父さんの資格取得を応援します

祉

専門的な資格を取得するために、母子家庭の母お

帯／11月までに借り終わる世帯

よび父子家庭の父が１年以上養成機関で就業する場

○総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯

合に、一定期間高等職業訓練促進給付金を支給しま

○総合支援資金の再貸付の相談をしたが申請できな

す。次の支給要件をすべて満たす方が対象となりま

かった世帯

す。
（※）

上記の世帯であり、
以下のすべての要件を満たす世帯
【収入要件】①＋②の合計額を超えないこと

支給要件○常総市に住民登録のある母子家庭の母、
父子家庭の父

①市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12

○児童扶養手当を受けている方、または同等の所得

②生活保護の住宅扶助基準額

水準にある方

【資産要件】世帯の預貯金の合計額が①の6倍を超え
ないこと（ただし、100万円以下）
【求職活動等要件】公共職業安定所に求職の申し込み

○養成機関において１年以上のカリキュラムを修業
し、対象資格の取得が見込まれる方
（※）
○就業または育児と養成機関における修業との両立

をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

が困難であると認められる方

支給額単身世帯…月額60,000円

○過去に同様の給付金を受けたことがない方

２人世帯…月額80,000円

対象資格看護師
（准看護師）
・介護福祉士・保育士・

３人以上世帯…月額100,000円

理学療法士・社会福祉士・作業療法士・歯科衛生士・

支給期間申請月から３か月
（申請受付は11月末まで）

美容師・製菓衛生師・調理師など

提出書類詳細については、お問い合わせください。

・その他、福祉事務所長が必要と認める資格（※）

問㊌社会福祉課（内線4140）

支給期間修業する期間
（上限３年、４年課程は４年）
支給額○高等職業訓練促進給付金

福

祉

歳末たすけあい見舞金を支給します

課税世帯…月額70,500円
非課税世帯…月額100,000円

歳末たすけあい運動で皆さんから寄せられた募金

（修学期間最後の１年間は増額）

から、支援を必要とする世帯に対して見舞金を支給

※３年度限りの時限措置として、６月以上の訓練

します。※支給には申請が必要です。

を必要とする民間資格（デジタル分野の資格や講座

対象となる世帯6か月以上入院・施設入所している

（Web クリエイター、CAD、LPIC など）や、輸送・

方を除く、次のすべてに該当する世帯

機械運転関係、技術・農業関係の資格や講座など、

①常総市に６か月以上居住している世帯

雇用保険制度の教育訓練給付の一定の対象講座な

②世帯全員の市民税が今年度非課税

ど）
の取得の場合も新たに給付対象として拡充。

③生活保護を受給していない世帯

問㊌こども課
（内線1330）

見舞金額申請件数により、歳末たすけあい見舞金の
予算範囲内で支給できる金額
申請方法次の①～③の書類を提出してください
①歳末たすけあい見舞金支給申請書
（社会福祉協議

石 暮らしの窓口課
（内線8026）
○

福

祉

第２回里親制度説明会

10月は里親月間です。つくば香風寮では、３年

会にあります）
②世帯全員の非課税証明書
（平成18年４月２日以降
に生まれた方の分は不要です）

度第２回里親制度説明会を開催します。里親制度に
関心のある方は、ぜひお申し込みください。

③住民票謄本

日時10月16日
（土）10時～12時30分
（開場９時30分）

提出先10月15日（金）～11月11日
（木）に、社会福

場所児童養護施設つくば香風寮
（つくば市高崎802-1）

祉協議会（石下事務所・水海道事務所）または㊌社会

定員30人

石暮らしの窓口課へ提出してください。
福祉課、○

支給時期・方法12月中に、担当地区の民生・児童
委員が支給します。
問社会福祉協議会石下事務所

㉚8789

費用無料
申込・問

080-8434-3329 増子・國松

fostercare.kidskohoo@gmail.com
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定員各会場５人※定員になり次第締め切ります。
相

