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お知らせ版

新型コロナウイルス感染症に関する支援

お手元に届いた特別定額給付金の申請書類をご確認ください

問い合わせ
小美玉市新型コロナウイルス感染症対策室　経済対策対応グループ

☎ 0299-48-1111 （内線 1170 ～ 1173）

市から各世帯に送付された 「特別定額給付金 申請書類」 を確認する

郵送かオンラインで申請する　申請期限 ： 8 月 12 日まで

指定口座に入金される
入金日の目安 ：申請書が市役所に届いてから金融機関の 7 営業日以内

手順 1 

手順 2 

手順 3

郵送申請 

■用意するもの

・ 申請者の本人確認ができる書類の写し
　（免許証や保険証などのコピー）

・ 申請者ご本人名義の振込先口座通帳の写し
　（表紙の次ページをコピーして一緒に送る）

■申請書は必ず郵便で！  

同封した返信用封筒に入れてポストへ投函。

■通帳をよく確認して記入してください！ 

給付金は口座振込で受け取ります。 記入誤り

があるとスムーズに入金できません。

■市役所から電話がある場合があります！ 

申請書に不備があった場合、 市役所から電

話確認をします。 「振り込め詐欺」 が心配な

ときは、 一度電話を切ってから自分で市役所

に電話をしてください。

オンライン申請  

マイナンバーカード （写真入りのもの） を	

お持ちの方はマイナポータルでオンライン申請

ができます。

■オンライン申請に必要なもの

・世帯主本人のマイナンバーカード （写真入り）

・ パソコンと ICカードリーダライタ　または

　マイナンバーカード読取対応スマートフォン

・振込先の口座情報

・本人確認書類の画像

Q. 窓口で申請できませんか？

感染拡大防止のため、 給付金申請のために窓口

へ来庁することは最大限避けてください。

申請書の書き方でわからないことがあるときは、

電話や市ホームページで確認できます。

特別定額給付金 （一人当たり 10 万円） の受け取りには申請が必要です

給付金の詐欺にご注意｜絶対に教えない！渡さない！

遠慮なくご相談ください

・ お近くの警察署

・消費者ホットライン 118

・ 警察相談専用電話＃9110

小美玉市
新型コロナ
緊急情報

●暗証番号　●通帳　●口座番号

●キャッシュカード　●マイナンバー等

市役所や総務省などが以下を行うことは絶対にありません

　　現金自動預払機 （ATM） の操作をお願いすること

　　受給にあたり、 手数料の振込みを求めること

　　メールを送り、 URLをクリックして申請手続きを求めること
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問い合わせ
小美玉市新型コロナウイルス感染症対策室　感染予防対応グループ

☎ 0299-48-0221 （四季健康館）

経済支援｜小美玉市独自の緊急的な支援

内容 問い合わせ

休業要請協力金 【申請が必要】

県の休業要請に協力した企業等に対し、

県が支給する協力金の 1/2 相当額を追加支給します。

申請の際には県の協力金の決定通知の写しが必要です。

商工観光課

☎	0299-48-1111　（内線 1162）

市税の電話相談窓口
納税が困難な方は、 納税時期をのばす相談ができます。

収納課

☎	0299-48-1111　（内線 1186 ・ 1187）

上下水道使用料の電話相談窓口
支払い時期をのばす相談ができます。

■小川 ・美野里地区 ：小美玉市上下水道お客様サービスセンター ☎	0299-36-8811　	（平日 8：30～ 17：15）

■玉里地区 ：湖北水道企業団お客様サービスセンター ☎	0299-24-5558　（平日8：30～ 17：15）

ふるさと納税による事業者支援 【申請が必要】

ふるさと納税サイト 「ふるさとチョイス」 の支援プロジェクトを通し

て、学校給食・外食産業・観光産業・花き業界の事業者を応援します。

これまでふるさと納税の返礼品に参加したことがなくても、 条件が

合えば参加できます。 まずは電話で問い合わせください。

企画調整課

☎	0299-48-1111　（内線 1232）

緊急雇用対策 【応募が必要】

雇用や内定を取り消された方の支援のため、 職員募集をします。

応募書類は市ホームページや市役所人事課で配布しています。

■会計年度任用職員　20名 （定員に達するまで随時募集）

　選考方法 ：面接試験、 書類審査

人事課

☎	0299-48-1111

（内線 1286）

ご確認ください

新型コロナウイルス感染症にかかわる支援があります

支援 ・ 対策について

もっと知りたい！

予防支援｜

除菌用酸性電解水

（次亜塩素酸水） を

配布しています

広報おみたま号外
（5 月 7 日発行）

小美玉市ホームページ 「新型コロナ緊急情報」
くらしへの影響 ・ 経済支援の情報を掲載しています。

■配布場所 ・日時	  

市ホームページや防災無線でお知らせします。

■持参するもの	 

・ よく洗浄した容器	  

・ タオルや新聞紙 （容器を日光に当てないため）

■配布方法	  

除菌水のポリタンクから持参した容器に、 ご自身で移し替えてください。

職員募集ページ

市ホームページ

ここをクリック

詳しくはこちらをご覧ください
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◆新型コロナウイルス感染症予防の基本は手洗いとうがい！  

