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申込㊌資産活用課に用意してある①申込兼誓約書と
お知らせ

都市計画変更の告示について

②損害保険代理店委託証明書に記入押印して、
12月
24日
（金）までにお申し込みください。
（市ホームペ

石下都市計画に関する以下の告示を行いましたので、

ージからもダウンロードできます）

都市計画の図書の縦覧を次のとおり実施しています。

受付土日・祝日を除く、８時30分～17時15分

時間土日・祝日を除く、８時30分～17時15分

問㊌資産活用課
（内線3440）

場所㊌都市計画課
内容①用途地域の変更
②地区計画の決定
（新石下東部地区）
問㊌都市計画課（内線2711）

お知らせ

お知らせ

12月４日～10日は人権週間です

国連では、世界人権宣言の採択を記念し、毎年12

マイナポイントの手続きはお済みで
すか？手続き期限が迫っています

３年４月末までにマイナンバーカードを申請し、

月10日を人権デーと定めています。日本では、毎
年12月４日から10日までを人権週間として各種の
人権啓発活動を行います。人権は、自分と同じよう
に他の人にもあることの理解を深め、お互いに相手

すでにマイナンバーカードを取得されている方は、

の立場を尊重し、豊かな人間関係をつくりましょう。

マイナポイントの付与対象です。

問水戸地方法務局人権擁護課

マイナンバーカードを受け取り後、マイナポイン

茨城県人権擁護委員連合会

トの予約・申し込みをし、
12月末までにチャージま
たはお買い物をすることで、上限5,000円分のポイ
ントを受け取ることができます。お早めにお手続き

029-227-9919

お知らせ

市・県民税の申告相談日程

次の日程で申告相談を行います。４年１月１日現

ください。
対象期間12月末まで

在で市内に居住している方は、お住まいの地区に関

対象者３年４月末までにマイナンバーカードを申請

係なく、どちらの会場でも申告できます。

し、まだ一度もマイナポイントを受け取られていな

また、新型コロナウイルス感染症防止対策・待ち

い方

時間短縮のため事前予約制を導入します。詳細は、

※詳しい手続き方法は、お問い合わせまたは市ホー

広報常総１月号をご覧ください。
期間４年２月16日
（水）
～３月15日
（火）
の平日

ムページをご覧ください。
問㊌市民課（内線1134）

９時～16時20分
（12時～13時は除く）

石 暮らしの窓口課
（内線8014）
○

お知らせ

※休日は２月27日
（日）
のみ実施します。

公用車任意保険取扱業者の受け付け

８時40分～
場所水海道会場…㊌市民ホール
石会議室
石下会場…○

対象業者

問㊌税務課
（内線1610）

①本店の所在が市内にあり、保険業を主としている
専業代理店であること。
②保険会社と損害保険代理店委託契約を結んでいる
個人または法人であり、代理店の所在地を管轄す

お知らせ

パソコン・スマートフォンを
利用した確定申告のご案内

国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナ
ー」を利用し、画面の案内に従って入力すると、税

る財務局に登録をしていること。
③保険の格付けが格付会社
（S&P、JCR、R&I）によ

額などが自動計算され確定申告書が作成できます。
なお、作成した確定申告書は
「e-Tax
（電子申告）
」

り A 以上のランクであること。
④令和３・４年度入札参加登録に登録があること。

を利用することで、申告期間中、多くの納税者が集

または令和４年度入札参加追加登録を予定してい

まる申告相談会場に来場することなく、自宅などか

ること。

ら送信
（提出）
できますので、新型コロナウイルス感

⑤代理店および代表者に市税などの滞納がないこと。

常総市役所

染症の感染リスクが全くない大変便利な手続きです。

石 ＝石下庁舎
㊌＝本庁舎、議会棟 ○
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12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1130）
、
（内線8011）
○

また、給与所得者、公的年金などの雑所得者、一
時所得のある方や、医療費控除およびふるさと納税
などの寄付金控除を申告する方は、ご自身のスマー
トフォンから「専用画面」
によりスムーズに確定申告