談

納税相談

受付期間10月１日
（金）
～18日
（月）
※土日を除く、８時30分～17時15分

新型コロナウイルス感染対策のため、電話でのご

費用無料
申込・問県生活文化課

相談をお願いします。
休日相談10月３日（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）
場所㊌税務課
用意するもの直近の給与明細書３か月分、家計の収

2021はたちのつどい式典
中止のお知らせ

10月10日
（日）実施予定の2021はたちのつどいは、

支が分かるもの

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、式典を

問㊌税務課（内線1520）

中止とさせていただきます。新成人ならびに関係者

相

談

の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協

健康相談

力をお願いします。なお、その他詳細
や代替事業については市ホームページ

日時10月７日（木）
９時30分～11時

でお知らせしますので、ご確認ください。

場所保健センター

石 生涯学習課
（内線8420）
問○

費用無料
その他電話相談も随時受け付けます。
申込・問10月６日
（水）
までに、
保健推進課

㉓3111

へお申し込みください。

相

談

こころの健康相談

イベント

2021
はたちのつどい

イベント中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、秋に
予定していた次のイベントを中止させていただきま
す。楽しみにしていた方にはご迷惑をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いします。

日時10月13日（水）
13時～15時30分

○
「３年度地区公民館まつり」

場所㊌議会棟２階小会議室

石 生涯学習課
（内線8420）
問○

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

○10月24日
（日）
予定
「あすなろの秋まつり」
問水海道あすなろの里

㉗3481

※休園日を除く、
8時30分～17時

申込・問10月８日
（金）までに、㊌社会福祉課
（内線

○11月７日
（日）
予定
「第29回常総ふるさとまつり」

4131）へお申し込みください。

問㊌商工観光課
（内線2450）

相

談

多重債務者のための無料法律相談会

借金の返済でお困りの方を対象に無料法律相談会

イベント

秋の図書リサイクルフェア

年数経過などで除籍した図書や雑誌を提供します。

を開催します。相談は無料ですので、ぜひご相談く

日時10月23日
（土）
・24日
（日）
10時～16時

ださい。弁護士、消費生活相談員が相談に応じます。

※混雑防止のため、
23日
（土）の午前中は整理券を配

（秘密厳守）

布します。
（９時30分から配布開始）

日時・場所

会場市立図書館敷地内二水会館

○10月25日（月）13時～16時30分

対象者どなたでも参加できます。

古河市役所古河庁舎
（古河市長谷町38番18号）
○10月26日（火）13時～16時30分

費用無料
参加方法23日
（土）
午前中は整理券でご案内します。

県南生涯学習センター
（土浦市大和町9番1号ウラ

①10時～ ②10時30分～ ③11時～ ④11時30分～

ラビル５階）

※各20人ずつ ※23日の午後・24日は入退室自由です。

○10月27日（水）16時～19時30分
茨城県水戸合同庁舎
（水戸市柵町1-3-1）
○10月28日（木）16時～19時30分
日立シビックセンター
（日立市幸町1-21-1）
8
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※感染症対策のため、検温や３密回避、手指消毒、
マスク着用にご協力ください。ご協力いただけな
い場合、入場をお断りすることがあります。
冊数制限１人10冊程度

その他お持ち帰り用の袋などをご用意ください。整

対象者市内在住の男性

理券配布から開始時間まで、図書館内の混雑が予想

定員12人

されます。お車でお待ちいただくなど、ご協力をお

内容体力をつけて免疫力を上げよう “ 男性のための

願いします。

健康教室 （ストレッチ・有酸素運動・筋力アップ
”

