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   パブリックコメントを実施します！
～皆さまのご意見をお寄せください～

   市では、このほど次の事案を取りまとめました。これをよりよいものとするため、
市民の皆さまのご意見を募集するパブリックコメントを実施します。
　お寄せいただいたご意見を参考に事案策定の意思を決定し、意見の概要や意見
に対する市の考え方などは後日公表します。

N.O 事　案　名 担　当　課 提出・問い合わせ先

① 第３次小美玉市障がい者計画・
第４期小美玉市障がい福祉計画（素案）

社会福祉課

〒 311-3495　
上玉里 1122（玉里総合支所内）
E-mail：fukushi@city.omitama.lg.jp　
　　☎：48-1111（内線 3121・3122）
　FAX ：48-1199

② 小美玉市高齢者福祉計画・
第６期介護保険事業計画（素案）

介護福祉課

〒 311-3495　
上玉里 1122（玉里総合支所内）
E-mail：kaigo@city.omitama.lg.jp　
　　☎：48-1111（内線 3115）
　FAX ：58-6710

③ 小美玉市立小中学校
規模配置適正化実施計画（案）

学校教育課

〒 311-3492　
小川 4-11（小川総合支所内）
E-mail：gakko@city.omitama.lg.jp
　　☎：48-1111（内線 2216）
　FAX ：58-4526

④ おみたま健康いきいきプラン
～第２次小美玉市健康増進計画・食育推進計画～（素案）

健康増進課

〒 319-0132　
部室 1106（四季健康館）
E-mail：kenko@city.omitama.lg.jp
　　☎：48-0221（内線 4003・4004）
　FAX ：48-0044

⑤ 小美玉市子ども・子育て支援事業計画（素案） 子ども福祉課

〒 311-3495　
上玉里 1122（玉里総合支所内）
E-mail：kodomo@city.omitama.lg.jp
　　☎：48-1111（内線 3227）
　FAX ：58-4846

⑥ 小美玉市議会基本条例（素案） 議会事務局

〒 319-0192　
堅倉 835（小美玉市役所内）
E-mail：gikai@city.omitama.lg.jp
　　☎：48-1111（内線 1303・1301）
　FAX ：48-1199

【意見募集期間】 1月 6日 (火)～ 2月 5 日(木)
※小美玉市議会基本条例（素案）は、募集期間が2月12日(木)までとなります。

◆公表資料の閲覧場所
・本庁・小川総合支所・玉里総合支所・四季健康館の各玄関ロビー
・市のホームページ

◆意見提出方法
　意見提出用紙にお名前、ご住所、電話番号を明記のうえ、以下のいずれかの方法
で提出してください。
①郵便　② FAX　③電子メール　④閲覧場所にある提案箱に投函
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①第３次小美玉市障がい者計画・第４期小美玉市障がい福祉計画（素案）
　障害者基本法に基づき障がい者施策に関する基本方針を定める「市町村障害者計画」と障害
者総合支援法に基づき障がい福祉サービス等の確保に関する具体的な数値目標やサービス提供
体制を定める「市町村障害福祉計画」を一体的に策定する本市の３ヶ年計画の見直しを行います。
　このたび、平成 27 年度から平成 29 年度を計画期間とする「第３次小美玉市障がい者計画・
第４期小美玉市障がい福祉計画（素案）」をとりまとめました。

③小美玉市立小中学校規模配置適正化実施計画（案）
　小美玉市の小中学校は、少子化の進展による児童生徒の減少から小規模化が進ん
でおり、小学校においては、クラス替えができない１学年１学級の学校が半数以上
を占めているほか、一部の小学校では今年度から複式学級が生じている状況となっ
ています。
　市教育委員会では、将来的な児童生徒の減少に対応し、子どもたちのより良い
教育環境の整備と教育の質の向上を図るため、学校規模配置の適正化に取り組んでおり、小美玉市学校規模
配置適正化検討委員会からの答申を指針としながら、学校施設の整備計画として「小美玉市立小中学校規模
配置適正化実施計画（案）」を策定しました。

　近年、地方分権が進み、地方自治体の権限が大きくなってきたことなどにより、これまで以上に監視、調査、
政策立案等の機能を強化することが議会に求められてきました。
　小美玉市議会では、さらなる議会活動の活性化を図ることを目的に、2年にわたる調査 ･検討を経て、市議
会が果たすべき役割と議員の責務を明らかにし、市議会のあるべき姿や進むべき方向について定める「小美
玉市議会基本条例（素案）」を取りまとめました。

⑥小美玉市議会基本条例（素案）

②小美玉市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画（素案）
　市では、高齢者に関する福祉サービスの政策全般及び介護サービス基盤の整備や介護
給付等対象サービスの見込量などについて、３年を１期として計画の策定、見直しを行
っています。
　このたび、平成２７年度から平成２９年度までを計画期間として、団塊の世代すべて
が７５歳に達する平成３７年を見据え、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられ
るまちづくりを目指して、高齢社会に対応した施策となるよう計画の策定を行います。

④おみたま健康いきいきプラン　～第２次小美玉市健康増進計画・食育推進計画～（素案）
　少子高齢化や疾病構造の変化に伴う社会環境の変化に合わせた、小美玉市民の皆さまの
食生活をはじめとした健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針を定め、市民一人
ひとりが健康づくりや食育に取り組む活動を推進することを目的とした計画を策定しま
した。

⑤小美玉市子ども・子育て支援事業計画（素案）
　一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成 24 年
8月に子ども・子育て関連 3法が成立しました。
　新制度の実施に当たり、子ども・子育て支援の取り組みをより一層推進するために、
市町村が「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとなりました。
　この計画において、幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の
需要に対する提供体制の確保方策等を定めることで、本市の子ども・子育て支援施
策を総合的かつ計画的に実施することとなります。

各事案の目的や背景
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【問い合わせ】 小美玉市医療センター（指定管理者：医療法人財団　古宿会）　☎：58-2711
医療保険課　地域医療推進係　　　　　　　　　　　☎：48-1111（内線 1107）
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2015 年農林業センサスにご協力ください！
未来の農林業を育てる統計調査です。