お知らせ

建物の取り壊し・新築・増築をした方は、㊌税務
課へご連絡ください。特に、年内に取り壊した場合

が行えます。
令和３年分は、４年１月４日
（火）午前８時30分

に連絡がないと、なくなった建物へ課税されたまま

から利用可能です。

になってしまいますので、必ず年内中に税務課へ連

※ e-Tax（電子申告）で送信（提出）いただくと、書面

絡をお願いします。

で提出するよりも最大3週間程度、早く還付金を

連絡をいただいた後、市職員が現地確認・調査に
伺います。

受け取ることができます。
◆ ID・パスワード方式（事前に用意するもの）

問㊌税務課
（内線1624）

① ID（利用者識別番号）
②パスワード（暗証番号）
※お持ちでない方は、運転免許証など顔写真付きの
本人確認書類を持参し、お近くの税務署で12月

お知らせ

罹災証明発行について

災害などによる住家に対する被害を証明する
「罹

末までに発行してもらってください。
（１月以降、

災証明」を発行する場合には、被災程度の判定根拠

税務署の窓口は大変込み合い、長時間お待ちいた

として、損傷箇所の写真が必要となります。また、

だいても、当日のうちに ID・パスワードの発行

災害発生時から１年以上経過している場合には、被

申請および取得ができないことがあります）

災直後の日付が入った写真が必要となりますので、

◆マイナンバー方式（事前に用意するもの）

日付入りの写真の保存をお願いします。
問㊌税務課
（内線1624）

①マイナンバーカード
②マイナンバーカード対応のスマートフォン
※ IC カードリーダライタがなくても、パソコンの画
面に表示された2次元バーコードを使ってスマート
フォン
（マイナンバーカード読取対応）で読み取れ
ば、マイナンバーカードを使って e-Tax で送信で

11月30日（いいみらい）は
「年金の日」
です
お知らせ
ご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の
生活設計について考えてみませんか。
「ねんきんネット」
をご利用いただくと、パソコン

きます。
※マイナンバーカード取得時に設定した暗証番号の

やスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を
確認できるほか、将来の年金受給見込額について、

入力が必要です。
問○確定申告書作成コーナーに関すること

ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算を

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

することもできます。
「ねんきんネット」
については、

0570-01-5901
（全国一律市内通話料金）

日本年金機構のホームページでご確認い

※土 日・祝日および12月29日～１月３日を除く、

ただくか、下館年金事務所にお問い合わ

９時～17時

せください。
問ねんきんネットお問い合わせダイヤル

○税務相談に関すること
国税庁ホームページ
「タックスアンサー」
電 話相談センター下館税務署

0296 ㉔2121を

0570-058-555
（ナビダイヤル）
下館年金事務所

おかけになり「１」
を選択

お知らせ

未登記家屋の所有者の変更
について

お知らせ

0296 ㉕0829

５市連携のイメージ調査を
実施します

近隣市にお住いの方が、周辺の各市に対して持っ

相続・売買などで所有者が変更になった未登記家

ているイメージ、居住地を決めた要因、日頃どのよ

屋
（法務局に登記されていない建物）
の名義を変更す

うな目的で各市を訪れるかといった生活状況につい

る場合には、市への届け出が必要となります。届け

てのアンケート調査を５市連携で実施します。

出がないと変更前の所有者へ課税が継続されてしま
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建物の取り壊し・新築・増築を
した方へ

調査結果は参加自治体間で共有し、各市の特徴や

いますので、必ず届け出をお願いします。

ニーズを把握することで、自治体相互の発展を目指

問㊌税務課（内線1624）

します。市民の皆さんからのご意見が周辺の各市の
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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
まちづくりにも活かされる新しい取り組みです。ぜ

県税事務所では、主に次の2種類の証明書を発行

ひご協力いただきますようお願いします。

しています。申請前に、どちらが必要かご確認くだ

回答期限12月27日（月）
まで

さい。

所要時間10分程度

発行証明書①税額などの証明書

回答方法二次元コードから市ホームページにアクセ

の証明書

スし「いばらき電子・届出サービス」
のアンケートに

持物○本人確認ができるもの
（運転免許証など顔写

進んでご回答ください。

真付きのもの） ○直近
（2週間程度）に県税を納め

参加自治体常総市・取手市・守谷市

た場合はその領収書

・坂東市・つくばみらい市

費用証明手数料
（1件400円）

問㊌常創戦略課（内線3901）

その他代理人申請の場合は委任状が必要です。詳し

お知らせ

茨城県最低賃金改正

茨城県最低賃金は10月１日から時間額879円に
改定されました。
（28円の引上げ）
年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態に

