
　新春恒例の歩け歩け大会が、笠間市の愛宕山頂を目指して行われます。新春の光の中を、新年の健康づくりの
第一歩として参加してみませんか。

対　　象　小学生以上の健康な市民（小学校低学年児童は保護者同伴）
目 的 地　笠間市　愛宕山頂
集合場所・集合時間

用意するもの　弁当、水筒、雨具など
参 加 料　無　　料
参加申込み　12月20日（木）までに電話又は、直接下記までお申込みください。
　　　　　グループや団体で参加される場合は、代表者氏名と参加人数のみで結構です。
申込み・問い合わせ
　教育委員会生涯学習課 ☎４８－１１１１　内線2233・2234
　希望ヶ丘公園管理センター ☎４７－０１６７
　玉里運動公園   ☎２６－５７６１

目指せ！愛宕山頂８.５ｋｍコース目指せ！愛宕山頂８.５ｋｍコース

JA美野里町竹原駐車場
美野里公民館前
納場小学校前
小川文化センター駐車場
玉里運動公園駐車場
カゴメ茨城工場駐車場

午前8時10分

午前7時40分

午前8時30分

バスでカゴメ茨城工場
駐車場まで移動

〃

①カゴメ茨城工場 
　従業員駐車場（WC）

出　発　9：00（集合8：30）

元気よく♪♪♪
最後まで歩きましょう

④愛宕山頂駐車場
集　合　12：50
出　発　13：00
バスで地区集合場所まで
（地区ごとに乗車）

②旧岩間町農村研修所跡
（休　憩）9：40～10：00 ➡ WC
※参加賞にヨーグルトがでます！

③愛宕山頂
（登頂集合）11：30
【閉会式】　・市長あいさつ
　　　　　・万歳三唱
　　　　　・諸連絡

（昼　食）12：00～
※おいしい豚汁がでますよ♪♪♪

1月6日（日） ※雨天の場合は14日（月）

121212
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国民健康保険税は
社会保険料控除の対象になります

水戸地方法務局土浦支局証明書交付窓口が

石岡市役所内に開設されています！

開 催 日　2月3日（日）小雨決行　※雨天の場合　10日（日）

会　　場　四季の里前通りコース

参加部門　　　
　〔１部〕
　　小学生男子の部　小学生男子・小学生男女の混合チーム
　　小学生女子の部　小学生女子チーム
　　学生女子の部　　小学生以上の女子学生・学生と一般の混合チーム
　　一般女子の部　　学生女子を除く一般女子チーム　
　〔２部〕
　　一般男子の部　　小学生以上で男女編成の自由チーム※1

　　行政区の部　　　同一行政区に居住している方の編成チーム※2

　　　　　　　　　　 学生は1名以内（ただし高校生以上）

　※1 中学生・高校生のチームは一般男子の部　※2 チーム名は各行政区名とする

参加資格　・市内に居住する者又は市内の事業所に勤務する者
　　　　　・市内の小学校・中学校・高校に在学する者

申込期限　1月10日（木）

参 加 費　無料

申込み・問い合わせ
　小美玉市教育委員会 生涯学習課
　　・スポーツ振興係（小川総合支所2F）　☎４８－１１１１　内線2233・2234
　　・希望ヶ丘公園管理センター　　　　 ☎４７－０１６７
　　・玉里B&G海洋センター　　　　　　☎２６－５７６１　　　　　　　　　

　小美玉市では、平成20年度に自然的経済的社会的諸条件を考慮し、長期的観点から農業振興地域整備計
画（優良農地の保全など）の総合見直しを行います。
　整備計画の随時変更（個別的な農振除外）につきましては、年3回（6月、10月、2月）行ってきましたが、この
総合見直しに伴い平成20年度は、全体的な整備計画変更のため申請受付を休止します。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

※見直し業務の進捗状況により、除外等の申請の受付休止期間を変更する場合もありますので、ご了承ください。

　平成20年度内に農用地区域への編入、または農用地区域からの除外申請を予定している方は、必ず申し
出てください。

平成19年度除外等申請受付締切日　平成20年1月10日（木）

〔1　部〕
1区　　1.71km
2区　　1.10km
3区　　1.48km
4区　　1.55km
5区　　1.10km
6区　　1.48km

1区　　2.65km
2区　　1.48km
3区　　2.65km
4区　　1.48km
5区　　2.65km
6区　　1.48km

〔2　部〕

農業振興地域整備計画を見直します

農政課　農政係　☎４８－１１１１　内線1181【問い合わせ】
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　平成19年1月から12月末までに支払った国民健康保険税は、所得税の確定申告や市・県民税の申告の際に、
社会保険料として全額所得控除の対象になります。

★納付済額のお知らせ
　　国民健康保険に加入しているすべての被保険者の世帯主様あてに、平成1９年中に納付された国民健康
　保険税の納付済額のお知らせを郵送します。（平成20年1月下旬ごろ）
　※所得税及び市・県民税の申告にご利用ください。

