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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 「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

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。　

▲

　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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※ 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

▲

◆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）

年金豆知識 離婚時の年金分割制度のお知らせ

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

▲

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。

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

▷ ◁