　農林業を営むすべての皆さま（農林業経営体）を対象として、「２０１５年農林業センサス」

を行います。調査は、１月中旬から調査員が調査票を配布しますので、２月１日現在の農林業

の経営状況などの記入をお願いします。

　調査票に記入された事項については、統計以外の目的には使用されませんので、ご協力をお願いします。

■調査について

　農林業経営体調査は、農家や林家、会社や集落営農など、農林業を営んでいるさまざまな経営体の実態を

正しく把握するための調査で、全国の農林業経営体が対象です。

■調査内容　

　経営の状態、世帯の状況、労働力、作業の受委託、耕地、農業生産の概況、農産物の販売、経営の多角化、

山林・林業作業、素材生産など。

■調査方法　

　調査員による調査票の配布と回収を行います。

【問い合わせ】 企画調整課（統計調査担当）☎：48-1111　（内線 1234）

全面通行止のお知らせ
小美玉市民駅伝競走大会の開催にともない、

【問い合わせ】 スポーツ振興課　☎：48-1111（内線 2251）

平成２７年２月１日（日）※延期の場合は８日（日）
午前９：００～１３：００まで

　けやき通り（下記の区間）が全面通行止となります（自動車・バイク・自転車通行不可、横断もできません）。
ご不便をおかけしますがご協力をお願いします。

四季文化館（みの～れ）
四季健康館
キャトルセゾン

ときわ
園芸農協

花木
センター

美野里中学校

県道　上吉影岩間線

四季の里

・県信
・商工会

ローソン

国　

道　

６　

号　

線

県　

道　

石　

岡　

城　

里　

線

←羽鳥駅

↑
水
戸

石
岡
↓

全　面　通　行　止
け　や　き　通　り

JA美野里町
直売場

JAガソリン
スタンド
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小美玉市民の日記念事業
「笑顔でつくろう！おみたんモザイクアート」
あなたの笑顔の写真を募集します！

　（社福）茨城県母子寡婦福祉連合会から、平成２７年度に小学校に入学するひとり親家庭（母子家庭、父子
家庭）のお子さんに入学祝品（学用品）が贈られます。該当児童がいるひとり親家庭で祝品を希望される保
護者の方は、お子さんの氏名・性別・生年月日・保護者名・住所・連絡先を下記申し込み先までお申し込み
ください。
【申し込み締切】平成２７年１月１６日（金）
【申し込み先】　子ども福祉課　　　　　（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）

ひとり親家庭のお子さんに
入学祝品が贈られます入学祝品が贈られます

　来年、3月 29 日（日）に開催される小美玉市民の日記念事業において
みなさんからご応募いただいた写真を使っておみたんのモザイクアートを作成します！

【募集内容】小美玉市内・市民に関連する写真
　　　　　  ※人物、風景等被写体は問いません！

【応募方法】①メールで提出（info@city.omitama.lg.jp）
　　　　　  ②記録媒体の持参（市役所本庁舎 2階　秘書広聴課内）
　　　　　  ※ 1 枚より受け付けます

募集期限
平成２７年３月６日（金）
　　１７：００まで

※なお、いただいた写真の返却はできませんのでご了承ください。

【問い合わせ】 小美玉市民の日実行委員会（秘書広聴課内）☎：48-1111（内線 1202・1204）

「子ども服フリーマーケット」
子ども服 ・ おもちゃ募集！！

　市民の日記念事業において子ども服の交換会を実施します！子ども服・おもちゃの募集を行います！

　参加の流れ　事前または 3/29 当日お持ちいただいた衣類をポイント化し（1点につき 1ポイント）3/29 当
日、ポイントに応じて服を持ち帰ることができる

【対　象　 物】子ども服（０～９歳までの子ども服）おもちゃ（対象年齢０～５歳くらいまで）
　　　　　※１着（１点）より受け付けます※よごれ・破れ等（おもちゃに関しては壊れ）のないもの限定です。
【受付場所】市役所本庁舎２階　秘書広聴課窓口（※３/２９については小川文化センターアピオス　子ども服
　　　　　フリーマーケット会場内）
【受付期間】平成２７年３月２９日（日）市民の日記念事業当日まで（※土日祝日を除く）
　　　　　※なお、余った衣類につきましては関係機関に寄付を予定しています。

【問い合わせ】 子ども福祉課　子ども福祉係　　　　　　☎：48-1111（内線 3228）
茨城県母子寡婦福祉連合会　担当　長島　☎：029-221-7505
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平成２７・２８年度
入札参加資格審査申請受付について
　平成２７・２８年度の入札参加資格審査申請受付を次のとおり行います。小美玉市の競
争入札等に参加できるのは、資格審査の結果、競争入札参加資格者名簿に登録された方に
限られます。

【申請区分】
　次のように区分して申請して下さい。
　　①建設工事
　　②測量・建設コンサルタント業務等
　　③物品購入・役務提供等

【申請方法等】
１　受付期間
　平成２７年１月１５日から平成２７年２月６日まで（土・日・祝日を除く）
２　申請方法
　申請区分により、下記のとおり申請方法が異なります。

【有効期間】
　平成２７年６月１日～
　平成２９年５月３１日までの２年間

区分 ①建設工事 ②測量・建設コンサルタント業務等 ③物品購入・役務提供等

申請方法 電子申請
茨城県入札参加資格電子申請システムを利用して申請
し、確認書類を書留郵便により郵送する（当日消印有効）。
※電子申請が不可能な場合についてのみ例外的に紙申請
を認めます。
《ヘルプデスク》
ＴＥＬ　０２９－３０１－０３１１
ＦＡＸ　０２９－３０１－０３１８

郵送による申請
（市内業者は持参も可）
郵送方法は問いませんが、受付期間
内必着（当日消印有効）とします。

郵送先 〒３１０－８５５５
茨城県水戸市笠原町９７８番地６
茨城県庁内
共同受付センター

〒３１９－０１９２
茨城県小美玉市堅倉８３５番地

小美玉市役所総務部管財検査課

【注意事項】
１　期間を過ぎて提出された申請書は受理されません。
２　①建設工事および②測量・建設コンサルタント業務等は、茨城県および県内市町村（小美玉市を含む県
内２１市町村が参加予定）との共同受付を行います。茨城県のほか共同受付に参加する市町村への申請受
付窓口が１本化されるため、市窓口での受け付けは行いません。