※新型コロナウイルスの感染状況により、

運動など）

変更になる場合があります。最新情報

講師大幡伸子氏
（健康運動実践指導者）

は、図書館ホームページでご確認くだ

費用無料

さい。

持物飲み物、タオル、バスタオル、
5本指靴下、室

問図書館

イベント

㉓5556

http://www.josolib.jp

移動博物館がやってきます！

ミュージアムパーク茨城県自然博物館所蔵の貴重
な資料が、図書館で展示されます。
日時10月15日（金）
～27日
（水）
の開館日
10時～18時

※土日は17時まで

内運動靴など
申込・問9月29日
（水）～10月18日
（月）に、保健推
㉓3111へお申し込みください。

進課

募

エクササイズ教室

集

日時10月27日
（水）
９時30分～11時
（受付９時～）
場所保健センター

場所図書館２階視聴覚室

定員10人

費用無料

内容室内で手軽にできる運動について

※新型コロナウイルスの感染状況により、変更にな

講師大幡伸子氏
（健康運動実践指導者）

る場合があります。最新情報は図書館ホームペー

費用無料

ジでご確認ください。

持物室内運動靴、飲み物、タオル、バスタオル

問図書館

募 集

㉓5556

http://www.josolib.jp

女性のための健康教室

日時【11月コース】
①11月17日（水）②11月25日
（木）
13時30分～15時
【12月コース】

申込・問９月27日
（月）
～10月15日
（金）
に、保健
推進課

募

集

㉓3111へお申し込みください。

ひとり親家庭の母・父のための
パソコン講習会

日時10月17日
（日）
９時30分～15時30分
（受付９時～）
31日
（日）
９時30分～15時30分

①12月１日（水）②12月９日
（木）
13時30分～15時

場所社会福祉法人茨城県母子寡婦福祉連合会
（水戸

※各コースの内容は同様ですので、どちらか一方の

市八幡町11-52）

申し込みとなります。

対象者ひとり親家庭などの方で就職、転職時、短時

場所保健センター

間でパソコンスキルを習得したい方

対象者市内在住の女性

※２日間出席できる方で、パソコンで文字入力でき

定員各コースとも先着15人
内容心も身体もしなやかに “ 女性のための健康教室 ”
（ストレッチ・リンパマッサージ・リズム体操など）

る方。パソコンは、こちらで用意します。
定員15人
（定員を超えた場合は抽選とします）
※託児付き
（２歳以上）
。コロナ禍の為、利用者が多

講師藤田洋子氏（健康運動指導士）

い場合には、利用をお断りすることもありますの

費用無料

でご容赦願います。

持物飲み物、タオル、室内運動靴など

費用1,000円
（教材費）
※講習会初日に徴収します。

申込・問９月29日（水）
～10月18日
（月）
に、保健

申込期限９月30日
（木）
必着

推進課

申込・問社会福祉法人茨城県母子寡婦福祉連合会ひ

募 集

㉓3111へお申し込みください。

男性のための健康教室

日時①11月11日（木）
②11月25日
（木）
９時30分～11時
場所保健センター

とり親家庭等自立支援センターへ、申込書を郵送ま
たは FAX してください。
※申込書は、㊌こども課
（内線1331）にお問い合わ
せまたは社会福祉法人茨城県母子寡婦福祉連合会
ホームページからダウンロードしてください。
029-221-8497

029-221-8618
広報じょうそう お知らせ版 2021.9
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〒310-0065水戸市八幡町11-52
http://www.ibaboren.or.jp
※詳細については、参加者決定後にご連絡します。

