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◆問い合わせ＝問い合わせ＝ アグリサイエンスバレー整備課（内線2820）アグリサイエンスバレー整備課（内線2820）

まちびらきがここから始まる特集

道の駅のロゴマークができました道の駅のロゴマークができました

　道の駅の公式ロゴマークが完成しました。

　ロゴマークを見てみると市の魅力が詰まって

いて、市民の方はもちろん、訪れる方々に親し

んでいただけるロゴマークとなっています。

　道の駅常総のロゴマークは、徳川家康の孫娘

であり、市のマスコットキャラクターにもなっ

ている千姫様、鬼怒川や名所復活の願いを込め

た桜、豊田城といった市の歴史的・自然的な要

素を取り入れています。

　これらの市を彩る魅力的要素を囲うことで、

一体感を演出したロゴマークとしています。

　いよいよ道の駅の開業日が決定しました。

　アグリサイエンスバレー常総のまちびらきがここから始まります。

　ちょうどゴールデンウィーク前の開業となりますので、今年のゴールデンウィー

クのお出かけ先にはぜひ道の駅常総へ。
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道の駅のキャッチフレーズが決定しました道の駅のキャッチフレーズが決定しました

　12 月に道の駅常総のキャッチフレーズを市内

中学生の皆さんを対象に募集をしたところ、563

件もの応募がありました。

　コピーライターの方にアドバイザーとして

入ってもらい、市長を含めた選考委員会を開催

した結果、こちらのキャッチフレーズに決定し

ました。

（最優秀賞）石下中学校　１年２組　東
ひがし
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商品やメニュー開発も進んでいます商品やメニュー開発も進んでいます

　道の駅常総は常総市・茨城県など地域の素材

を主に使ったオリジナルの商品・メニューを中

心に全国の魅力ある美味しい物も販売予定です。

　施設内には、物産エリアだけでなく、食堂、

カフェ、ベーカリー、スイーツショップなど様々

※画像は開発段階のものとなります。実際のイメージや仕様とは異なる場合があります。

な店舗が入ります。

　道の駅常総は、ワクワクしながら買って、食

べて、道の駅常総で過ごす時間を通して、地域

の魅力を感じてほしいという想いを込めた「体

験型 食のテーマパーク」です。
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AI まちづくり市民交流会を動画で視聴AIまちづくり市民交流会を動画で視聴
　市の公式 YouTube チャンネルでは、ＡＩまち

づくり市民交流会の様子やパネラーへの個別イ

ンタビューを順次公開していきます。

　是非、ご覧ください。 YouTube

▲動画は分野ごとに別けて公開します。

　常総市は、人口減少・少子高齢化・公共交

通の脆弱性・事業の後継者不足等の様々な課

題があり、次代に応じたまちづくりに転換し

ていくことが重要です。

 そこで、市はホンダとの協定締結をきっか

けに、「市民（あなた）が好きな“まち "」の

実現に向けて、市民の皆さんと一緒に AI を

活用した課題解決・まちづくりへの挑戦を始

めました。

　その挑戦の第一弾として、今までの取り組み

を皆さんに紹介し、今後のまちづくりに関して

ディスカッションする交流会を２月 12 日に生涯

学習センターで開催しました。

　当日は会場が埋め尽くされるほどの参加者が

集まり、会場は熱気に満ち満ちていました。

　交流会の第１部は、ＡＩを活用したまちづく

りについて市長から。第２部では、農業、教育

AI まちづくり市民交流会の開催AI まちづくり市民交流会の開催

に関わる方たちをパネラーに招き、ＡＩの活用

によって私たちの暮らしがどう変わるのか、未

来のまちづくりについてディスカッションを行

いました。

　随時、参加者から質問を受け付け、パネラー

がその質問に答えることで、参加者と交流を深

めました。

▲第１部でプレゼンテーションを行う神達市長 ▲第２部は様々な意見が飛び交いました。

◆問い合わせ＝問い合わせ＝ 商工観光課（内線2440）商工観光課（内線2440）
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市長が動画で紹介市長が動画で紹介
　市の公式 YouTube チャンネルでは、ＡＩモビ