※詳細は市公式ウェブサイトまたは管財検査課窓口で配布する要領等をご覧下さい。

【問い合わせ】 総務部管財検査課　契約検査係　☎：48-1111（内線 1272）
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＜不動産取得税について＞
　不動産取得税とは、土地を取得、または建物を建築、取得等したときに課税される税金です。
　不動産取得税の税率は、土地と建物及びその用途で税率が異なります。住宅および土地は３％（平成２７
年３月３１日まで）、店舗・事務所など住宅以外の建物は４％です。　
　★ 税額の算出方法は　→　固定資産評価額×税率＝税額　となります。
　　（固定資産評価額とは市町の固定資産課税台帳に登録されている価格）

＜不動産取得税の軽減について＞
　住宅・住宅用土地などを取得した場合、また、東日本大震災等の災害により家屋・土地が被災した場合、
一定の要件を満たせば申請により軽減措置が受けられます。
《土地に対する軽減措置》
１　宅地・宅地に類する土地の特例（平成２７年３月３１日までに取得した場合）は固定資産評価額の特
例控除（固定資産評価額の２分の１が控除されます）

２　住宅用土地の減額
（１）　土地を取得した日から３年またはその１年前以内に住宅部分の床面積が５０㎡ 以上２４０㎡以下 

（賃貸用のアパート・マンションの場合は一区画あたり４０㎡以上２４０㎡以下）の住宅を新築した場合。
（２）　土地を取得した日から１年またはその１年前以内に住宅部分の床面積が５０㎡以上２４０㎡以下

で、   次のいずれかの既存住宅を取得し、取得者自身が当該住宅に居住する場合。
ア　昭和５７年１月１日以降に新築された既存住宅
イ　取得した２年前以内に新耐震基準に適合していることが証明されている既存住宅

《住宅（戸建て住宅・マンション：但し別荘は除きます）に対する軽減措置》
３　新築住宅の特例控除
　住宅部分の床面積が５０㎡以上２４０㎡以下（賃貸用のアパート・マンションの場合は一区画あた
り４０㎡以上２４０㎡以下）の住宅を新築した場合、課税対象額（固定資産評価額）から一定額が控
除されます。

４　既存住宅の特例控除
　住宅部分の床面積が５０㎡以上２４０㎡以下で、次のいずれかの既存住宅を取得し、取得者自身が
当該住宅に居住する場合、新築された年月日により固定資産評価額から一定額が控除されます。
ア　昭和５７年１月１日以降に新築された既存住宅
イ　取得した２年前以内に新耐震基準に適合していることが証明されている既存住宅
ウ　平成２６年４月以降に新耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、入居前に新耐震基準に適合
するための改修を行った住宅

《その他の軽減措置》
５　東日本大震災などによる災害減免等
（１）　東日本大震災などにより被災しその代替家屋・その家屋の代替土地を取得した場合。
（２）　家屋・土地を取得後１年以内にその家屋・土地が災害などにより滅失、全・半壊等した場合。
６　その他の軽減

　・　公共事業に伴う代替不動産を取得した場合。
　・　法人が茨城県内に特定の業種に供する事務所または事業所を新設または増設し、そこで働く従業　
　　員が５人以上増加した場合。（茨城県産業活性化条例に基づく課税免除）
　・　茨城産業再生特区計画の指定事業者が、承認された計画に基づき、土地を取得し、または家屋を  
　　新築した場合（茨城県復興県税条例に基づく課税免除）

○県税に関するホームページもご参照ください。
　アドレス　http:/www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/zeimu.htm
《 詳細は、下記にお問い合わせください。 》

【問い合わせ】 水戸市柵町 1-3-1　茨城県水戸県税事務所　課税第二課　☎：029-221-4820
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大学・移動教室
○年齢制限は特にありませんが、４の移動教室は６０歳以上になります。
○それぞれ単独でも受講できます。
○４を希望する方は参加料を申し込み先で納入してください。詳しい日程は、後日参加者にお知らせします。

１１

「パソコンと短歌」
【期　日】２月１３日（金）
【時　間】１０：００～１１：３０
【場　所】コスモス（集会室）
【講　師】大平　勇次
　　　　略歴：「コスモス短歌会茨城支部代表」
　　　　小美玉市在住
【募集人員】４０名
【募集期間】１月６日（火）～２月７日（土）
【参　加　料】無料

【期　日】２月２０日（金）
【時　間】１０：００～１１：３０
【場　所】コスモス（集会室）
【講　師】細野　伸子
　　　　略歴：「土浦シニアアンサンブルフェル
　　　　　　　　マータ代表」土浦市在住
【募集人員】４０名
【募集期間】１月６日（火）～２月１４日（土）
【参　加　料】無料

「誰にでも思いでの歌がある」
（昭和の歌を一緒に）

２２
「菜

さいこんたん

根譚」
【期　日】２月２７日（金）
【時　間】１０：００～１１：３０
【場　所】コスモス（集会室）
【講　師】形山　睡峰
　　　　略歴：「無相庵・菩提禅堂」堂主
　　　　かすみがうら市在住
【募集人員】４０名
【募集期間】１月６日（火）～２月２１日（土）
【参　加　料】無料

３３４４ 「滝、寺社見学」
【期　日】３月６日（金）
【時　間】８：００～１７：００
【場　所】常陸太田市方面（バスにて）
【見学場所】袋田の滝、佐竹寺、西山荘など
【乗・下車場所】生涯学習センター コスモス、
　　　　　　　小川文化センター アピオス、
　　　　　　　小美玉市役所
【募集人員】４０名
【募集期間】１月６日（火）～２月２8日（土）
【参　加　料】２，０００円（見学料・食事代）

まんが
日本昔ばなし
の語りでおなじみ 常田富士男の

民話劇場

と き た ふ   じ   お

第一話　～飯食わぬ女房～
第二話　～誰もいなくなった家～
第三話　～山伏とたぬき～
（題目は変更になる場合があります）

語り部：常田富士男（ときたふじお）
人間影絵（パントマイム）：汎マイム工房

平成27年3月１日（日）
13：30開場
14：00 開演

小美玉市生涯学習センター

全席
自由

一              般 ：１，５００円
高校生以下：　  ３００円 【チケット販売】

１月１０日（土）
１０：００～
START!!