★年末調整等で利用される場合
　　早めに納付済額のお知らせが必要な方は、市役所医療保険課、小川総合支所総合窓口課、玉里総合支所
　総合窓口課、羽鳥出張所のいずれかの窓口にて発行の申請をしてください。無料にて国民健康保険税納付額
　確認書を発行します。
　　申請には世帯主本人または同一世帯のご家族が印鑑と保険証を持ってお越しください。やむを得ず第三
　者（勤務先・会計事務所等）の方が来庁される場合には印鑑・委任状・身分証明書をお持ちください。

★電話でのお問い合わせにはお答えできません
　　電話での国民健康保険税の納付済額のお問い合わせにつきましては、本人確認ができませんので一切お
　答えしておりません。あらかじめご承知おきください。

★その他
　・年末調整にて控除された方は確定申告で控除することはできません。
　・国民健康保険税は世帯主の方が納税義務者となります。納付額のお知らせ及び納付額確認書も世帯主名
　  で発行しますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告できます。
　・納付額のお知らせ及び納付額確認書の発行は世帯ごとになります。世帯内で複数の方が国保加入されてい
　  る場合は、納税通知書記載の被保険者別算出額をご参照ください。
　・控除対象となるのは本税のみで督促手数料、延滞金は含みません。

　水戸地方法務局石岡出張所が、平成19年5月7日をもって土浦支局へ統合されたことに伴い、8月6日から証明
書交付サービスを取り扱う窓口が石岡市役所本庁舎１階に開設されていますので、ご利用ください。

☆証明書交付窓口で取り扱う事務
　○不動産登記の全部事項及び現在事項証明書
　○商業・法人登記の履歴事項全部及び一部証明書・現在事項全部及び
　　一部証明書・代表者事項証明書
　○会社・法人の印鑑証明書
☆場　　所　石岡市石岡3164番地２　石岡市役所1階
☆利用時間　平日の午前9時から正午まで、午後1時から4時30分まで 
☆問い合わせ　水戸地方法務局土浦支局　　☎０２９－８２１－０７８３
☆登記印紙　本庁舎地下の職員組合事務所で販売しています。

医療保険課　資格賦課係　☎４８－１１１１　内線1105・1106・1109【問い合わせ】

国民健康保険税は
社会保険料控除の対象になります
国民健康保険税は
社会保険料控除の対象になります
国民健康保険税は
社会保険料控除の対象になります

会計課

銀行出張所

正面入口
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水戸地方法務局土浦支局証明書交付窓口が

石岡市役所内に開設されています！
水戸地方法務局土浦支局証明書交付窓口が

石岡市役所内に開設されています！
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　平成19年度実施された『税源移譲』により所得税が軽減され、今まで見込まれていた『住宅ローン控除』の所得税減
税の額が控除されなくなった方については、平成20年度以降の市・県民税（住民税）により減税されることになりました。

Q どんな人が対象となりますか？
　A平成11年から平成18年の間に10年以上のローンにより居宅を新築又は購入・又は増改築された方で、住宅
　　ローン減税が当初想定した額に満たない方について、下記の事例に従い平成20年度から平成28年度の各年
　　度の市・県民税（住民税）で調整がされます。

　事例①　今までは住宅ローン控除が全額控除されていたが、今年は控除額が源泉所得税より大きくなり、全額
　　　　　控除できなくなった方。

⇒控除できなかった差額

　事例②　今までも住宅ローン控除が所得税より大きく全額控除できなかったが、税源移譲により控除しきれな
　　　　　い額が、より大きくなった方

⇒税源移譲前の税率による計算税額と移譲後の税額との差額

（所得税が減ったら
　住宅ローン控除額も減るの？）

昨年度まで所得税を「差引5万円納付」 今年は、「所得税0円」だけど、ローン減税が
2万5千円控除できていない。

住宅ローン
控除限度額

10万円

住宅ローン
控除前の所得税
（税率10％）

15万円

税源移譲後の
今年の所得税
（税率5%）

7万5千円

申告により
翌年の住民税で
2万5千円減税

昨年度まで「所得税0円」 今年も「所得税0円」だけど、ローン減税が
4万円減ってしまった。

住宅ローン
控除限度額

10万円

住宅ローン
控除前の所得税
（税率10%）

8万円

税源移譲後の
今年の所得税
（税率5%）

4万円

申告により
翌年の住民税で
 4万円減税

税務課　市民税係　☎４８－１１１１　内線1124・1123【問い合わせ】

Q この控除を受けるための手続きはどのようにするのですか？
　A営業所得や農業所得のある方で確定申告をする必要のある方と給与所得だけで申告を必要としない方に分
　　かれますが、いずれの方も「住民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を申告期間中（平成20年3月17日
　　まで）に提出いただきます。

