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

税務課から（所有建物について）

◆建物の取り壊し・新築・増築した方へ

お知らせ

2022

No.337

お店・事業所の魅力を
紹介しませんか

市のホームページに、市内の店舗・事業所の魅力

建物の取り壊し・新築・増築をした方は、㊌税務

や自慢の商品・サービスを紹介します。ぜひご活用

課へご連絡ください。特に、取り壊した場合に連絡

ください。

がないと、なくなった建物へ課税されたままになっ

申込期間随時受付

てしまいますので、必ず連絡をお願いします。

対象者市内に店舗を有する法人または個人事業者

連絡をいただいた後、市職員が現地確認・調査に

費用無料

伺います。

申込申し込みの際、取材および撮影希

◆未登記家屋の所有者の変更について

望日時
（平日９時～16時）を確認させ

相続・売買などで所有者が変更になった未登記家
屋
（法務局に登記されていない建物）
の名義を変更す

ていただきます。
問㊌商工観光課
（内線2450）

る場合には、市への届け出が必要です。届け出がな
いと変更前の所有者へ課税が継続されてしまいます
ので、必ず届け出をお願いします。
◆罹災証明発行について

お知らせ

市ホームページ

成年年齢引き下げに伴う新成人の
消費者トラブルにご注意ください

民法改正により令和４年４月１日から成年年齢が

災害などによる住家に対する被害を証明する
「罹

18歳になります。成年になると、親などの法定代

災証明」を発行する場合には、被災程度の判定根拠

理人の同意がなくても、自分の意思で契約ができた

として、損傷箇所の写真が必要です。また、災害発

り、ローンを組んだり、クレジットカードが作れる

生時から１年以上経過している場合には、被災直後

ようになります。

の日付が入った写真が必要となりますので、日付入

未成年者の場合、親などの法定代理人の同意がな

りの写真の保存をお願いします。

い契約については取り消すことができますが、成年

問㊌税務課（内線1623）

になると民法の
「未成年者取消権」
に基づく取り消し

お知らせ

ができなくなります。そのため、保護がなくなった

付加年金のご案内

ばかりの18歳・19歳の方をねらい打ちにする悪質
な業者がいます。新成人をターゲットにした悪質商

国民年金定額保険料に上乗せして付加保険料
（月

法によるトラブルに巻き込まれないよう注意してく

額400円）を納めると、将来受給する老齢基礎年金

ださい。

を増やすことができます。付加年金額
（年額）
は
「200

契約や買い物は、しっかりと考えてから

円×付加保険料納付月数」で計算し、２年以上受け

◆契約や買い物で
「困ったな」
と思ったら

取ると納めた付加保険料以上の金額を受け取ること
ができます。申込月分からの加入となりますので、
ご希望の方はお早めにお申し込みください。
申込できる方〇国民年金第１号被保険者
（自営業、

㉓0747

市消費生活センター

◆貸金業に関する問い合わせ
日本貸金業協会

貸金業相談・紛争解決センター

0570-051-051
関東財務局水戸財務事務所理財課

農業など厚生年金に加入していない方）
〇国民年金任意加入被保険者
（65歳以上を除く）

◆警察に対する相談は

※国民年金保険料の免除・猶予を受けながら付加保

問㊌商工観光課
（2440）

険料を申し込むことはできません。
また、国民年金基金の加入者はお申し込みできま
せん。
申込・問下館年金事務所

0296㉕0829

常総市役所

♯9110

自動車は県内のナンバーに

転居などで茨城県に転入された方は、住民登録と

㊌健康保険課（内線1230）

石 暮らしの窓口課
（内線8027）
○

お知らせ

029-221-3195

あわせて、所有される自動車について県内のナンバ
日本年金機構HP

ー
（水戸・土浦・つくば）
に変更をお願いします。

石 ＝石下庁舎
㊌＝本庁舎、議会棟 ○

1

3月の日曜開庁 本庁舎…6日・20日、石下庁舎…13日・27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）
○