※３歳以上有料。２歳以下のお子様はひざ上鑑賞可。
　ただしお席が必要な場合は有料。
※発売初日のコスモスは、電話・インターネット受付のみ
　となります。

【問い合わせ】 生涯学習センター　 　☎：26-9111

【問い合わせ】
【申し込み先】

生涯学習センター　コスモス　〒 311-3433　高崎 291-3
☎：26-9111　FAX：26-9261
※小川公民館（☎：58-3111）美野里公民館（☎：48-1110）でもお申し込みできます。
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２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

　講談社「全国訪問おはなし隊」がやって来る！！
　来たる１月１０日（土）、講談社の「全国訪問おはなし隊」が、小美玉市にやってきます。会場は、小
川図書館から坂を降りたところにある本田町公民館です。絵本をたくさんのせたキャラバンカーでやっ
てきます。
当日は、１０：３０～
○おはなし会・・・おはなし隊隊長と地元ボランティアの方々による絵本の読み聞かせや紙芝居をします。
○子どもたちの自由読書・・・キャラバンカー内の絵本・児童書を自由に見ることができます。

　＜年末年始の休館について＞
　下記の期間、図書館は休館します。 ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

　小川図書館・玉里図書館・羽鳥ふれあいセンター
　　１２月２８日（日）～１月４日（日）。１月５日（月）は休館日のためお休みです。
　美野里公民館　
　　１２月２８日（日）～１月４日（日）

＊　　は蔵書点検のため小川図書館は休館です。

１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

小　川　図　書　館 全日 9：30 ～ 20：00
　　　　　　　　　　　　祝日 9：30 ～ 17：00
玉　里　図　書　館 全日 9：30 ～ 20：00
美野里公民館図書室 全日 9：30 ～ 22：00
羽鳥ふれあいセンター 全日 9：30 ～ 22：00

開
館
時
間

＊■は小川図書館・玉里図書館・ふれあいセ
　　　ンターの休館日です。
＊■■は小川・玉里図書館が図書整理のため休館です。
＊■は美野里公民館の休館日です。
＊■■は玉里図書館・美野里公民館・ふれあい
　　　センターの休館日です。（小川図書館は開館）
＊■は年末年始のため全館休館です。

Ａコース
１月１５日　２月５日

Ｂコース
１月８日・２２日　２月１２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　石崎商店駐車場 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～ 15：00
エコス美野里店　駐車場 15：10～ 15：30

巡　回　場　所 時　間
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
北浦団地公民館前 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

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

１１
月月･･

２２
月
の
月
の

お
は
な
し
会

お
は
な
し
会

玉里図書館小川図書館

美野里公民館図書室

生涯学習センター（コスモス）１階　和室小川図書館　２階　多目的室

美野里公民館　２階　講座室

・　１月１０日（土）１０：３０～
・　２月１４日（土）１０：３０～

・　１月２４日（土）１０：３０～
・　２月２８日（土）１０：３０～

小美玉市図書館・図書室カレンダー

・　１月２４日（土）１０：３０～

・　２月２８日（土）１０：３０～

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。
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平成２７年
４月から

平成２７年
４月から

小美玉市 にお住まいの保護者さまへ

幼稚園と保育園、認定こども園の

保育料が変わります保育料が変わります

☆幼稚園の保育料は、これまで各幼稚園が自由に決めていましたが、保護者の所得に応じ

て市が決めた料金を納める仕組みに変わります。

☆保育園の保育料は、新たに「保育標準時間」と「保育短時間」に区分され、それぞれに

保育料が定められます。

☆ここで示されている保育料は、あくまで平成 26 年 11 月現在での案であり、国からの

情報が確定されていないため、今後、変更になる場合があります。

正式には、小美玉市の予算編成及び関係条例の整備を経て、平成 27 年３月に決定する

ことになります。

＊保育料には入園料や施設費等が含まれますが、給食費、バス代、教材費等は含まれません。

＊小学校３年以下の兄弟・姉妹がいる場合、最年長から順に２人目は半額、３人目以降は無料となります。

＊新制度では、私立幼稚園就園奨励費補助金（市立幼稚園授業料等減免）の支給は受けられません。

＊一部の幼稚園で免除をしていた 8 月分（夏季休業中）の保育料も、新制度では徴収されます。

１号認定（教育）の保育料（案）
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＊保育料には入園料や施設費、給食費（2 号については副食費のみ）等が含まれますが、バス代、

教材費等は含まれません。

＊保育所や幼稚園等を同時に利用している場合、最年長から順に２人目は半額、３人目以降は無料

となります。

＊新制度では、保護者の就労時間等に応じ「保育標準時間（11 時間）」と「保育短時間（8 時間）」

に区分されます。

＊階層区分の判定が所得税課税額から、市町村民税所得割課税額に変更となります。

【問い合わせ】
小美玉市役所　☎：48-1111（代表）
子ども福祉課　（玉里総合支所２階）（内線 3227･3228）
学校教育課学務係（小川総合支所２階）（内線 2223･2224）

２号・３号認定（保育）の保育料（案）
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放課後子どもプラン利用児童を募集します放課後子どもプラン利用児童を募集します
　市は小学生の安全・安心な活動拠点（居場所）づくりとして、市内全１１小学校区で放課後子どもプラン
を実施しています。
【対　象　者】
市内の小学校１～６年生の保護者の方で、就労に従事している場合、保護者が病気負傷または、心身に障が
いがあるために子どもの保育ができない場合、病気や心身に障がいのある親族などの看護をしなければなら
ない場合、等のいずれかに該当する方
【対象期間】平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日
【利用区分・必要な経費など】

区分 開設日 保護者負担金 消耗品代 傷害・賠償保険料

平常
利用

学校授業日の月～金曜、
1、2、3学期中の土曜日、
創立記念日などの学校
休業日

児童１人につき
8月………月額 5,000 円
8 月以外…月額 3,000 円

同一世帯内で
利用児童 1人目 年額 2,000 円
利用児童 2人目 年額 1,000 円
利用児童 3人目以降  無料
※入会期間が 6カ月に満たな
　い場合は上記の額の半額

利用児童 1人につき
年額 800 円
（年度途中入退会に
よる返金は行うこと
ができません。）
（平成 27 年 4月以降
の申込みの場合、保
険料払込手数料とし
て、別途 130 円がか
かります。）