　　　◎確定申告をする方　⇒ 税務署または市役所税務課に確定申告書と住民税控除申告書を提出
　　　◎確定申告をしない方⇒ 市役所税務課に住民税控除申告書を提出

　なお、年末調整時にお勤め先に住宅ローン控除に関する書類を提出するだけで終
了した方で、税源移譲の税率改正により所得税から控除しきれない住宅ローン控除
額がある場合には、源泉徴収票の摘要欄に『住宅借入金等特別控除可能額』が記載
されることになりましたので、申告書提出の目安にしてください。
　申告の際は、『源泉徴収票』と『印鑑』を持参のうえ申告してください。
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●シルバー人材センターとは？
　高年齢者にふさわしい仕事を提供する公益法人です。会員は自ら組織や事業の運営に参画します。収入保障
はありませんが、希望に応じた働き方ができます。働くこと以外に旅行や各種趣味クラブやボランティア活動を
行っています。

●趣味クラブ紹介
　写真・書道・釣り・パソコン・野菜栽培・水彩画・バードゴルフ・カラオケ・陶芸・ゴルフ

●入会の条件
　おおむね60歳以上の健康で働く意欲のある石岡市・小美玉市在住の方
　入会説明会を受け、センター事業の趣旨に賛同していただいた方
　入会申込書と所定の書類を提出され、規定の会費を納入していただける方

●入会の手続き
　入会説明会日程＝毎月第2・第3木曜日　午後1時30分から2時間程度
　申込書受取日程＝毎月第3・第4木曜日　午前10時から午前11時30分　
　（予告なく日程を変更する場合がありますので、電話等でご確認願います。）

社団法人石岡地方広域シルバー人材センター
石岡市茨城３－８－１４
☎２３－３３９９　FAX２２－３３９９
URL＝http://www.sjc.ne.jp/ishioka/ 　E-mail=ishioka@sjc.ne.jp

　来年、小美玉市を会場に行われる国民文化祭演劇祭の1年前のイベントとして、「プレ演劇祭」を開催します。
　このプレ演劇祭では、小美玉市を中心とした地域から一般公募で集まった未来の女優?達が演じるサムイル・マル
シャーク原作「森は生きている」と、茨城県内で活躍する5つのアマチュア演劇団体による公演が行われます。下記の
施設で入場整理券を配布します。入場無料ですので、たくさんの方がたのご来場をお待ちしております。

○入場整理券　下記の施設で配布しています。 
　　　　　　　取扱施設　小川文化センター・小川公民館・四季文化館（みの～れ）・美野里公民館
　　　　　　　　　　　　玉里総合文化センターコスモス
○プレ演劇祭
　　と　き　12月22日（土）・23日（日）　ところ　小川文化センター 大ホール
　　公演内容（予定）
　　　－22日（土）－
　　　　⒈「森は生きている」小美玉市企画   10：00開演
　　　　⒉「額田のたっつあい 天下の名人」劇団たっつあい 13：00開演
　　　　⒊「屋根の上のヴァイオリン弾き」明野ミュージカル 15：00開演
　　　　⒋「ライラック・ランデヴー」演劇集団スリーサイズ 18：00開演
　　　－23日（日）－
　　　　⒈「森は生きている」小美玉市企画   10：00開演
　　　　⒉「白雪姫と7人の森の仲間」劇団創造市場  13：00開演
　　　　⒊「朗読劇 父と暮せば」演劇集団プロジェクトリブ 16：00開演

シルバー人材センターで働くよろこびと社会参加を
あなたの出番を1,100人の会員が待っています。

-国民文化祭・いばらき2008プレ演劇祭-

＜問い合わせ＞
　小川文化センター内
　第23回国民文化祭・いばらき2008
　小美玉市演劇祭企画委員会事務局
　☎58－0921
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製造事業所の皆さまへ
統計調査にご協力ください

　正式名称を「住民基本台帳カード」といい、市区町村が交付する安全性に優れたICカードのことです。
種類は「写真付き住基カード」と「写真なし住基カード」の２つがあり、希望するカードを選択できます。
　特に「写真付カード」は、運転免許証などと同様に、公的な身分証明書としてご利用できます。

■こんなとき便利な「写真付き住基カード」 
　「写真付き住基カード」は、公的な身分証明書が必要なときにご利用できます。
　　・銀行の窓口で10万円を超える現金振込みをするとき
　　・携帯電話、クレジットカード等を新規契約するとき
　　・利子、配当、償還金を受け取るとき
　　・書留郵便を受け取るとき
　　・銀行口座を新規開設するとき
　　・パスポートを発行するとき　など
　　この他にも、さまざまな場面で公的な身分証明書としてご利用できます。

■自宅からインターネットで行政手続き
　住基カードがあれば、インターネットを使って行政手続きもできます。
税金に関する申請・届出・申告をはじめ新車購入時の新規登録手続きがイ
ンターネットで一括して行える「ワンストップサービス」などがご利用で
きます。
※電子申請をする場合は、別途「電子証明書」の手続きとカードリーダーが
必要になります。
※新車登録手続については、自動車販売業者までお問い合わせください。
■どうすればもらえるの
　市役所の各庁舎でご申請ください。その際、運転免許証やパスポートなど官公署が発行した写真付き
証明書と写真、手数料500円が必要となります。
※写真付き証明書がない方は、本人を確認するための文書を郵送します。その文書と合わせて健康保険
証などを再度、窓口にご持参ください。

