
茨城県企画部統計課　人口労働担当　☎０２９－３０１－２６４９【問い合わせ】

　「労働力調査」は、法律で定められた統計調査で、我が国の就業の状況を調べる調査です。就業者数、完全失業
者数、完全失業率などの動向が明らかにされ、経済対策や雇用失業対策に役立てられます。
　１月から２月にかけて、下記の地区内において「労働力調査」が実施されます。知事から委嘱された調査員が調
査対象地区内の各世帯に名簿づくりのためにお伺いします。この名簿をもとに調査世帯を選ばせていただきます。
労働力調査の内容を他に漏らすことや目的外に使用することは固く禁じられていますので、調査にご協力いただ
いた世帯に迷惑がかかることがありません。ご協力をお願いします。
　
調査地域　小美玉市羽鳥地内（市営住宅区域）の一部

期　　日　2月16日（土）　日帰り
場　　所　栃木県日光湯元スキー場
　　　　　奥日光高原ホテル
参加対象　小学生以上の小美玉市民（保護者同伴）
募集人数　120名（先着順）
参 加 料　小学生　4,000円　　大　人　4,500円
　　　　　※リフト代、レンタル代は別途となります。
申込方法　小美玉市教育委員会生涯学習課・希望ヶ丘公園・玉里B＆G海洋センターに
　　　　　備えてある参加申込書にご記入のうえ、直接お申込みください。
　　　　　※電話・ファックスでの受付は行いませんのでご了承ください。
　　　　　※参加料等は、事前説明会時にお預かりします。
受付期間　1月17日（木）～31日（木）
　　　　　（午前8時30分～午後5時30分）
申込み・問い合わせ
　　　　　　小美玉市教育委員会生涯学習課　☎４８－１１１１　内線2233・2234
　　　　　　希望ヶ丘公園　☎４７－０１６７
　　　　　　玉里B＆G海洋センター　☎２６－５７６１

親子スキー教室参加者募集親子スキー教室参加者募集

労働力調査のお知らせ労働力調査のお知らせ労働力調査のお知らせ
総務省統計局からのお願い総務省統計局からのお願い

親子スキー教室の参加者を募集します。たくさんのご応募をお待ちしております！
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　㈳茨城県母子寡婦福祉連合会では、ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）のお子さんに入学祝品（学用品）
を贈呈します。該当児童のいるひとり親家庭で祝品を希望される保護者の方は、下記申込先のいずれかまで、
お子さんの氏名、性別、保護者名、住所をお申し出ください。

申 込 先　小美玉市社会福祉課福祉係（玉里総合支所2階）
　　　　　　 〃　  福祉事務所小川支所（小川総合支所1階）
　　　　　　 〃　  福祉事務所美野里支所（四季健康館内）
　　　　　☎４８－１１１１　内線3227
申込締切　1月31日（木）

小学校新入学児童に対する
入学祝品の贈呈について
小学校新入学児童に対する
入学祝品の贈呈について

茨城県母子寡婦福祉連合会　☎０２９－２２１－７５０５　長島まで【問い合わせ】

都市整備課　建築指導係　☎４８－１１１１　内線1154【申込み・問い合わせ】

平成2
0年度

　市営大黒団地が１戸空きましたので、入居者を募集します。
入居予定者は、市営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて選考又は抽選により決定されます。
　申請書類は、本庁都市整備課・小川総合支所総合窓口課・玉里総合支所総合窓口課でお渡しします。

募集期間　1月15日（火）～2月15日（金）（但し、土・日曜日、祝日を除く）

入居申込みの資格

　①市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
　②現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
　③現に住宅に困窮していることが明らかなものであること。
　④収入基準にあてはまること。
　　（収入基準となる収入月額は20万円以下です。）
　⑤裁量階層（60歳以上又は60歳以上と18歳未満のみの世帯、
　　心身に障害のある方がいる世帯、小学校就学前の子どもがある場合など）
　　の収入基準となる収入月額は、26万8千円以下です。
　⑥ 収入月額は、次の計算で求めることができます。
　　（世帯全員の年間所得金額―控除額）÷12カ月
　⑦ 県税及び市町村税を滞納していないこと。

月別家賃表(平成19年度)