②未納がないこと

くはお問い合わせください。
問筑西県税事務所総務課

0296 ㉔9184

食品物資納入資格指名願について
・・・学校給食センター
手続き・申請
市学校給食センターでは、令和４年・５年度の学

関わらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。

校給食用物資として各種食品を購入します。購入は

詳しくは、茨城労働局または最寄りの労働基準監

原則として入札
（見積合わせ）
で行いますので、納品

督署にお尋ねください。

を希望される方は、次のとおり必要書類を提出して

問茨城労働局賃金室

ください。

手続き・申請

029-224-6216

常総市新型コロナウイルス感染症
対策事業者支援補助金

新しい生活様式に対応した感染防止対策を行う中

有効期間４年４月１日～６年３月31日
（４・５年度
の２年間）
提出書類①食品物資納入資格指名願
（市所定用紙）
②営業概要
（市所定用紙） ③食品衛生監視票

小企業に対し、取り組んだ費用を補助します。

④保菌検査
（O ｰ157を含む）
結果報告書

対象者資本金の額または出資の総額が10億円未満

のない証明書
（直前１年分） ⑥財務諸表
（法人）また

もしくは従業員数が2,000人以下で、以下に該当す

は決算書
（個人） ⑦現在事項全部証明書または履歴

る法人、個人事業者

事項全部証明書
（法人） ⑧身分証明書
（法人を除く）

○法人の場合…市内に事業所を有していること

⑨誓約書
（市所定用紙）

○個人事業者の場合…市内に事業所または住所を有

※市所定用紙は各学校給食センターにあります。ま

していること

⑤未納額

た市ホームページからもダウンロードできます。

対象経費業務上、新型コロナウイルス感染防止対策

購入予定食品野菜類、果物類、肉類、魚介類、穀類、

のために要した経費。
（非接触型体温計、人感センサ

いも類、油脂類、乳類、卵類、海藻類、調味料類、

ー照明、キャッシュレス決済システムなどの購入費。

冷凍食品類など

ただし、令和３年４月１日以降に購入したもので申

申 込・ 問11月25日
（木 ）～12月17日
（金 ）に、 必 要

請日までに契約および支払いが完了したもの）

書類をいずれかの給食センターに提出してください。

補助上限１事業者あたり10万円
（申請は１回のみ・補

（郵送可。
12月17日の消印有効）

助率100％）

豊岡学校給食センター

申込期限４年１月14日
（金）
※当日消印有効

岡町乙1904ｰ1）

申込・問必要書類
（申請書兼請求書は市ホームペー

玉学校給食センター

ジからダウンロードできます。また、㊌商

戸1088ｰ1）

石暮らしの窓口課、商工会
（水
工観光課、○

海道・石下事務所）でも配布しています）
を㊌商工観光課
（内線2450）へ提出してください。

手続き・申請

県税の納税証明書について

くらし・環境

㉔3949
（〒303ｰ0041豊

㊷2369
（〒300ｰ2701若宮

市内一斉清掃を実施します

本年度１回目の一斉清掃です。ご協力をお願いし
ます。
実施日12月５日
（日）
広報じょうそう お知らせ版 2021.11
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※雨 天の場合は、12月12日
（日）を予定しています
が、各自治会の判断に従ってください。

険証として利用するには、マイナポータルでの手続
きが必要です。
石暮らしの窓口課では、初回登録
㊌健康保険課・○

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

の手続きができる機器を設置しています。職員がお

一時的な措置です。通常時のあきビンは資源物とし

手伝いしますのでお気軽にお声掛けください。また、

て各拠点に置かれるコンテナに出してください）

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる

※各自治会・町内会で清掃活動を行う際には、新し

医療機関は、厚生労働省のホームページでご確認い

い生活様式に基づき、新型コロナウイルス感染拡

ただくか、医療機関へお問い合わせください。

大防止に向けた取り組みをお願いします。

問国保加入の方…㊌健康保険課
（内線1211）

密集密接を避けるための実践例

後期高齢の方…㊌健康保険課
（内線1251）

○人との間隔を空け、少人数単位で活動する。
○ごみを集める場所などで、人と接触する時間を短
縮する。
○マスクを着用し、帰宅後は手洗い・手指の消毒を
問㊌生活環境課（内線4432）

健康・医療

ドック検診助成券の申請期限が
迫っています（国保・後期高齢者）

※期限を過ぎての申請はできませんので期限内に申

11月25日～12月１日は
犯罪被害者週間です

犯罪被害はいつ、どこで、誰に起きるかわからな
いため、皆さんのご理解を深めることを目的として、
犯罪被害者週間を毎年11月25日～12月1日に実施

請してください。
※助成金の償還払いはできません。
助成期限４年３月25日
（金）検診分まで
助成額人間ドック…20,000円 脳ドック…30,000円
（脳ドックの助成は隔年になります）
※対象者・申請方法・申請場所は、
「令和

しています。

３年度常総市健康カレンダー」の19・

◆被害にあわれた方やご家族の相談窓口

20ページをご覧ください。

相談窓口

電話番号

性犯罪被害相談電話
「勇気の電話」

♯8103

警察相談専用電話

♯9110

茨城県・犯罪被害者相談窓口

029-301-7830

いばらき被害者支援センター

029-232-2736

性暴力被害者サポートネットワーク茨城

029-350-2001

法テラス・犯罪被害者支援ダイヤル

0570-079714

水戸地方検察庁・被害者ホットライン

029-221-2199

問常総警察署

健康・医療

㉒0110

献血のお知らせ

大切な命を救うのは、皆さんの善意です。献血の
ご協力をお願いします。
日時12月22日（水）
12時30分～16時
場所市役所石下庁舎
問保健推進課

健康・医療

㉓3111

マイナンバーカードが健康保険証と
して利用できるようになりました

マイナンバーカードが健康保険証として利用でき
るようになりました。マイナンバーカードを健康保
4

 ○
石 暮らしの窓口課
（内線8027）

申請期限12月28日
（火）まで

する。

防犯・防災
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問国保加入の方…保健推進課

㉓3111

後期高齢の方…㊌健康保険課（内線1250）

お薬に関する通知を送ります
（国保）
健康・医療
国民健康保険にご加入の方のうち、重複服薬のあ
る方に対して、12月上旬に通知を発送します。対象
は、同一月に２か所以上の医療機関で同等の薬効が
ある医薬品を処方された方です。この機会にぜひご
自身の服薬情報を改めて見直し、疑問点や不明点を
医師・薬剤師に確認しましょう。
問国保加入の方…㊌健康保険課（内線1211）