・小美玉市役所市民課（写真付き証明書がある方は、当日発行します）
・小川総合支所総合窓口課（写真付き証明書がある方でも、発行は後日になります） 
・玉里総合支所総合窓口課（写真付き証明書がある方でも、発行は後日になります）

　平成19年工業統計調査を12月31日現在で行います。調査の実施に当たっては、本年12月から来年1月に
かけて調査員がお伺いします。
　調査票に記入していただいた内容については、統計法に基づき秘密が厳守されますので、正確なご記入
をお願いします。　
　なお、本年の調査より調査項目の一部を改正しましたので、調査票の記入にあたってはご注意ください。

経済産業省／茨城県／小美玉市

市民課　☎４８－１１１１　内線1111【問い合わせ】

「写真付き住基カード」

「写真なし住基カード」
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　「仕事を退職した」「子どもも巣立っていった」と生活が一段落し、これからは自分のため
に何をしようかと考えていませんか？これからの生活を楽しんでいくためにはまず健康が
第一です。自分・家族の将来のために自分自身で築き上げる新しい保険（保健）づくりをはじ
めてみませんか。健康は手抜きではいけません。効果・効率のよい方法を学びましょう！

　教室では健康運動指導士の指導のもと、楽しみながら身体を動かし、運動の基礎やスト
レッチから歩ける身体まで作っていきます。また、年代に合った食事内容も栄養士の指導で
学ぶことができます。参加者・スタッフと一緒に身軽な足腰と、しなやかで健康な身体を手
に入れましょう。

■対 象 者　55歳以上65歳までの方で、3か月間継続して参加できる方
　　　　　　＊治療中の方は医師の運動許可が必要になります。
■定　　員　30名（初めての方優先）
■日　　時　平成20年1月～3月の毎週1回（計12回）
　　　　　　第1回目　平成20年1月7日（月）
　　　　　　　　　　  午前　9時30分～正午
■場　　所　各地域の保健センター等で移動しながら実施する予定です。
■指 導 者　健康運動指導士・管理栄養士
　　　　　　保健師・看護師
■参 加 費　教室を安全に実施するため、任意保険料として500円いただきます。
■そ の 他　参加時は、運動のできる服装・運動靴（外履き用）で、汗拭きタオル・
　　　　　　バスタオル・水分補給の水・筆記用具を持参してください。
■申込方法　12月11日（火）～20日(木)までに下記へ直接または電話にてお申込みください。
　　　　　　（定員になり次第締め切らせていただきます）
　　　　　　参加費(任意保険料)は教室初回に徴収します。
■申込み・問い合わせ
　※土・日は除く（午前8時30分～午後5時30分）
　保健福祉部　健康増進課　成人保健係（四季健康館内）　
　☎４８－０２２１　内線4004・4006

コツコツとは骨とコツコツ始める、またちょきんは筋肉を蓄えるという意味を兼ねています
～「これから」を楽しむために健康づくりをはじめませんか～

日程表（予定）
曜  日 時  間月 日 曜  日 時  間月 日 曜  日 時  間月 日

月

水

月

9：30～12：00

13：00～15：30

9：30～12：00

1

7

16

21

28

火

水

木

火

13：00～15：302

5

13

21

26

水

木

水

月

13：00～15：30

9：30～12：00

3

5

13

19

24
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参 加 費　無料
対　　象　小美玉市在住・在勤の方
申込み・問い合わせ
　　　　　小美玉市社会福祉協議会
　　　　　　☎３７－１５５１
　　　　　FAX３７－１５５２
主　　催　社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会
共　　催　日本赤十字社茨城県支部小美玉市地区
◎この事業には皆さまからお預かりした共同募金が
　活用されています。

かいごの 知恵袋教室かいごの かいごの 知恵袋教室かいごの 知恵袋教室参加者募集！

家族、地域、自分のために
ご参加ください

こんな食材で簡単介護食こんな食材で簡単介護食こんな食材で簡単介護食こんな食材で簡単介護食教
室
❶ 1月28日（月）

地域　介護サポーターを目指そう地域　介護サポーターを目指そう地域　介護サポーターを目指そう地域　介護サポーターを目指そう教
室
❸ 2月7日（木）

いきいきヘルス体操をしよういきいきヘルス体操をしよう教
室
❷ 2月4日（月）

　冷蔵庫や家にある食材で、簡単にそして栄養があ
り、高齢者や家族全員に喜ばれるメニュー作りと食事
介助体験を行います。

★時　　間　午前9時～午後1時
★と こ ろ　玉里保健福祉センター
★内　　容　講話、実技
★定　　員　30名
★申込締切　平成20年1月18日（金）
※エプロン・三角巾をご持参ください。動きやすい服装で来てください。