住 宅 名

市営大黒団地

所 在 地

小川89

間 取 り

3DK

収入月額

0円～123,000円

21,500円

収入月額 
123, 001円
　～153,000円

26,000円

収入月額
153,001円

　～178,000円

30,800円

収入月額
178,001円

　～200,000円

35,600円
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　平成20年4月1日から75歳以上の方（65歳以上の一定の障害を有する方で広域連合が認定した方を含みま
す。）を対象とする後期高齢者医療制度が始まります。現在加入されている国民健康保険や被用者保険（※）など
の医療保険から脱退して後期高齢者医療制度へ加入することになるので、保険料の二重のご負担はありません。
※被用者保険とは、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険及び共済組合等の公的医療保険の総称です。

◎保険料について
　後期高齢者医療制度の保険料率が平成19年11月29日開催の茨城県後期高齢者医療広域連合議会において
決定されました。保険料は、介護保険と同様に個人ごとに算定し、定額の均等割と所得に応じて計算される所得割
の合計となります。また、保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて２年ごとに見直されます。

◎所得の低い方については、世帯の所得に応じて均等割の7割、5割、2割が軽減されます。
◎今まで社会保険の扶養者として保険料を負担していなかった方については、次のような措置があります。
　・平成20年4月から9月までの半年間は、保険料をいただきません。
　・平成20年10月から平成21年3月までの半年間は、均等割の9割が軽減されます。
　・平成21年4月から平成22年3月までの1年間は、均等割の5割が軽減されます。

◎保険料の納め方
　後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険と同様に原則として年金からの天引きとなります（特別徴収）。ただ
し、次の条件に該当する方は、お住まいの市町村からお送りする納付書により納めていただきます（普通徴収）。

　 •年金の年額が18万円未満の方。
　 •後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方。
　 •年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方。

　○茨城県後期高齢者医療広域連合　〒311－4141　茨城県水戸市赤塚1丁目1番地　ミオス1階
　　☎029－309－1212（制度に関すること）　☎029－309－1213（保険料に関すること）
　　FAX029－309－1126　ホームページ http：//www.ibaraki-kouikirengo.ecnet.jp/

　総所得金額等とは、「年金収入－公的年金控除」、「給与収入－給与所得控除」、「事業収入－必要経費」等で各種所得控除前
の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額（土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額）も総所得金額
等に含まれます。

医療保険課　医療福祉係　☎４８－１１１１　内線1104　Fax ４８－１１９９【問い合わせ】

後期高齢者医療制度が４月にスタート！
保険料が変わります

後期高齢者医療制度が４月にスタート！
保険料が変わります

保険料（年額）
（100円未満切捨て）

◎保険料の具体例（いずれも収入が年金のみの場合）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：円）

（例1）単身世帯の場合

年金収入

総所得金額等

所得割

均等割
（軽減の割合）

保険料（年額）

153万

33万

０

11,239
（７割軽減）

11,200

168万

48万

11,400

11,239
（７割軽減）

22,600

203万

83万

38,000

29,970
（２割軽減）

67,900

192万

72万

29,640

18,731
（５割軽減）

48,300

135万

15万

0

18,731
（５割軽減）

18,700

300万

180万

111,720

37,462
（軽減なし）

149,100

（例2）夫婦2人世帯の場合

定額
37,462円

所得に応じて計算
（総所得金額等－基礎控除33万円）×7.60％

均等割 所得割

= +

夫（世帯主） 妻
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公演日時　3月30日（日）　午後3時開演
出 演 者　新垣　勉（テノール歌手）
入場料金　3,000円（全席指定）
　　　　　※小美玉市主催事業のため、安価な料
　　　　　　金設定になっております。未就学児の
　　　　　　入場はご遠慮願います。
チケット発売日　1月20日（日）午前9時～
　　　　　（電話予約は午後1時～）
　　　　　※発売初日は、お一人様4枚まで。
申込み・問い合わせ　玉里総合文化センター
　　　　　☎２６－９１１１
休 館 日　月曜日・祝日
　　　　　（月曜日が祝日の場合は当該祝日及びその翌日）

と　　 き　1月23日（水）～31日（木）
　　　　　午前9時～午後4時
　　　　　（最終日は午後3時まで）
　　　　　月曜日休館
と こ ろ　やすらぎの里小川
　　　　　事務等ロビー・研修室　
問い合わせ　やすらぎの里小川
　　　　　☎５８－４５８０