◆登録に関する問い合わせ
土浦自動車検査登録事務所

なお、車両区分により手続き先が異なりますので、
050-5540-2018

◆自動車税に関する問い合わせ
茨城県筑西県税事務所収税第一課

下表をご参照ください。
車両区分

手続き先

0296 ㉔9190

・原動機付自転車
㊌市民課
（125cc 以下の
（内線1140）
バイク）
手続き・申請
・ミニカー
石 暮らしの窓口課
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、 ・小型特殊自動 ○
（内線8011）
車
（トラクター等）
児童扶養手当を受給しているなどの低所得のひとり

低所得のひとり親世帯
生活支援特別給付金

親世帯に対し、県独自に生活支援特別給付金を支給
します。
対象者次のいずれかに該当する方
①令和４年１月分の児童扶養手当受給者
（申請不要）
②公的年金などを受給しており、令和４年１月分の
児童扶養手当の支給が全額停止されている方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変するなど、収入が児童扶養手当を受給してい
る方と同じ水準になっている方
《申請について》
①の方は、申請不要です。２月末頃に児童扶養手当

申請方法必要書類を持参のうえ、窓口で申請してく
ださい。申請書類は窓口にあります。また、市ホー

軽自動車検査協会
軽自動車
茨城事務所土浦支所
（三輪、四輪、
左記へお問い合わせ
（つくば市島名字前野3915
ボートトレー
ください。
番地諏訪 C23街区5）
ラー等）
050-3816-3106

問㊌税務課
（内線1614）

防犯・防災

防災ラジオの有償配布のお知らせ

災害時などの緊急時に市民の皆さんへ迅速に情報

ムページからもダウンロードできます。

を提供し、適切な行動をとっていただくため、昨年

必要書類〇本人確認書類
（運転免許証、マイナンバ

７月から防災ラジオの有償配布を実施しています。

ーカード、健康保険証など）
〇金融機関の口座番号がわかるもの
（コピー可）
【②の方】令和２年分の収入がわかるもの
（年金決定
通知書、年金振込通知書など）
【③の方】令和３年１月以降の任意の１か月の収入が
わかるもの（同居の親族分も必要）
〇戸籍謄本が必要な場合もあります
（詳しくはお問
い合わせください）

集中豪雨などの荒天時にも防災行政無線の放送を
室内で聞くことができるため
「緊急情報」や
「防災情
報」などをはっきりと確認することができます。防
災ラジオをぜひご活用ください。
対象者市内在住の方、または市内の事業所
負担金１台目3,000円

２台目以降10,000円

石暮らしの窓口課
申込方法㊌防災危機管理課または○

で申込書を記入してください。

申請期限４年３月31日
（木）

受取方法負担金の入金確認後、㊌防災危機管理課で

※申請期間が短いため忘れずに期日までに申請して

お渡しします。

ください。
申請窓口・問㊌こども課
（内線1331）

石 暮らしの窓口課
（内線8026）
○

手続き・申請

2

【名義変更の場合】
譲渡証明書、印鑑、
身 分 証 明 書、 ナ ン
バープレート
【廃車の場合】
ナンバープレート、
標識交付証明書、印
鑑、身分証明書
※本人以外が手続き
する場合は委任状

関東運輸局茨城運輸
二輪の軽自動 支局
車、二輪小型 土浦自動車検査登録 左記へお問い合わせ
自動車（125cc 事務所
ください。
（土浦市卸町2丁目1番3号）
を超えるバイク等）
050-5540-2018

