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ＡＥＤステーションの登録
にご協力願います

ＡＥＤステーションとは、市民の皆さんが、まちなかで急に倒れたり、事故で心肺停止
状態になったときに救急車が現場に到着するまでに、その場にいる人がＡＥＤを使って、
救命処置をするための施設です。
市内には、３３か所のＡＥＤステーション（平成２６年４月１日現在）がありますが、
一人でも多くの人を救えるように、１か所でも多くの「ＡＥＤステーション」を整備する
事業を推進しています。
ぜひ、ＡＥＤを所有の事業所様には、登録にご協力をお願いします。

ＡＥＤステーションの交付要件

・ＡＥＤを保有しており、常時、ＡＥＤが使用できる状態
   にあること
・就業時間等にＡＥＤの提供が可能であること
・従業者等に普通救命講習の受講者がいること

申請手続きは？

ＡＥＤの設置場所が分かる設置図と既定の申請書により、申
請をしていただいた後、書類審査等を経て認定証と表示証を交
付します。

○ＡＥＤステーションの認定施設は、小美玉市ウェブサイトに掲載されています。

【問い合わせ】 消防本部警防課　☎：58-4541

９月９日は救急の日



平成 26年 7月 24日　お知らせ版2

受け付け中です。

臨時福祉給付金

１人につき１万円
年金や児童扶養手当等
の受給者は１万５千円

対象者

住民税の非課税者
※課税者の扶養親族や生活保護
　受給者等は除く　

　子育て世帯
臨時特例給付金

対象者

児童手当の受給者
※児童手当の所得制限限度額以上
　の方や生活保護受給者等は除く

子ども１人につき１万円

１月分の

２つの給付金。

●給付金の受給には申請が必要です。平成 26 年 1月 1日時点で住民票がある市区町村（申請先）
　から申請書を入手してください。
※平成 26 年 1月 1日時点で小美玉市に住民票がある方は、7月上旬頃に郵送しています。
※公務員の方は、所属庁に必要書類をお問い合わせください。

注）受け取ることができるのはどちらか１つの給付金です。

小美玉市では．．．
受　付
期　間

平成26年7月1日(火)～平成26年10月1日(水)
・原則として、郵送された通知に同封されている返信用封筒での申請になります。
・申請受付期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。

｢臨時福祉給付金（簡素な給付措置）｣ や
｢子育て世帯臨時特例給付金｣ の

“ 振り込め詐欺 ”や “ 個人情報の詐取 ”に

ご自宅や職場などに市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった電話
がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、市役所や最寄りの警察署（ま
たは警察相談専用電話 ( ♯ 9110)）にご連絡ください。

消費税率の引上げに際し、「臨時福祉給付金（簡素な給付措置）」・「子育て世帯臨時特例給付金」が
支給されることとなり、多くの市町村では、７月頃から申請受付が開始されるものと見込まれます。

●市町村や厚生労働省などが、ATM（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願い
することは、絶対にありません。
● ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
●市町村や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金（簡素な給付措置）」や「子育て世帯臨時特例
給付金」を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。

ご注意ください。

（制度や各市町村の申請受付開始日等に関するお問い合わせ）
・２つの給付金専用ダイヤル　　　　・ホームページ

　0570（037）192
みないいきゅうふ

検 索２つの給付金

！！

【問い合わせ】 社会福祉課　社会福祉係　　　☎：48-1111（内線 3224・3225）
子ども福祉課　子ども福祉係　☎：48-1111（内線 3228）
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【問い合わせ】

児童扶養手当・特別児童扶養手当を認定されている方へ児童扶養手当・特別児童扶養手当を認定されている方へ

重 要
現在、この手当の認定を受けている方には、８月上旬に郵送で各届出の用紙を送付します。

　今回、法律の一部改正により、平成２６年４月分（８月定期払い分）から手当の額が変更になります。

●期限内に、必ず提出しましょう！
この届出が提出されないと、8月分以降の手当の支給が止まってしまい、また提出がされないまま２年
を経過してしまうと、認定が取り消されてしまいます。必ず 8月中に提出してください。