若手後継者育成事業
経営者・後継者資質向上セミナー 
若手後継者育成事業

経営者・後継者資質向上セミナー 
若手後継者育成事業

経営者・後継者資質向上セミナー 
若手後継者育成事業

経営者・後継者資質向上セミナー 
　経営者向けのセミナーを、テレビやラジ
オ等で活躍している加来耕三氏（歴史家・
作家）を講師として開催します。入場無料で
すので、ぜひご参加ください。

と　　 き　1月23日（水）午後4時～
と こ ろ　小川文化センター小ホール
演　　題　「歴史の知恵で21世紀を勝ち抜く」
講　　師　歴史家・作家　加来　耕三（かく こうぞう）氏
主　　催　小川町商工会　
問い合わせ　小川町商工会　☎５８－２３３９（担当：菅井）

　今が旬！若手お笑い芸人たちの爆笑ライブです。

公演日時　3月2日（日）　午前10時開演
入場料金　3,000円（全席指定）
出 演 者　小島よしお、パッション屋良、ヒライケンジ、
　　　　　三拍子、髭男爵、ゴーバンブー
チケット予約開始日　1月12日（土）　午前8時30分～

●爆笑ライブ in おみたま 2008●爆笑ライブ in おみたま 2008

　「息絶えるまで、歌い続ける」という“えん歌の申し子”島津
亜矢さんのコンサート

出　　演　島津亜矢
公演期日　2月9日（土）　午後2時、午後6時開演（2回公演）
入場料金　5,000円（全席指定）　［チケット好評発売中］

●島津亜矢コンサート●島津亜矢コンサート

　笑点でおなじみの二人の落語会です。日本の伝統の話
芸を堪能してください。

出　　演　桂歌丸、三遊亭楽太郎
公演期日　2月24日（日）午後2時開演
入場料金　3,500円（全席指定）　［チケット好評発売中］

申込み・問い合わせ　小川文化センター　☎５８－０９２１
休 館 日　月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）

●桂歌丸・三遊亭楽太郎　二人会●桂歌丸・三遊亭楽太郎　二人会

　フルート４本によるアンサンブルで活動する美しき４人の
乙女たち「リンクス」。その演奏ジャンルは幅広く、フルオーケス
トラの作品や、技巧的なピアノ曲、さらには自作曲や映画音楽
などのポピュラー音楽まで、フルート４本のみで演奏してしま
う“スーパーフルートアンサンブル”リンクスのコンサートです。

出　　演　リンクス
公演期日　2月16日（土）　午後2時開演
入場料金　2,500円（全席指定）　［チケット好評発売中］

●リンクスコンサート●リンクスコンサート

玉里総合文化センター
「コスモス」の催し
玉里総合文化センター
「コスモス」の催し

小川文化センターの催し小川文化センターの催し

～全盲の逆境を乗り越え、
　平和を祈る魂のテノール歌手～
　　新垣勉さんのコンサート

～全盲の逆境を乗り越え、
　平和を祈る魂のテノール歌手～
　　新垣勉さんのコンサート

介護保険料は社会保険料控除の対象になります
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2月のほけんがいど2月のほけんがいど