募

３年度シルバーリハビリ体操指導士
３級養成講習会

集

全日程を修了し、県知事の認定を受けた方は３級

求

人

会計年度任用職員

◆学校給食補助員…１人
勤務場所石下中学校
勤務時間11時～14時（３時間）
給与など時給890円（距離に応じて通勤手当あり）

シルバーリハビリ体操指導士として地域でのボラン

採用日調整がつき次第～４年３月31日

ティア活動資格を得られます。

必要書類履歴書
（写真貼付）１通

講習会日程

石学校教育課
（内線
申込・問９月30日（木）までに、○

開催日
①

10月25日
（月）

②

10月27日
（水）

③
④
⑤

会場

8210）〒300-2793新石下4310-1へ提出してくだ

講習時間

さい。

11月 2日
（火） 常総市役所 ９時30分～
【議会棟2階
15時45分
11月 9日
（火） 大会議室】（９時15分までに受付）
11月15日
（月）

予備日 11月17日
（水）

※郵送の場合は９月30日
（木）必着

第14回市民卓球交流大会
（チーム対抗戦）
の参加者募集
スポーツ
日時11月21日（日）
９時受付、10時試合開始

対象者次のすべてに該当される方

場所水海道総合体育館

○概ね50歳以上の市民の方

主催常総市卓球協会

○常勤の職についていない方

対象者市内在住・在勤・在学の卓球愛好者。該当し

○地域でボランティア活動ができる方

ない市外の卓球愛好者は試合登録料１人200円が必

○全日程参加できる方

要です。

定員10人（定員に達した場合は抽選）

種目２人１組による男女別チーム対抗戦。ただし、

費用無料

男子の部への男女混合チームでの参加は可能です

持物昼食、飲み物、筆記用具、マスクの着用

内容チーム対抗でダブルス１試合、シングルス２試

申込・問10月13日（水）
までに、㊌幸せ長寿課
（内線

合合計３試合を行い、２試合先取で勝敗を決めます。

4253）へお申し込みください。

予選リーグを行い、その成績で各順位トーナメント

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中

に進みます。
費用大人１人につき1,000円。高校生以下は、１人

止となる場合があります。

募

につき500円。

就職を目指す方へ
（職業訓練受講者）
集

その他新型コロナウイルスの感染状況により、大会
規模の縮小または中止となる場合があります。

受講期間12月１日（水）
～４年５月30日
（月）

申込10月１日
（金）～15日
（金）に、所定の申込書
（水

場所ポリテクセンター茨城
（水海道高野町591）

海道総合体育館窓口にあります）に必要事項を記入

コース〇スマート情報システム科

のうえ、直接または FAX

※情報システムを構築するための基本技術と、サー

込みください。

㉗1210、郵送でお申し

バやデータベースなどの構築技術を習得します。

〒303-0042 常総市坂手町3552番地

Web アプリケーション開発や Java 言語 Android

水海道総合体育館

などの課題を通して、各種アプリケーションプロ

問卓球協会事務局

グラム開発の基本技術を習得します。
費用無料（テキスト代など実費負担あり）

スポーツ

その他10月７日（木）
13時～15時
に施設見学会を行います。
（予約不要）
申込10月12日（火）までに、ハローワーク常総

㉒

石塚洋

第54回市民グラウンド・ゴルフ
秋季大会参加者募集

日時10月７日
（木）
受付９時～※雨天の場合は８日
（金）
場所石下球場（鴻野山1670）

8609へお申し込みください。

主催市教育委員会

問ポリテクセンター茨城

費用無料（見学も可）

㉒8845

090-1434-4682

その他飲み物は各自ご用意ください。
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水海道総合体育館

㉗ 1211

㉗ 1210

新型コロナウイルスの感染状況により、中止とな
る場合があります。
石生涯学習課
（内線
申込・問９月30日（木）までに、○

費用１クール
（６回）
3,300円、１回参加880円
申込10月１日
（金）から石下総合体育館で受け付け
ます。
ミズノ硬式テニス教室

8511）へお申し込みください。

※市グラウンド・ゴルフ協会会員の方は、各支部の
支部長へお申し込みください。

スポーツ

市主催のスポーツ教室

日時10月２日～12月25日の毎週土曜日（８回１ク
ール）
10時～11時30分
※10月９日・30日、11月６日、12月４日・11日を除く
場所石下テニスコート
対象者テニス初心者・初級者の方
（高校生以上）