・ 石鹸と十分な流水による手洗いとうがいをしましょう	  

・ 咳エチケットを忘れずに	  

・ ３密 （密閉、 密集、 密接） を避けましょう	

◆さらに感染を予防するために…  

テーブルやドアノブなどからウイルスが手に付いてしまうことがないように	 

身の回りの消毒、 除菌をしましょう！	  

【必要な物】	  

・ 消毒薬等 ：塩素系漂白剤を薄めたもの、 または酸性電解水 （次亜塩素酸水） 等	  

・ スプレー容器	  

・ きれいなタオル、 ペーパータオルなど

◆市が配布中の除菌用酸性電解水 （次亜塩素酸水） の使い方  

【除菌できるもの】	  

テーブル、 ドアノブ、 取っ手など身の回りのもの	  

【使用手順】	  

①表面の汚れを事前に落としておく	  

②除菌するものに消毒薬等を直接拭きかける	  

③きれいなタオルなどで一方向に拭く

身の回りの消毒 ・ 除菌で感染症を予防しましょう

 ● 目に見える汚れが表面に付いている状態では、 消毒薬等は十分な効果を発揮できません。

まずは手洗いや一般的な掃除をした上で消毒、 除菌を行いましょう。

 ● 塩素系漂白剤などはテーブル等の材質によっては色落ち、 腐食が生じることがあります。

上記③の手順後、 仕上げに水拭きを行ってください。

②

③

問い合わせ
小美玉市新型コロナウイルス感染症対策室　感染予防対応グループ

☎ 0299-48-0221 （四季健康館）

第 15 回 小美玉市ふるさとふれあいまつりの開催を中止します

　小美玉市の夏の風物詩 「小美玉市ふるさとふれあいまつり」 は、 新

型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、 市民や参加者の安全と安心を

最優先に考え、 開催を中止といたします。

　今回のふるさとふれあいまつりを楽しみにしていただいた皆さま、 開

催に向け準備にご協力いただいていた関係者の皆さまには大変ご迷惑

をおかけしますが、 感染の収束が見えない状況での判断ですので、 ご

理解のほどよろしくお願いいたします。

令和２年５月２日

ふるさとふれあいまつり実行委員会　実行委員長　稲田	弘

問い合わせ 市民協働課　市民協働係　☎ 0299-48-1111 （内線 1251）
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■ 農業者年金の現況届とは