リティパーク紫峰での技術実証実験やＡＩまち

づくりについて動画を公開しています。

YouTube

　現在、市ではＡＩを活用したまちづくりに参

加、応援してくれる方を募集しています。

　サポーターに登録いただいた方には、ワイガ

　「市民（あなた）が好きな “まち"」の実現の

ために、市や協力企業が持つ知見・コネクショ

ンと市民の方の身の回りの課題を融合しながら、

市の課題に対する対策を検討し、ＡＩを活用し

て、まちを活性化するアイデアを、具現化する

ことを目的としてコンソーシアムを立ち上げま

す。

　これにより、様々な角度からの分析やアプロー

チを目指して行きます。

ヤイベントの情報やＡＩに関する最新情報をお

届けします。

　この機会にぜひ、登録をお願いします。

コンソーシアム設立による期待コンソーシアム設立による期待

常総市AI まちづくりコンソーシアム

身の回り課題
まちの利便性向上

事業化機会

市民市民

常総市常総市 協力企業協力企業
関係人口関係人口

まちの活性化

知見

コネクション

知見

コネクション

常総市を
ベースとした
事業化機会など

AI まちづくり　コンソーシアムサポーターの募集AI まちづくり　コンソーシアムサポーターの募集

■コンソーシアムとは・・・

共通の目標のために企業や組織が作る共同体

用語説明

■ワイガヤイベントとは・・・

みんなで一緒に地域の課題や魅力について話し合い、まちづく

りのアイデアを出し合います。そのアイデアを実現に向けて取

り組む方を募集し、まちの活性化を目指します。

用語説明

申し込みフォーム

コンソーシアム設立による期待コンソーシアム設立による期待
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協定を締結した福井SMC筑波工場長（左から３人目）、中島
地理空間情報推進協会代表理事(右から２人目)と神達市長

整備された発電機や投光器、テントなどの
備品の数々

整然と並び華やかなひな壇飾り

人権擁護委員の瀬戸部会長と感謝状を贈呈された関根さん、
神達市長(左から)※野口さんは当日都合により欠席されました。

　SMC株式会社から昨年に引き続き、ポータブル電
源およびポータブルソーラーパネル各５台を寄付し
ていただき、12月21日に市役所で寄付贈呈式を行い
ました。また同日、避難者の支援体制の充実と、円
滑な災害復旧活動に資することを目的として、SMC
株式会社と「災害時の協力体制に関する協定」を、
一般社団法人地理空間情報推進協会と「災害時にお
ける被災状況調査等の支援に関する協定」を結び、

　杉山自主防災会では、地域の防災力向上を目的として、（一
財）自治総合センターが宝くじの受託事業収入を財源として実
施している社会貢献広報事業「令和４年度コミュニティ助成事
業」を活用し、投光器や発電機などの各種備品を整備しました。
　この助成事業は、地域の資機材の充実を図り、防災力強化を
推進するとともに、宝くじの普及広報を目的として行われている
ものです。

　２月４日から３月５日まで水海道あすなろの里で第８回あすな
ろのひな祭りを開催しました。
　昭和初期から平成にかけてのひな人形や手作りの吊るし雛、
陶器のお雛様、バルーンのひな人形、竹あかり、そして市内のこ
ども園の園児による創作作品やお花(生花)を展示。２月11日・
３月４日は、イルミネーションをプ ラスさせた夜の展示を行い、
来園者の目を楽しませました。
　また、２月25日・26日には、正門前広場で、煎餅焼きや焼き
芋、竹あかり作り、そして抹茶などの様々な体験イベントも行わ
れ、家族連れで賑わいました。

　１月１日付けで人権擁護委員を退任された関根則雄
さん（栗山新田)、野口次男さん（鴻野山）に、法務大
臣から感謝状が贈られました。
　人権擁護委員は、法務大臣の委嘱を受け、人権思想
の普及とともに、人権が侵害されることがないよう見
守り擁護する活動を行っている方々です。関根さんは
15年３か月、野口さんは12年３か月にわたり委員を務
められ、長年の功績が評価され、表彰されました。

寄付贈呈式と災害協定合同調印式を実施

宝くじの助成金で防災資機材整備

あすなろのひな祭り

法務大臣から感謝状が贈呈されました

災害協定合同調印式を実施しました。
　今後も防災協力体制を強化し、市の防災力向上に努めていきます。

▷
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神達市長を表敬訪問した飯田さん(左)