健康水泳教室
（10月分）
日時10月１日・８日・15日の各金曜日

費用１クール
（８回）
13,200円、１回参加2,200円
※レンタルラケット１本550円
申込石下総合体育館へお申し込みください。

９時30分～11時
場所きぬ温水プール

大人水泳教室
（4種目）

対象者18歳以上の方

日時４年３月までの金曜日

内容泳げない方や初心者を対象とした教室です。

11時～11時50分

費用入場料400円のみ

場所きぬ温水プール

申込当日きぬ温水プールへお申し込みください。

対象者18歳以上の方

石 生涯学習課
（内線8511）
問○

費用各月4,400円

ジュニアゴルフ教室

申込きぬ温水プール

㉗3913へお申し込みください。

健康整体サロン

日時11月10日～12月８日の毎週水曜日
（全５回）

日時
（水海道）
10月 ７日・21日の各木曜日

19時～20時30分
場所ゴルフアカデミー菅生
（菅生町3291）
対象者市内小学４～６年生
※中学生も可
（ただし小学生優先）

（石

下）
10月14日・28日の各木曜日

○10時～10時40分

○11時～11時40分

○13時～13時40分

○14時～14時40分

費用1,500円

対象者こりや痛みでお悩みの方
（高校生以上）

※別途ボール代
（打ち放題１回1,000円）がかかります。

費用各3,000円

申込10月１日（金）～17日（日）に、水海道総合体育

定員各１人

館へお申し込みください。

申込各総合体育館へお申し込みください。

スポーツ

指定管理者ミズノグループによる
スポーツ教室・講習
トレーニング講習会

卓球プライベートレッスン
日時10月２日・16日の各土曜日
○14時30分～15時30分
○15時45分～16時45分

日時（水海道）10月 ２日
（土） 14時～15時

場所水海道総合体育館

16日
（土） 14時～15時

対象者小学生以上の方

21日
（木） 19時～20時

費用各2,500円

（石

下）10月17日
（日） 14時～15時
24日
（日） 14時～15時

定員各１人
申込水海道総合体育館へお申し込みください。

対象者15歳以上の方
（中学生を除く）
費用市内の方300円、市外の方400円

○17時～18時

ミズノスポーツ塾
日時10月３日
（日）
…マット教室

その他子ども同伴では参加できません。

17日
（日）
…跳び箱教室

申込各総合体育館へお申し込みください。

24日
（日）
…鉄棒教室

60歳から始めるトレーニング “ ラララフィット ”
日時10月29日～12月10日の毎週金曜日
（６回１ク

○年中・年長クラス
○小学生クラス

10時～11時

11時15分～12時30分

ール）10時30分～11時30分

場所石下総合体育館

※11月26日を除く

対象者年中～小学生

場所石下総合体育館

費用各500円

対象者60歳以上の方

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

広報じょうそう お知らせ版 2021.9

11

困った
ときの

各種相談

10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３年９月22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
4日（月）◆運動会ごっこ10時～（自由開放14時30分～） １日（金）身体測定９時～
※奇数月は第３火曜日も実施
い し ま す。 ま た、
※
新 型コロナウイル
14日
（木）◆成長ｱﾙﾊﾞﾑを作ろう10時～（自由開放14時30分～） ４日（月）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
り中止となる場 合
日時 10月15日
（金）
９時～12時
22日（金）◆運動会ごっこ10時～（自由開放14時30分～） ５日（火）身体測定９時～◆ママのじかん【ハロウィン】10時～
があります。
６日（水）身体測定９時～◆ママのじかん【ハロウィン】10時～
25日（月）AM・PM 身体測定
※印…詳しくは、㊌市民課 ㉓2909へ
※新型コロナの影響
■年金事務所年金相談（要予約）
26日（火）AM 身体測定◆赤ちゃん広場14時～
７日（木）身体測定９時～◆ママのじかん【ハロウィン】10時～
により中止の場合は、
日時 10月14日
（木）
10時～14時
13日（水）◆バスに乗って公園へ行こう10時～
27日（水）AM・PM 身体測定
予約された方に通知
します。
場所 市商工会水海道事務所
14日（木）◆バスに乗って公園へ行こう10時～
28日（木）AM・PM 身体測定
