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お気軽にご相談ください
あなたの声をお届けします　行政に

お気軽にご相談ください
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お気軽にご相談ください
あなたの声をお届けします　行政に

お気軽にご相談ください
あなたの声をお届けします　行政に
　春の行政相談週間が5月21日（月）～27日（日）
が始まります。
　毎日の暮らしの中で、例えば、「わかりづらい道
路案内標識を改善してほしい」、「新しい住宅地に
郵便ポストを設置してほしい」、「施設をバリアフ
リー化してほしい」など、困っていること、望んでい
ることはありませんか？
　こんなときは、行政相談委員にご相談ください。
　みなさまの声を行政にお届けいたします。

　当市においては、

の３名が行政相談委員として活動しており、行政相談
所を開設しています。
　ご相談は、無料・秘密厳守です。

秘書広聴課  広報広聴係
☎48－1111　内線1221

【問い合わせ】

おこまりならまるまるくじょーひゃくとおばん

５ 月 の 行 政 相 談 日

小川地区

中島庸夫さん
☎58－3216

なか じま つね お
玉里地区

小出智惠子さん
☎26－3629

こいで  ち　え　こ
美野里地区

石﨑　渡さん
☎58－3881

いしざき　　わたる

●玉 里 地 区
　５月16日（水） 午前10時～正午
　　玉里総合支所2階　第2会議室

●美野里地区
　５月16日（水） 午後１時～３時
　　小美玉市役所1階　相談室

●小 川 地 区
　５月23日（水） 午後１時30分～３時30分
　　小川総合支所1階　会議室

　総務省茨城行政評価事務所行政相談課
☎０２９－２２１－３３４７（代）

　※課内には、行政苦情110番

　　 相談専用電話：☎０５７０－０９０１１０

　　が設置されています。

行政相談委員および
行政相談についてのお問い合わせ



2 お知らせ版　平成 19年 4月 26日

民間が行う放課後児童クラブの利用料を軽減します

不妊治療費について、助成を行います

　わが国における急速な少子化の進行等を踏まえ、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図る観点か
ら、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を、第1子及び第2子について倍増し、出生順位にかか
わらず一律月10,000円となりました。
　なお、3歳以上の児童の児童手当の額、支給対象年齢及び所得制限限度額については、現行どおりです。

※今回の改正では、受給者から特段の手続きを行う必要はありません。
　なお、平成19年4月から3歳未満の児童手当等の額は一律月額10,000円となりますが、3歳到達後の翌月
　からは、第１子及び第２子の手当額は5,000円となります。

　6月7日と7月12日に、下記の地域において「国民生活基礎調査」が実施されます。
　この調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政推進のための資料
を得る重要な調査です。調査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、ご協力
いただいた世帯に迷惑がかかることはありません。調査員が訪問する際にはご協力をお願いします。

●調査地域　　　　　　　　　　　　問い合わせ
　田中台地内の一部　　　　　　　　茨城県水戸保健所　☎029－241－0100
　栗又四ヶ地内の一部　　　　　　　 企画調整課統計係　☎0299－48－1111

　6月1日、商業統計調査が全国一斉に行われます。全国の卸売業、小売業を営むすべ
ての事業所が対象になります。
　この調査は、商業の実態を明らかにし、国や都道府県・市区町村における流通産業
施策の基礎となるものです。調査の項目は、事業所の名称、所在地、経営組織、年間商
品販売額等です。お答えいただいた内容を統計以外の目的に使うことは法律で禁止さ
れていますので、安心してご記入ください。
　5月下旬から調査員が各事業所に伺いますので、ご協力をお願いします。

問い合わせ　
　茨城県企画部統計課　☎029－301－2656　企画調整課統計係　☎0299－48－1111

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

平成１９年４月１日から児童手当制度が拡充されました平成１９年４月１日から児童手当制度が拡充されました平成１９年４月１日から児童手当制度が拡充されました

商業統計調査にご協力ください
(経済産業省からのお願い）
商業統計調査にご協力ください
(経済産業省からのお願い）
商業統計調査にご協力ください
(経済産業省からのお願い）

｢国民生活基礎調査」にご協力ください
(厚生労働省からのお願い)
｢国民生活基礎調査」にご協力ください
(厚生労働省からのお願い)
｢国民生活基礎調査」にご協力ください
(厚生労働省からのお願い)