長期
休暇
利用

春休み、夏休み、冬休
み期間の月～土曜

臨時
利用

平常利用、長期休暇利
用の開設日の内、数日
間の臨時利用

児童１人につき
8月………日額 500 円
8月以外…日額 300 円

日額 100 円

※希望する利用区分のみ、または複数の利用区分での利用の申し込みができます。
※保護者負担金は申請により減免になる場合があります。詳しくは各窓口までお問い合わせください。
※このほかに、おやつ代等の経費がかかります。
【開設時間】学校授業日は、放課後から１８：００までです。学校休業日は８：００～１８：００までです。
【閉  設  日】日曜日・国民の祝日・８月１３日～１５日・１２月２９日～翌年１月３日 等
【募集定員】

【入会決定の優先順位】
入会の決定にあたり、生活保護を受けている世帯、ひとり親世帯、障がい児（者）を有する世帯、または低
学年の児童が優先されます。
【申込方法】
以下の各窓口で必要な書類を配布します。また市のホームページ（http://city.omitama.lg.jp/478.html）から
申し込みに必要な書類をダウンロードすることもできます。申請書類は、受付期間内に窓口まで提出してく
ださい。

小学校名 定員 小学校名 定員 小学校名 定員 小学校名 定員
小川小学校 ６０名 下吉影小学校 ２８名 羽鳥小学校 ７０名 玉里小学校

玉里東小学校 ３５名野田小学校 ６０名 橘小学校 ６０名 堅倉小学校 ６５名
上吉影小学校 ６０名 竹原小学校 ４０名 納場小学校 ３８名 玉里北小学校 ３５名

教育委員会学校教育課　 小川総合支所２階
福祉事務所 子ども福祉課 玉里総合支所２階
福祉事務所美野里支所 四  季  健  康  館  内

受付期間 ：平成２７年１月１５日（木）～１月３０日（金）  ※土日、祝祭日は除きます。
受付時間 ：平日 ８：３０～１７：１５
○詳しくは、各窓口に備えてある「ご利用の案内」または市のホームページをご覧ください。

平成２７年度 平成２７年度 

放課後子どもプラン利用児童を募集します放課後子どもプラン利用児童を募集します

【問い合わせ】 学校教育課　放課後子どもプラン推進係　☎：48-1111（内線 2221・2222）



平成 26年 12月 18日　お知らせ版 15

水道の冬支度水道の冬支度
～凍結による漏水を防止しましょう～～凍結による漏水を防止しましょう～

　冬は凍結等の影響により一年で最も漏水件数が多い時期です。きちんと予防をして漏水が発生しないよう
に、また漏水が発生してもすぐ発見できるように定期的な確認をしましょう。

凍結を防ぐ方法
○水道管の保温 
　野外に露出している水道管は、布類や発泡ス
チロールなどの保温材を巻きつけビニールテー
プ等で濡れないように保護してください。

○メーターボックス内の保温
　布類や発泡スチロールなどの保温材を濡れない
ようにビニール袋につめて、メーターボックス内
に入れてください。

①ご家庭の蛇口を全部閉めてください。
②水道メーターの銀色のパイロットの動きを見ます。
　●止まっていれば漏水していません。
　●動いていれば漏水の可能性があります。

漏水の点検方法

漏水の修理
　漏水の修理は指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
　なお、修理費はお客様負担となります。
　また、水道料金の減免制度が利用できる場合がありますので、
下記へお問い合わせください。

保温材

ビニールテープ

パイロット（動いているか確認する）

【問い合わせ】

◎小川地区・美野里地区にお住まいの方
　「小美玉市上下水道料金お客様サービスセンター」　☎：36-8811（直通）
◎玉里地区にお住まいの方
　「湖北水道企業団」　　　　　　　　　　　　　　　☎：24-3232（代表）

下記の期間休業します。

空のえき　「そ・ら・ら」年末年始の休業について

※12月 31 日は、15：00 までの営業です。

【問い合わせ】 空のえき　そ・ら・ら　☎：56-5677

１月１日（木）～１月３日（土）
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12 月の環境放射線モニタ測定結果

国が定めた除染基準は 0.23 マイクロシーベルト／時を下回るものです。
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。

　市内６３施設で、ガンマ線の空間線量を測定しました。測定の結果、放射線量の最高値と平均値は以下の通
りです。なお、保育園 ･幼稚園 ･小学校 ･運動公園の子ども広場は地表から５０ｃｍ、それ以外の施設は１ｍ
の位置で測定しています。

※測定には「ＰＡ―１０００　Ｒａｄｉ（株式会社　堀場製作所）」を使用しています。
※今後も定期的な測定を行い、ホームページにて公表するほか、市内各庁舎にも結果を掲示します。
　なお、市ホームページにはより詳しい情報が掲載されています。　http://city.omitama.lg.jp/

【最高値】0.138 ／時（12月 10日計測）
【平均値】0.095マイクロシーベルト

栄養ケア・ステーション活動の担い手
『管理栄養士・栄養士』募集中！
　（公社）茨城県栄養士会では、県民の健康づくりを積極的に支援するため
に『栄養ケア・ステーション』を開設しています。活動内容は、個別栄養相談、
診療所等医療機関における栄養相談、生活習慣病予防および介護予防の食事
相談、特定保健指導、地域における食育講座などです。
　栄養ケア・ステーション活動に関心のある方は、県栄養士会へお問い合わ
せください。

【問い合わせ先】
公益社団法人茨城県栄養士会　☎：029-228-1089（月曜～金曜  9:00 ～ 17:00）

　市防災行政無線の戸別受信機の設置については、平成２６年度末の市内全域完了を
目指しています。設置希望のお申し込みは随時受け付けていますので、申請がお済み
でない方は、お急ぎください。

備えて安心‼　戸別受信機

【問い合わせ】 防災管理課　危機管理室　☎：48-1111（内線 1014）

【問い合わせ】 防災管理課　放射線対策係　☎：48-1111（内線 1013･1014）

【検 査 件 数】学校給食：５１件　検出件数：０件
【検出下限値】１０Ｂｑ／ｋｇ　使用機器：ＴＮ３００Ｂベクレルモニター
　11月の測定結果では、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、給食食材及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。