の口座に振り込みます。
②③の方は、申請が必要です。

手続きに必要なもの

バイク・軽自動車などの
異動申告を忘れずに

申込・受取時間土日・祝日を除く、９時～17時
問㊌防災危機管理課
（内線2210）

ニセ電話詐欺などの不審電話に注意
（自動通話録音機を無償で貸し出し）
防犯・防災
身内や警察官などになりすまし、現金を振り込ま

軽自動車税（種別割）
は、毎年４月１日現在の所有

せる詐欺事件や市役所職員を騙った医療費還付金詐

者の方に課税されます。バイクや軽自動車などを、

欺が多発しています。これを防止するため、自動通

譲渡・廃車した場合は、必ず名義変更または廃車の

話録音機を無償で貸し出します。この録音機は、家

申告を行ってください。申告がない場合、引き続き

庭の固定電話に取り付けて使用し、着信時に警告メ

軽自動車税（種別割）
が課税されることがあります。

ッセージを流します。また、会話を自動録音します

広報じょうそう お知らせ版 2022.2

春季全国火災予防運動 〈期間〉
3月1日
（火）
～3月7日
（月）
『おうち時間

家族で点検

火の始末』火元の安全を再度確認しましょう！

ので、被害防止に役立ちます。ぜひご活用ください。 （障害者控除）を受けることができます。
貸出期間６か月間（４年９月末まで）

市では、次の要件を満たす方に対し、申請により

対象者市内在住の、
65歳以上の方が居住する世帯

確定申告時に必要となる
「障害者控除対象者認定書」

※希望者多数の場合は、初めての方を優先し、抽選

を発行します。
対象者認定基準日（３年12月31日または死亡日）に

を行います。
申込３月24日（木）までに、利用申請書
（申込先にあ

おいて、次の要件をすべて満たす方

ります。また、市ホームページからもダウンロード

①市 内に住所がある65歳以上の方で、介護保険の

石
できます）に記入・押印し、㊌商工観光課または○

暮らしの窓口課へ提出してください。
問㊌商工観光課（内線2440）

認定調査票または主治医意見書で日常生活自立度
の判定が一定の基準にある方
②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ない方

婦人科検診のお知らせ
（４月・５月）
健康・医療

※ただし、障害者手帳などによる普通障害者控除対
象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象

３月１日から８日は厚生労働省が定める
「女性の

になる方は申請をすることができます。

健康習慣」です。この機会に、ご自身の健康を見つ

必要書類①申請書（申請窓口または市ホームページ

めなおし、ぜひ健康診断を受けましょう。

にあります） ②対象者および申請者の本人確認が

【検診日程】
検診日程
4月21日
（木）

会

場

申込み
3/16～3/18

4月22日
（金） 保健センター
4月25日
（月）
4月26日
（火）

申請㊌幸せ長寿課管理係
（〒303-8501水海道諏訪

0570-077-150

ス係
（〒300-2793新石下4310-1）へ、直接または

の期間に、
健診予約センター

4月27日
（水） 石下総合福祉
※ https://kenko-link.org/
5月27日
（金） センター
より予約もできます。
5月28日
（土）
（事前登録が必要です）

【婦人科検診対象者・検診料金】

乳がん
検診

石 暮らしの窓口課保健福祉サービ
町3222番地3）
、○

郵送で申請してください。
※郵 送の場合は84円切手を貼った返信用封筒を同
封してください。
問㊌幸せ長寿課
（内線4230）
、税の申告については

20歳～39歳

40歳以上

〇

偶数年齢の方

マンモグラフィ
検査
２方向 1,000円
１方向
600円

④委任状
（親族以外の方が申請する場合）

（9：00～17：00）

へお申し込みください。

超音波検査
600円

できるもの
（郵送の場合は写し） ③申請者の認印

奇数年齢の方
49歳以下２方向
51歳以上１方向

〇
子宮
子宮頸部細胞診
頸がん
検査 700円 ※31・36・41歳 の 方 は、HPV 検 査
検診 （HPV 検査500円） を追加することができます。

㊌税務課（内線1610）

福

祉

「声の広報」
をご利用ください

「声の広報」は、視覚に障がいのある方へ音声版の
広報をお届けする事業です。利用を希望する方は、
下記へお申し込みください。
対象者市内在住で視覚障がいがあり、身体障害者手

※70歳以上は無料です。

帳の交付を受けている方

※次の年齢の方は無料クーポン券
（４月下旬に郵送

送付内容広報常総、広報じょうそうお知らせ版、ふ

します）対象です。
子宮頸がん検診無料クーポン券…21歳になる方（平
成13年４月２日～平成14年４月１日生まれ）

くし JOSO
※音訳ボランティアの協力により録音した CD また
は SD カードを郵送します。

乳がん検診無料クーポン券…41歳になる方
（昭和

費用無料

56年４月２日～昭和57年４月１日生まれ）

申込・問市社会福祉協議会石下事務所

問保健推進課

福

祉

㉓3111

障害者控除対象者認定書の
交付について

65歳以上の方で、障がいの程度が障がい者に準

相

談

㉚8789

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
相談をお願いします。

ずる状態として、福祉事務所長の認定を受けた方は、

休日相談３月６日
（日）８時30分～12時

確定申告などにより所得税や市・県民税の所得控除

夜間相談毎週木曜日19時まで
（祝日を除く）
広報じょうそう お知らせ版 2022.2
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新型コロナウイルス感染症の影響により減収が見込まれる世帯の国民健康保険税減免申請を受付中
郵送可