　年金受給権者の方が年金を受給する資格があるか否

かについて、 毎年 1回確認するものです。

　お手元に届きましたら、 必要事項を記入 ・ 署名のう

え提出してください。

農地パトロールを実施します

 ■ 調査期間

農業者年金受給者のみなさまへ　～現況届提出のお願い～

 ■ 調査結果

 ■ お願い

 ■ 調査範囲

 ■ 調査方法

6 月下旬～ 7 月上旬にかけて実施します。 必要に

応じてこの期間以外にも調査を行う場合があります。

調査員が実際に農地を見回り耕作の状況などを確

認します。

調査員は地域の農業委員や農地利用最適化推進委

員 ・ 事務局職員などが務め、 帽子や名札など農業委

員会の調査であると判別できるものを着用します。

提出期限 6月30日 （火）

提出先 農業委員会事務局

小川総合支所	総合窓口係

玉里総合支所	総合窓口係	のいずれか

市内全域の農地

農地として再生可能な遊休農地と判断した場合は農

地法に基づき、 所有者または管理者に対し今後の農

地の利用についてうかがう 「利用意向調査」 を実施し

ます。

再生困難な農地 （例えば森林の様相を呈している

など） と判断した場合は、 農業委員会総会にて非農

地判断 （現況が農地ではないという判断） をする場

合があります。

納税猶予の適用を受けている農地を所有している

方は、 必ず耕作または維持管理をお願いします。 この

利用状況調査で荒廃農地の判定を受けると、 納税猶

予の適用が打ち切られる場合があります。

問い合わせ

問い合わせ

農業委員会事務局　☎ 0299-48-1111 （内線 1502 ・ 1503）

子ども課　子ども家庭係　☎ 0299-48-1111 （内線 2244）

■ 児童手当の現況届とは

児童手当の支給に必要な次の事項を確認するための

書類です。

・ 受給者の前年の所得

・毎年6月 1日現在の子どもの養育状況など

※受給者の状況によって添付書類の提出が必要な場

合がありますので、 送付された現況届通知をご覧く

ださい。

■ 提出期限

6 月 30 日 （火）

■ ご注意

期限までに提出されなかった場合、 10 月に予定して

いる手当の支払いが遅れることがあります。

児童手当の 「現況届」 提出をお忘れなく！

児童手当を受けている方は、 毎年 6 月末までに 「現況届」 を提出しなければなりません。 現況届のご案内は

6 月上旬に、 対象となる受給者の方へ送付します。 現況届の用紙がお手元に届きましたら、 必ず期限までに提

出してください。

農業委員会は農地法第 30 条の規定により、 遊休農地の実態把握と発生防止 ・ 解消

や農地の違反転用の防止を目的に、 市内全域で 「農地パトロール （利用状況調査）」 を

実施します。 期間中は調査員が農地内に立ち入ったり、 現況写真を撮る場合があります。

ご理解とご協力をお願いします。
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■ 人権擁護委員とは

　市町村長の推薦を受け法務大臣から委嘱された民間

人で、 地域の皆さんからの人権相談を受け、 解決の

お手伝いをしたり、 人権侵犯の被害者を救済したり、

地域住民の皆さんに人権について関心を持ってもらえ

るような様々な啓発活動を行っています。

　この制度は官民一体となって人権擁護活動を行うこ

とが望ましいという観点から設けられた制度で、 諸外

国には例を見ないものです。 現在、 約 14,000 名の

人権擁護委員が全国の各市町村に配置されています。

■ 今後の特設人権相談日

■ 人権相談の窓口

竹内　芳文 柳澤　よしえ 長谷川　光男

菊池　広己 木村　利夫 藤井　明良

村山　智恵 廣戸　芳彦 菊地　稔

日程 場所

　6	月 18日 （木） 四季健康館

　8		月　	7		日 （金） 玉里保健福祉センター

10月　	2			日 （金） 小川保健相談センター

12月 10		日 （木） 四季健康館

令和3年2月5日（金） 玉里保健福祉センター

6 月 1 日は 「人権擁護委員の日」 です

茨城県廃棄物対策課 不法投棄対策室からのお知らせです

注意！あなたの土地が狙われています！

全国人権擁護委員連合会では、 人権擁護委員法が施行された日を記念して毎年 6 月 1 日を 「人権擁護委員

の日」 と定め、 人権擁護委員制度の周知と人権尊重思想の普及高揚を呼び掛けています。

※実施時間はいずれも 10：00～ 15：00です。

「一時的に資材置場として貸してほしい」、 「良い土で土地を埋め立ててあげます」 などとうまい話を持ちかけ

られ、 安易に同意してしまった結果、 廃棄物を不法投棄されたり、 無許可で建設残土を埋め立てられたりする事

例が発生しています。 これらの責任や処理費用の負担は行為者だけでなく、 土地所有者に及ぶこともあります。