特別児童扶養手当
障がいのある児童のための手当です。
【提出書類】
所得状況届
特別児童扶養手当の証書
※ お手元にない場合は、窓口でお申し出くだ
　 さい。
在舎証明書
※ 児童が支援学校の寄宿舎に入所している方
のみ

平成２６年度課税証明書
※ 平成 26 年 1月 2日以降当市に転入された 
方のみ

※ 手当支給のために、受給者又は同居してい  
る方の所得を確認するための大切な届出で
す。必ず提出してください。

児童扶養手当
父または母と生計をともにしていない児童
のための手当です。
【提出書類】
現  況  届
※ 世帯内容により、添付していただく書類が  
同封されていますので、確認してください。

※ 所得の限度額により手当が全額支給停止さ
れている方も、必ず提出してください。

お知らせ
●平成２６年４月から手当の額が変更されました

平成２５年１０月～ 平成２６年４月～
児童扶養手当 全額支給（月額）４１，１４０円 ４１，０２０円

一部支給（月額）４１，１３０円～９，７１０円 ４１，０１０円～９，６８０円
特別児童扶養手当 １級（月額） ５０，０５０円 ４９，９００円

２級（月額） ３３，３３０円 ３３，２３０円

☎：48-1111（内線 3228）
☎：48-1111（内線 3122）

児童扶養手当：
特別児童扶養手当：

子ども福祉課 子ども福祉係（玉里総合支所内）
社会福祉課 障がい福祉係（玉里総合支所内）

白河診療所白河診療所
８月の臨時休診日８月の臨時休診日

８月１４日（木）～１５日（金）まで は臨時休診日となります。ご了承ください。

【問い合わせ】 白河診療所　☎：53-0014
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後期高齢者医療保険料
「特別徴収」のお知らせ

「平成２６年度　後期高齢者医療保険料　保険料額決定通知書　兼　
特別徴収開始通知書」をお送りします

後期高齢者医療の保険料は、年金からの天引き（特別徴収）、または市役所からお送りする納付書（普通徴収）
により個人（被保険者）ごとに納付をいただくことになっています。
現在、特別徴収されている方及び１０月から特別徴収が開始する方に「平成２６年度 後期高齢者医療保険
料　保険料額決定通知書　兼　後期高齢者医療保険料　特別徴収開始通知書」をお送りします。
なお、発送は８月中旬の予定です。

平成２６年度・２７年度の保険料の算定方法

均等割額均等割額
39,500 円39,500 円

所得割額所得割額
（総所得金額等 ー 基礎控除 33 万円）（総所得金額等 ー 基礎控除 33 万円）

× 8.00％× 8.00％

１年間の保険料額
（100 円未満切捨て）++ ＝＝

※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。
※後期高齢者医療制度に加入をされている方のその年度（４月～翌年３月分）の保険料は、確定申告
　などにより決定した所得金額を基に７月に算定を行っています。

特別徴収について

○特別徴収に伴う年金受給額について
　原則、年金を受給している方は、年金から天引きにより保険料を納付することになりますので、支給さ
　れる年金は、保険料を差引いた金額となります。
○特別徴収される保険料について
　①４月・６月・８月分の年金から特別徴収される保険料は、前年度の保険料額をもとに暫定的に算定さ
　　れた仮徴収額となります。
　②１０月・１２月・２月分の年金から特別徴収される保険料は、７月の算定により決定した、その年度
　　の保険料額から①の『仮徴収額』を差し引いた残りの額です。

《　　年 　　　金　 　　の　　 　受　 　　給　　》

４ 月 分４ 月 分 ２ 月 分２ 月 分１２ 月 分１２ 月 分１０ 月 分１０ 月 分８ 月 分８ 月 分６ 月 分６ 月 分 翌 年翌 年

【 仮  徴  収    （ 額 ） 】【 仮  徴  収    （ 額 ） 】 【 本  徴  収    （ 額 ）【 本  徴  収    （ 額 ） 】
「その年度の保険料」から「仮徴収額」「その年度の保険料」から「仮徴収額」
を差引いた残りの額を差引いた残りの額

その年度（４月分～翌年３月分）の保険料その年度（４月分～翌年３月分）の保険料
《後期高齢者医療保険料「特別徴収」の内容》《後期高齢者医療保険料「特別徴収」の内容》