フライト部門で好成績を収めた佐藤さん

受賞した各校の 代表者の皆さん

　昨年の12月23日から27日に、石川県で開催された第31回全
国小学生バドミントン選手権大会に茨城県代表として出場した
玉小学校６年の飯

いい

田
た

大
ひろ

翔
と

さんが、２月６日、神達市長を表敬訪
問し大会結果を報告しました。
　団体戦ではチームのメンバーとして第５位、個人戦ダブルス
ではベスト16の成績を収めました。飯田さんは「さらに上を目
指して頑張りたい」と今後の抱負を話していました。

　東京都で行われたスポーツエアロビック2022東京オープ
ンを勝ち抜き、１月28日に静岡県で開催された第13回全国
ユース・フライトエアロビック選手権大会に、佐藤結

ゆ

月
づき

さ
ん（水海道淵頭町）が出場しました。
　佐藤さんは、スタミナと合わせてエアロビックの技術や
全身での表現力を競うフライト部門に出場し、14才から16
才の部門で第８位の成績を収めました。今後の活躍を期待
しています。

　市内各中学校の代表11人が参加した「第９回少年
の主張大会」の表彰式が、１月30日に生涯学習セン
ターで開催されました。
　少年の主張大会は、学校生活や日常生活で感じ
た自身の思いを述べることを通して自他の成長の機
会とすることなどを目的として例年実施しています
が、新型コロナウイルスの影響により昨年度に引き
続き動画による審査で開催されました。

全国小学生バドミントン選手権大会で活躍

全国ユース・フライトエアロビック
選手権大会に出場

中学生がそれぞれの思いを語った「少年の主張大会」

　主な受賞者は次のとおりです。(敬称略)
■最優秀賞(市長賞)　　　新

しん

東
とう

　星
ほ

乃
の

(石下西中３年)　「差別のない世界を目指して」
■優秀賞(市議会議長賞)　大根　花

か

梨
りん

(水海道西中１年)「小さな命を守るために、今できること」
■優秀賞(市教育長賞)　　笠原　綾

あや

乃
の

(鬼怒中３年)　　「バーチャルとリアルの狭間で」

無料無料

ご予約は
こちらまで 0120-339-478
荒井司法書士行政書士事務所 ご予約受付時間

平日 9:00～18:00

法務相談予約受付中

常総市役所より
車2分

〒303-0024 常総市水海道栄町 2 6 8 0-11

相続・遺言 名義変更 登記
水海道
栄町店

間口2.7mの細長い３階建
水海道店：営業日（月・水・金・朝10時～夕方4時）
つくば市竹園デイズタウン店：朝10時～夜7時・水曜店休

◁
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　国税庁と全国納税貯蓄組合連合会では、将来を担う中学生の皆さんが税について関心を持ち、また、税について正
しい理解を深めてもらうことを目的に、毎年「税についての作文」を募集し、優秀作品を表彰しています。今年度も当
市からは、次の皆さんが受賞されました。

表　彰　名 作　品　名 学校名 氏名（敬称略）
茨城県納税貯蓄組合連合会会長賞 私達の生活を支える「税」 石下西中３年 稲　葉　里

り

　奈
な

常総市長賞 私たちの身の周りの税の役割 水海道中３年 坂　井　陽
はる

　香
か

下館税務署管内青色申告会連合会会長賞 これからの日本と税金 水海道中３年 花　井　舞
まい

　風
か

一般社団法人下館法人会会長賞 みんなで考えよう「税金」の使い道 水海道西中３年 坂　野　はづき
関東信越税理士会下館支部長賞 税について初めて考えてみた 石下西中３年 中