〈0歳以上3歳未満の児童の養育者に対する児童手当〉

施行日：平成19年4月1日（拡充後の最初の支給月　平成19年6月）

〈3歳以上小学校修了時まで（現行どおり）〉

第1子、第2子  月額   5,000円　→　月額10,000円（倍増）
第3子以降  月額 10,000円　→　月額10,000円（現行どおり）

第1子、第2子  月額   5,000円
第3子以降  月額 10,000円
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　平成19年度から民間が行う放課後児童クラブの利用料金に対して、市が補助を行い、クラブを利用する保護者の
負担軽減を図ることとなりました。

◆対象の民間放課後児童クラブ（市内における10人以上の児童登録があるクラブ）
　○げんきっ子クラブ （納場保育園）
　○ヴィガークラブ （太陽保育園）
　○さくらっ子クラブ （さくら保育園）
　○みるクラブ （玉里第二保育園）

◆対象児童
　・市内に住所を有する小学校１年生から３年生までの児童で、労働等により昼間保護者のいない家庭の児童

◆利用料
　・上記対象児童の利用料は、
　　　半日250円（従来は500円）、1日500円（従来は1,000円）に、それぞれ利用料金が軽減されます。
　・延長、送迎、給食費、おやつ、保険等の料金は含まれません。

◆利用方法
　申請書に就労証明書等を添付し、各民間放課後児童クラブに直接お申込みください。
　用紙等は、各民間放課後児童クラブにおいてあります。

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

　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
　間を補助いたします。

○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

民間が行う放課後児童クラブの利用料を軽減します民間が行う放課後児童クラブの利用料を軽減します民間が行う放課後児童クラブの利用料を軽減します

不妊治療費について、助成を行います不妊治療費について、助成を行います不妊治療費について、助成を行います

平成１９年４月１日から児童手当制度が拡充されました

商業統計調査にご協力ください
(経済産業省からのお願い）

｢国民生活基礎調査」にご協力ください
(厚生労働省からのお願い)
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アニメ映画上映会アニメ映画上映会

森山良子コンサート森山良子コンサート

上映映画　「ドラえもん　のび太の新魔界大冒険　7人の魔法使い」
と　　 き　5月13日（日）
　　　　　午前9時30分、正午、午後2時30分
入場料金　全席自由　中学生以下700円、高校生以上1,000円
　　　　　※入場券の前売りはありません。

レニングラード国立舞台サーカスレニングラード国立舞台サーカス
これが本場のサーカスのダイゴミ！！
スリルと脅威のテクニック･笑い
そして洗練された美しさを家族みんなでたのしもう！！

予定演目　クマの玉乗り、自転車乗り、ダンス、アクロバット、バランス芸
　　　　　陽気なピエロ他、超人芸の連続
と　　 き　7月25日（水）　午後1時、午後4時
入場料金　全席指定3,000円
電話予約開始　5月19日（土）午前8時30分～
公演時間　2時間（休憩20分含む）

おみたま演芸館おみたま演芸館
　落語あり、津軽三味線あり、漫談ありのステージです。午後のひと時を笑っ
て過ごしてみませんか。

出 演 者　三遊亭好楽（落語）、脩一朗＆大地（津軽三味線）、
　　　　　昭和のいるこいる（漫才）、三増れ紋（江戸独楽回し）
　　　　　林家うん平（漫談・司会）
と　　 き　6月30日（土）　午後1時、午後5時
入場料金　全席指定2,000円
　　　　　※小美玉市に在住の70歳以上の方（昭和12年4月1日までに生
　　　　　　まれた方） は1,000円（チケットの申込み方法は同じです。）
　　　　　　割引チケットの取扱いは、小川文化センターのみです。
電話予約開始　5月12日（土）午前8時30分～

※各公演のチケット購入方法などのお問い合わせは、小美玉市小川文化センター（☎５８－０９２１）

　2006年には、デビュー40周年を迎え、昨年末のレコード大賞では、「涙そうそう」
が特別賞を受賞。今年もテレビドラマの主題歌「パピエ」が好調な森山良子さんの
コンサートです。

と　　 き　6月16日（土）　午後6時開演　【チケット発売中】
入場料金　5,500円　※全席指定
　　　　　※未就学児の入場はできません
　　　　　※本公演は小美玉市主催公演のため、特別料金となっております。　

小川文化センター自主文化事業小川文化センター自主文化事業
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６月のほけんがいど６月のほけんがいど