不法投棄、 野焼き、 不適正な残土埋立てを発見した場合は、 直ちに専用ダイヤル 「不法投棄 110番」 まで通

報をお願いします。

不法投棄 ・ 野焼き ・ 不適正な残土埋立てを見つけたら

不法投棄 110 番　0120-536-3
み は れ
80　へ通報を！

受付時間　平日8：30～ 17：15

受付時間外は最寄りの警察署へ通報してください。

問い合わせ

問い合わせ

社会福祉課　社会福祉係　☎　0299-48-1111 （内線 3224 ・ 3225）

茨城県廃棄物対策課　☎ 029-301-3033

小美玉市環境課  ☎ 0299-48-1111　（内線 1144 ・ 1145）

■ 小美玉市人権擁護委員

窓口の名称 相談連絡先 受付時間

みんなの人権 110番 ☎0570-003-110 平日8：30～ 17：15

子どもの人権 110番 ☎0120-007-110 平日8：30～ 17：15

女性の人権ホットライン ☎0570-070-810 平日8：30～ 17：15

インターネット人権相談 https://www.jinken.go.jp/ 24時間

中止

い
つ
も

み
ん
な
で

む
ら
な
く
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申し込み
問い合わせ

市民協働課　男女共同参画推進係　〒 319-0192　小美玉市堅倉 835 番地

☎ 0299-48-1111 （内線 1251 ・ 1252）　FAX 0299-48-1199

男女共同参画啓発 DVD を無料で借りられます

小美玉市女性人材リストに登録してみませんか

市民の皆さんに男女共同参画についての理解を深めていただくため、 無料で DVD の貸し出しを行っています。

DVDは市役所2階の市民協働課で申込書に記入するだけで借りることができます。 ぜひご活用ください。

■貸し出している DVD の一覧

ジャンル 題名／内容 制作年 枚数

女性が輝く

地域づくり

体験！発信！チャレンジ ・ ストーリー	～まちづくりにかける元気な女性たち～

・ コミュニティ ・ ショップの夢にチャレンジ！ （29分）

・ 歴史ある町並みを蘇らせる女性たち！ （29分）

・ 『人』 と 『気持ち』 をつなげたい！ （29分）

2006 1

夢へのパスポート	～まちづくりにかける元気な女性たち～

・子育てNo.1 の街を作りたい！ （29分）

・ 地元の伝統食を現代に発信したい！ （29分）

・ 団塊世代が 『元気』 を生み出す街にしたい！ （29分）

2007 2

明日への道しるべ	～まちづくりにかける元気な女性たち～

・再発見！私たちのオリジナル観光マップ （30分）

・ 伝えたい！民話で語る村の心 （30分）

2008 2

DV予防

人と人とのよりよい関係をつくるために～交際相手とのすてきな関係をつくっていくには～

（42分）

・ 教材を使った授業例を指導者向けに解説。 若年層にそのまま視聴させられる部分もあります。

2009 1

配偶者からの暴力の根絶を目指して～配偶者暴力防止法のしくみ～ (35分 ) 2008 3

ワークライ

フバランス

ワーク ・ ライフ ・ バランスを知っていますか？～働くオトコたちの声～ （26分）

・ 仕事と生活を調和させる社会の実現を目指す企業や人々の姿を紹介します。
2008 4

女性研究者

支援

持続可能な女性研究者支援　筑波大スタイル

筑波研究学園都市における男女共同参画の推進 『キックオフシンポジウム』 （212分）
2009 1

■ 対象者  

☑ 20歳以上の女性で、 小美玉市に住んでいるか、 市内で勤務している  

☑ 小美玉市をもっとよくしたい！	  

☑ 自分に何かできることがないか探している	  

☑ 自分の得意なことをまちに活かしたい

■ 申込方法  

「小美玉市女性人材リスト登録票」 にご記入の上、	 

郵送 ・ ＦＡＸ ・ 持参のいずれかで下記へお申し込みください。 	  

登録票の入手方法 ：	  

・ 市ホームページからダウンロードする	  

・ 市民協働課窓口で受け取り	

■ その他  

「小美玉市女性人材リスト」 の登録内容は一般に公開しません。 	  

※リストに登録をいただいても必ずしも全員をマッチングできるとは限りません。 	  

お願いする場合は担当課から改めてご連絡させていただきます。

たくさんの女性が活躍中！

・自分の意見が会議で取り上げら
　れて、 うれしかったです。
・ はじめて参加してみましたが、　

　新しい知り合いが増えて楽しい

　です。 今まで知らなかったこと

　にも興味がわいてきました。 小美玉市
女性人材リスト
登録募集ページ
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後期高齢者医療保険