なか

　田
た

　　　潤
じゅん

真結納税貯蓄組合連合会会長賞
納税することの意味 石下中３年 平　塚　絆

はん

　愛
な

税金の使われ方 鬼怒中３年 川　畑　龍
りゅう

ノ
の

介
すけ

令和４年度  中学生中学生のの「税について「税についてのの作文」作文」でで受賞受賞

■個人（敬称略）
学校名 学年 氏　名 受　賞 作品展・コンクール名

水海道小学校
５年 大　塚　春

はる

　翔
と 最優秀賞 茨城県小中学校読書感想文コンクール

４年 横　山　ゆうき 最優秀賞 県ごみの散乱防止と３Ｒに関するポスターコンテスト

三妻小学校
３年 皆　葉　陽

ひ ら り

來莉 茨城海上保安部長賞 第23回未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール

２年 栗　田　葵
あお

　彩
い 優秀賞 2022全国選抜小学生プログラミング大会　ユードムチャ

レンジカップ茨城県大会

菅原小学校 ５年 大　根　颯
そう

　友
すけ 教育長賞 茨城県読書感想文コンクール
サントリー奨励賞 第68回青少年読書感想文全国コンクール

絹西小学校 ５年 太　田　一
かず

　希
き 優秀賞 第60回茨城県小中学校読書感想文コンクール

菅生小学校 ６年 濱　野　　　蒼
あおい 銅賞 第58回 JA共済茨城県小・中学校書道コンクール条幅の部

岡田小学校
２年 椎　名　琳

りん

　香
か 優秀賞 令和４年度茨城県人権メッセージ小学校低学年の部 

３年 松　﨑　斗
と

　蒼
あ 県教育長賞 令和４年度歯と口の健康に関するポスターコンクール

玉小学校 ６年 倉　田　　　藍
あおい 地区ガバナー賞 ライオンズクラブ国際協会主催国際平和ポスター・コンテスト

豊田小学校 ３年 長　塚　祐
ゆう

　真
ま 茨城県知事賞 令和４年度「ぼく☆わたしのおじいちゃん☆おばあちゃ

んの絵コンクール」
飯沼小学校 ６年 佐　藤　由

ゆ

　奈
な 茨城県教育長賞（優秀賞） 第72回社会を明るくする運動作文コンテスト

水海道中学校
２年 登　坂　秀

しゅう

　元
げん

県議会議長賞 茨城県統計グラフコンクール
２年 登　坂　綜

そう

　元
げん

１年 髙　橋　煌
らい

　琥
と 最優秀賞 茨城県「家庭の日」絵画・ポスター展

石下中学校
２年 松　崎　友

ゆ

　花
わ 優秀賞 令和４年度少年の主張茨城県大会

２年 野　田　姫
ひ

菜
な

乃
の 優秀賞 令和４年度マナーアップ＆クリーン作戦（ポスターの部）

３年 南　城　亜
あ

　桃
もも 茨城新聞社社長賞（優秀賞）第72回社会を明るくする運動作文コンテスト

■団体
団　体　名 受　賞 コンクール名

水海道中学校英語部 県教育研究会長賞 英語プレゼンテーションフォーラム県大会
水海道中学校吹奏楽部 銀賞 茨城県吹奏楽コンクール県大会
水海道中学校吹奏楽部（木管三重奏） 銀賞 茨城県アンサンブルコンテスト県大会