赤十字活動にご理解とご協力を―５月は赤十字運動月間です―赤十字活動にご理解とご協力を―５月は赤十字運動月間です―
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総合健診・腹部超音波検診（7:00～9:30）

こころの健康相談

総合健診・腹部超音波検診（7:00～9:30）

住民健診 （9:30～11:30、13:00～14:30）

こころのデイケア（9:30～10:00）

住民健診 （9:30～11:30、13:00～14:30）

子宮・乳がん検診（12:30～13:00）
こころのデイケア（9:30～10:00）

子宮・乳がん検診（12:30～13:00）

乳がん検診（12:30～13:00）

希望者※事前要予約（受診券持参）

希望者※事前要予約

希望者※事前要予約（受診券持参）

希望者※事前予約はいりません

希望者※事前要予約

希望者※事前予約はいりません

希望者※事前要予約（受診券持参）
希望者※事前要予約
希望者※事前要予約（受診券持参）
羽鳥・竹原地区
希望者※事前要予約（受診券持参）

玉里保健福祉センター

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

玉里保健福祉センター

四季健康館

玉里B&G海洋センター

四季健康館
小川保健相談センター

四季健康館

小川保健相談センター

土

火

木

月
火

火

水
水

金

ハローベビー：育児編（9:15～9:30）
育児相談（9:30～11:00）
ポリオ（13:00～13:30）

乳児健診（13:00～13:30）

ポリオ（13:00～13:30）
２歳児歯科健診（13:00～13:30）

乳児健診（13:00～13:30）

１歳６か月児健診（13:00～13:30）
育児相談（9:30～11:00）

３歳児健診（13:00～13:30）

四季健康館
四季健康館
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

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
小川保健相談センター
玉里保健福祉センター

妊婦とその夫
乳幼児と保護者
生後3か月～90か月未満
美野里　4か月児（平成19年1月生）
美野里　10か月児（平成18年7月生）
生後3か月～90か月未満
小川（平成17年3月1日～4月30日生）
小川・玉里　4か月児（平成19年2月生）
小川・玉里　10か月児（平成18年8月生）
美野里（平成17年10月16日～12月15日生）
乳幼児と保護者
小川（平成15年12月1日～平成16年1月31日生）
玉里（平成15年12月1日～平成16年1月31日生）

事業名（受付時間） と  こ  ろ対  象  者

と　　き 事業名（受付時間） と  こ  ろ対  象  者

■健康教室・健康相談
　  と　き　6月26日（火）～29日（金）　午前10時～11時30分　ところ　四季健康館　大広間
　  テーマ　歯と身体の健康について

　日本赤十字社は、1877年創立以来、人道博愛の精神で、世界の平和と人類の福祉のために活動している
民間の団体です。
　国内では災害救護、救急法などの講習会、ボランティアや青少年の育成、医療事業、血液事業などの活動
を行っています。また海外では、世界各国にある赤十字社と連携・協力し、紛争や災害で苦しむ方々への救
援活動を行っています。
　このような国の内外にわたる日本赤十字社の活動は、｢赤十字社員（会員）｣といわれる年額500円以上の
活動資金の協力者によって支えられています。
　毎年５月を赤十字運動月間として、赤十字活動へのご理解と、活動資金へのご協力をお願いいたします。

■問い合わせ■
　小美玉市福祉事務所　社会福祉係（玉里総合支所内）　☎４８－１１１１　内線3225
　小美玉市福祉事務所　美野里支所（四季健康館内）　　☎４８－０２２１　内線4011
　小美玉市福祉事務所　小川支所　（小川総合支所内）　☎４８－１１１１　内線2111

●母子保健事業

●成人保健事業
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　このたび、小美玉市バレーボール協会が発足することになりました。
小美玉市民のバレーボール愛好者の方がた、私たちと一緒に活動しませんか！？

【小美玉市家庭婦人バレーボール連盟】
　代　表　萱場　良江
　連絡先　納場保育園　☎0299－48－1789　FAX 0299－48－3805
　対　象　小美玉市内に在住在勤の既婚女性で構成するチーム
　登録料　1,500円　※登録申込はファックスでお願いします。
【小美玉市社会人バレーボール連盟】
　新規で活動するので、チームが集まり次第連盟化する予定です。興味のある方はぜひご連絡ください。
　連絡先　小美玉市玉里Ｂ＆Ｇ海洋センター　☎0299－26－5761　FAX0299－26－0441
　対　象　小美玉市内に在住在勤の一般６人制男子・女子のチーム
【小美玉市小学生バレーボール連盟】
　新規で活動するので、チームが集まり次第連盟化する予定です。興味のある方はぜひご連絡ください。
　代　表　原田　寛
　連絡先　☎090－2535－9693
　対　象　小美玉市内に在住の小学生で編成したチーム　※登録希望チームは、各連盟連絡先へお申込ください。