※申請期限３月24日
（木）

石暮らしの窓口課
問㊌健康保険課
（内線1220）
、
（内線8027）
○

用意するもの直近の給与明細書３か月分、家計の収

具や資源を再利用したエコ生花、ほっとくつろげる

支が分かるもの

青空カフェコーナーもあります。

問㊌税務課（内線1520）

場所水海道あすなろの里
費用入園料無料※一部有料コーナーあり

相

談

健康相談

内容エコカフェ・エコ遊具・バルーンアート・エコ
生花・陶芸販売・青空図書館・マイスプーン・マイ

日時３月18日（金）
９時30分～11時

フォーク

場所石下総合福祉センター

◆エコカフェを開催

費用無料

「もったいないをなくそう！」
新企画・エコカフェ

その他電話相談も随時受け付けます。
申込・問３月17日
（木）
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

内でカルトナージュ作りをしませんか。ご家族でぜ
ひご参加ください。
日時３月27日
（日）
、４月３日
（日）
①10時～

③13時～

④14時～

※各回１時間の体験です。受付５分前には会場にお
越しください。

日時３月９日（水）13時～15時30分

場所水海道あすなろの里園内の里カフェ和室

場所㊌議会棟２階小会議室

費用無料

対象者本人、ご家族の方どなたでもご相談ください。

定員各回10組まで

相談員水海道厚生病院精神科医師

※１組１テーブル４人まで
（５人以上は要相談）

費用無料

内容破棄する予定の牛乳パックを使用し、布を貼り

申込・問３月４日
（金）までに、㊌社会福祉課
（内線

合わせて、カルトナージュを作ります。エコカフェ

4131）へお申し込みください。

内は一部有料です。

相

談

就職についての悩みや不安を
話してみませんか

日時３月２日・９日・16日・23日・30日の毎週水曜日
13時～16時

締切３月20日
（日）
17時
（定員になり次第締め切り
ます）
……………………以下共通事項………………………
その他風邪症状や発熱など、体調不良の方は来園を
お控えください。検温・消毒・いばらきアマビエち