と　　き

5

7

8

12

15

19

26

27

火

木

金

火

金

火

火

水

育児相談（9：30～11：00）

乳児健診（13：00～13：30）

ハローベビー教室：出産編（9：15～9：30）

3歳児健診（13：00～13：30）

1歳6か月児健診（13：00～13：30）

乳児健診（13：00～13：30）

かばちゃん教室（13：00～13：30）

2歳児歯科健診（13：00～13：30）

育児相談（9：30～11：00）

四季健康館

四季健康館

小川保健相談センター

玉里保健福祉センター

四季健康館

小川保健相談センター

四季健康館

玉里保健福祉センター

玉里保健福祉センター

乳幼児と保護者

美野里　4か月児（平成19年9月1日～10月7日生） 

美野里　10か月児（平成19年3月1日～4月5日生）

妊婦とその夫

小川・玉里　（平成16年7～8月生） 

美野里　（平成18年6月11日～7月31日生）

小川・玉里　  4か月児（平成19年10月生） 

小川・玉里　10か月児（平成19年4月生） 

美野里　（平成15年12月～平成16年3月生）

小川　（平成17年10月～11月生）

玉里　（平成17年9月～11月生）

乳幼児と保護者

事業名（受付時間） と  こ  ろ対  象  者

と　　き

14

28

木

木

こころの健康相談（9：30～10：00）

こころのデイケア（9：30～10：00）

四季健康館

玉里保健福祉センター

四季健康館

小川保健相談センター

希望者※事前要予約

希望者※事前要予約

事業名（受付時間） と  こ  ろ対  象  者

■健康教室・健康相談　  
　  テーマ　メタボリックシンドロームについて
　  2月26日（火）～29日（金）　10:00～11:30　四季健康館　大広間

●母子保健事業

●成人保健事業

　65歳以上の方が納付された介護保険料は確定申告や市・県民税申告の際に社会保険料控除の対象になります。
　介護保険料の納め方によって、下記の方法により納付額をご確認ください。

≪普通徴収（納付書・口座振替）の方≫
　1月下旬ごろ、市から納付済額通知書を郵送します。
　納付書で納めた場合は、領収印が平成19年1月1日から平成19年12月31日までのものが対象です。

≪特別徴収（年金天引き）の方≫
　1月に送付される年金保険者（社会保険庁や共済組合等）からの「公的年金等の源泉徴収票」に記載された介護保
　険料の天引き額をご確認ください。（ただし、障害年金や遺族年金を除きます。）
　※年途中で納付方法が変更になった方は、普通徴収・特別徴収の金額を合計してください。
　　また保険料の還付を受けた方は、還付金額を差し引いてください。

　なお、電話での介護保険料の納付済額のお問い合わせにつきましては、ご本人が確認できないためお答えして
おりませんのでご了承ください。

介護保険料は社会保険料控除の対象になります介護保険料は社会保険料控除の対象になります

介護福祉課　介護保険係（玉里総合支所内）　☎４８－１１１１　内線3115～3117【問い合わせ】
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県や国等のお知らせ県や国等のお知らせ県や国等のお知らせ

大好きいばらき就職面接会（後期）・
企業説明会参加者募集

　大学院・大学・短大・専修学校等の平成20年3月卒業予定
者の方と既卒で求職中の方を対象とした「大好きいばらき就
職面接会（後期）」を開催します。多くの事業所の方と面接が
できますので、履歴書を複数ご用意のうえ、ご参加ください。
　また、同日に34歳以下の若年者を対象とした「大好きいば
らき企業説明会」を開催しますので、ふるってご参加ください。

開催日・場所　【水戸会場】　1月29日（火）
　　　　　　  ホテルレイクビュー水戸（水戸市宮町1-6-1）
　　　　　　  【つくば会場】　2月1日（金）
　　　　　　  ホテルグランド東雲（つくば市小野崎488-1）
時　　間　各会場とも、
　　　　　説明会：午前10時～正午（受付 午前9時20分～）
　　　　　面接会：午後1時30分～午後3時30分（受付　午後12時50分～）

　　茨城県商工労働部労働政策課　雇用促進対策室
　　☎029－301－3645
　　労働政策課ホームページ
　　  http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/rosei/index.html 茨城県立産業技術短期大学校

平成20年度学生募集！
　ITのスペシャリストを育成している県立の短期大学校
です。高等学校の新卒者ばかりでなく、概ね35歳までの社
会人応募枠も設けています。

募集科名　情報通信科・情報処理科
受付期間　2月1日（金）まで
試 験 日　2月8日（金）

　　茨城県立産業技術短期大学校
　　水戸市下大野町6342
　　☎029－269－5500
　　http://www.ibaraki-it.ac.jp

と　　 き　1月22日（火）午前10時～正午
と こ ろ　茨城県女性プラザ男女共同参画支援室
　　　　　（いばらき就職支援センター内）
　　　　　水戸市三の丸1－7－41
　　　　　※お車の方は、県三の丸庁舎駐車場利用
テ ー マ　「私たちのチャレンジ」
　　　　　＊自分の趣味など好きなことから起業した女
　　　　　  性の体験談及び専門家によるアドバイスを
　　　　　　行います。
講　　師　㈱フジアート代表取締役　藤原美江氏
事例発表　・「ペインティングスタジオローズ」
　　　　　　代表　三代光代氏（トールペインティング）
　　　　　・「アートエッチングスタジオスプリング」
　　　　　　代表　小沼満千江氏（ガラス彫刻）
　　　　　・「アトリエ遊花」
　　　　　　代表　兼子房子氏
　　　　　　（ヨーロピアン押し花・ビーズアクセサリー）
募集人員　30名（先着順）
参 加 費　無料