今年度コンクールや作品展で活躍した市内の小中学生の皆さんを紹介します

▷



　２月18日、創立150周年を迎える水海道小学校

で、全校児童約460人が作成した手形壁画アートの

完成お披露目会が記念事業として行われました。

　この壁画は、プールの壁面にクラス毎に描かれた

木の幹の絵に、児童達が思い思いの色のペンキで手

形を付けて完成させたものです。

　壁画アートを作成した児童は「皆の想いを形で表

現できていると思う。壁画アートの作成はとても楽

しい思い出になりました」と話してくれました。

お披露目会には水海道一高の生徒も来て、盛り上げてくれました。

教　　　育
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壁画アート作成の様子は

市公式SNSにも掲載しています。

全校児童で壁画アートを作成

◁



まちづくり
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報告

常総市都市計画審議会 

都市計画マスター
プラン 策定委員会 

庁内ワーキング 市民ワーキング 

情報発信 

地域別懇談会 

パブリックコメント

SNS、ホームページ、広報紙 

反
映

市民ワーキングの様子

「第2次常総市都市計画マスタープラン」の策定を進めています

1 都市計画マスタープランは、「将来のまちの姿を示す計画」

3 都市計画を巡る環境と計画づくりの方向性

　都市計画マスタープランとは、市町村がその創意工夫のもとに住民の意見を反映し、都市の将
来のあるべき姿やまちづくりの方向性を示す計画です。
　市では、合併後の平成22年に「常総市都市計画マスタープラン」を策定していますが、計画
策定から約13年が経過し、平成23年３月の東日本大震災や平成27年９月関東・東北豪雨といっ
た大規模な自然災害に見舞われる一方で、圏央道常総ICが開設され、周辺でのアグリサイエンス
バレー構想の具体化などに取り組んできました。
　また、人口減少や高齢化といった都市を巡る環境も変化しており、さらに社会経済環境の変化
や市の都市計画における課題などを踏まえながら20年後の将来像を想定し、都市計画に関する
方針を定めます。

都市計画を取り巻く環境は変化しています
○人口構造が変化しています
○働き方や暮らし方が変化しています
○情報技術が進展しています
○ インフラの維持・管理コストが増加
　しています
○災害リスクが高まっています

このような視点で計画づくりを進めます
○目指すべき将来像と必要な施策を示します
○社会経済環境の変化に対応した都市計画の方針を定めます
○常総市の特性を尊重した都市計画を構築します
○鬼怒川ふれあい道路沿道における将来像を策定します
○首都圏外縁地域という特性を生かした地域づくり像を構築します
○「コンパクトで機能的なまち」に魅力を加える施策を構築します
○市民や民間事業者の意見を反映した地域別構想を示します

◆問い合わせ＝㊌都市計画課（内線 2710）

2 都市計画マスタープランの策定が始まりました
　策定にあたっては専門的な見地から議論を行う
「策定委員会」、市役所内の関連施策の調整を行う
「庁内ワーキング」、市民の目線で課題や将来像を
議論する「市民ワーキング」を組織し検討を進めて
います。議論の内容は市ホームページで随時公表し
ております。令和５年度には地域別懇談会の開催や
パブリックコメントの実施も予定しています。

策定状況はこちらから
ご確認ください。　

▲

▷



常総市議会議員一般選挙

教　　　育
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「立候補予定者説明会」と「立候補届出書類等事前審査」を実施

市立幼稚園・保育所・小中学校の入学式・入園式・入所式

　任期満了に伴う、常総市議会議員一般
選挙が統一地方選挙として４月16日(日)
告示、23日(日)投開票で行われる予定で
す。
　この選挙に立候補を予定している方を
対象に、次のとおり立候補予定者説明会
および立候補届出書類等事前審査を行い
ます。立候補届出の事務処理を正確かつ
迅速に行えるよう立候補手続きや選挙公
報の原稿記載方法、選挙運動の注意事項
などについて説明を行いますので、必ず
出席してください。
※出席者は、１候補者につき２人までとします。

立候補届出書類事前審査

▲

日　時＝４月４日（火）指定時間▲

場　所＝市役所　本庁舎３階　会議室１▲

携帯品＝①立候補届出書類一式　②届出書
類に使用した印鑑　③筆記用具

選挙公営等書類事前審査

▲
日　時＝４月７日（金）指定時間▲
場　所＝市役所　本庁舎３階　会議室１▲
携帯品＝①選挙公営書類一式

②選挙公報　③選挙運動用ポス
ターおよびビラ　④届出書類に
使用した印鑑　⑤筆記用具

立候補予定者説明会

▲

日　時＝３月24日（金）午後２時から▲

場　所＝市役所　議会棟２階　大会議室▲

携帯品＝筆記用具
※ 当日、参考図書「地方選挙早わかり」１部を
立候補予定者の方に配付いたします。

◆ 問い合わせ＝㊌選挙管理委員会（㊌総務課内）
　　　　　　　☎ 23-2904

　夢と希望を胸に新しい学校生活や幼稚園保育所生活をスタートさせる子どもたち
の入学（園・所）式が行われます。

※今後の新型コロナウイルス感染症の状況などによって、日程および内容などに変更が生じる場合があります。

◆保育所入所式　４月５日(水)
保育所名 開始時間

第一・第二・第三・
第四・第六 午前９時30分

◆中学校入学式　４月７日(金)
中学校名 開始時間

水海道中（夜間学級） 午後６時

◆幼稚園入園式　４月10日(月)
幼稚園名 開始時間

おひさま・にじいろ 午前10時

◆小学校入学式　４月７日(金)
小学校名 開始時間

玉小 午前９時 25分

水海道小・大生小・五箇小・
三妻小・豊岡小・絹西小・
岡田小・石下小

午前９時 30分

菅原小・菅生小・豊田小・
飯沼小 午前 10時

※ 立候補を予定している方は、事前審査前に供託を
済ませてください。(公職選挙法第92条)