小美玉市バレーボール協会が発足します！！小美玉市バレーボール協会が発足します！！小美玉市バレーボール協会が発足します！！

　今年度も、毎月第3日曜日に霞ヶ浦湖岸で生き物や水
辺の観察会を開催します。第1回は下記のとおりです。

と　　き　5月20日（日）
対　　象　小学生以上　約30名
　　　　　＊定員になり次第締め切ります。
内　　容　（第1回）水辺の観察　講師：原田　泰　
申込方法　年齢、学校および学年、住所・電話等の連
　　　　　絡先を記入のうえ、はがきまたはファックス
　　　　　でお申込みください。
申込締切　5月13日（日）
主　　催　玉造RC、霞ヶ浦アカデミー
申込み・問い合わせ　浜田　☎0299－46－0988

霞ヶ浦生き物アカデミー参加者募集霞ヶ浦生き物アカデミー参加者募集霞ヶ浦生き物アカデミー参加者募集
　5月3日の憲法記念日を中心に5月1日から7日まで
の1週間を憲法週間とし、関係機関では人権尊重思想
の普及高揚に努めています。
　基本的人権の尊重は日本国憲法の重要な柱の一
つであり、すべての人の人権が尊重される社会が実現
されなければなりません。
　憲法週間にあたり、身近で起こる差別や偏見につい
て一人ひとりが考え、人権尊重の意識を高め、豊かな
人間関係をつくりましょう。
　人権問題でお困りのときは、最寄りの法務局の人権
相談所または人権擁護委員までご相談ください。

水戸地方法務局　　　　　
茨城県人権擁護委員連合会

5月1日から7日までは「憲法週間」です5月1日から7日までは「憲法週間」です5月1日から7日までは「憲法週間」です

と　　 き　5月20日（日）
と こ ろ　小美玉市立小川南中学校体育館・小川北中学校体育館
　　　　　小美玉市玉里B＆G海洋センター体育館　他
参加資格　小美玉市バレーボール協会（小美玉市家庭婦人バレーボール連盟・小美玉市社会人バレーボ－ル
　　　　　連盟のいずれか）に登録されたチーム
　　　　　・家庭婦人の部（既婚女性で編成されたチーム）　・一般の部（6人制男子・女子）
　　　　　※ただし、参加チーム数が少ない場合は中止となる場合もあります。
参 加 料　1チーム　1,000円
申込方法　5月9日（水）までに小美玉市玉里B＆G海洋センターまでご連絡ください。
　　　　　☎0299－26－5761  FAX0299－26－0441
抽  選  会　5月15日（火）午後8時から小美玉市小川総合支所3階大会議室で行われる小美玉市バレーボール　
　　　　　協会設立総会時に抽選会を行いますので、参加チームの代表者は必ず出席してください。

小美玉市バレーボール協会誕生記念大会を開催します！！小美玉市バレーボール協会誕生記念大会を開催します！！小美玉市バレーボール協会誕生記念大会を開催します！！
県や国等のお知らせ

募集！美野里ジュニアテニスクラブ会員
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小美玉市バレーボール協会が発足します！！

霞ヶ浦生き物アカデミー参加者募集 5月1日から7日までは「憲法週間」です

小美玉市バレーボール協会誕生記念大会を開催します！！
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

　茨城県内で近く農業を始める方や農業を始めてから間
もない方を対象に、農業技術の基礎を体系的に学べる研
修（講義と実習）を行います。

◆定年帰農者等支援研修（水稲入門コース）
期　　間　6月19日～11月2日
　　　　　（原則、平日の夜間と土曜の日中に開講）　　
対  象  者　農産物を販売し、収入を得ようとする概ね65歳
　　　　　までの方　20名　　
◆営農支援研修（Ａコース）
期　　間　7月4日～10月20日
　　　　　（原則、水曜の夜間と土曜の日中に開講）
対  象  者　野菜を中心とした本格的な農業経営を目指す
　　　　　概ね45歳までの方　15名
場　　所　茨城県立農業大学校（茨城町長岡4070－186）
受  講  料　無料（テキスト代等は受講者負担）
申込方法　最寄りの農業改良普及センターを経由して、
　　　　　県立農業大学校に申し込んでください。
申込締切　定年帰農者等支援研修　5月31日（必着）
　　　　　営農支援研修　　　　　6月14日（必着）