　　　茨城県女性青少年課女性プラザ男女共同参画支援室
　　　☎029－233－3982　FAX029－233－1330

男女共同参画チャレンジ支援セミナー

　定時制課程の入学者選抜方法の一つに、成人特例選
抜制度があります。いろいろな事情で高校へ入学しなか
ったか又は、卒業しなかった成人の方を対象に設けられ
た制度です。
　学力検査は行わず、調査書、面接、作文で選抜します。

応募資格　①県内に居住又は勤務している方で、中学校
　　　　　　又はこれに準ずる学校を卒業している方。
　　　　　②平成20年4月1日現在で満20歳以上の方。
募集定員　40人（一般入学、成人特例入学を合わせて）
願書提出期間　2月1日（金）～5日（火） ただし、土日は除く。
選抜期日　3月5日（水）

　　石岡一高定時制　☎２２－４１３５

石岡一高定時制　成人特例入学者募集

　女性プラザ男女共同参画支援室では、再就職や起業、
キャリアアップ、地域活動など、さまざまなことにチャレン
ジして、新しい可能性を切り開いていこうとしている方を
応援するため、「チャレンジ相談」を行っています。

相談日時　月曜日～金曜日　午前9時～午後5時
　　　　　（祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までを除きます）
相談会場　（面接相談のみ）
　　　　　女性プラザ男女共同参画支援室
　　　　　（水戸市三の丸１－７－41）
　　　　　※お車の方は、県三の丸庁舎駐車場利用
相談方法　面接（要予約）、電話、ファックス、Ｅメール
　　　　　※相談申込等の詳細については、下記ホームペー
　　　　　　　 ジをご覧になるか、直接お問い合せください。

　　茨城県女性青少年課女性プラザ男女共同参画支援室（担当　高嶋）
　　☎029－233－3982　FAX029－233－1330
　　ホームページ　http：//www．challenge．pref．ibaraki．jp/

チャレンジ相談（無料）

と　　 き　1月26日（土）　午前10時～午後3時
と こ ろ　茨城県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市沖宿町）
内　　容　・環境関係団体によるテント出展
　　　　　  （パネル展示・クイズ・ゲームなど）
　　　　　・霞ヶ浦の記録映画上映会
　　　　　・凧揚げ、もちつき
　　　　　・飲食コーナー（試食・販売）
入 場 料　無料
無料送迎バス　土浦駅東口から（30分に1本程度）

　　☎029－828－0961（企画・交流課）
　　ホームページアドレスhttp://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/

霞ヶ浦環境科学センター冬の祭典（フェスタ）

問

問

問

問

問

問申
パソコン講習会　受講者募集
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県や国等のお知らせ

当番期間

12月30日～1月 5 日

  1月 6 日～1月12日

  1月13日～1月19日

  1月20日～1月26日

  1月27日～2月 2 日

  2月 3 日～2月 9 日

  2月10日～2月16日

  2月17日～2月23日

  2月24日～3月 1 日

小川地区 美野里地区 玉里地区
当番業者名・連絡先 当番業者名・連絡先

中村建設㈱　　　　　☎58－3060

㈲広瀬商事　　　　　☎53－0833

㈱出沼興業　　　　　☎58－2467

㈱内藤工務店　　　　☎58－2050

㈱岡建設　　　　　　☎58－3572

㈱石崎工務店　　　　☎58－3299

亀山建設㈱　　　　　☎58－2901

㈲永作住宅設備　　　☎58－2819

倉田電気商会　　　　☎58－2909

金敷電設工業㈲　　　　　☎48－0211
㈱クボタ総建　　　　　　 ☎46－0006
金藤水道工事店　　　　　☎48－4440
㈱スズヤ　　　　　　　　☎46－0007
㈲美野里水道工事店　　　☎48－2237
㈲マツカワ設備工業　　　 ☎46－2154
㈲長谷川設備　　　　　　☎46－0553
㈱常陸開発工業　　　　　☎49－1466
㈱小林工業　　　　　　　☎48－2375
㈱エイブルコーポレーション　☎47－0882
㈱岡藤　　　　　　　　　☎46－1472
㈱大建　　　　　　　　　☎47－0012
㈲大和田建設　　　　　　☎48－3351
井坂建設工業㈱　　　　　☎48－0237
㈱川名工務店　　　　　　☎46－0305
興和工業㈱　　　　　　　☎49－1103
㈲桜井造園土木　　　　　☎49－1252