◆中学校入学式　４月６日(木)
中学校名 開始時間

石下西中 午後１時25分
水海道中・石下中 午後１時30分
水海道西中 午後１時40分
※ 鬼怒中は、学校希望制により入学希望者がいないため、
実施しません。

◁



窓口サービス

合併処理浄化槽を設置する方
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◆問い合わせ＝㊌下水道課（内線4820）

◆問い合わせ＝㊌市民課（内線1110）・ 暮らしの窓口課（内線8011）

対象地域　
　下水道認可区域外および農業集落排水事業区域外の
地域（ただし、公共下水道認可区域の水海道橋本町およ
び農業集落排水区域の沖新田地区・報恩寺地区は補助対
象となる場合もありますので、お問い合わせください）

※ご注意
　補助申請は、工事開始前に行ってください。
条件やその他、詳細はお問い合わせください。

③宅内配管費に対する補助
補助金額　　９０，０００円
※①の補助へ追加して補助します。

②単独処理浄化槽の撤去に対する補助
補助金額　　９０，０００円
※①の補助へ追加して補助します。

①合併処理浄化槽設置補助
補助金額

自動釣銭機（セルフレジ）、キャッシュ
レス決済サービスを開始

合併処理浄化槽を設置する際の費用の一部を補助します

　２月から市民課、暮らしの窓口課の窓口において、各種証
明書交付手数料のお支払いに自動釣銭機（セルフレジ）およ
びキャッシュレス決済をご利用いただけます。

　汚水処理未普及解消を図るために合併処理浄化槽を設置する際の費用の一部を補助します。また、単独処理浄化
槽から転換する際の単独処理浄化槽撤去費用や配管費用を補助する制度もありますので、ご利用ください。
※市では、業者へ補助制度を活用した営業活動の依頼はおこなっておりません。

▼取り 扱いができる決済サービス

クレジットカード VISA・Mastercard

電子マネー（交通系 IC） Kitaka・Suica・PASMO・TOICA・manaca・
ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん

電子マネー nanaco・WAON

スマートフォンアプリ決済 PayPay

※ご注意
・ 窓口で電子マネーなどの
チャージはできません。ま
た、ポイントでの支払いは
できません。

・ クレジットカードは一括払
いのみとなります。

・ 現金払いとキャッシュレス
決済の併用はできません。

・ マイナンバーカードおよび電
子証明書の再発行手数料、斎
場使用手数料は現金のみの
取り扱いになります。

▼受付開始日　４月１７日（月）から　※予算額に到達次第、受け付けを終了させていただきます。

５人槽 ３３２，０００円
７人槽 ４１４，０００円
１０人槽 ５４８，０００円

ご予約はこちらから

☎0297-44-9954
※初回の方限定とさせていただきます。
※事情によりお断りさせていただくこともございます。

初 回 無 料・完 全 予 約 制 で す

無料法律相談会開
催 場所：弁護士法人萩原総合法律事務所常総支所

3月26日（日）9:00～17:00日時

弁護士法人

萩原総合法律事務所
常総市水海道山田町1120-2 田内ビル
（294号沿い     山田北信号南）常総支所 茨城県弁護士会所属  弁護士 佐々木寛継

▷
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※ 離婚後２年以内に手続きを行っていた
だく必要がありますので、お早めに下
館年金事務所へご相談ください。