　日常の生活動作がぎこちない方、肩や膝など運動器官
に慢性の痛みのある高齢の方のためになる筋肉強化等を
行い、体力の向上や維持をはかるための体操を行います。

★時　　間　午前10時30分～正午
★と こ ろ　四季健康館いきがい大広間
★内　　容　講話、実技
★定　　員　50名
★申込締切　平成20年1月25日（金）
※動きやすい服装で来てください。

　寝たきりの方等に介護を提供する時に腰を痛めるこ
とのない正しい介護の仕方を学びます。また、福祉用具
の使い方や認知症の理解を深めることで介護の実践が
できる方を地域に増やしていくことを目的に行います。

★時　　間　午前9時～正午
★と こ ろ　小川保健相談センター
★内　　容　講話、実技
★定　　員　50名
★申込締切　平成20年1月28日（月）
※教室終了後に受講証を交付します。動きやすい服装で来てください。

12月10日から落とし物等の保管期間が3か月になります
　落とし物や忘れ物の取り扱い方法を定めた遺失物法が改正され、12月10日から新しい遺失物法が施行されま
すので、主な改正点をお知らせします。

〔主な改正点〕
　◆落とし物や忘れ物の保管期間が3か月に
　　　これまで警察署に拾得物が届けられた場合、落とし主を探し、また、落とし主からの連絡
　　を待つ期間は6か月でしたが、その期間が3か月に短縮されます。
　◆落とし物の情報が探しやすくなります
　　各都道府県内で取り扱われた拾得物に関する情報がホームページで公表されます。
　◆携帯電話やカード類の所有権は移転しません
　　　携帯電話やカード類などの個人情報が入った拾得物については、個人情報の保護の観
　　点から、落とし主が見つからない場合でも、拾得者に所有権が移転しないことになります。
　◆2週間前を超えると傘や衣類などが売却に
　　　拾得物は、これまですべて一律に6か月間保管されていましたが、警察署長と特例施設
　　占有者は、傘・衣類等の大量・安価な物や保管に不相当な費用を要する物については、2
　　週間以内に落とし主が見つからない場合は、売却等の処分ができることになります。
　◆犬、ねこが遺失物法の対象外に
　　　動物愛護法の規定による引取りの対象となった「所有者が判明しない犬又はねこ」に
　　ついては、遺失物法が適用されずに、都道府県等がこれを引き取ることになります。

問い合わせ　石岡警察署　☎２８－０１１０
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かいごの かいごの 知恵袋教室かいごの 知恵袋教室
こんな食材で簡単介護食こんな食材で簡単介護食こんな食材で簡単介護食

地域　介護サポーターを目指そう地域　介護サポーターを目指そう地域　介護サポーターを目指そういきいきヘルス体操をしよう

1月のほけんがいど1月のほけんがいど

と　　き

8

10

11

16

18

21

22

25

30

火

木

金

水

金

月

火

金

水

育児相談（9：30～11：00）

乳児健診（13：00～13：30）

1歳6か月児健診（13：00～13：30）

ハローベビー教室：妊娠編（9：15～9：30）

3歳児健診（13：00～13：30）

2歳児歯科健診（13：00～13：30）

乳児健診（13：00～13：30）

かばちゃん教室（13：00～13：30）

3歳児健診（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

小川保健相談センター

四季健康館

四季健康館

玉里保健福祉センター

小川保健相談センター

小川保健相談センター

小川保健相談センター

乳幼児と保護者

美野里　4か月児（平成19年8月生） 

美野里　10か月児（平成19年2月生）

小川（平成18年5月11日～6月30日生） 

玉里（平成18年5月16日～6月30日生）

妊婦とその夫

美野里（平成16年7月1日～9月6日生）

美野里（平成17年10月1日～12月10日生）

小川・玉里　4か月児（平成19年9月生） 

小川・玉里　10か月児（平成19年3月生）

小川（平成15年8～10月生） 

玉里（平成15年8～11月生）

小川・玉里 （平成16年6月生）

乳幼児と保護者

事業名（受付時間） と  こ  ろ対  象  者

と　　き

17

31

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）

こころのデイケア（9：30～10：00）

こころの健康相談（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

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　花粉症について
　  1月22日（火）～25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

　小美玉市では、不妊治療を受けられたご夫婦に対して、治療費の一部を助成する「不妊治療費助成事業」を
平成19年度から実施しています。

○助成を受けることができる人
　次の要件をすべて満たす方です。
　・夫又は妻のいずれか一方が市内に1年以上住所を有すること。
　・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断され、特定不妊
　  治療を受けた者であること。
　・茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けた夫婦であること。
　※茨城県不妊治療費助成事業の申請窓口  水戸保健所　☎０２９－２４４－２８２８
○助成の内容
　　平成19年4月1日以降に開始した特定不妊治療に要した費用（入院費や食事代など治療に直接関係のない
　費用は含まれません。）から、茨城県不妊治療費補助金を控除した額について、1年度あたり5万円を限度に通
　算2年間を補助します。
○申請方法
　　茨城県不妊治療費補助金交付決定通知書の写しと領収書の写しを添えて、次の申請窓口に申請してください。
　【申請窓口】　小美玉市福祉事務所　　
　　　　　　　　社会福祉課　児童福祉係（玉里総合支所）
　　　　　　　　小川支所　　福祉係　　（小川総合支所）
　　　　　　　　美野里支所　福祉係　　（四季健康館）