湖北水道
企業団 
☎24－3232

連絡先

　2月12日（火）、１3日（水）の2日間、税理士事務所において次の方が
たのうち、小額な還付申告相談及び申告書の作成を無料で行いますの
で、最寄りの税理士事務所へ事前に電話連絡のうえ、お出かけください。
　事前連絡の受付時間は午前9時30分から午後4時です。

⑴年金を受けていられる方
⑵給与所得者で医療費控除を受けようとされる方
⑶年の途中で退職又は就職された方

　　関東信越税理士会水戸支部事務局　☎029－221－8786

受講資格　市内在住又は、市内に勤務している20歳以上の方
受講対象　初心者、パソコンに触れたことがない方でも大丈夫です。
開催場所　美野里公民館2階　研修室
実 施 日　2月 9日（土） Excelで家計簿を作成しよう！
　　　　　2月10日（日） Wordでカレンダーを作成しよう！
　　　　　午前9時～午後4時（休憩1時間）　※講座は1日で終了します。
募集人数　各日18名
　　　　　美野里公民館が所有するパソコン（18台）を使用する人が18人を
　　　　　　超えた場合は、パソコンを持参できる方のみ受講可能です。ただし、
　　　　　　席数の上限が25席ですので、上限を超えた場合は抽選となります。

受 講 料　800円
教 材 費　700円（テキスト、CD-ROM、FD）
　　　　　※受講料と教材費は実施日当日の講座開
　　　　　　 始前にお預かりします。つり銭のない様
　　　　　　  お願いします。
募集期間　1月24日（木）～2月3日（日）
　　　　　午前9時～午後8時
申 込 先　最寄りの公民館（小川公民館、美野里公民
　　　　　   館、玉里公民館）へ直接お申込みください。
　　　　　※電話、ファックス、メール等での申込みは受付しません。

税理士による還付申告無料相談

人工膀胱保有者の方へ  オストミー講習会
と　　 き　2月24日（日）　午前10時～午後3時
と こ ろ　水戸市福祉ボランティア会館（赤塚1－1）
　　　　　☎029－309－1001
内　　容　講演・相談　ストーマ用装具展示・説明
参 加 費　1,000円（昼食代ほか）
申込締切　2月20日（水）

　　　㈳日本オストミー協会茨城県支部副支部長　鈴木
　　　☎・Fax0298－92－6219
問申

問

◆常陽銀行美野里支店　☎４６－３１１２
　1月22日（火）午前10時～午後3時
◆常陽銀行小川支店　☎５８－２４２４
　1月29日（火）午前10時～午後3時
※予約願います。

年金相談

パートタイム労働法が変わります！
（平成20年4月1日施行）

　少子高齢化、労働力人口減少社会で、パートタイム労働者が
能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するた
め、パートタイム労働法が改正され、平成20年4月1日から施行
されます。
　改正法では、①労働条件の文書交付・説明義務②通常労働者
との均衡のとれた待遇の確保の促進③通常の労働者への転換
の促進④苦情処理・紛争解決援助等が決められました。

　　茨城労働局雇用均等室
　　〒310-8511　水戸市宮町1－8－31
　　☎029－224－6288
　　http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp

パソコン講習会　受講者募集パソコン講習会　受講者募集

問い合わせ・受付曜日
　●小川公民館　☎58－3111　毎日受付　●美野里公民館　☎48－1110　毎日受付（ただし、水曜日・祝日は休館）
　●玉里公民館　☎26－9111　毎日受付（ただし、月曜日・祝日は休館）
　※休館日と祝日が重なった場合は翌日も休館日になりますのでご注意ください。

問
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Library information

小　川　図　書　館 平日 午前9時30分～午後6時      
 土日 午前9時30分～午後5時      
玉　里　図　書　館 全日 午前9時30分～午後6時      
美野里公民館図書室 全日 午前9時30分～午後10時