令和 2 ・ ３年度の保険料率と令和２年度の保険料軽減措置が決まりました

後期高齢者医療保険料率は都道府県単位で 2 年ごとに見直され、 茨城県内は均一

の保険料率となります。

加入前に 「会社などの健康保険の被扶養者」 であった方は、 次の通り軽減されます。

世帯 （被保険者と世帯主） の総所得金額等の合算額が次の場合 軽減割合
軽減後の 
均等割額

①33万円以下の世帯 （②を除く） 7.75割 10,350円

②33万円以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯 

（その他各種所得がない場合に限る）
7割 13,800円

③33万円＋ 「28万 5千円×世帯の被保険者数」 以下の世帯 5割 23,000円

④33万円＋ 「52万円×世帯の被保険者数」 以下の世帯 2割 36,800円

軽減措置の対象 軽減割合
軽減後の 
均等割額

所得割額 備考

加入前に 「会社などの健康保険の被扶養者」

であった方
5割 23,000円 負担なし 加入後2年間に限る

均等割額

被保険者一人当たり

46,000 円

1 年間の保険料額
（100円未満切捨て）

※賦課限度額64万円

所得割額

（総所得金額－基礎控除33万円） 

× 8.50　

令和2 ・ 3年度 増減 （参考） 平成30 ・ 令和元年度

均等割額 46,000 円 6,500円増 39,500円

所得割額 8.50％ 0.50％増 8.00％

■保険料の計算方法

■後期高齢者医療保険の保険料率

■保険料の軽減措置  

世帯の所得水準にあわせて、 次の通り均等割額が軽減されます。

問い合わせ
保険料の計算について｜茨城県後期高齢者医療広域連合　事業課　☎ 029-309-1213

保険料の納付について｜小美玉市役所医療保険課医療福祉係　　   ☎ 0299-48-1111

新しい公用バスを導入しました

　防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、 公用バス （40

人乗り） の購入とバスの保管 ・ 整備のための専用車庫を建設しました。

新しいバスは、 広く快適で、 最新の安全装備を備えた車両です。

　利用者の皆さまが安全で快適に利用できるように努めてまいります。

問い合わせ 総務課　管財係　☎　0299-48-1111 （内線 1271）
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小川図書館 ・玉里図書館で例年6月に行っている蔵書
点検を臨時休館中に行いましたので、 6月の長期休館は
ありません。

小川 ・玉里図書館 ・羽鳥ふれあいセンターの休館日

小川 ・玉里図書館の休館日 （図書整理日）

美野里公民館図書室の休館日

小川図書館のみ開館

開館時間

小川図書館
9：30～ 20：00 （平日 ・土日）
9：30～ 17：00 （祝日）

玉里図書館 9：30～ 18：00

美野里公民館図書室 9：30～ 22：00

羽鳥ふれあいセンター 9：30～ 22：00

■図書室カレンダー
6 月

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

7 月
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

Ａコース｜ 6 月 4 日 ・ 18 日、 7 月 2 日 ・ 16 日 Ｂコース｜ 6 月 11 日 ・ 25 日、 7 月 9 日

■移動図書館ふれあい号 運行予定表

巡　回　場　所 時　間

小
川
・
玉
里

玉里保育園前 9：30～ 10：00

老人ホームハートワン	駐車場 10：45～ 11：10

野田官舎前　市道脇駐車場 11：20～ 11：50

美
野
里

十二所公民館前 13：30～ 14：00

ミーム保育園 （羽鳥東）	駐車場 14：15 ～ 14：50

エコス美野里店	駐車場 15：00～ 15：30

巡　回　場　所 時　間

美
野
里

清風台団地中央公園前 10：30 ～ 11：00

ケアハウスほうせんか	駐車場 11：10 ～ 11：40

北浦公民館前 13：15 ～ 13：45

江戸住宅コミュニティセンター前 13：55 ～ 14：25

小美玉敬愛の杜	駐車場 14：45 ～ 15：20

4月からミーム保育園、 エコス美野里店の時間が変更になりました。

小美玉市図書館情報

小川図書館

2階	多目的室

6月 13日 （土） 10：30～

6月 27日 （土） 10：30～

7月 11日 （土） 10：30～

7月 25日 （土） 10：30～

玉里図書館

生涯学習センターコスモス1階	和室

6月 20日 （土） 10：30～

7月 18日 （土） 10：30～

美野里公民館図書室

美野里公民館 1階	大会議室

6月27日 （土） 10：30～

7月 25日 （土） 10：30～

■昨年度も東野圭吾の作品が大人気でした。

1 位の 『希望の糸』 は 「加賀恭一郎」 シリ

ーズ、 4 位の 『沈黙のパレード』 は 「ガリ

レオ」 シリーズです。 最新刊 『クスノキの番

人』 も現在予約待ちとなっております。

■ 2 位の 『そして、 バトンは渡された』 （瀬

尾まいこ） は 2019 年本屋大賞を受賞し

ました。 3 位の 『落日』 （湊かなえ） は第

162 回直木賞にノミネートされた作品で

す。 4位の 『呪護』 （今野敏） は 「鬼柳光一」

シリーズ第２弾です。

■興味のある本がありましたか？	ぜひ図書館

で借りてみてください。

順
位

タイトル 著者名 出版社
利用
回数

1 希望の糸 東野圭吾 講談社 65回

2
そして、
バトンは渡された

瀬尾まいこ 文藝春秋 60回

3 落日 湊かなえ 角川春樹事務所 54回

4
呪護 今野敏 KADOKAWA

45回
沈黙のパレード 東野圭吾 文藝春秋

市内図書館で利用が多かった本を紹介します！

令和元年度の貸出数ランキング　ベスト 5

■ 6 月 ・ 7 月のおはなし会

掲載している情報は５月 12 日時点のものです。 新型コロナウイルス感染拡大の状況により

中止や変更をする場合があります。 詳しくは主催者にお問い合わせください。
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区　分 4月中 累　計