　　茨城県立農業大学校　研修科
　　☎０２９－２９２－００１０

「いばらき営農塾」受講者募集

問

　現に動物取扱業の「届出」をしている方の有効期間は、
平成19年5月31日までです。「登録」がお済みでない方
は、至急、知事への登録申請をお願いします。

登録申請手数料　1件につき14,000円　

　　茨城県動物指導センター　愛護推進課
　　☎０２９６－７２－１２００

動物取扱業の「登録」はお済みですか！？

問

　高等学校を卒業していないなどのため、大学等の受験
資格がない人に対し、高等学校卒業者と同等以上の学力
があるかどうかを認定する試験です。

平成19年度第１回高等学校
卒業程度認定試験

募集対象　やる気のある小学４～６年生（男女）　25名
　　　　　※期間を通して練習に参加できる方。　　
所　　属　小美玉市美野里テニス協会（指導は協会員）
練習場所　希望ヶ丘公園テニスコート（東）
練習期間　5月19日～12月15日（毎週土曜日）　午前9時～11時
申込期間　5月1日（火）～10日（木）
　　　　　   ※定員を超えた場合は抽選になります。
　　　　　　　 抽選日：5月12日（土）午前10時～
申込み・抽選会場　希望ヶ丘公園管理センター　※電話での受付はしません。
会　　費　5,000円（スポーツ傷害保険･ボール代）
そ の 他　・ラケット・シューズは各自用意
　　　　　･服装は運動できるもの、帽子、タオル、飲み物
主　　催　小美玉市美野里テニス協会
問い合わせ　希望ヶ丘公園管理センター
　　　　　☎４７－０１６７

募集！美野里ジュニアテニスクラブ会員募集！美野里ジュニアテニスクラブ会員募集！美野里ジュニアテニスクラブ会員

と　　き　5月27日（日）
　　　　　午前10時～午後2時30分
　　　　　※期間を通して練習に参加できる方。
と  こ  ろ　日立市「ホリゾンかみね」
　　　　　（日立市宮田町3381）
参 加 費　1,000円（昼食代他）
申込締切　5月20日
申込み・問い合わせ　（社）日本オストミー協会茨城県支部
　　　　　　　  北部地区センター   総務 根本
　　　　　☎０２９４－４２－３２５８

人工肛門（膀胱）の方のための
オストミー講習会
人工肛門（膀胱）の方のための
オストミー講習会

試 験 日　8月8日(水)、9日(木)
　　　　　午前9時30分～午後5時30分
受験資格　平成20年３月31日までに満16歳以上になる
　　　　　人であれば、だれでも受験できます。（全日制
　　　　　高等学校等に在籍されている方も受験可）
試験会場　茨城県水戸生涯学習センター（水戸市愛宕町４－１）
受 験 料　・７科目以上  8,500円
　　　　　・４科目以上６科目以下 6,500円
　　　　　・３科目以下  4,500円
申込方法　受験案内に添付されている出願用の封筒を使
　　　　　用し、文部科学省宛に書留郵送してください。
申込期間　５月11日～５月23日（消印有効）

　　茨城県教育庁生涯学習課
　　☎０２９－３０１－５３１８

〔　　　　　〕

ぼう　こうぼう　こう

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

・5月12日（土） 午前10時30分～
・5月26日（土） 午前10時30分～
・6月 9 日（土） 午前10時30分～
・6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

・5月12日（土） 午前10時30分～
・6月 9 日（土） 午前10時30分～

玉里図書館
玉里総合文化センター　１階　和室

美野里公民館図書室
美野里公民館

開館
時間

5　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

　

6

13

20

27

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

＜玉里図書館・美野里公民館図書室ホームページのご案内＞
　インターネットで自宅などから、玉里図書館や美野里公民館図書室に
ある図書や雑誌が調べられます。
　〈URL〉　玉里図書館：http://t-lib.city.omitama.lg.jp
　　　　　美野里公民館図書室：http://m-lib.city.omitama.lg.jp
　小美玉市ホームページ（http://www.city.omitama.lg.jp）の「図書検
索」からでもお調べいただけます。
　また、図書の検索だけでなく、開館日やベストリーダー、新着図書など
も載っていますので、ぜひご活用ください。