場所ハローワーク常総内サポステブース

ゃん登録・マスクの着用・密にならない・こまめな

対象者就職の悩みがある15歳から49歳までの方ま

手洗いまたはアルコール消毒をお願いします。

たは保護者・関係者

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止

内容課題克服のためのセミナー、面接練習、履歴書

となる場合があります。

添削など。オンライン面談も行っていますので、ご

申込・問水海道あすなろの里

利用ください。

※休園日
（月曜日）
を除く、８時30分～17時

相談員いばらき県西若者サポートステーション相談員
費用無料
その他現在、県西若者サポステにて無料パソコン講

イベント

㉗3481

市民活動団体組織基盤アップ
セミナー

座実施中

日時３月24日
（木）
14時～16時

申込・問いばらき県西若者サポートステーション

会場㊌市民ホール

0296 54 6012へ各相談日の前日までに、お申し

対象者市民活動団体、NPO 法人、ボランティアや

込みください。

市民活動に関心のある方

※火～土曜日９時30分～17時30分

定員先着30人
（団体で申し込みする場合は２人まで）

https://www.iw-saposute.org

イベント
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②11時～

春のわくわくフェア2022

※個人の申し込みも可
内容人が活きる組織づくりの手法
「ファシリテーシ
ョン」
を学ぼう
講師大野 覚氏
（認定 NPO 法人 茨城 NPO センター

桜咲く春のあすなろの里で、エコをテーマに新し

コモンズ

い体験コーナーで遊ぼう！電気を作って遊ぶエコ遊

費用無料

広報じょうそう お知らせ版 2022.2

常務理事兼事務局長）

3月6日
（日）
に予定していた市内一斉清掃は中止とします
その他新型コロナウイルスの感染状況によっては、

問㊌生活環境課
（内線4432）
術科…５月６日
（金）～10月31日
（月）
、ものづくり

オンラインになる場合があります。

機械加工科…５月10日
（火）
～11月29日
（火）

申込方法３月11日（金）までに、㊌市民と共に考え

場所ポリテクセンター茨城
（水海道高野町591）

る課市民協働係へ、電話・メール・FAX のいずれ

対象者就職に必要な技能・技術を身に付けたい方

かでお申し込みください。

コース○テクニカルオペレーション科
（CAD/NCコース）

※メ ー ル・FAX（任 意 様 式 ）の 場 合 は、 ① 団 体 名
②氏名

③電話番号

④メールアドレスを記入の

うえ、お申し込みください。

問㊌市民と共に考える課
（内線2120） ㉒1848
shiminkyodo@city.joso.lg.jp

イベント

茨城いのちの電話
オンライン公開講座

日時３月５日（土）13時30分～15時

○電気設備技術科

○ものづくり機械加工科

費用無料
（テキスト代等実費負担）
その他３月３日
（木）
、
17日
（木）
、４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４月８日
（金）までに、ハローワーク常総

㉒

8609へお申し込みください。
問ポリテクセンター茨城

集

㉒8845

４年度市奨学資金貸与基金による
奨学生

会場 Zoom

募

定員先着順250人※お申し込みが必要です。

市では、奨学資金貸与基金を設置し、能力がある

内容公開講座「社会的孤立と自殺問題～コロナ禍の

にも関わらず経済的理由により、修学が困難な方に

社会を生き抜くために～」

対し学資資金を貸与しています。

講師土井隆義氏（筑波大学人文社会系教授）

募集期限４月28日
（木）

費用無料

対象者次のすべてに該当する方

申込・問茨城いのちの電話つくば事務局

①常総市に１年以上居住する方の子

029-852-8505※平日９時～17時
070-4000-1484
（当日のみ） 029-852-8355

イベント

ひきこもり親子クロストーク
in 守谷

日時３月20日（日）
13時30分
（開場13時）

②高等学校、高等専門学校または大学
（短期大学を
含む）に在学し、人物・学業ともに優れ、かつ学
資の支弁が困難と認められる方
③本人および保護者
（親権を行う方、未成年後見人
その他の方で、現に本人を監護している方）が市
税を滞納していない方

場所守谷市中央公民館ホール

④他の奨学金を受けていない方

主催守谷市文化協会

貸与金額○高等学校…………月額10,000円

映画・講演の会

共催ぼそっとプロジェクト

○高等専門学校……月額20,000円

後援守谷市教育委員会

※専門学校は対象外

内容登壇者たちが親の立場、子の立場からひきこも

○大学・短期大学…月額30,000円

りについてホンネを語り合う。相手が考えているこ

定員若干名

とを知り、行き詰った状況に風穴を開ける。

決定方法奨学生選考審査会で決定し、書面にて結果

講師ぼそっと池井多氏
（ぼそっといけいだ：ぼそっ

を通知します。

とプロジェクト主宰）
ほか

その他奨学資金は無利子です。学校卒業後１年間は

定員先着170人（どなたでも参加できます）

据え置き、その後10年間で償還していただきます。

参加費500円（入場料）

市内に住所を有する成年者の保証人および連帯保

申込二次元コードからお申し込みください。
※最新情報はホームページでご確認ください。
問守谷市文化協会事業部

映画・講演の会

https://www.sungaku.net
重村

募

090-7201-6293

s-shige@extra.ocn.ne.jp

就職を目指す方へ
（職業訓練受講者）
集

受講期間テクニカルオペレーション科、電気設備技

証人が必要です。

石学校教育課に提出してください。
申込次の書類を、○

①奨学生願書

②奨学生推薦書
（現在在学している

学校に依頼） ③納税状況調査同意書
貸与に関する確約書

⑤住民票謄本

④奨学資金
⑥所得証明書

⑦在学証明書
（進学した学校発行のもの）
※①～④の用紙は、市のホームページからダウンロ
ードできます。
石 学校教育課
（内線8210）
問○
広報じょうそう お知らせ版 2022.2
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「Yahoo! 公金支払い」のサービス終了に伴い、市税のクレジットカード納付受付は令和４年３月30日
で終了となります ※国民健康保険税・9期（3月31日納付期限）を納付予定の方はご注意ください
問㊌税務課
（内線1521・1522）