【問い合わせ】 学校給食課　☎：56-4855

給食素材放射能測定結果（11月測定分）



平成 26年 12月 18日　お知らせ版 17

●大広間健康相談・健康教室開催予定

●母子保健事業
とき ところ 事業名（受付時間） 対象者
3 火 四季健康館 育児相談（9:30 ～ 11:00） 乳幼児と保護者
4 水 四季健康館 ４か月児健診（13:00 ～ 13:30） 美野里（平成 26 年 8月～ 9月生）
5 木 玉里保健福祉センター １０か月児相談（9:30 ～ 10:00） 小川・玉里（平成 26 年 3月～ 4月生）
6 金 小川文化センター　アピオス ２歳児歯科健診（13:00 ～ 13:30） 小川・玉里（平成24年7月6日～8月生）
10 火 四季健康館 かばちゃん教室（13:00 ～ 13:30） 美野里（平成22年12月～平成23年3月生)
14 土 四季健康館 ハローベビー教室：出産編（9:15 ～ 9:30）妊婦及びご家族
20 金 四季健康館 １歳６か月児健診（13:00 ～ 13:30） 美野里（平成 25 年 6月～ 7月生）
24 火 玉里保健福祉センター ３歳児健診（13:00 ～ 13:30） 小川・玉里 ( 平成 23 年 8月～ 9月生 )

●成人保健事業
とき ところ 事業名（受付時間） 対象者
12 木 玉里保健福祉センター こころの健康相談（9：30 ～ 11：00） 希望者※要予約
19 木 四季健康館 こころのデイケア（9：30 ～ 10：00） 希望者※要予約
26 木 玉里保険福祉センター こころのデイケア（9：30 ～ 10：00） 希望者※要予約

当番日
小川地区・美野里地区

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

２月１日中村工業（株）（株）ｴｲﾌﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
☎ 58-3025
☎ 47-0882 ３月１日（株）広瀬商事 ☎ 53-0833

湖北水道
事業団
☎ 24-3232

２月７日（株）岡建設（株）オカザキ
☎ 58-3572
☎ 46-3930 ３月７日（有）尾形工務店 ☎ 58-1701

２月８日（有）宮川建設亀山建設（株）
☎ 48-1709
☎ 58-2901 ３月８日（株）中村．建工 ☎ 49-1466

２月１１日（有）大和田建設（株）小林工業
☎ 48-3351
☎ 48-2375 ３月１４日金敷電設工業（有） ☎ 48-0211

２月１４日（株）出沼興業（株）スズヤ
☎ 58-2467
☎ 46-0007 ３月１５日（有）山口水工 ☎ 58-0129

２月１５日（株）内藤工務店（有）マツカワ設備工業
☎ 58-2050
☎ 46-2154 ３月２１日（株）岡建設 ☎ 58-3572

２月２１日（株）大栄（株）勝樹設備
☎ 58-5851
☎ 48-3552 ３月２２日（株）オカザキ ☎ 46-3930

２月２２日（有）清司工務店（株）美野里建設
☎ 48-2389
☎ 47-0780 ３月２８日（有）永作設備 ☎ 58-2819

２月２８日倉田電気商会（株）川名工務店
☎ 58-2909
☎ 46-0305 ３月２９日（有）大和田建設 ☎ 48-3351

２月のほけんがいど２ の けんがいど２２２２２２２２２２２２２２２月月月月月月月月月月月月月月月のののののののののののののののほほほほほほほほほほほほほほほけけけけけけけけけけけけけけけんんんんんんんんんんんんんんんがががががががががががががががいいいいいいいいいいいいいいいどどどどどどどどどどどどどどど２月のほけんがいど

とき ところ 内容
3 火

四季健康館 血圧測定・健康相談健康教室「高齢者のこころとからだ」
4 水
5 木
6 金

とき ところ 内容
17 火

四季健康館 シルバーリハビリ体操18 水
19 木
20 金

平日の漏水当番については、
お客様センター（☎ 36-8811）
までお問い合わせください。

２月・３月の漏水修理当番２月・３月の漏水修理当番
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平成 27年度　県民交通災害　
2 月 2日より加入受付開始！

みんなで安心！みんなの共済！あなたの支えがみんなの支えに！
　県民交通災害共済は、もし交通事故に遭われたときに、傷害の程度に応じて見舞金を支給することを目的
とした任意加入の共済です。

交通事故による万が一の事態に備えて、家族そろって加入しましょう！
■加入できる方
市内に住民登録されている方（途中加入の場合も同様）
■対象となる事象
　共済期間中における、国内の道路上を運行中の自動車、バイク、自転車などの接触、衝突等に伴う人の死傷
　　※事故等の内容によってはお支払いができない場合もありますので、申請時にご確認ください。
■共済期間
　平成２７年４月１日 ～ 平成２８年３月３１日
　　※４月１日以降に加入した場合、加入申込日の翌日からが共済期間となります。
■会費
　一般 ９００円　　中学生以下 ５００円
　　※９月３０日以降の申し込みの場合、会費はそれぞれ半額となります。
■加入方法
　下記窓口にて随時加入申し込みを受け付けております。
　○小美玉市役所本庁舎１階　防災管理課（堅倉８３５）
　○小川総合支所１階　総合窓口課（小川４－１１）
　○玉里総合支所１階　総合窓口課（上玉里１１２２）
　○羽鳥出張所（羽鳥２２６３－７０）
　○四季の里出張所（部室１１０６）

【問い合わせ】 防災管理課　市民安全係　☎：48-1111（内線　1015・1016）

「１月１０日は１１０番の日」
安心をつなぐダイヤル１１０番
１１０番は、事件や事故にあった時や目撃した時に警察へ緊急の通報をするための手段

♦１１０番６つのポイント
　次のポイントに注意して通報してください
①事件ですか？事故ですか？
②それはいつありましたか？
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。

♦１１０番はどこにつながるの？
　県内からの１１０番は、水戸市にある警察本部へつながります。場所は必ず市町村名から教えて
ください。
※緊急を要さない相談は「警察本部県民安心センター」☎ ♯ 9110 または 029-301-9110、要望や
意見等は「警察ふれあい電話」029-301-0669 までおかけください。

●お問い合わせ　石岡警察署　☎：28-0110
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小美玉市消防本部からのお知らせ

ストーブ・レンジ・こんろ等のリコールについて
　消費者庁・消防庁・経済産業省は以下４つの電化製品において、火災等になる恐れがあると発表しました。
　事故防止のために、対象の製品をご使用の方々はご使用を中止していただき、各対象製品のメーカー各社
窓口へご連絡くださいます様お願いします。