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

・5月26日（土） 午前11時～
・6月23日（土） 午前11時～

5月・6月のおはなし会5月・6月のおはなし会5月・6月のおはなし会5月・6月のおはなし会

6　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

30

　

3

10

17

24

　

5

12

19

26

　

4

11

18

25

あわてず通報しましょう！あわてず通報しましょう！あわてず通報しましょう！

FAXでも119番通報ができます！FAXでも119番通報ができます！
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■
■
■

5月・6月のおはなし会5月・6月のおはなし会

あわてず通報しましょう！あわてず通報しましょう！あわてず通報しましょう！あわてず通報しましょう！あわてず通報しましょう！

　・通報は落ち着いて、消防職員の問いかけに答えるようにしてください。 
　・応急手当を早急にすれば救命の確率が高まりますので、消防職員の電話
　  での指導に従ってください。 
　・サイレンが聞こえたら、手を振るなどして消防車、救急車を誘導してください。 
　・もしもの場合に備えて、住所などのメモを電話機のそばに貼っておきましょう。

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

3月中 累　計

4

157

99

15

15

28

15

443

277

54

50

62

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】

①一般電話から

　・携帯電話は、電波の状態によって他の消防本部につながってしまう場合があります。その場合には管轄
　  の消防本部に転送しますので、電話をかけている場所を把握してから通報してください。
　・通報場所によっては受信感度が悪く通話が途切れたり、通話不能になる場合がありますので、移動しな
　 がらかけないようにしてください。また、加入電話や公衆電話がある場合は、なるべくその電話を利用して
　  ください。
　・状況を詳しく確認するため消防本部からかけ直すことがありますので、消防隊、救急隊が到着するまで電
　  源を切らないでください。また、着信拒否状態にしないでおいてください。

②携帯電話から

　・緊急以外で119番を使用すると回線が使用中となり、他からの119番が受信できなくなってしまいます。
　・間違えたときは、「間違えました」とはっきり言ってください。何も言わずに電話を切ると通報者確認のた
　  め、119番回線が使用できなくなってしまいます。
　・資機材の必要性や応急手当指導のため、内容を詳しく聞くことがありますが、その時はご協力ください。
　  （通報中でも消防車･救急車は出場できます。）

　声による通報ができない方のために、FAXによる119番通報を受け付けて
います。詳しくは下記までお問い合わせください。

通信指令室　　　☎（代）５８－４５４１　FAX５８－１１９０

③その他のお願い

FAXでも119番通報ができます！FAXでも119番通報ができます！FAXでも119番通報ができます！FAXでも119番通報ができます！
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休日診療当番医(外科)

　

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,466人（－103）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,140人（－86）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,326人（－17）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,348戸（－31）

人口と世帯数 （平成19年4月1日現在）

・軽自動車税　　　　　　第1期

・国民健康保険税　　第2期

5月中におさめましょう

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）

5月20日・27日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

5月19日・20日・26日・27日
◆受付　午後７時～10時30分

休　日

夜　間

5月5月5月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分
日

20

27

 外　　　科

田中クリニック

滝田整形外科

（石岡市）

（石岡市）

☎（23）2288

☎（23）2071

5月5月5月

(　　）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。

6月 6日

6月13日

6月20日

6月27日

　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
　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

午後１時～４時

　平成19年度　ごみ収集計画表(美野里地区)、ごみカレンダー（小川・
玉里地区）ができております。ごみの出し方、分別の仕方は、ごみ収集計
画表、ごみカレンダーを参照して行ってください。
　なお、「ごみ収集計画表」、「ごみカレンダー」は、環境課、小川・玉里総
合支所総合窓口課に置いてあります。また、市のホームページからもご
覧いただけます。

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　5月25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

ごみの出し方は、「ごみ収集計画表」、
「ごみカレンダー」でご確認を！！
ごみの出し方は、「ごみ収集計画表」、

「ごみカレンダー」でご確認を！！
ごみの出し方は、「ごみ収集計画表」、
「ごみカレンダー」でご確認を！！

可燃ごみ

次回お知らせ版 5月号の発行日は 5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