◆問い合わせ＝下館年金事務所　☎0296-25-0829

報酬額の記録 報酬額の記録

報酬額の記録報酬額の記録なし

離婚前

配偶者

会社員

➡報酬額に応じた年金額を支給

➡厚生年金は支給されず ➡分割された年金額を支給

➡分割された年金額を支給

離婚後

分割

日本年金機構HP

▲

年金豆知識 離婚時の年金分割制度のお知らせ

▲

手続きに必要な物
≪社会保険などを脱退して国民健康保険に加入され
る方≫
・ 社会保険などを脱退したことが確認できる喪失証
明書など
・ 顔写真付きの本人確認ができるもの（運転免許
証、マイナンバーカードなど）
・マイナンバーが確認できるもの
※ 手続きは、社会保険などの喪失日以降に可能とな
ります。
≪社会保険などに加入したため国民健康保険を脱退
される方≫
・社会保険などの保険証
・ 顔写真付きの本人確認ができるもの（運転免許

証、マイナンバーカードなど）
・マイナンバーが確認できるもの
・国民健康保険の保険証

▲

窓口で手続きができる方
　本人または本人と同一世帯の方　※本人と別世帯
の方が手続きを行う場合、委任状が必要です。

◆問い合わせ
≪国民健康保険の保険証に関すること≫
　㊌健康保険課（内線1220）
　 暮らしの窓口課（内線8027）

≪納税・納付方法に関すること≫
　㊌税務課（内線1510）

　社会保険などを脱退して国民健康保険に加入する方、社会保険などに加入したため
国民健康保険を脱退する方は、手続きが必要となります。

保険証の切り替えには届出が必要です

　離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
離婚時の年金分割のイメージ
・ 会社員などが加入する厚生年金は、給与などの報酬の金額に応じて厚生年金保険料を納付し、報酬額の記録
に応じて厚生年金が支払われます。
・ 離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額の記録が
分割されることになり、年金額をお二人で分割できます。

◁



五箇、豊岡、内守谷、菅生・大塚戸、石下、飯沼地区で

広報常総 2023年３月号14 常総市役所　㊌…本庁舎、議会棟　 …石下庁舎

渡辺裕一教授 渡邉多恵子教授

　今後も、常に最新の「物
流・輸送」を創造しお客様
のニーズにお応えしてい
くことをポリシーとして邁
進して参ります。中央流通
サービスでは業務拡張に
つき、ドライバーを募集し
ています。全車ドラレコ・
バックモニター・デジタコ搭載で安全面でも安心です。
お気軽にご連絡ください。
企業概要
①所在地　菅生町字下野原477-4　
②代表者名　金杉丈靖
③従業員数　48人
④創業年月日　平成４年10月７日 

こんな仕事をしています！
　当社は、平成４年10月に東京都足立区に設立いたしました
運送会社です。東京・埼玉・茨城に拠点を置き30年以上に渡
り多くの物流に携わってきました。軽貨物車から大型トレー
ラーまで、あらゆる物流ニーズにお応えするために豊富な車
種を揃えています。
　令和４年12月より常総市（内守谷工業団地内）に新たに倉
庫を建て日々変動する物量の増減の調整機能とリードタイム

の短縮など倉庫
の中で出来る作
業を可能な限り
実施して、お客
様の物流ニーズ
にお応えできる
体制を構築して
おります。 ◆問い合わせ＝㊌商工観光課（内線2440)

株式会社 中央流通サービス
あらゆる物流ニーズに

お応えする

～市内企業をちょっと見学～～市内企業をちょっと見学～

「地域のこれから地域のこれから」についての
講演会・意見
交換会を開催
しました
　12月、１月に６地区において、地域の皆さんで話し合い、
「こんなまちにしたい」という地域の思いを共有する講演会・意
見交換会を開催しました。
　地区によっては、小中学生・高校生も参加し、学生ならでは
の関心ごとが飛び交う地区や、30名を超えた参加の地区もあ
り、年代別の地域への思い、意見をたくさん拝聴することがで
きました。
　今後も引き続き各地区で開催していきますので、子どもから
お年寄りまで幅広い世代によるたくさんの方のご参加をお待ち
しています。

◆問い合わせ＝㊌市民と共に考える課（内線2120)