火　災 1件 9件

救　急 127件 641件

内

訳

急　病 83件 428件

交通事故 7件 46件

一般負傷 21件 92件

その他 16件 75件

小美玉市の令和 2 年 火災 ・ 救急出場件数 防火教室 ・ 救急講習会  

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、	 

教室 ・講習会の受付を当面の間中止いたします。

再開については下記の連絡先までご連絡ください。

■トラッキング現象とは  

コンセントとプラグの隙間にホコリが溜まり、 そのホコリが空気

中の 「湿気」 を吸収することで、 プラグの刃と刃の間に電気

が流れる状態 「導電路 （トラック）」 となって、 その後、 発熱 ・

発火してしまう現象のことを言います。

■トラッキング現象による発火  

コンセント周りが焦げる程度の場合もあれば、 発火の炎が大き

い場合には、 周囲の燃えやすい物へと燃え移り 「火災」 となる

場合があります。

こんな場所が危ない！  

・ 長年差したままのコンセント （冷蔵庫 ・テレビ ・洗濯機）	 

・ 湿気の多い場所のコンセント （台所 ・洗面所 ・加湿器の近く）	  

・ 古くから使っている家電製品	  

	（最近の家電製品は、 プラグの根元が絶縁処理されています）	  

・ 室内でペットを飼っている場所にあるコンセント

トラッキング現象を防止するには  

・ 使わない家電のプラグは、 こまめに抜いておきましょう。 	  

・ 定期的に掃除をしましょう。 	  

・ プラグを抜いて乾いた布でホコリを取りましょう。 	  

・ 市販の絶縁キャップや、 保護カバーを取り付けましょう

■令和２年度 全国統一防火標語

その火事を防ぐあなたに金メダル

小美玉市消防本部からのお知らせ

梅雨の時期が 「危ない !!」 トラッキング現象

問い合わせ

小川消防署　　 ☎ 0299-58-4611

美野里消防署　☎ 0299-48-2266

玉里消防署　　 ☎ 0299-58-0555
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 ■ 国が定めた除染基準を下回っています。