医療機関検診について
（乳がん
・子宮がん・胃がん・大腸がん）
健康・医療
医療機関がん検診の申請期限が近づいています！
ご希望の方は、12月28日（火）までに申請してくださ
い。※助成期限は１月31日（月）
です。
※今年度、すでに集団検診などで受診された方は受
けられません。
＜医療機関検診の受け方＞
①医療機関に予約をしてください。
石暮らしの窓
②保健推進課
（保健センター内）または○

口課で申請をし、受診券を受け取ってください。
※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へお申し込みください。

ただし、受診券が郵送できる最終日は12月28日

また、出産や子育てで悩んだ時にも、児童相談所
や市役所にご相談ください。
１８９
（いちはやく）
「だれか」
じゃなくて
「あなた」か
ら
（３年度
「児童虐待防止推進月間」
標語最優秀作品）
◆ご相談・連絡先

（火）となります。
③受診券・検診費用などを持参のう

全国共通虐待対応ダイヤル１８９
（いちはやく）

え、予約した医療機関で、検診を

※通話料無料

受けてください。

子育て相談専用ダイヤル

問保健推進課

相

談

㉓3111

筑西児童相談所

0120-189-783※通話料無料

0296 ㉔1614

㊌こども課
（内線1340）

納税相談

新型コロナウイルス感染対策のため、電話でのご

相

談

特設人権相談

地域の皆さんからの様々な人権問題について相談

相談をお願いします。
休日相談12月５日（日）
８時30分～12時

に応じます。秘密は厳守しますので、安心してご相

夜間相談毎週木曜日19時まで
（祝日を除く）

談ください。

場所㊌税務課

日時12月３日
（金）
10時～15時※12時～13時を除く

用意するもの直近の給与明細書３か月分、家計の収

場所生涯学習センター

支が分かるもの

費用無料

問㊌税務課（内線1520）

その他予約不要です。当日、会場へお越しください。

相

談

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止

健康相談

となる場合があります。
問㊌人権推進課
（内線2151）

日時12月７日（火）
９時30分～11時
場所保健センター
相

費用無料

日時12月1日・8日・15日・22日の毎週水曜日

その他電話相談も随時受け付けます。
申込・問12月６日
（月）
までに、
保健推進課

談

就職についての悩みや不安を
話してみませんか

㉓3111

へお申し込みください。

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

相

談

こころの健康相談

たは保護者・関係者
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12月８日（水）
13時～15時

費用無料

場所㊌議会棟２階小会議室

その他現在、サポステにて無料パソコン講座実施中

対象者本人、ご家族の方どなたでもご相談ください。

申込・問いばらき若者サポートステーション

相談員水海道厚生病院精神科医師

0296 54 6012へ各相談日の前日までに、お申し

費用無料

込みください。

申込・問12月３日
（金）までに、㊌社会福祉課
（内線

※火～土曜日9時30分～17時30分

4131）へお申し込みください。

相

談

虐待から子どもを守りましょう

児童虐待は社会全体でかかわり、解決していくべ

http://www.iw-saposute.org

イベント

クリスマス会

実施日12月19日
（日）

き問題です。あなたの電話で守れる命があります。

場所図書館視聴覚室

児童虐待かも…と思ったらすぐにお電話ください。

◆パネルシアター…13時～

通告・相談は匿名でも大丈夫です。通告者や内容に
関する秘密は守られます。

パネルシアターハミングの皆さんによるパネルシ
アター、ブラックライトを使ったブラックシアター
広報じょうそう お知らせ版 2021.11
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を公演します。
『サンタが町にやってくる』
『メリーク
リスマス』ほか
◆バルーンアート…14時30分～
ふうせんの会の皆さんと一緒に、バルーンアート