○問い合わせ
　社会福祉課児童福祉係
　☎４８－１１１１　内線3226・3227



10 お知らせ版　平成 19年 11月 29日

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

12月10日から
「働く人の心の健康相談室」が開設されます
　いま、働く人の６割以上が‶こころの疲れ”を感じている
といわれます。こころに‶つかれ”を感じたら、あまりつらく
なりすぎないうちに相談するのが一番です。（専門のカウ
ンセラーが対応し、プライバシーは守られます。）

対 象 者　勤労者本人とその家族、上司・同僚等及び産
　　　　　業保健関係者、企業の労務担当者
相 談 日　毎月第２・４月曜日　午後3時～6時
　　　　　（祝日・年末年始等を除く）
相談方法　面談又は電話
　　　　　＊面談の場合は、できればご予約をお願いします。
相 談 料　無料
相談内容　仕事上のストレスによる精神的な悩み、職場
　　　　　の対人関係の悩み等の勤労者生活を通して
　　　　　の悩みに関する相談
相 談 先　独立行政法人　勤労者健康福祉機構
　　　　　茨城産業保健福祉推進センター
　　　　　　　　　　 「働く人のこころの健康相談室」
　　　　　所在地：水戸市南町1－3－35
　　　　　　　　  水戸南町第一生命ビル4階　
　　　　　　　　  産業保健推進センター内
　　　　　☎０２９－３００－１２２１
　　　　　E-mail　mito@ibaraki-sanpo.jp
　　　　　・予約受付時間　平日の午前8時30分～午後5時
　　　　　　　　　　　　    （祝日・年末年始等を除く）
　　　　　・E-mailでのご予約は随時お受けします。

※本相談は、直接、治療する
　ものではありません。治療
　等が必要な場合は、専門
　の医療機関又はカウンセ
　リングルームを紹介します。

問

と　　 き　12月20日（木）午前10時～
と こ ろ　ホテルＣＡＮＫＯＨ（霞ヶ浦観光ホテル）
　　　　　土浦市川口2-11-31
定　　員　300名
参 加 費　無料（交流会に参加される方は1,000円）
プログラム
　10：00～　分科会
　　　　　　　○環境学習・エコツーリズム推進分科会
　　　　　　　○交流空間創造・観光推進分科会
　　　　　　　○地場産業活性化分科会
　13：20～　基調講演
　　　　　　　○西川りゅうじん 氏
　15：20～　分科会成果公表（霞ヶ浦に関する提言のとりまとめ）
　※終了後、参加者による交流会を実施します。（自由参加）

　　企画調整課　☎４８－１１１１　内線1232

地方自治法施行６０周年記念事業

「霞ヶ浦イキイキ化シンポジウム」
―沿岸１２市町村で生まれる地域の元気―

　子育ての悩みや不安はありませんか？専門の相談員があな
たの相談にお答えします。
　お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は守られます。

対 象 者　子育てに不安を抱いたり、自信をなくしたりして悩んでいる保護者の方がた。
相 談 日　毎日（12／29～1／3は除きます。）
相談受付時間　電話による相談受付：午前9時～深夜0時
　　　　　FAXによる相談受付：24時間
　　　　　電子メールによる相談受付：24時間
相 談 先　　☎０２９－２２５－７８３０（にこにこなやみゼロ）
　　　　　FAX０２９－３０２－２１６１
　　　　　電子メールhttp://www.mito7830.gakusyu.ibk.ed.jp/から
　　　　　お入りください。

「教育・子育て電話相談」

年末年始のごみ収集年末年始のごみ収集

年末年始の年末年始の
水道業務水道業務

○年末年始における水道の使用開始・中止の申込み
　などの受付については、年末は12月28日（金）
　まで、年始は1月4日（金）からのお取り扱いと
　なります。なお、当日受付での開・閉栓業務は
　致しませんので、事前にご連絡ください。
○水道料金等のお支払いは、最寄りの金融機関を
　ご利用ください。
○年末年始に家庭内の水道で修理が必要な場合は、
　右記の市指定水道工事業者までご連絡ください。
　（修理費用はご負担いただくことになります。）
○玉里地区は、湖北水道企業団にお問い合わせく
　ださい。