 ■ 市では追加被ばく線量 ｢ 年間 1 ミリシーベルト以

下 ｣を目指して放射線対策に取り組んでいます。

 ■ 今後も定期的な測定を行い、 市ホームページで公

表します。 より詳しい情報は市ホームページをご覧

ください。

防災管理課 危機管理室 ・ 放射線対策係

☎ 0299-48-1111 （内線 1013 ・ 1014）
問い合わせ

学校給食課　☎ 0299-56-4855問い合わせ

6月の
当番日

小川地区 ・美野里地区 7月の
当番日

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 連絡先

6 （土） 興和工業㈱ ☎0299-49-1103 4 （土） ㈱内藤工務店 ☎0299-58-2050

湖北水道

企業団

☎0299-

24-3232

7 （日） 倉田電気商会 ☎0299-58-2909 5 （日） 興和工業㈱ ☎0299-49-1103

13 （土） ㈱広瀬商事 ☎0299-53-0833 11 （土） ㈱川名工務店 ☎0299-46-0305

14 （日） ㈲マツカワ設備工業 ☎0299-46-2154 12 （日） ㈱広瀬商事 ☎0299-53-0833

20 （土） ㈱シマムラ工業 ☎0299-57-6630 18 （土） ㈱オカザキ ☎0299-46-3930

21 （日） ㈱本田工業 ☎0299-54-0158 19 （日） ㈱シマムラ工業 ☎0299-57-6630

27 （土） ㈱エイブルコーポレーション ☎ 0299-47-0882 23 （木） ㈲清司工務店 ☎0299-48-2389

28 （日） ㈱大栄 ☎0299-58-5851 24 （金） ㈲山口水工 ☎0299-58-0129

25 （土） ㈱美野里建設 ☎0299-47-0780

26 （日） ㈱エイブルコーポレーション ☎ 0299-47-0882

■平日の漏水当番は、 お客様センター （☎ 0299-36-8811） までお問い合わせください。

6 ・ 7 月の漏水修理当番

 ■ 4 月の測定では、 基準値を上回る放射性物質は検

出されませんでした。

 ■ 市では、 学校給食食材および市民持込の市内産農

産物の放射能測定を行っています。 測定結果は市

ホームページで公表されています。

4 月の環境放射線モニタ測定結果
（ガンマ線の空間線量）

最高値
0.101 マイクロシーベルト／時
（4月 9日計測）

平均値 0.069 マイクロシーベルト／時

国が定めた
除染基準

0.23 マイクロシーベルト／時

測定箇所 市内63施設

測定方法
保育園 ･ 幼稚園 ･ 小学校 ･ 運動公園
の子ども広場は地表 50 ｃｍ、 その
他の施設は 1ｍの位置で測定。

使用機器 PA-1000	Radi　㈱堀場製作所

4 月の給食食材の放射能測定結果

検査件数 15件

検出件数 　0件

検出下限値 10 Ｂｑ／ｋｇ

使用機器
CAPTUS-3000A　シンチレーショ
ンスペクトロメーター

小美玉市ホームページ

「放射線に関する情報」

カテゴリ （複数選択可能） 配信内容

防災 気象情報、 災害情報、 避難情報

火災 出火 ・鎮火に関する情報

市からのお知らせ 市政情報やイベント情報など

防犯 犯罪発生情報、 犯罪等の予兆情報

どこにいても、 防災無線のお知らせなどの
小美玉市の情報をメールで受け取れます。

問い合わせ 企画調整課　シティプロモーション係　☎ ： 0299-48-1111 （内線 1234）

登録は簡単！行政メールを活用ください

登録は簡単！

申し込みページでメール
アドレスを入力するだけ！
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令和 2 年 7 月 23 日 ( 木 ) ～ 25 日 ( 土 ) に開催を

予定していた素鵞神社祇園祭は、 新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため、 中止といたします。