平成 26年 7月 24日　お知らせ版 5

※次のような場合は特別徴収にはなりません。
　・年金受給額が年額１８万円未満の方（複数の年金を受給している方は、法令により優先順位の最も高い
　　種類の年金額が、１８万円未満であるときには保険料の特別徴収ができません）
　・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の２分の１を超える方
　・年金給付の状態が差止（担保設定等）、支払留保に該当する方
　・住所の異動があった方など

問い合わせが多かったご質問

問
　　　　７５歳になったことで「国民健康保険」から「後期高齢者医療保険」に切り替わりましたが、国民
健康保険税を納めるようになっていて、新たに後期高齢者医療保険料の納付書も届きました。後期高齢者医
療保険に加入しても、国民健康保険税を納める必要があるのですか？二重納付にはならないのですか？

答
　　　　はい。国民健康保険税も納めていただく必要があります。 国民健康保険税は、あらかじめ７５歳
の誕生日で「後期高齢者医療保険」に切り替わることを見込んで、この被保険者の税額を計算していますの
で、二重に納付（過納）になっていることはありません。
（ただし、障害認定を伴う、後期高齢者医療保険加入のときは国民健康保険税が再計算されます）
　また、「後期高齢者医療保険」に切り替わる被保険者が世帯主の方で、世帯に「国民健康保険」に加入者
がいる場合には、国民健康保険税の納税義務者が世帯主となっていることで、国民健康保険税と後期高齢者
医療保険料の２種類の納付書が届きます。

還付金等詐欺にご注意ください！

茨城県内において、高齢者が被害者となる医療費の還付を名目とした還付金等詐欺が発生しております。
その内容は、高齢者宅に市職員を名乗る男から「医療費の払戻金があり、すぐに手続きをすれば受けられる」
との電話があり、携帯電話とキャッシュカードを持ってＡＴＭ（現金自動預払機）に行き、指定された口
座に振り込んでしまったものです。

還付金等詐欺の被害にあわないためには ...
・医療費等の還付や高額療養費の支給等のため、申請書の提出や通知も無く、被保険者に電話だけで連絡
　することは絶対ありません。
・ 保険料の還付や高額療養費の支給等のため、金融機関のＡＴＭの操作を求めることは絶対ありません。
・ 保険料の納付のため、金融機関の特定の口座を指定して振込みを求めることは絶対ありません。
・ 還付金の連絡があった時は、広域連合や市役所医療保険課に電話連絡して事実かどうか確認してください。
・ ＡＴＭの操作を求める電話や手紙は「詐欺」と考え、相手には連絡せずに、すぐに最寄りの警察に相談      
　してください。

【問い合わせ】 ☎：48-1111（内線 1106）
☎：029-309-1211

医療保険課 医療福祉係
茨城県後期高齢者医療広域連合
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10 月 1日から  福・特  医療福祉費　　　
　　　　　　             　 受給者証が変わります

【医療福祉費支給制度（マル福）とは ...】
〇 医療福祉費支給制度（マル福）とは、小児、ひとり親家庭、重度心身障がい者、妊産婦の方が安心し
　て必要とする医療を受けられるよう、医療機関で自己負担しなければならない費用の一部を、県と市が
　一体となって助成し、医療費の負担を軽減する制度です。
　10月 1日から、茨城県医療福祉対策要綱等の改正に伴い、「小学４年生から中学 3年生」までの医療福
　祉費受給者証をお持ちの方については、受給者証が変更となります。（個別の申請は必要ありません。）
　なお、新しい受給者証は 9月中旬頃に発送いたします、また 10月 1日以降は、公費負担者番号「92」
　の受給者証は使用できなくなりますのでご注意下さい。

【医療福祉費支給制度（マル特：小美玉市独自の制度）とは ...】
〇 医療福祉費支給制度（マル特）とは、マル福が非該当となったお子様を対象に、小美玉市独自の小児
    医療福祉費支給制度（マル特）を設け「  特  医療福祉費受給者証」を発行しています。

【10月 1日からのマル福制度の改正は ...】
※ 制度改正のイメージ

（改正内容）
*年齢要件の引き上げ
出生の日から中学３年生まで（改正前：出生の日から小学３年生まで）
*助成内容
小学６年生までは入院・外来ともに助成
中学１年生以降は入院のみ助成（外来は小美玉市で助成）