受付 下館年金事務所 0296 ㉕0829へ
21日（木）◆ハロウィンパーティー10時～
29日（金）AM・PM 身体測定
（１か月前から受付可）
22日（金）◆ハロウィンパーティー10時～
三坂児童館
■高齢者相談
水海道児童センター
三坂町402-1
㉒ 7937 8：30～17：00
受付 当日、㊌幸せ長寿課 ㉓2930へ
1日（金）◆ハロウィン工作10：30～
水海道天満町4678
㉓ 1902 8：30～17：00
夜間・休日 080-3400-6616
2日（土）土曜開館日
1日（金）いいものみ～っけ９時～
在宅医療・介護相談窓口 ㊳8998
4日（月）◎休館日
4日（月）いいものみ～っけ９時～
○水海道中学校区 ㉓2233
6日（水）◆ハロウィン工作10：30～
6日（水）いいものみ～っけ９時～
○鬼怒中学校区 ㉓3011
13日（水）相談日ほっとステーション10時～
7日（木）◆千代紙のブックカバー作り10時30分～
○水海道西中学校区（豊岡・菅原・大花羽） ㉔1211
15日（金）◆変身ハロウィン10：30～
8日（金）いいものみ～っけ９時～
○水海道西中学校区（坂手・内守谷・菅生） ㊳8101
16日（土）土曜開館日
9日（土）土曜開館日
○石下中学校区 ㊷1105
18日（月）◎休館日
11日（月）◎休館日
○石下西中学校区 ㉚8283
20日（水）◆変身ハロウィン10：30～
13日（水）いいものみ～っけ９時～
■女性相談
15日（金）いいものみ～っけ９時～
日時 10月17日
（日）
・19日
（火） 10時～12時
〈児童館・児童センター土曜開館日〉
18日（月）いいものみ～っけ９時～
三坂児童館
10月 ２日・16日
場所 ㊌会議室
（電話相談可）
20日（水）いいものみ～っけ９時～
児童センター 10月 ９日・23日
受付 ㊌人権推進課 ㉑3510へ
21日（木）◆変身ハロウィン10時30分～
■教育相談
22日（金）いいものみ～っけ９時～
㊷1529
電話相談
23日（土）土曜開館日
毎週月・水・木曜日 10時～17時
25日（月）◎休館日
面接相談 土日・祝日を除く、
9時～16時
（予約制）
27日（水）いいものみ～っけ９時～
場所 教育支援センター ㊷1528
28日（木）相談日ほっとステーション10時～
■行政書士よろず相談
（無料）
29日（金）いいものみ～っけ９時～
内容 相続、契約、土地利用、各種許認可
日時 10月12日
（火）
10時～16時
●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
場所 ㊌市民ホール、 石 会議室
※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。
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
保健センター（予約制）
○市消費生活センター ㉓0747
（平日の９時～12時、13時～16時30分）
乳幼児健診
実施日
受付時間
対 象
○消費者ホットライン 188
2021年 ６月生まれ
乳児健診
26日
（火）
■きぬふれあいセンター相談事業
12か月児健診
19日
（火）
2020年 ９月生まれ
12時45分～13時30分
生活相談 日時 毎週水曜日９時～11時
１歳６か月児健診
５日
（火）
2020年 ３月生まれ
場所 きぬふれあいセンター相談室
３歳児健診
７日
（木）
2018年 ９月生まれ
地域交流センター応接室
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

10月の納税
市

税：市・県民税…３期
国民健康保険税…４期
保険料：介護保険料…４期
後期高齢者医療保険料…４期

●納期限は 11月１日（月）
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）で納付できます。
問㊌税務課（内線1521）

のびのび子育て相談

19日
（火） 9時45分～10時15分

離乳食教室（前期）

28日
（木）

プレパパ・ママ教室
（前期）

乳幼児

9時45分～10時

生後５～６か月頃
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)

石下総合福祉センター（予約制）
乳幼児健診
１歳６か月児健診

実施日
受付時間
対 象
21日
（木） 12時45分～13時30分 2020年2·3月生まれ

教室・相談
２歳児教室

実施日

受付時間

対

象

21日
（木） 14時45分～15時15分 2019年9·10月生まれ

申込・問保健推進課

㉓3111
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