募

集

日時単発教室です。いずれか１日をお申し込みくだ

作りを体験できます。

さい。

費用無料

①１月24日
（月） ②２月９日
（水） ③２月28日
（月）

その他先着10組（予定）

13時30分～15時
（受付13時～13時20分）

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、変更

場所保健センター
対象者市内在住の方

になる場合があります。
問図書館

イベント

㉓5556

ふくし祭り

定員各日とも先着10人

展示コンテスト♪

内容楽しく身体を動かそう！
（ストレッチ・有酸素
運動・筋力アップ運動など）
講師北澤有子氏
（AFAA

今年の「ふくし祭り」
は、参加団体が製作した作品
の
「展示コンテスト」
を開催します。いつもと違った
「ふくし祭り」をぜひご覧ください。

マットサイエンスインス

トラクター）
費用無料
持物飲み物、タオル、室内運動靴、靴袋、健康チェ

日時12月７日（火）
～10日
（金）
10時～16時

ックシート
（後日送付）
、問診票兼同意書
（後日送付）

※７日は午後のみ、
10日は午前のみ

など

場所㊌市民ホール（市役所本庁舎内）

申込・問12月1日
（水）～12月28日
（火）に、保健推

費用無料

進課

その他市社会福祉協議会ホームページでも展示作品
を掲載します。
来場またはホームページ内からお気に入りの作品

募

㉓3111へお申し込みください。

ロコモティブシンドローム予防教室
「今日から始めるロコモストレッチ」
集

に投票できます。投票者の中から抽選で

日時３回コースの教室です。いずれかのコースをお

プレゼントもありますのでお楽しみに！

申し込みください。

問ふくし祭り実行委員会（市社会福祉協

◆１月コース

議会石下事務所内） ㉚8789

イベント

１月６日
（木）
・17日
（月）・24日
（月）

新農業人フェア in いばらき

９時30分～11時
（受付９時～９時20分）
◆２月コース
２月４日
（金）
・17日
（木）・22日
（火）

日時12月４日（土）
○セミナー12時～13時
○相談会①13時～14時30分
②14時45分～16時

９時30分～11時
（受付９時～９時20分）
場所保健センター
対象者市内在住の方

場所イーアスつくば２階イーアスホール

定員各コースとも先着15人

対象者県内で農業を始めたい方、農業法人などに就

内容身体の柔軟性やバランスを鍛え、転びにくい身

職したいと考えている方、農業に関心がある方

体をつくろう！

定員セミナーは先着30人、相談会は各35人

講師所

内容セミナー…
「農業法人が求めている人材について」

法士・健康運動指導士）

圭吾氏（Rise total support 代表

理学療

費用無料

 ほか
相談会…農 業法人等が20社、関係機関等15団

持物飲み物、タオル、室内運動靴、靴袋、健康チェ

体などが出展し、様々な就農の相談に

ックシート
（後日送付）
、問診票兼同意書
（後日送付）

応じます。

など

費用無料

申込・問12月1日
（水）～28日
（火）に、保健推進課

申込（公社）茨城県農林振興公社ポータル

㉓3111へお申し込みください。

サイト「茨城就農コンシェル」からお申し
込みください。
問（公社）茨城県農林振興公社
6

気軽に楽しく！
簡単エアロビで体力アップ

029-350-8686
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募

結婚相談会 in 常総
（いばらきマリッジサポーター）
集

日時12月12日（日）
13時～17時

その他12月２日
（木）
・９日
（木）の13時～15時に施

場所生涯学習センター

設見学会を行います。※予約不要

対象者独身成人男女およびその親族

申込12月10日（金）までに、ハローワーク常総

定員先着10人

8609へお申し込みください。

※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

問ポリテクセンター茨城

の異性や将来の生活設計を聞き取り、相応しいお相
手探しをサポートします。

募

費用無料
持物身分証明証（運転免許証または健康保険証）

090-8891-1893、

マリッジサポーター・塚越

090-6122-5677へお申し込みください。

長屋

募集科目①陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦）
②陸上自衛隊高等工科学校生徒
（一般）