年末年始の休館日
◆四季健康館　健康風呂　　　12月25日～ 1月4日

　　　　　　　窓口業務　　　12月29日～ 1月3日

◆小川温泉　寿荘　　　　　　12月28日～ 1月4日

◆小川文化センター　　　　　12月28日～ 1月4日

◆四季文化館（みの～れ）　　　12月28日～ 1月4日

◆希望ヶ丘公園管理センター　12月29日～ 1月3日

◆玉里総合文化センター　　　12月28日～ 1月4日

◆玉里 B&G海洋センター　　  12月28日～ 1月4日

◆やすらぎの里小川　　　　　12月29日～ 1月3日

◆小川公民館　　　　　　　　12月29日～ 1月3日

◆美野里公民館　　　　　　　12月28日～ 1月4日
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県や国等のお知らせ

当番期間

12月 2 日～ 8 日

12月 9 日～15日

12月16日～22日

12月23日～29日

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

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

㈲永作住宅設備　　　☎58－2819

倉田電気商会　　　　☎58－2909

㈲山口水工　　　　　☎58－0129

㈱大栄設備　　　　　☎58－5851

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

㈱エイブルコーポレーション　☎47－0882
㈲桜井造園土木　　　　　　☎49－1252
㈱大建　　　　　　　　　　☎47－0012
㈲土井建設　　　　　　　　☎49－1852
井坂建設工業㈱　　　　　　☎48－0237
㈱鶴亀　　　　　　　　　　☎47－0881
興和工業㈱　　　　　　　　☎49－1103
仲田鋼建㈱　　　　　　　　☎46－0316
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

湖北水道
企業団 
☎24－3232

連絡先

年末年始のごみ収集年末年始のごみ収集年末年始のごみ収集年末年始のごみ収集

　12月29日（土）から平成20年1月2日（水）までごみ収
集は休みになります。この期間中、ごみを集積所へ出
すと集積所周辺の方がたに大変ご迷惑となります。皆
さまのご理解ご協力をお願いします。

★霞台厚生施設組合環境センターへの
　　自己搬入停止のお知らせ

　周辺道路及び施設の混雑等のため、自己搬入（一般
家庭及び施設使用許可のされていない企業・事業者）
する方は、平成19年12月25日（火）までです。年明け
の受け入れは、平成20年1月9日（水）からになります。

○搬入停止期間　12月26日（水）～平成20年1月8日（火）

【問い合わせ】
環境課　☎４８－１１１１　内線1144
霞台厚生施設組合環境センター　☎２６－０２４６

※その他のごみについては、12月28日（金）まで、「平成19年度
　家庭ごみ収集カレンダー」のとおり、収集作業を行います。各
　ご家庭でカレンダーをご確認のうえ、ごみの収集にご協力く
　ださい。

小川・玉里地区の方へ

〈年内最後の「燃えるごみ」収集日〉

期　　日
種　　類
対象地区

12月27日（木）

燃えるごみ

小川・玉里地区全域

期　　日
種　　類
対象地区

1月3日（木）

燃えるごみ

小川・玉里地区全域

※平成20年1月3日（木）からは、ごみの収集を「平成19年度家
　庭ごみ収集カレンダー」のとおり行います。

〈収集開始日〉

　12月29日（土）から平成20年1月3日（木）までごみ収
集は休みになります。この期間中、ごみを集積所へ出
すと集積所周辺の方がたに大変ご迷惑となります。皆
さまのご理解ご協力をお願いします。

【問い合わせ】
環境課
☎４８－１１１１　内線1144
茨城美野里環境組合
☎４８－１５７１

※その他のごみについては、12月28日（金）まで、「平成19年度
　家庭ごみ収集計画表」のとおり、収集作業を行います。各ご家
　庭で計画表をご確認のうえ、ごみの収集にご協力ください。

※茨城美野里環境組合クリーンセンターへ直接持ち込みに限
　り、12月29日（土）の午前8時30分から午後3時まで、ごみの搬
　入の受付を行います。（受付は有料です。）

美野里地区の方へ

〈年内最後の「燃えるごみ」収集日〉

期　　日
種　　類
対象地区

12月28日（金）

可燃ごみ

美野里地区全域

期　　日
種　　類
対象地区

1月4日（金）

可燃ごみ

美野里地区全域

※平成20年1月4日（金）からは、ごみの収集を「平成19年度家
　庭ごみ収集計画表」のとおり行います。

〈収集開始日〉
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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

12月・1月のおはなし会12月・1月のおはなし会12月・1月のおはなし会12月・1月のおはなし会

・12月 8 日（土） 午前10時30分～
・12月22日（土） 午前10時30分～ 
・  1月12日（土） 午前10時30分～ 
・  1月26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

・12月 8 日（土） 午前10時30分～
・  1月12日（土） 午前10時30分～
美野里公民館図書室
美野里公民館

・12月22日（土） 午前11時～
・  1月26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

12月
日 月 火 水 木 金 土

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

4

11

18

25

3

10

17

2

9

16
24　　 
　　　31

23　　 
　　　30

小美玉市では、誰もが取り組みやすい「もったいないおみたま運動
～今すぐ取り組もう、おみたま5か条～」を設定し、市民の皆さんと
ともに「もったいないおみたま運動」を推進しています。