燦抻日本電器（株）　電器ストーブ
■製造年：２００３年～２００９年
■対象品番：ＴＳＫ－５３０３Ｑ・Ｙ・Ｌシリーズ、ＦＳ－８００Ｗ、ＳＨＱ－８、
ＳＨＨ－８、ＳＨＵ－８、ＵＨＣ－３Ｔ、ＵＨＣ－９Ｔ、ＴＳＫ－５３２８Ｃ
Ｔ（２００７年製）、ＴＳＫ－５３２８ＣＴ、ＴＳＫ－５３２８ＣＲＩ、ＴＳＫ
－５３２８ＣＲＩ（ＢＷ）、ＦＳ－９００Ｔ
■事故形態：出力切り替え用スイッチ接続部での接触不良により異常発熱し、出
火するおそれもしくは、配線不適切で発煙・発火にいたるおそれ

■問い合わせ　☎：0120-600-527

岩谷産業（株）、小泉成器（株）　電子レンジ
■製造年：１９９７年～２０００年
■対象品番：岩谷産業（株）：ＩＭ－５７４、ＩＭ‐５７４Ｓ、ＩＭ－５７５、
　　　　　　ＩＭ５７５Ｓ
　　　　　：小泉成器（株）：ＫＲＤ－０１０５、ＫＲＤ－０１０６
■事故形態：マイクロスイッチの接点不具合により、使用中に発煙・発火にいたるおそれ
■問い合わせ　岩谷産業（株）☎：0120-009-930　小泉成器（株）☎：0120-551-494

販売元：コーナン商事（株） 　石油ストーブ
■製造年：２０１０年製
■対象品番：Ａｌｐａｃａ（ＴＳＧ－１（Ｓ））
■事故形態：本体が転倒、または地震時に自動消火しないため、火災につながる
おそれ

■問い合わせ　☎：0120-04-1910

（株）萬品電機製作所（倒産）　 電機こんろ
■製造年：２００３年～２００８年の間
■対象品番：ＭＤＳ－１１３ＲＥ、ＭＤＳ－１１３ＲＥＡ、ＭＤＳ－１１３ＲＥ
Ｂ、ＭＤＳ－２１８ＲＥ、ＭＤＳ－２１８ＲＥＡ、ＭＤＳ－２１８ＲＥＢ、Ｍ
ＤＳ－２３３ＲＥ－２、ＭＤＳ－２３３ＲＥＢ－２、ＭＤＳ－２３３ＲＥ－２Ｗ、
ＭＤＳ－２３３ＲＥＢ－２Ｗ

■事故形態：外部からの電気的ノイズ又は水分等の浸入によりスイッチが入り、
こんろの上に置いていた可燃物が焼損するおそれ

■問い合わせ　製造元が倒産しているため、使用を中止してください。

本掲載製品以外にも，メーカー各社からのリコール対象製品は多数
あります。
事故情報やリコール製品の確認には以下サイトもご活用ください

消費者庁　リコール情報サイト

http://www.recall.go.jp/ http://www.meti.go.jp/product_safety/ http://www.nite.go.jp/

経済産業省　製品安全ガイド Ｎｉｔｅ　独立行政法人
製品評価技術基盤機構
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年末年始は救急出場件数が増加します。
　冬季に救急要請が急増する原因としては、以下のような急病・事故が多発するためと考えられています。
公私共に忙しくなる時期、健康管理をしっかりと行う事が救急出場を減らす事にも繋がります。

インフルエンザ
　季節性インフルエンザは、毎年冬に流行を繰り返す国内最大の感染症の一つです。
したがって、これからインフルエンザ流行の季節を迎える中、感染予防に対する取り組み
は非常に重要です。
　インフルエンザは、かかった人の咳、くしゃみなどの飛沫とともに放出されたウイルス
を吸入したり、手指等を介して口から感染する経路があります。ウイルスの侵入を防止するためには、手洗
いやうがいのほか、休養を十分とりバランスよく栄養をとることにより抵抗力をつけておくことも大切です。

①外から帰ったら、丁寧に手洗いとうがいをしましょう。
②人ごみを避けましょう。（止むを得ず人ごみに行く時はマスクをしましょう。）
③咳やくしゃみをするときは、マスクやハンカチなどで口と鼻を覆いましょう。
④バランスの良い食事をしましょう。
⑤十分な睡眠をとりましょう。
⑥加湿器や濡れタオルを活用して適切な湿度 (50 ～ 60％ ) を保ちましょう。

インフルエンザ予防のポイント

入浴中の溺水
　一日の疲れを取るため、ゆっくりと湯船に浸かるのが好きな人は多いことでしょう。しかし、心地よ
い入浴中にも事故の危険性は潜んでいます。
　７０歳代以上の高齢者になると、溺水の発生が急激に増えています。また、１歳前後の子供にも多く
発生しています。
　心臓、肺の慢性疾患や高血圧症など、複数の疾患を抱えている場合、浴室温と湯温の差による血圧の
急激な変化が入浴時に溺水の危険となることも危惧されています。

入浴中の溺水予防のポイント

平成２７年消防出初式
【日時】平成２７年１月１０日（土）　８：３０
【場所】生涯学習センター　コスモス（高崎２９１－３）
※当日の朝、召集サイレンが各地区で７：００に鳴ります。火災と間違えないようお気をつけください。

【問い合わせ】 消防本部　総務課　地域消防係　☎：58-4541

①長湯、高温浴はしないようにしましょう。
②脱衣場や浴室の室温が低くならないようにしましょう。
③深夜の入浴は、浴室温と湯温の差が大きく、倒れた際に周囲に気づかれることが
　少ないため避けるようにしましょう。
④飲酒後の入浴はやめしましょう。
⑤高齢者が一人で入浴する場合は、時々声をかけて様子を見るようにしましょう。
⑥乳幼児をお風呂に入れる時は、わずかな間でも目を離さないようにしましょう。
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１１月末現在の小美玉市内の事故発生状況
　　　　　　　　　（前年比）
○発生件数　１６０件（－　６）
○死　者　数　　　０名（－　１）
○負傷者数　２１３名（－１１）
○物損件数　９３８件（－５５）