（受給者証の交付について）
*小学４年生～小学６年生
公費負担者番号「92」をお持ちの方→公費負担者番号「84」又は「90」※１
公費負担者番号「87」・「88」をお持ちの方→公費負担者番号「84」
* 中学１年生～中学３年生
公費負担者番号「92」をお持ちの方→公費負担者番号「84」及び「90」
（２枚交付）又は、公費負担者番号「90」のみ交付※ 1※ 2

※１…県の所得制限を超えた世帯（合算ではなく個人）については公費負担者番号「90」の
　　　受給者証のみを交付いたします。
※２…中学１年生以降は県の所得制限を超えていない世帯は、入院が茨城県助成（公費負担
　　　者番号「84」）・外来が小美玉市助成（公費負担者番号「90」）となるため２枚交付。
　　　所得制限を超えている世帯は入院・外来共に小美玉市助成（公費負担者番号「90」）と
　　　なるため１枚交付となります。

年　齢 0歳から小学生まで 中学生

県の所得制限

超 90 入院・外来（マル特）

内
　　
　

　　　84 入院・外来（マル福）
　90 外来のみ（マル特）

　84 入院のみ（マル福）
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[ 助成内容 ]
医療機関での窓口自己負担は外来：医療機関ごとに１日６００円、月２回（１，２００円）までになります。
（入院：医療機関ごとに１日３００円、月３，０００円までになります。）
◇調剤薬局での自己負担はありません。
◇重度心身障がい者は外来・入院ともに自己負担はありません。
◇健康保険の対象にならない入院時の食事代、健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料等はマル福・
　マル特の対象にはなりません。
◇学校（幼稚園・保育園等を含みます）の管理下で負傷したときなどは、原則としてマル福・マル特を
　使わずに「保険証」だけを提示して受診してください。窓口で支払った医療費については後日、学校
　で加入している「日本スポーツ振興センター災害共済」制度に申請をしてください。
◇健康保険の対象となる医療に対する自己負担分がマル福の対象です。

[ 助成方法について ]
◇県内の医療機関で受診する場合は「保険証」と「受給者証」を提示すれば、上記内容のとおり自己負
　担額を超えた分については、マル福・マル特の助成（現物給付）が受けられます。
◇県外の医療機関で受診する場合は、「保険証」を医療機関の窓口に提示し、一時立替払いを行い、後
　日医療保険課の窓口で支給申請後、指定口座に振込み（償還払い）になります。

[ 該当要件について ]
　　◇小美玉市に住所がある方で、国民健康保険や社会保険に加入をしていること。
　　◇対象者ご本人、対象者のご家族、対象者の生計を維持する方の所得が基準額以下であること。ただし、
　　　所得の確認年度は、申請の時期により異なる場合がありますので、詳細についてはお問い合わせをお
　　　願いします。

また、今回の改正により小学４年生以降のお子様の世帯についても所得の確認が必要となります。（個
別の申請は必要ありません。）
新たな受給者証の交付にあたり所得 ( 平成 24 年中・25 年中 ) が確認できない場合（確定申告や住民
税の申告を行っていない方）は確認後の交付となりますのでご了承ください。

扶養親族の数 老人控除対象配偶者又は扶養親族数 左記のいずれかの方の扶
養義務者（世帯主など）1人 2人 ３人

０人 3,930   ― ― ―

10,000
1 人 4,230 4,290 ― ―
2人 4,530 4,590 4,650 ―
3 人 4,830 4,890 4,950 5,010 
4 人 5,130 5,190  5,250 5,310 
5 人 5,430 5,490 5,550 5,610 