他のグループの意見を見にいく皆さん（菅生・大塚戸地区）

学生グループの話し合い（飯沼地区）

各地区の意見な
どは、こちらをご
覧ください。➡

今後の開催予定
はこちらをご覧
ください。➡

安心の一般廃棄物収集運搬業許可業者

橋

　080-4948-5819☎0297-22-3000

▷▷
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４月 の 開 館 日３月 の 開 館 日

図書館情報

開　館　時　間

児童書 一般書 ＣＤ

日 月 火 水 木 金 土
1

２ 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
30 24 25 26 27 28 29

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ 3 4

５ 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

火･水･金曜日 午前９時～午後７時

木曜日 午後１時～午後７時

土日･祝日 午前９時～午後６時

は休館（3/9、4/6は資料整理日）

はせがわ　ゆうじ／作
中央公論新社

　SNSで話題になった動画が絵本
として登場。人に食べられるために
生きる。その宿命を受け入れたぼく
が、さいごにしたかったこととは。
動物目線で描かれた「さようなら」
の物語は大人も号
泣必至です。命を
いただくという重
みを改めて考えさ
せられる１冊です。

稲垣　栄洋／監修
エクスナレッジ

　人類の進化と共に歩んできた野菜。
改良されたり、世界中を旅したり…。
その涙なしには語れない歴史をイラ
ストと共に学べます。野菜たちの抱
える様々な裏事情やけなげな野菜ス
トーリーも見応えたっぷりです。おい
しい食べ方や保存方
法も学べるので、思
わず誰かに話したく
なります。日々の食
卓を彩る野菜たちが
愛おしくなる１冊です。

ポルノグラフィティ
ソニーミュージック

　ポルノグラフィティのおよそ５
年ぶりとなるオリジナルアルバム
が登場です。前作以降の全シング
ル６曲に新規書き下ろし曲９曲の
全15曲収録。またついこの間の１
月までこのアルバムと共に全国ツ
アーを回っていたポルノグラフィ
ティの音楽への真 な姿勢とファ
ンへの前向きなメッセージが余す
ところなく詰め込まれた１作です。

『もうじきたべられるぼく』 『けなげな野菜図鑑』 『暁』

  オリジナルトートバッグをもらおう！

　開館40周年の記念品「トートバッグ」プレゼント 
キャンペーンの第２弾を開催中です。

　条件：利用カードをお持ち・作成される方
　　　　期間中に図書･雑誌･CDを合計40点利用
　　　　詳しくは図書館でご確認ください。
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
　図書館ホームページでは、新着資料の検索や今月
の特集をご覧になれます。
　「マイ本棚」や書評機能なども、
ぜひご活用ください。
◆問い合わせ＝図書館☎23-5556
　 http://www.josolib.jp/　 library@city.joso.lg.jp

  おはなし会を開催します
　ボランティアさんによるおはなし会を開催しま
す。おはなし会に参加してスタンプを貯めると…？
 日時  ３月19日(日)午後２時～「川東ボランティア」
 ３月26日(日)午後２時～「りんご畑」
 場所  児童コーナー　おはなし室
　※新型コロナにより変更になる場合があります。

  赤ちゃんとあそぼう
　下記の日程で赤ちゃんとあそぼうを開催します。
絵本の読み聞かせや手遊びで楽しい時間を過ごしま
せんか？
 日時  ３月15日（水）午前11時～11時30分
 場所  児童コーナー　絵本サークル
　※新型コロナにより変更になる場合があります。

◁◁



常住人口のうごき(令和５年２月１日現在)※(　)内は前月比
男29,943人(-56)／女29,669人(-43)／合計59,612人(-99)
外国籍住民5,915人(+１)／世帯数22,935世帯(-19)

常総市役所　㊌…本庁舎、議会棟　 …石下庁舎　☎23-2111(代表)
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代
表
） 

kouhou@
city.joso.lg.jp

蕾咲祭 土5月13日
高校生プロデュースの前日祭

11：00開始 /16：00終了

日千姫まつり5月14日
10：00開始 /16：00終了

第21回 常総千姫常総千姫まつりまつり

　会　場　

　会　場　

水海道中心市街地 市民の広場

　14日メインイベント　

●千姫さまご回遊
弘経寺参拝　11：00
会場ご回遊　15：00

14日同日開催

天  樹  祭天  樹  祭

　主　催　

常総市観光物産協会
常総千姫まつり実行委員会

弘経寺（豊岡町甲 1番地）

イベントの詳細は
こちらからご確認ください。

▷
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