募

集

在宅福祉サービス「せいむ」
協力会員

高齢者や子育て世帯の掃除や洗濯、子どもの一時

求

人

市立保育所の会計年度任用職員

職種①保育士

②看護師

③土曜保育士

④残留保

預かりなど日常生活の困りごとを空いている時間に

育士

お手伝いしてくださる方
（協力会員）
を募集します。

勤務場所①第一・二・三・四・六保育所のいずれか

◆活動内容

②第三保育所

③④第六保育所

勤務時間① ③８時30分～16時30分
（早朝・残留保

場所市内
時間原則平日９時～17時、１回につき１～２時間程度

育による時差出勤あり）

内容掃除、洗濯、買い物、子どもの一時預かりなど

②８時30分～16時30分

その他活動時間に応じて報酬があります。
（１時間

④16時30分～18時30分
対象者①③保育士資格を有する方

600円）
◆登録説明会

②正看護師資格を有する方

日時３月15日（火）
13時30分～15時

定員①５人程度

場所市社会福祉協議会水海道事務所

給与①時給1,100円

参加費無料
㉓2233へお申し込みください。※説明会への参

加が難しい方も随時お問い合わせください。

集

②③④各１人
②時給1,150円

③④時給1,300円

申込・問３月10日（木）
までに、市社会福祉協議会

募

④不問

採用年月日①②③調整つき次第随時

④４月１日

手当など賞与※年２回
（①②のみ）
、有給休暇、通勤
手当
（片道２㎞以上）
、社会保険および雇用保険加入
（①②のみ）

天樹院「千姫」様の
NHK 大河ドラマ実現を！

申込・問履歴書
（写真添付）
、資格証の写し、印鑑を
持参のうえ、㊌こども課
（内線1320）へお申し込み

「千姫」は徳川家康の孫で、墓所は豊岡町の天樹院

ください。

弘経寺にあります。その生涯は非常にドラマチックな
もので、女性活躍を推進する現代にも通じるものが
あり、NHK 大河ドラマの主役としてふさわしい人物と

求

人

介護支援専門員会計年度任用職員

言えます。
「千姫」様を主人公とした NHK 大河ドラマ

採用日４月１日

の実現に向けて、署名のご協力をお願いします。

雇用期間５年３月31日まで
（更新あり）

◆署名チラシの主な配布場所・提出先

勤務日月～金曜日の週５日
勤務時間９時～17時
（１日７時間勤務、休憩60分）

※今後、順次拡大予定です。
所

在

名

常総市水海道宝町2736番地2

所

㈱ロコレディ

常総市水海道諏訪町3222番地3

市役所本庁舎
総合案内窓口前

常総市水海道橋本町3552番地1

市商工会水海道事務所

常総市新石下4310番地1

市役所石下庁舎
暮らしの窓口課前ロビー

常総市新石下3678番地

◆電子署名

市商工会石下事務所

※ホームページ受付フォームからご協力いただけます。

対象者①②すべてに該当する方
①介護支援専門員の資格があり、有効期間が１年以
上残っている方
②普通自動車運転免許を有する方
募集人数１人
給与時給1,150円
（期末手当・交通費支給あり）
手当など社会保険・雇用保険加入、
年次有給休暇あり
提出書類履歴書、介護支援専門員証の写し、普通自

http://www.joso-kankou.com/news.php?category

動車運転免許証の写しを面接時に提出してください。

=1&code=641

選考方法面接

活動期間４年２月１日～６年10月31日

申込・問３月７日
（月）までに、㊌幸せ長寿課
（内線

主催常総ごじゃっぺ短期大学校

4254）
へ直接お申し込みください。

協賛常総市・常総市商工会・常総フィルム
コミッション
問（株）ロコレディ事務所

㉒1377

水海道宝町2736番地2
6
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申告相談の事前予約はお済みですか
予約先事前予約コールセンター
㊹6987