茨城県医療福祉費助成所得制限表 （千円）

【問い合わせ】 医療保険課 医療福祉係　☎：48-1111（内線 1108）

戦没者の慰霊及び平和祈念の黙とうを
　先の大戦及び広島市と長崎市に投下された原爆による死没者の慰霊と世界恒久

平和の実現を祈念するため、1分間の黙とうを捧げましょう。

・８月　６日 (水 )　　８：１５（広島市）　　
・８月　９日 (土 )　１１：０２（長崎市）　　
・８月１５日 (金 )　１２：００（終戦記念日）

【問い合わせ】 政策調整課　☎：48-1111（内線 1211）
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　ノートパソコン用バッテリーパックのノートパソコン用バッテリーパックの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一部製品におけるリコールについて一部製品におけるリコールについて
パナソニック株式会社は２０１１年４月から２０１１年１０月までに製造しました下記のノートパソコン
２シリーズ（CF-S10 シリーズ、CF-N10 シリーズ）の一部の機種に同梱したバッテリーパック、およびオプショ
ン・サービス用に販売したバッテリーパックにおきまして、特定期間における製造上の問題により、まれに
発煙・発火に至る可能性のあるものが混入していることが判明しました。
事故防止のために、対象の製品をご使用の方々はバッテリーパックを取り外していただき、下記の窓口へ
ご連絡くださいますようお願いします。

バッテリーパックの品番 対象製造期間 対象個数

CF-VZSU60AJS   
  ２０１１年４月～　　　　　
　　　　　２０１１年７月 (*1)

４３，１４０個 
（*2）

CF-VZSU61AJS

CF-VZSU64AJS

対象機種および台数

（*1）交換の対象となるバッテリーパックの製造期間
（*2）ノートパソコン本体に同梱のバッテリーパック、およびオプション・サービス用バッテリーパックの総数

バッテリーパックの品番 生産ロット記号

CF-VZSU60AJS
B4VA,B59A,B5CA,B5DA,B5GA,B5HA,B5YA,B63A,B7DA,B7EA,
B7FA,B7KA,B7LA

CF-VZSU61AJS

B4WA,B56A,B57A,B59A,B5AA,B5BA,B5CA,B5DA,B5EA,B5GA,
B5HA,B5JA,B5KA,B5LA,B5MA,B5PA,B5RA,B5SA,B5TA,B5VA,
B5ZA,B61A,B62A,B63A,B68A,B69A,B6AA,B6DA,B6EA,B6FA,
B7CA,B7DA,B7MA

CF-VZSU64AJS B4VA,B5DA,B5PA,B62A,B6LA,B6MA,B76A

ご相談・お問い合わせ窓口

ホームページ
対象製品をお持ちの方は、無料でバッテリーパックの交換及び回収を実施します。

http://askpc.panasonic.co.jp/info/140528.html
フリーダイヤル　0120-870-163　受付時間　９時～１７時（土日・祝日を除く）
※各ご家庭で使用している家電製品のリコール情報については、下記を参照してください。
・各家電メーカーのホームページ
・Ｎｉｔｅ（ナイト）独立行政法人　製品評価技術基盤機構のホームページ
　　（社告・リコール）　
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電気衣類乾燥機の一部製品におけるリコールについて電気衣類乾燥機の一部製品におけるリコールについて
　三洋電機株式会社が１９９４年５月から２０１１年１１月までに製造し、ＳＡＮＹＯ、ＮＥＣ、ＦＵＪＩ
ＴＳＵの各ブランドで販売した下記の電気衣類乾燥機１４機種におきまして、制御基盤内部に搭載されてい
る部品から発煙・発火に至る事故が発生しました。
　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、下記の窓口へご連絡くださ
いますようお願いします。

ブランド 形 状 品  番 対象製造期間 対象台数

ＳＡＮＹＯ

角 型

CD-45A2 1994 年   5 月 ～ 1996 年   8 月 88,970 台

CD-45Z2 1996 年   8 月 ～ 1998 年   6 月 27,288 台

CD-50D1 1997 年   7 月 ～ 1998 年   8 月 25,406 台

CD-502 1997 年   7 月 ～ 2001 年   4 月 1,142 台

CD-42D1 1998 年   2 月 ～ 2001 年   7 月 47,939 台

CD-S50A 1998 年   8 月 ～ 1999 年   8 月 21,744 台

ドーム型

CD-S500 1999 年   7 月 ～ 2001 年   1 月 20,465 台
CD-EC521 2000 年   7 月 ～ 2002 年   8 月 19,608 台