集

受付期間締切日必着です
①12月３日
（金）
まで
②４年１月14日
（金）
まで
試験日①４年１月８日
（土）
～11日
（火）
の指定する１日

※電話受付は12時～19時

募

㉒8845

陸上自衛隊高等工科学校生徒
（推薦・一般）
集

写真 L 判（情報交換用プロフィール作成希望の方）
申込・問11月29日（月）～12月8日
（水）に、いばらき

㉒

年末そば打ち教室

②第１次試験…４ 年 １ 月22日
（土 ）
、
23日
（日 ）の い
ずれか指定された日
第２次試験…４年２月３日
（木）
～６日
（日）の間の

あすなろの里で年越しそばを打ちましょう。ご家

指定する１日

族でぜひご参加ください。

試験会場

日時12月30日
（木）
10時開始
（12時までの体験です）

①陸上自衛隊高等工科学校
（神奈川県横須賀市）

※受 け付け後、開始時間の10分前には会場にお集

②第１次試験…受付時または受験票交付時にお知ら

まりください。
場所水海道あすなろの里
定員先着10組

せします。
作業棟１階

事前予約制

※１組４人まで

第２次試験…第１次試験合格通知でお知らせします。
応募資格①令和４年４月１日現在、
15歳以上17歳

内容約５食分のそばを打ちます。打ったそばはすべ

未満の方で、中学校長または中等教育学校長が責任

て、お持ち帰りとなります。

を持って推薦できる方

費用１組3,000円（約５食分のそば）

②令和４年４月１日現在、
15歳以上17歳未満の方

持物動きやすい服装、エプロン、バンダナ

その他自衛官候補生の受け付けは、年間を通じて行

その他新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マ

っています。

スクの着用・手指の消毒・体温測定などにご協力く

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、試

ださい。また、今後の感染状況によっては、中止と

験日時は延期される場合があります。予めご了承

なる場合があります。

ください。

申込・問12月26日（日）
17時までに、水海道あすな
ろの里

㉗3481へお申し込みください。

※休園日（月曜日）を除く、８時30分～17時

募

就職を目指す方へ
（職業訓練受講者）
集

期間４年２月１日（火）
～７月28日
（木）

※応募方法やご不明な点などありましたら、ホーム
ページをご覧になるか、下記の事務所へご連絡く
ださい。
問自衛隊茨城地方協力本部
0296 ㉒7239

集

筑西地域事務所

古河駐屯地からのお知らせ

場所ポリテクセンター茨城
（水海道高野町591）

募

対象者就職に必要な技能・技術を身に付けたい方

自衛隊・古河駐屯地に対する意見や要望などを幅

コース○テクニカルオペレーション科
（CAD/NC コ

広くお聞きするため、４年度防衛モニターおよび４

ース）…CAD による機械図面の作成、NC 工作機械

年度駐屯地モニターを募集しています。

の知識と操作法などを習得します。

締切12月15日
（水）

○電気設備技術科…電気設備の設計・施工や消防設

※詳しくは、古河駐屯地ホームページを

備、通信の施工などを学びます。
費用無料（テキスト代など実費）

ご覧ください。
問陸上自衛隊古河駐屯地広報班

0280 ㉜4141
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募

外国につながりをもつ子どもたちの
日本語支援スタッフ養成講座

集

日時①１月17日（月）
②24日
（月）
③２月７日
（月）

勤務日時週４日交替制
（土日・祝日も勤務対象日）
９時～17時15分
募集人数若干名
内容入館者に対する展示品・資料の解説、案内業務、

④21日（月）
⑤３月７日
（月）
（連続５回）

入場券売および改札業務

①～③…15時～17時

給与月額149,700円
（３年度支給額）

④～⑤…15時30分～17時30分

手当など社会保険・雇用保険加入、通勤費・賞与・

※状況により、研修内容・日程・時間などに変更が

有給休暇あり
申込期間12月１日
（水）
～４年１月７日
（金）

ある場合があります。
場所えんがわハウス
（水海道橋本町3571）

※休館日を除く

定員20人

申込・問ミュージアムパーク茨城県自然博物館

内容外国につながりをもつ子どもたちが、日本語を

管理課

聞ける・話せる・読める・書けるを目標に、日本語
茨城 NPO センタ

ー・コモンズ代表理事）
他

㊳1999

https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/

を教えるために必要な基礎知識や力を身につけます。
講師横田能洋氏（認定 NPO 法人

㊳2000

求

人

下館税務署短期非常勤職員

費用無料

勤務内容

申込・問12月24日
（金）までに、インターネット・

①事務補助作業
（パソコン入力・書類整理など）

来所・往復はがきのいずれかでお申し込みください。

②スマホ申告・パソコン操作補助
（確定申告会場で

茨城県県西生涯学習センター（〒308-0843筑西市
（９時～21時）
野殿1371） 0296 ㉔1151

http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/index.html

求

人

市立保育所の会計年度任用職員

の相談者のスマホ申告・パソコン操作補助など）
期間４年１月中旬～３月末のうち１～３か月程度
勤務地下館税務署
（筑西しもだて合同庁舎）
時間９時～17時のうち５時間30分～７時間
（休憩
１時間）
時給①930円