小美玉市図書館・図書室カレンダー

1月・2月のおはなし会1月・2月のおはなし会1月・2月のおはなし会1月・2月のおはなし会

・  1月12日（土） 午前10時30分～ 
・  1月26日（土） 午前10時30分～  
・  2月 9 日（土） 午前10時30分～ 
・  2月23日（土） 午前10時30分～  

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

小川図書館
小川図書館　２階　多目的室

玉里図書館
玉里総合文化センター　１階　和室

・  1月12日（土） 午前10時30分～
・  2月 2 日（土） 午前10時30分～
美野里公民館図書室
美野里公民館

・  1月26日（土） 午前11時～
・  2月23日（土） 午前11時～

開館
時間

1月
日 月 火 水 木 金 土

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

1

8

15

22

29

＊■は小川図書館･玉里図書館の休館日です。
＊■は美野里公民館図書室の休館日です。
＊■は全館･全室の休館日です。

7

14

21

28

施　設　名
小川図書館    ☎58－5828

玉 里 図 書 館    ☎26－9111

美野里公民館図書室    ☎48－1110

6

13

20

27

　下記の間、市内の図書館・図書室は休館します。
利用者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。

休館期間：12月28日（金）～1月4日（金）

年末・年始の休館のお知らせ

2月
日 月 火 水 木 金 土

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

　節水、節電は経費の節減が出来、資源の保全、地球温暖化防止に積極的
に取組むことが出来ます。部屋を冷やしすぎたり、暖めすぎたりしないこと
や、歯磨きやシャワーの水の出しっぱなしをしないように心がけましょう。

「もったいない」とは、ものを大切にするこころ。「もったいない」とは、ものを大切にするこころ。
～節水、節電は、地球温暖化防止の近道～

放火に備えての対策は十分ですか？放火に備えての対策は十分ですか？放火に備えての対策は十分ですか？

❶ ❷ ❸ ❹ ❺
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1月・2月のおはなし会1月・2月のおはなし会

■
■
■

放火に備えての対策は十分ですか？放火に備えての対策は十分ですか？放火に備えての対策は十分ですか？放火に備えての対策は十分ですか？放火に備えての対策は十分ですか？
　自分がいくら気をつけていても防ぎきれないのが放火火災です。全国の火災件数のうち、「放火および放火の
疑い」が原因となっている火災は、他の原因を圧倒しておよそ4件に1件の割合で起きています。しかもこの放火
火災は年々増える傾向にあり、社会的なモラルハザード（倫理の喪失）が起きていることを物語っています。社会
的な差別やストレスなどの軽減をはからなければ根本的な解決には至らないのかもしれません。
　放火による火災の発生状況を見ると、冬から春にかけての時期がとても多く、さらに時間帯で見ていくと、やは
り、人目につきにくい深夜に発生しています。そして放火には地域性もあって、人通りが少ない、街路灯などがな
いなどの場所で多く発生します。それではそんな地域に住んでいる人はどうしたらいいのでしょうか？

■110番は？
事件や事故にあったときや目撃したときの緊急電話です。
　犯罪等による被害の未然防止、その他皆さんの安全と平穏に関する
相談で、緊急を要さない電話は、警察安全総合相談センター「＃9110」
（☎029－301－9110）又は、各警察署生活安全課へ

■110番はどこにつながるの？
　茨城県内からの110番は水戸市にある茨城県警察本部の通信指令室
へつながります。場所は、必ず市町村名から教えてください。

★110番の６ポイント
　◎110番受理の聴取内容
　　①事件ですか、事故ですか？
　　②それはいつですか？
　　③場所はどこですか？
　　④犯人を見ましたか？車のナンバーは？
　　⑤現場はどうなっていますか？
　　⑥あなたのことを教えてください？

　◎携帯電話からの110番通報の留意事項
　　現場から離れずに住所や目標となる学校、病院、銀
　行、バス停留所、交差点、ガソリンスタンド、コンビニエ
　ンスストアなどの名称（店舗名）を教えてください。付近
　に目標物がないときは、東京電力電柱番号や自動販売
　機住所ステッカーの住所を教えてください。

連
絡
先

※防火教室および救急講習会等については、随時各消防署にお
　いて受付を行っておりますので、受講希望者は下記までご連
　絡ください。
　　◇小川消防署　　☎５８－４６１１
　　◇美野里消防署　☎４８－２２６６
　　◇玉里消防署　　☎５８－０５５５