CD-S451 2001 年   4 月 ～ 2011 年 11 月 128,506 台

CD-EC551 2001 年   7 月 ～ 2006 年 10 月 44,286 台

CD-ST60 2005 年   5 月 ～ 2011 年 11 月 47,289 台

ＮＥＣ 角 型
HD-45ZC 1994 年   9 月 ～ 1996 年   8 月 4,750 台

HD-45ZE 1996 年 10 月 ～ 1997 年   6 月 2,150 台

ＦＵＪＩＴＳＵ 角 型 HL-42D 1998 年   5 月 ～ 2000 年   3 月 500 台

合　計 　14　機　種 480,043 台

対象機種および台数

※上記機種は、日本国内でのみ販売しております。
※ＮＥＣブランドの機種は日本電気ホームエレクトロニクス株式会社（２００１年に解散）が販売してお
   りました。
※ＦＵＪＩＴＳＵブランドの機種は株式会社富士通ゼネラルが販売しておりました。

ご相談・お問い合わせ窓口
対象製品をお持ちの方は、無料で点検・修理を実施いたします。
ホームページ
フリーダイヤル　0120-34-5390　受付時間　９時～１７時（土日・祝日を除く）

http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/140519.html

※各ご家庭で使用している家電製品のリコール情報については、下記を参照してください。
・各家電メーカーのホームページ
・Ｎｉｔｅ（ナイト）独立行政法人　製品評価技術基盤機構のホームページ
　　　（社告・リコール）　

【問い合わせ】 消防本部　予防課　危険物係　☎：48-1111（内線 2900）
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茨城県獣医師会からのお知らせ
犬・猫マイクロチップデータ登録助成事業の実施について
動物病院にてマイクロチップを装着する費用の一部を助成します。
【実施期間】平成２６年７月１日から助成頭数終了まで
【助成頭数】先着１，０００頭　
【助 成 額】１，０００円を助成

盲導犬診療費等に係る助成について
盲導犬１頭に付き上限１万円の診療経費を、受診病院にて助成します。
【実施期間】平成２６年７月１日～平成２７年３月１５日

環境省、水・大気環境局大気生活環境室では、近隣騒音防止ポスター・カレンダーデザインを募集します。
【募集期間】６月５日～１０月１７日
※詳細は、ホームページまたは環境省までお問い合わせください。

【問い合わせ】 公益社団法人茨城県獣医師会事務局　☎：029-241-6242　FAX：029-241-6249

【問い合わせ】

〒 100-8975　東京都千代田区霞が関１－２－２
環境省　水・大気環境局　大気生活環境室
「近隣騒音防止ポスター・カレンダーデザイン募集」事務局
☎：03-5521-8299 ／ホームページ：http://www.env.go.jp/air/ippan/kinrin.html

近隣騒音防止ポスター・
　　　カレンダーデザイン募集のお知らせ

知っていますか？建退共制知っていますか？建退共制
建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振
興を目的として設立された退職金制度です。
この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その
労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うという、いわば業界全体での退職金
制度です。
○加入できる事業主：建設業を営む方　　　○対象となる労働者：建設業の現場で働く人
○掛金：日額３１０円

【特 長】
　○国の制度なので安全、確実、申し込み手続は簡単です。　○経営事項審査で加点評価の対象となります。
　○掛金の一部を国が助成します。　　　○事業主が変わっても、退職金は企業間を通算して計算されます。
　○掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税とな
　　ります。

【建退共から事業主の皆様へのお願い】
　○共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に貼付してください。
　○「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が、建設業界を引退するときは、忘れずに退職金を請
　　求するよう指導してください。
　ホームページ「建退共」に、制度説明用動画、Ｑ＆Ａなど建退共制度の知りたい情報が記載されています。
ぜひ、アクセスしてご覧ください‼ 建退共 検索

― 建設業退職金共済制度 ―

【問い合わせ】 建退共茨城県支部：水戸市大町 3-1-22（茨城県建設センター内）☎：029-225-0095

建退共制度の特例措置のお知らせ
　建退共では、地震等により災害救助法が適用された皆様に対し、各種手続の特例措置を実施しています。
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農業者年金制度は、国の法律に基づく公的年金制度です。農業者の老後の生活の安定
及び福祉の向上を図るとともに、農業の担い手の確保を目的とし、次のようなメリッ
トがあります。