職種①保育士

②看護師

募集人数①30人程度

③調理員

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

②950円
（別途交通費補助あり）

③第一保育所

勤務時間①８ 時30分～16時30分
（早朝・残留保育

資格基本的なパソコン操作ができる方
申込・問電話連絡のうえ、履歴書
（写真貼付）を郵送
してください。下館税務署総務課
〒308-8608

による時差出勤あり）

②15人程度

0296 ㉕3390

筑西市丙116番地16

筑西しもだ

て合同庁舎

②③８時30分～16時30分
対象者①保育士資格を有する方
②正看護師資格を有する方

スポーツ

③不問（週３勤務）
給与時給①1,100円

②1,150円

③900円

手当など有給休暇、賞与
（年２回）
、通勤手当
（片道

日時12月12日
（日）
・19日
（日）
・26日
（日）
13時30分～15時30分

２㎞以上）、社会保険・雇用保険加入

主催市ボウリング協会

採用年月日①②調整つき次第随時

場所石下ボウル
（本石下4421ｰ1メガセンタートラ

③４年４月１日

申込履歴書（写真貼付）
、資格証の写し、印鑑をご持

イアル２階）

参のうえ、㊌こども課へお申し込みください。

定員各回先着12人

問㊌こども課（内線1320）

対象者小学１年生～中学３年生

求

8

冬季ジュニアボウリング体験会

人

ミュージアムパーク茨城県自然博物館
展示解説員
（会計年度任用職員）

内容○ボウリングのルールやマナー講座

○機械の

裏を覗いてみよう～バックヤード探検～

○上手に

投げるためのヒント

○記録会

雇用期間４年４月１日～５年３月31日
（再度の任用

費用500円

あり）

その他各日同内容となりますので、複数の申し込み

※４年３月中に事前研修
（10日程度）
を実施します。

はできません。
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申込・問市ボウリング協会事務局

㉑5024
（石下ボ

ウル内）
へお申し込みください。

スポーツ

トレーニング講習会
日時
（水海道）
12月16日
（木） 19時～20時
19日
（日） 14時～15時

市主催のスポーツ教室

25日
（土） 14時～15時
（石

下）
12月５日
（日） 14時～15時

健康水泳教室
（12月分）
日時12月３日・10日・17日の各金曜日

18日
（土） 14時～15時
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

９時30分～11時
場所きぬ温水プール

その他子ども同伴では参加できません。

対象者18歳以上の方

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
（水海道）
12月２日・16日の各木曜日

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○

スポーツ

健康整体サロン

指定管理者ミズノグループによる
スポーツ教室・講習
新規入会キャンペーン

11月～12月の間にサッカー・卓球・バスケ・野

（石

下）
12月９日・23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

対象者こりや痛みでお悩みの方
（高校生以上）
費用各3,000円
定員各１人
申込各総合体育館へお申し込みください。
卓球プライベートレッスン

球スクールへ入会した方は、入会金・年会費が免除

日時
（水海道）
12月25日
（土）

になります。
対象者小中学生

（石

申込各総合体育館へお申し込みください。
（水海道）サッカースクール
（石

下）卓球・バスケ・野球スクール

60歳から始めるトレーニング “ ラララフィット ”
日時12月17日～４年２月４日の毎週金曜日
10時30分～11時30分
（６回１クール）

下）
12月11日
（土）

○14時30分～15時30分
○15時45分～16時45分

○17時～18時

対象者小学生以上の方
費用各2,500円
定員各１人
申込各総合体育館へお申し込みください。
ミズノサッカースクール

※12月31日、１月21日を除く
場所石下総合体育館

日時４年３月までの水・金曜日

対象者60歳以上の方

水曜日…８歳以下クラス

16時10分～17時10分

10歳以下クラス

17時20分～18時50分

費用１クール（６回）
3,300円、１回参加880円
申込石下総合体育館へお申し込みください。

金曜日…６歳以下クラス

楽々水泳教室

12歳以下クラス

16時10分～17時
17時10分～18時40分

日時12月５日（日）
10時～11時30分

※日程の詳細はお問い合わせください。

場所きぬ温水プール

場所吉野サン・ビレッジ

対象者中学生以上の方

対象者年中～小学６年生

内容背泳ぎ・クロール

費用入会金2,500円

費用1,500円
申込きぬ温水プール

㉗ 3913へお申し込みください。

大人水泳教室
（４種目）

年会費3,300円

各クラス各月5,500円
その他１回のみ無料で体験ができます。
申込水海道総合体育館へお申し込みください。

日時４年３月までの金曜日
11時～11時50分
場所きぬ温水プール
対象者18歳以上の方
費用各月4,400円
申込きぬ温水プール
水海道総合体育館

㉗ 3913へお申し込みください。

㉗ 1211

㉗ 1210 石下総合体育館

㊸ 8311
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困った
ときの

各種相談

12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11月25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）
水海道子育て支援センター
小貝保育園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
㉒ 9958 9：00～15：00