問い合わせ

素鵞神社　☎0299-58-0846

　小美玉市医療センターは、 新病院の建設が進んでお

り、 建物の骨格もしっかり見えてきました。 近隣の皆

さまからも 「期待しているよ」 のお言葉をいただいて

おります。

　当病院でも新型コロナウイルス対策による建築部材

の遅延など、 多少の影響はありますが、 世情の動向

を見守りながら、 皆さまのご期待にそうような新病院

の開院を迎えるため、 完成に向け着実に進めてまいり

ます。

　当病院や併設される保育所にご興味のある方、 見学

を希望される方は下記へお気軽にお問い合わせくだ

さい。

問い合わせ

医療法人財団古宿会　

小美玉市医療センター （小美玉市中延651-2）

☎	0299-58-2711

法人本部 （水戸市六反田町 1136-1）

☎	029-309-8600

　茨城租税債権管理機構で、 一般の方も参加できる入

札により不動産公売を実施します。 下記ホームページ

で詳しい内容がご覧いただけます。 なお、 公売は予

告なく中止になる場合がありますので、 事前に問い合

わせ先までご確認ください。

日時  

7月7日 （火） 12：50受付開始　13：20入札開始

場所  

水戸合同庁舎2階大会議室 （水戸市柵町 1-3-1）

売却区分番号 2－ 17

所在

小美玉市下吉影
字百里街道二番
1） 2421番 13
2） 2421番 28

小美玉市下吉影字
百里街道二番
1） 2421番 28
2） 2421番 29

地目／種類
1） 宅地
2） 宅地

1） 事務所
2） 工場

地積／床面積
1） 1001.34㎡
2） 2000.08㎡

1） 49.59㎡
2） 477.40㎡

見積価格
（公売保証金）

2,240,000円
（230,000円）

備考
1） は滅失してい
ます

問い合わせ  

茨城租税債権管理機構　☎	029-225-1221	  

ホームページ ： http://www.ibaraki-sozei.jp/

　夫や恋人など親密な関係にある男性からの暴力に悩

んでいませんか？	「らいず」 のＤＶヘルプラインでは、

研修を受けた女性スタッフが相談に応じています。 解

決の道すじが見えるまで、一緒に考え、共に歩きます。

心からの笑顔を取り戻しましょう。

暴力を受けているあなたが悪いわけではありません。

ひとりで悩まないで、 あきらめないで！

「らいず」 ＤＶヘルプライン 

☎ 029-222-5757 

毎週水曜 ・金曜日	10：00～ 15：00

・ 相談は無料です。 	  

・ 秘密厳守、 匿名でも受け付けます。 	  

・ 必要に応じて関係機関、専門機関へ紹介を行います。

その他  

全国共通	ＤＶホットラインや寄り添いホットラインにも

協力しています。

相談者の状況に応じて面接相談を行います。

問い合わせ  

ＮＰＯ法人ウィメンズネット 「らいず」 事務局	  

☎029-221-7242　FAX	029-225-6131	 

〒310-0024　茨城県水戸市備前町2-5-415

素鵞神社祇園祭を中止します

不動産公売を実施します小美玉市医療センター

新病院建設が進んでいます

ドメスティック ・ バイオレンス （ＤＶ） は

人権を踏みにじる犯罪です

石岡警察署からのお知らせ

4 月末現在の市内の事故発生状況

件数 前年比

発生件数 21件 （-15）

死者数 0件 （0）

負傷者数 24件 （-20）

物損件数 327件 （-11）

※令和2年 1月 1日からの累計件数

掲載している情報は 5 月 12 日時点のものです。 新型コロナウイルス感染拡大の状況により

中止や変更をする場合があります。 詳しくは主催者にお問い合わせください。



掲載している情報は5月12日時点のものです。 新型コロナウイルス感染拡大の状況により

中止や変更をする場合があります。 詳しくは主催者にお問い合わせください。

市長公室　秘書政策課　秘書広聴係
☎	0299-48-1111　内線1202 ・ 1212

国の仕事に関する苦情 ・要望などの相談を伺います。
相談は無料で秘密は厳守されます。 予約は不要です。

行 政 書 士 無 料 相 談 会

6月 16日 （火） の相談会は中止となりました。

電話による無料相談は引き続き行っていますので

ご利用ください。

【日時】 毎週木曜日　13：30～ 16：30

【ＴＥＬ】 029-305-3731

【相談内容】 遺産分割 ・ 相続 ・ 遺言関係の相談や

土地活用、 国籍、 各種契約などに関すること （必

要に応じ、 行政書士以外の専門家、 専門機関の紹

介なども行います）

【相談員】 茨城県行政書士会水戸支部　会員 市長公室　秘書政策課　秘書広聴係
☎	0299-48-1111　内線1202 ・ 1212

より豊かで魅力あるまちづくりのための意見を、

市長に直接お話ししてみませんか？

と き　6月29日 （月）　10：00～12：00

ところ　小美玉市役所本庁2階　会議室

　　　※対話は 1人 30分程度でお願いします。

　　　※事前にご予約をお願いします。

6月 17日※
7月22日※

社会福祉協議会小川支所
☎　0299-58-5102

6月 24日※
7月 1日

社会福祉協議会美野里支所
（四季健康館内）
☎　0299-36-7330

6月 3日
7月8日※	

社会福祉協議会本所
☎　0299-37-1551

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。

相談内容 ：健康、 医療、 教育、 福祉、 財産等について

※は弁護士が相談に応じます。 事前にご予約ください。

【時間】 13：30～ 16：30 （お一人様30分）

緊急診療 （内科 ・ 小児科）6 月 6 月休日診療当番医 （外科）

受付　9：00 ～ 11：30 ・ 13：00 ～ 15：30

日 場　　所 住　　所 電話番号

7
石岡循環器科

脳神経外科病院

小美玉市
栗又四ケ1768-29

0299-58-5211

14 滝田整形外科 石岡市府中2-2-12 0299-23-2071

21 石岡第一病院 石岡市東府中1-7 0299-22-5151

28 八郷整形外科内科病院 石岡市東成井2719 0299-46-1115

6 月 16日
13：30～ 15：30
玉里総合支所　1階　相談室
大山　進　相談委員

6月 17日
13：30～ 15：30
小川総合支所　１階　会議室
村尾　實　相談委員

6月 18日
13：30～ 15：30
小美玉市役所　	第 3会議室
伊野　美也　相談委員

6 月の納税 ・ 納付

～ 税 や 料 金 な ど の 納 付 は 口 座 振 替 が 便 利 で す ～

口座振替は納付忘れや納付場所に行く手間が省けます

税 ・料金 納期限

市県民税 第 1期 6月30日

介護保険料 第2期 （暫定） 6月 30日

緊急診療 （石岡市医師会病院内） ☎ 0299-23-3515

実施日 受付時間

休日 7・14・21・28 　								9：00～ 11：30	/
13：00～ 15：30

夜間 7・14・21・28 18：00～ 21：30

※ 7月以降は実施されない予定です。

人口と世帯数 （令和 2 年 5 月 1 日現在）

人数／戸数 前月比 人口増減の内訳

人口 50,467人 （-58） 出生 26

男 25,614人 （-33） 死亡 58

女 24,853人 （-25） 転入 201

世帯数 21,232戸 （+33） 転出 227

※住民基本台帳法の改正により、 平成 24 年 9 月から外国
人住民も含んだ数値になっています。

問い合わせ

問い合わせ

問い合わせ
茨城県行政書士会水戸支部事務局　木村
☎	029-251-3101
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