１．８０歳までの保証がついた終身年金です。

２．納付した保険料は、全額社会保険料控除（所得控除）の対象となります。また、将来受け取る農業者

　　年金は公的年金等控除が適用されます。

３．保険料は月２万円から６万７千円の範囲内であれば、千円単位で選択できます。途中で金額を変更す

　　ることも、また、加入したり脱退したりすることもできます。〔通常加入〕

４．認定農業者等で６０歳までに農業者年金に２０年以上加入することが見込まれ、別に定める条件を満

　　たす農業者には、基本保険料２万円のうち国からの保険料助成（政策支援）があります。〔政策支援加入〕

【加入要件】

 満２０歳以上６０歳未満

①国民年金の第１号被保険者（ただし、保険料納付免除者でないこと）

②国民年金の保険料のほかに付加保険料（月 400 円）にも加入

※国民年金基金に加入されている場合、農業者年金と重複しての加

入はできないため、農業者年金に加入した月から、国民年金基金は

脱退することになります。

 農業者年金に加入しましょう！

要　　件 条　　　　　　　件

年　齢　要　件

次の３つの要件を満たしている方は誰でも加入できます。

国民年金の要件

農業上の要件 年間６０日以上農業に従事する者

【加入手続き】
市農業委員会（新規加入のみ）または、お近くのＪＡ（農業協同組合）の窓口にて、申込書に所要
事項を記入し提出してください。

【問い合わせ】 農業委員会事務局　☎：48-1111（内線　1502）

農業振興地域整備計画の随時変更申請を再開します農業振興地域整備計画の随時変更申請を再開します
　農業振興地域整備計画の総合見直しに伴い、平成２５年度中に休止していた整備計画の随時変更（個別的

な農用地区域からの除外、農振除外）の申請受付を次の期日より再開します。

除外等申請受付開始日　平成２６年８月　１日（金）

【問い合わせ】 農政課　農政係　☎：48-1111（内線 1156）

除外等申請受付締切日　平成２６年９月１０日（水）

　農振除外等の申請を予定している方は、受付締切日までに関係書類を提出してください。なお、今後の除

外申請受付は年３回（１月１０日、５月１０日、９月１０日締切予定）となります。
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不動産会場公売のお知らせ
市税収入の確保と、滞納抑制のため、差押えた不動産の公売を下記により実施します。
公売で落札された物件の買受代金は、滞納者の未納税にあてられます。

日　時：　10月 17 日（金）   9：50 分受付開始
10：20 分入札開始

場　所： 　小美玉市役所本庁２階 第２・第３会議室

売却区分
番号

所在地 地目 地積
見積価格

公売保証金

26-1 　橋場美字西花藏 226 番 畑 2,094㎡
４７０，０００円　

５０，０００円　

26-2 　高田字高田 418 番 田 3,204㎡
８６０，０００円　

９０，０００円　 

26-3 　納場字鷲山 740 番 1 畑 5,438㎡
９４０，０００円　

１００，０００円　

※農地のため、入札には「買受適格証明書」が必要となります。9月 25 日（木）までに
　小美玉市農業委員会に証明願等を提出してください。
※滞納税の納付があった場合等、公売は予告なく中止になる場合があります。

【問い合わせ】 収納対策課　☎：48-1111（内線 1186・1187）

市税滞納者の差押財産を公売します

～ 石岡ＪＣ創立４０周年記念　地域活性化プロジェクト ～

まちづくり大賞   ２０１４
私たちが住むこのまちを、より良い地域にするために、たくさんの企業が力を貸してくださいました。ま
ちづくり大賞・石岡ＪＣ特別賞に輝いた方には、下記のとおり支援させていただきます。未来は誰かが変え
てゆかねばなりません。あなたのチャレンジで変わる未来があるはずです！さあ、共に立ち上がりましょう！

【まちづくり支援金対象事業】
○地域の活性が期待できる事業
○魅力あるまちづくりの推進に効果が期待できる事業
○市民の意識向上・技能向上を目的とする事業
○実現可能であり、また将来的に期待できる事業