事前予約サイト

三井住友銀行の窓口における市税等の納付書の取り扱いは、令和4年3月31日をもって終了します
口座振替
（口座引落）
による納付は継続されます

スポーツ

市主催のスポーツ教室

問㊌税務課
（内線1521・1522）
対象者高校生以上のこりや痛みでお悩みの方
費用各3,000円
定員各１人

健康水泳教室
（３月分）

申込各総合体育館へお申し込みください。

日時３月４日・11日・18日の各金曜日

トレーニング講習会
日時
（水海道）
３月５日
（土） 14時～15時

９時30分～11時
場所きぬ温水プール

13日
（日） 14時～15時

対象者18歳以上の方

17日
（木） 19時～20時

内容泳げない方や初心者を対象とした教室です。

（石

下）
３月６日
（日） 14時～15時

費用入場料400円のみ

19日
（土） 14時～15時

申込当日きぬ温水プールへお申し込みください。
石生涯学習課
（内線8511）
問○

柔道教室
（前期）

日時４月２日～６月18日の毎週土曜日
（全12回）

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
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。
大人水泳教室
（４種目）

10時～12時
場所石下総合体育館

日時３月４日・11日・18日・25日の各金曜日

対象者市内在住の小学生～中学１年生
※高校生以上も参加できます。
費用中学生以下1,000円

高校生以上2,000円

※初日に徴収します。
申込２月25日（金）～３月13日（日）に、所定の申込

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4,400円
ドローン無料体験会

書に必要事項を記入のうえ、石下総合体育館へ直接
または電話か FAX でお申し込みください。
立腰体操教室

㉗3913へお申し込みください。

申込きぬ温水プール

日時
（水海道）
３月20日
（日）
（石

下）
３月６日
（日）

日時４月12日～６月７日の毎週火曜日
（５月３日を

①９時～10時30分

②11時～12時30分

除く全８回）18時30分～20時

③13時～14時30分

④15時～16時30分

場所水海道総合体育館

対象者小学生以上
（小学生は保護者同伴）

対象者市内在住・在勤の方

申込各総合体育館へお申し込みください。

費用1,500円

楽々水泳教室

※初日に徴収します。

申込３月１日
（火）～18日（金）に、水海道総合体育

日時３月６日
（日）
10時～11時30分

館へお申し込みください。

場所きぬ温水プール

太極拳教室

対象者中学生以上の方

日時４月13日～７月27日の毎週水曜日（５月４日

内容背泳ぎ・クロール

を除く全15回）19時30分～21時

費用1,500円

場所水海道総合体育館

申込きぬ温水プール

卓球プライベートレッスン

対象者市内在住・在勤の方
費用1,500円

※初日に徴収します。

㉗3913へお申し込みください。

日時３月６日
（日）
・19日
（土）

申込３月３日（木）～21日（月・祝）に、水海道総合

①14時30分～15時30分

体育館へお申し込みください。

②15時45分～16時45分

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
健康整体サロン

日時（水海道）３月３日・17日の各木曜日
（石

③17時～18時

場所水海道総合体育館
対象者小学生以上の方
費用各2,500円
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。

下）３月10日・24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
広報じょうそう お知らせ版 2022.2
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困った
ときの