火災の問い合わせ　☎５８－０１１９(自動音声案内)
病 院 の 照 会 等　各消防署へ電話にてお問い合わせください。

平成19年
小美玉市管内における火災・救急出場件数

区　　分

火　　災

救　　急

11月中 累　計

2

148

87

23

19

19

26

1,591

954

249

175

213

急　　病

交通事故

一般負傷

そ  の  他

小美玉市消防本部　〒311-3423　小美玉市小川 43-2　
　　　　　　　　　　☎５８－４５４１　FAX５８－１１９０

【問い合わせ】

放火防止5つのポイント放火防止5つのポイント

「緊急時　頼れるあなたの　110番」
「安心の　警察相談　＃9110」

家の周りは整理整頓をし、
雑誌、新聞等の燃えやすい
ものを置かない。

❶❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹ ❺❺
家の周りや駐車場は、外灯
などを付けて明るくする。

車庫、物置などは必ずカギ
を掛ける。

ゴミは決められた収集日の
朝に出す。

地域のみんなで声かけと見
守りを。

平成19年度統一防火標語　　『火は見てる　あなたが離れる　その時を』



10 お知らせ版　平成 19年 12月 20日

休日診療当番医(外科)

　

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,324人（+  8）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,023人（+  4）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,301人（+  4）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,380戸（+12）

人口と世帯数（平成19年12月1日現在）

・国民健康保険税 第10期

・市県民税  第4期

（※納税期限は、1月31日となっています。）

1月の納税・納付

緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎23－3515
緊急診療所（内科・小児科）

1月20日・27日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

1月19日・20日・26日・27日
◆受付　午後７時～10時30分

休　日

夜　間

心配ごと相談
悩んでいること、困っていることなどがありましたら、お気軽に
ご相談ください。相談は無料です。※は弁護士が相談に応じま
す。事前にご予約ください。

2月 6日
午後1時～4時

2月20日
午後1時30分～4時30分

2月27日
午後1時～4時

　社会福祉協議会小川支所
　☎５８－５１０２

　社会福祉協議会本所
　☎３７－１５５１

※社会福祉協議会小川支所
　☎５８－５１０２

2月13日
午後1時～4時

※社会福祉協議会美野里支所（四季健康館内）
　☎３６－７３３０

1月1月1月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分
日

20

27

 外　　　科

滝田整形外科

山王台病院

（石岡市）

（石岡市）

☎（23）2071

☎（26）3130

1月1月1月

行政についての要望や苦情を伺います。
相談は無料で秘密は厳守されます。

2月  6日
午後1時30分～3時30分
小川保健相談センター
中島　庸夫　相談委員

2月20日
午後1時～3時
小美玉市役所1階　相談室
石﨑　渡　相談委員

2月20日
午前10時～正午
玉里総合支所　2階
小出智惠子　相談委員

(　　）は前月比

行 政 相 談

　18歳未満のお子さまの生活に関することでお悩みをお持
ちの方は、ご相談ください。相談は無料で、秘密は守られます。

人権問題等でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。相談は無料です。

と　　 き　2月1日（金）　午前10時～午後3時　　　と こ ろ　四季健康館　　　相談担当　人権擁護委員

【問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48－1111　内線1221

日　　時　　1月25日（金）
　　　　　　午前10時～午後3時
場　　所　　四季健康館
相談担当　　茨城県福祉相談センター職員

移動児童相談移動児童相談移動児童相談

人権相談

【予約・問い合わせ】 社会福祉課（玉里総合支所内）児童福祉係　☎48－1111　内線3226

【問い合わせ】 社会福祉課（玉里総合支所内）　社会福祉係　☎48－1111　内線3224

市長と直接お話をしてみませんか？

　※対話は1人30分程度でお願いします。
　※電話でご予約のうえ、おいでください。　

と　き　2月20日（水）午前10時～正午

ところ　市役所1階　相談室

【予約・問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係☎48-1111　内線1221

対話の日対話の日対話の日

次回お知らせ版 2月号の発行日は1月31日（木）です。 この広報紙は再生紙を使用し、環境に優しい大豆インキで印刷しています。

携帯電話から市政情報がご覧になれます。
http://www.city.omitama.lg.jp/mobile/index.html

〈編集・発行〉小美玉市役所秘書広聴課
　　　　　　 ☎ 0299－ 48－1111　内線1221