※平成２６年１月１日からの累計件数

石岡警察署からのお知らせ

　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。様々な事情で高校へ入学しなかっ
た成人の方を対象に設けられた制度です。
【応募資格】①県内に移住または勤務している方で、中学校またはこれに準ずる学校を卒業している方。
　　　　　②平成２７年４月１日現在で満２０歳以上の方。
【選抜方法】学力検査は行わず、調査書、面接、作文等により選抜を行います。
【募集定員】一般入学希望者の募集定員４０人の中に含みます。
【志願手続】卒業した中学校の校長を経ること。
【願書提出期間】平成２７年２月１０日（火）、２月１２日（木）および２月１３日（金）９：００～１７：００
【選抜期日】　　平成２７年３月　４日（水）
【問い合わせ】茨城県石岡第一高等学校　定時制　☎：22-4135

【問い合わせ】　秘書広聴課　広報広聴係　☎：48-1111（内線 1212）

行政区等未加入の皆さまへ
市内の様々な施設に広報おみたまが設置されています。

市では、毎月発行している広報紙を各区の区長さんおよび住宅管理者さんを通じて配布しています。
行政区等未加入の皆さまへは、各公共施設の他、上記のコンビニエンスストア ･金融機関などに備え付け、ホームペー

ジ（http://www.city.omitama.lg.jp/） に広報紙のＰＤＦ版を掲載することで対応しています。
個別郵送のご希望にはお応えできませんので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

設　置　先

小　
　
　
　
　

川

常陽銀行小川支店
茨城県信用組合小川支店
水戸信用金庫小川支店
常陸小川農協本所
常陸小川農協小川中央支所
常陸小川郵便局
小川飯前郵便局
下吉影郵便局
橘郵便局
セブンイレブン小川野田店
セブンイレブン小川中延店
セブンイレブン小川与沢店
セブンイレブン小美玉下吉影店
ＣＯＣＯストア小川下馬場店
ＣＯＣＯストア小川川戸店
ファミリーマート小川上吉影店
エコス小川店
フードスクエアカスミ小川店

美　
　
　

野　
　
　

里

常陽銀行美野里支店
茨城県信用組合美野里支店
水戸信用金庫羽鳥支店
水戸信用金庫美野里支店
美野里町農協堅倉支所
美野里町農協竹原支所 ( 本所 )
美野里町農協池花支所
堅倉郵便局
竹原郵便局
納場簡易郵便局
羽鳥郵便局
ローソン堅倉中央店
ローソン美野里花館店
セイミヤ小美玉店
Ｙショップ羽鳥梅屋店
セブンイレブン堅倉店
セブンイレブン美野里西郷地店
セブンイレブン美野里羽刈店
セブンイレブン美野里張星店
セブンイレブン中野谷店
ファミリーマート美野里西店
ファミリーマート美野里羽鳥店
ミニストップ美野里希望ヶ丘店
タイヨー美野里店
ヨークベニマル羽鳥東店
エコス美野里店

玉　

里

玉里郵便局
ひたち野農協玉里支店
セブンイレブン石岡高浜店
ＣＯＣＯストア石岡高浜店
セイミヤアスタ玉里店
セブンイレブン玉里北店
サンクス石岡玉里店

区　　分 １１月中 累　　計
火　　災 ０ １６
救　　急 １６３ １，８１０
急　　病 １０４ １，１４９
交通事故 ２３ １９９
一般負傷 １５ ２２８
そ の 他 ２１ ２３４

小美玉市管内における火災・救急出場件数
平成２６年火災発生・救急出場件数

石岡第一高等学校定時制課程成人特例入学者募集
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人口と世帯数（平成２６年１２月１日現在）

世帯数………………………２０，３００戸（＋１０）

　男　………………………２６，８２３人（ー１０）

人　口………………………５２，８８６人（ー２９）

　女　………………………２６，０６３人（ー１９）

※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】市長公室　秘書広聴課　広報広聴係☎：48-1111　内線 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　１月２１日（水）１０：００～１２：００
ところ　本庁１階　相談室
　　　※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。

１月１４日※
２月　４日　

社会福祉協議会小川支所
☎：58-5102

１月２１日　
２月１０日※

社会福祉協議会美野里支所
（四季健康館内）
☎：36-7330

１月　７日　
１月２８日※

社会福祉協議会本所
☎：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２０分）

（　　）は前月比

行政書士無料相談会
【開催日】１月２０日（火）１３：００～１６：００
　　　　予約は不要です。（受付順）
【場所】市役所本庁舎　１階ロビー
【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
【問い合わせ】水戸支部事務局　木村　☎：029-251-3101

１１月月 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
1 石岡第一病院 石岡市東府中 1-7 22-5151
2 石岡市医師会病院 石岡市大砂10528-25 22-4321
3 山王台病院 石岡市東石岡 4-1-38 26-3130
4 斉藤病院 石岡市旭台 1-17-26 26-2131
11 石岡市医師会病院 石岡市大砂10528-25 22-4321
12 石岡第一病院 石岡市東府中 1-7 22-5151
18 石岡市医師会病院 石岡市大砂10528-25 22-4321
25 石岡循環器科脳神経外科病院 栗又四ケ 1768-29 58-5211 緊急診療（石岡市医師会病院内）２３－３５１５

休日
1・2・3・4・11・12・18・25
◆受付　　９：００～１１：３０
　　　　１３：００～１５：３０

夜間 1・2・3・4・10・11・12・17・18・24・25・31
◆受付　１８：００～２１：３０

１１月月 緊急診療（内科・小児科）

１月２１日
１３：３０～１５：３０
玉里総合支所　１階　相談室
大山　進　相談委員

１月２１日
１３：３０～１５：３０
小川総合支所　１階　会議室
村尾　實　相談委員

１月２２日
１３：３０～１５：３０
小美玉市役所　１階　相談室
石﨑　渡　相談委員

【問い合わせ】市長公室　秘書広聴課　広報広聴係☎：48-1111　内線 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。

１１月月 休日診療当番医（歯科）
◆受付　９：００～１１：３０・１３：００～１５：３０
日 場　　所 住　　所 電話番号
1 岩田歯科医院 石岡市若松 2-10-10 22-5855
2 幕内歯科医院 石岡市府中 1-2-32 24-0323
3 須藤歯科医院 石岡市東光台 4-11-1 26-6601

次回お知らせ版２月号の発行日は１月 29 日（木）です。

２月の納税・納付

・国民健康保険税　第９期

・後期高齢者医療保険料　第７期

（※納期限は、２月２日です）

・市県民税　第４期

～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