「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。
～「もったいないおみたま運動」推進中～

緊急地震速報緊急地震速報緊急地震速報
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12月・1月のおはなし会12月・1月のおはなし会

■
■
■

緊急地震速報緊急地震速報緊急地震速報緊急地震速報緊急地震速報

家庭では、　頭を保護し丈夫な机の下などに隠れる。
　　　　　 あわてて外に飛び出さない。

人が大勢いる施設では、　係員の指示に従う。
　　　　　　　　　　　 落ち着いて行動する。
　　　　　　　　　　　 あわてて出口に走り出さない。

屋外では、　ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意する。
　　　　　  ビルの壁や看板の落下に備え、ビルから離れる。

山やがけ付近では、　落石やがけ崩れに注意する。

自動車運転中は、　あわててブレーキをかけない。
　　　　　　　　　ハザードランプを点灯し、揺れを感じ
　　　　　　　　 たらゆっくり停止する。

電車・バス乗車中は、　つり革・手すりにしっかりつかまる。

エレベーターでは、　最寄りの階で停止させすぐに降りる。

　ご存知ですか。緊急地震速報が10月1日からスタートしたことを！！
　緊急地震速報とは、最大震度5以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）の地域の名前を強い揺れ
が来る前にテレビ、ラジオ（民放は4月以降）を通じてお知らせするものです。
　緊急地震速報は、見聞きしてから強い揺れが来るまでの時間が数秒から十数秒しかありません。その短い間
に身を守る行動をしなければなりません。

運動の重点

●飲酒運転の根絶
●薄暮時間帯及び
　夜間の交通事故防止　
●高齢者の交通事故防止
●自転車の交通事故防止
●後部座席を含むシートベルトの着用とチャイルド
　シートの正しい使用の徹底

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

10月中 累　計

2

105

68

20

8

9

24

1,443

867

226

156

194

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】

「利用の心得」「利用の心得」

年末の交通事故防止県民運動

12月1日（土)～31日（月）

　平成20年の消防出初式は、1月6日（日）午前8時
30分から、四季の広場及び四季文化館で行います。
  当日の朝、サイレンが鳴ります。
　出初式当日の朝、各地区にお
いて召集サイレンが午前７時
に鳴ります。
　火災と間違えないようお気を
つけてください。

  問い合わせ　小美玉市消防本部総務課地域消防係
　　　　　　 ☎５８－４５４１　　

スローガン

守ります 家族の笑顔と 交通ルール
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人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,316人（－25）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,019人（－34）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,297人（＋ 9 ）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,368戸（－ 7 ）

人口と世帯数（平成19年11月1日現在）

・固定資産税  第３期

・国民健康保険税 第９期

・介護保険料  第５期

（※納期限は、１２月２５日となっています。）

12月の納税・納付

(　　）は前月比

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。

1月 9日
午後1時～4時

1月16日
午後1時～4時

1月23日
午後1時30分～4時30分

※社会福祉協議会小川支所
　☎５８－５１０２

　社会福祉協議会美野里支所（四季健康館内）
　☎３６－７３３０

※社会福祉協議会本所
　☎３７－１５５１

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。

1月  9日

1月17日

1月23日
午前10時～正午
玉里総合支所2階　相談室
小出智惠子　相談委員

午後1時～3時
小美玉市役所1階　相談室
石﨑　渡　相談委員

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

行 政 相 談

【問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48－1111　内線1221

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）

12月16日・23日・24日・29日・30日・31日
1月1日・2日・3日
◆受付　午前９時～11時30分　午後１時～３時30分

12月16日・22日・23日・24日・29日・30日・31日
1月1日・2日・3日
◆受付　午後７時～10時30分

12・1月12・1月12・1月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分 ◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分
日
16
23
24
29
30
31
1
2
3

 外　　　科
滝田整形外科
関クリニック
渡辺クリニック
府中クリニック（午後のみ）
石岡市医師会病院
山王台病院
石岡循環器科脳神経外科病院
斉藤病院
石岡第一病院

（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）
（小美玉市）
（石岡市）
（石岡市）

☎（23）2071
☎（23）8300
☎（26）7633
☎（22）2146
☎（22）4321
☎（26）3130
☎（58）5211
☎（26）2131
☎（22）5151

日
29
30
31
1
2
3

 歯　　　科
いとう歯科医院
岡崎歯科診療所
南台歯科医院
愛歯科医院
千葉歯科クリニック
はせがわ歯科医院

（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）
（石岡市）

☎（26）8088
☎（22）2756
☎（26）7687
☎（23）6474
☎（22）5752
☎（59）6161

12・1月12・1月12・1月
休　

日

夜　

間

休日診療当番医(外科) 休日診療当番医(歯科)12・1月12・1月12・1月

市長と直接お話をしてみませんか？

と　き　12月21日（金）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

※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。　

次回お知らせ版1月号の発行日は12 月20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