※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
7日（火）◆クリスマス会10時～
身体測定９時～
※奇数月は第３火曜日も実施
い し ま す。 ま た、
1日（水）
◆クリスマス飾り作り10時～
※
新 型コロナウイル
15日
（水）◆クリスマス会10時～
■くらしの困りごと相談
（行政相談）
スの感染状況によ
身体測定９時～
り中止となる場
合
◆成長アルバムを作ろう10時～
2日（木）
日時 12月15日
（水）
９時～12時
20日（月）
◆クリスマス飾り作り10時～
があります。
（自由開放14時30分～）
※印…詳しくは、㊌市民課 ㉓2909へ
3日（金）身体測定９時～
AM 身体測定
21日（火）
※新型コロナの影響
◆赤ちゃん広場14時～
■年金事務所年金相談（要予約）
6日（月）身体測定９時～
により中止の場合は、
22日
（水）AM
・PM 身体測定
日時 12月9日
（木）
10時～14時
予約された方に通知
7日（火）身体測定９時～
します。
23日（木）AM・PM 身体測定
場所 市商工会水海道事務所
14日（火）◆ママのじかん【ミニ正月飾り】10時～
24日（金）AM・PM 身体測定
受付 下館年金事務所 0296 ㉕0829へ
15日（水）◆ママのじかん【ミニ正月飾り】10時～
（１か月前から受付可）
三坂児童館
16日（木）◆ママのじかん【ミニ正月飾り】10時～
■高齢者相談
三坂町402-1
㉒ 7937 8：30～17：00 22日（水）◆クリスマス会10時～
受付 当日、㊌幸せ長寿課 ㉓2930へ
◆クリスマス工作10：30～ /
1日（水）
23日（木）◆クリスマス会10時～
どんぐりでお買い物
夜間・休日 080-3400-6616
2日（木）どんぐりでお買い物
水海道児童センター
在宅医療・介護相談窓口 ㊳8998
◆クリスマス工作10：30～ /
水海道天満町4678
㉓ 1902 8：30～17：00
3日（金）
○水海道中学校区 ㉓2233
どんぐりでお買い物
1日（水）いいものみ～っけ9時～
○鬼怒中学校区 ㉓3011
4日（土）土曜開館日
◆クリスマスケーキのキーホルダー
○水海道西中学校区（豊岡・菅原・大花羽） ㉔1211
2日（木）
6日（月）◎休館日
作ろう10時30分～
○水海道西中学校区（坂手・内守谷・菅生） ㊳8101
7日（火）どんぐりでお買い物
3日（金）いいものみ～っけ9時～
○石下中学校区 ㊷1105
相談日 ほっとステーション10時～/
8日（水）
6日（月）いいものみ～っけ9時～
どんぐりでお買い物
○石下西中学校区 ㉚8283
8日（水）いいものみ～っけ9時～
9日（木）どんぐりでお買い物
■女性相談
10日（金）いいものみ～っけ9時～
10日（金）どんぐりでお買い物
日時 12月21日
（火）
10時～15時※12時～13時を除く
11日（土）土曜開館日
13日（月）どんぐりでお買い物
場所 ㊌会議室
（電話相談可）
13日（月）◎休館日
14日（火）どんぐりでお買い物
受付 前日までに、㊌人権推進課 ㉑3510へ
15日（水）いいものみ～っけ9時～
◆お野菜スタンプで年賀状作り
15日（水）
■教育相談
10：30～/どんぐりでお買い物
16日（木）◆ミニクリスマス会10時30分～
㊷1529
電話相談
16日（木）どんぐりでお買い物
17日（金）いいものみ～っけ9時～
毎週月・水・木曜日 10時～17時
◆お野菜スタンプで年賀状作り
17日（金）
20日（月）いいものみ～っけ9時～
10：30～/どんぐりでお買い物
面接相談 土日・祝日を除く、
9時～16時
（予約制）
18日（土）土曜開館日
22日（水）いいものみ～っけ9時～
場所 教育支援センター ㊷1528
20日（月）◎休館日
23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）
〈児童館・児童センター土曜開館日〉 24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
25日（土）土曜開館日
三坂児童館
12月 ４日・18日
日時 12月14日
（火）
13時～16時
児童センター 12月11日・25日
27日（月）◎休館日
場所 ㊌市民ホール
●基本的に平日は自由開放日です。詳しくは、
受付 行政書士無料相談常総地区センター
各子育て支援施設にお問い合わせください。
090-8892-4712へ
●休館日：土曜（児童館・児童センター除く）、
日曜・祝日
■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
電話・来庁相談
り変更となる場合があります。
○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
2021年 ８月生まれ
乳児健診
16日
（木）
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
１歳６か月児健診
14日
（火） 12時45分～13時30分 2020年 ５月生まれ
問 きぬふれあいセンター ㉔0355
３歳児健診
８日
（水）
2018年 11月生まれ

12月の納税
税：固定資産税…３期
国民健康保険税…６期
保険料：介護保険料…５期

教室・相談
のびのび子育て相談
離乳食教室（前期）

市

●納期限は 12月27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）

実施日
受付時間
16日
（木） 9時45分～10時15分
９日
（木）

9時45分～10時

対 象
乳幼児
生後５～６か月頃

石下総合福祉センター（予約制）
乳幼児健診
12か月児健診

実施日
21日
（火）

１歳６か月児健診

７日
（火）

受付時間
12時45分～13時30分

2020年4·5月生まれ

教室・相談

実施日

２歳児教室

７日
（火） 14時45分～15時15分 2019年11·12月生まれ

申込・問保健推進課

㉓3111

受付時間

対 象
2020年 11月生まれ
対

象
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12月の乳幼児健診・教室・相談 予定表

▷