各種相談

3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２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
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
◆AMお別れ会10時～
1日（火）身体測定９時～
※３月は第３水曜日も実施
い し ま す。 ま た、
3日（木）
（自由開放14時30分～）
※
新 型コロナウイル
2日（水）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お別れ会10時～
8日（火）
り中止となる場 合
（自由開放14時30分～）
日時 3月15日
（火）
９時～12時
3日（木）身体測定９時～
があります。
◆AM成長アルバム作り10時～
身体測定９時～
※印…詳しくは、㊌市民課 ㉓2909へ
11日（金）
4日（金）
（自由開放14時30分～）
※新型コロナの影響
◆親子エアロビクス10時～
■年金事務所年金相談（要予約）
◆AMお別れ会10時～
により中止の場合は、
16日（水）
16日
（水）◆誕生会とお別れ会10時～
予約された方に通知
（自由開放14時30分～）
日時 3月10日
（木）
10時～14時
します。
AM身体測定
17日（木）◆誕生会とお別れ会10時～
22日（火）
場所 市商工会水海道事務所
◆赤ちゃん広場14時～
水海道児童センター
受付 下館年金事務所 0296 ㉕0829へ
23日（水）AMPM身体測定
水海道天満町4678
（１か月前から受付可）
㉓ 1902 8：30～17：00
24日（木）AMPM身体測定
■高齢者相談
2日（水）いいものみ～っけ９時～
25日（金）AMPM身体測定
3日（木）◆おまもり作り10時30分～
受付 当日、㊌幸せ長寿課 ㉓2930へ
三坂児童館
夜間・休日 080-3400-6616
4日（金）いいものみ～っけ９時～
三坂町402-1
㉒ 7937 8：30～17：00
在宅医療・介護相談窓口 ㊳8998
7日（月）いいものみ～っけ９時～
2日（水）◆新聞紙遊び10：30～
○水海道中学校区 ㉓2233
9日（水）いいものみ～っけ９時～
4日（金）◆新聞紙遊び10：30～
○鬼怒中学校区 ㉓3011
11日（金）いいものみ～っけ９時～
5日（土）土曜開館日
○水海道西中学校区（豊岡・菅原・大花羽） ㉔1211
12日（土）土曜開館日
7日（月）◎休館日
○水海道西中学校区（坂手・内守谷・菅生） ㊳8101
14日（月）◎休館日
9日（水）相談日ほっとステーション10時～
○石下中学校区 ㊷1105
16日（水）いいものみ～っけ９時～
16日（水）◆イースターたまご探し10：30～
○石下西中学校区 ㉚8283
17日（木）◆思い出のアルバム10時30分～
18日（金）◆イースターたまご探し10：30～
■女性相談
18日（金）いいものみ～っけ９時～
19日（土）土曜開館日
日時 3月15日
（火）
10時～15時※12時～13時を除く
23日（水）いいものみ～っけ９時～
22日（火）◎休館日
場所 石 会議室
（電話相談可）
24日（木）相談日ほっとステーション10時～
●基本的に平日は自由開放日です。詳しくは、
受付 前日までに、㊌人権推進課 ㉑3510へ
25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。
■教育相談
●休館日：土曜（児童館・児童センター除く）、 26日（土）土曜開館日
㊷1529
電話相談
日曜・祝日
28日（月）◎休館日
※新型コロナウイルス感染症の今後の状況によ
毎週月・水・木曜日 10時～17時
30日（水）いいものみ～っけ９時～
り変更となる場合があります。
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
児童館・児童センター
■行政書士よろず相談
（無料）
土曜開館日
内容 相続、契約、土地利用、各種許認可
三坂児童館
３月 ５日・19日
日時 3月8日
（火）
13時～16時
児童センター
３月12日・26日
場所 生涯学習センター会議室1
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
乳幼児健診
実施日
受付時間
対 象
13時～16時30分）
（平日の９時～12時、

乳児健診
３日
（木）
2021年 11月生まれ
○消費者ホットライン 188
■きぬふれあいセンター相談事業
12か月児健診
２日
（水）
2021年 ２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
８日
（火）
2020年 ８月生まれ
場所 きぬふれあいセンター相談室
３歳児健診
18日
（金）
2019年 ２月生まれ
地域交流センター応接室
就労相談 日時 3月16日
（水）
９時30分～11時
教室・相談
実施日
受付時間
対 象
場所 きぬふれあいセンター相談室
2020年1·2月生まれ
２歳児教室
８日
（火）
問 きぬふれあいセンター ㉔0355

３月の納税
市

のびのび子育て

３日
（木）

離乳食教室（後期）

９日
（水）

税：国民健康保険税…９期

●納期限は 3月31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）で納付できます。
問㊌税務課（内線1521）

9時45分～10時15分
9時45分～10時

乳幼児
生後９～11か月頃

石下総合福祉センター（予約制）
乳幼児健診
３歳児健診

実施日

受付時間

対

象

11日
（金） 12時45分～13時30分 2019年1·2月生まれ

申込・問保健推進課

㉓3111
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