【エントリー資格】
○石岡市・小美玉市・かすみがうら市にお住まいの方、及びゆかりのある方
○個人・団体・年齢問わず　　※暴力団関係者でないこと
○石岡ＪＣ特別賞の受賞があるため、大賞ノミネートの有無にかかわらず、まちづ
　くり大賞本選（10月 19日 ( 日 )）に出席できる方
○エントリーシートをもれなく具体的に記載していただける方（選考基準となります）
○まちづくり大賞 2014 支援金交付規定に同意していただける方
○ 12月 1日までに事業報告書の作成もしくは中間報告ができる方
○エントリー応募期限（8月 31日）までにエントリー可能な方

【まちづくり支援金】
○まちづくり大賞　４０万円
○石岡ＪＣ特別賞　　５万円
【エントリー応募期限】
○ 8月 31日（日）

※詳しくは、石岡青年会議所までお問い合わせください。

【問い合わせ】 　☎：090-2469-7895（中村）/090-3535-8999（大塚）
メール：ishiokajc@gmail.com一般財団法人石岡青年会議所

【主催】
○一般財団法人
　石岡青年会議所
【後援】
○石岡市
○小美玉市
○かすみがうら市
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市民 1人１日あたり ゴミの 140 ｇ減量 目指します
～小美玉市一般廃棄物処理基本計画を策定しました～

私たちの日々の暮らしを支え潤すため、様々なものが生産され、それを消費し、ごみを廃棄しています。
そして、この活動のうらには、温暖化、資源の減少、環境汚染など、地球規模で対応が迫られている課題
や問題があります。
こうしたなか、市として、地域特性を踏まえながら、循環型社会を目指していくため、市民の皆さんか
らご意見をいただき、市の一般廃棄物処理基本計画を策定しました。
今後、計画に基づき各種取組みを推進し、最終年度における数値目標の達成を目指していきますので、
市民の皆さん方には、幅広いご理解ご協力をお願いします。

■計画期間
平成 26年度から 40年度までの 15年間

■目標：最終年度（平成 40 年度）

項　目 H23
現況

H40
目標

比較

ごみ排出量
（1人一日あたり）

825 ｇ 687 ｇ -138 ｇ

リサイクル率
（家庭系ごみ）

17％ 25％ +８％

最終処分量（年間） 811 ｔ 580 ｔ -231 ｔ 審議会から市長に答申書を提出
関口副会長（左）、稲田会長（中）、島田市長（右）

■主な取組み
・ごみの分別収集、資源化の促進

分別ルールの周知徹底、集団およびリサイクル回収
・ごみの減量化、環境に配慮した消費行動、事業活動の普及

生ごみ堆肥処理、もったいない運動、エコショップ
・ごみ処理施設の広域化の推進

ごみ処理施設更新に合わせた効率的な収集運搬・処理体制の構築
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■本市ごみ処理の現状
「分別品目 ･資源化率は、県平均を下回り、可燃ごみの中には、紙・布類が約６割を占めています」

項　目 小美玉（順位） 県平均
年間 1人あたり
直接焼却量

269Kg（25 位） 264Kg　

年間１人あたり
資源化量

49Kg（35 位） 78Kg　

分別品目数 11（30 位） 12.8　

○排出および資源化状況

項　目 区　分 率

種類組成
 紙・布類 57％
 ﾋﾞﾆｰﾙｺﾞﾑ等 18％
 木竹わら等 11％

成分組成
 水 43％
 可燃 53％

○可燃ごみ質分析結果

※順位は、県内 44市町村中。
　分別品目数は茨城美野里。霞台は 12品目
　データ：平成 24年度一般廃棄物処理実態調査

※データは霞台厚生施設H24可燃ごみ質
　分析結果

「年間３億６千万円（平成２４年度）の予算を投じて、ごみの収集運搬や焼却などの処理等をしています」
※上記に、ごみ焼却施設の建設費は含まれていません。現在、近隣市町とともに、現施設の老朽化に伴い、
　新ごみ焼却施設の供用開始（平成 32年度）を目指しています。

【問い合わせ】 環境課　廃棄物対策係　☎：48-1111（内線 1144）
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石岡警察署管内で、警察官や銀行職員、郵便局員を名乗って、口座番号や預貯金金額を聞き出そうとする
詐欺電話が多発しています。口座番号や預貯金金額を教えてしまうと、現金の引き出しを指示し、ゆう パッ
クや宅急便で指定の住所に送らせようとします。

 ◆警察で現金を振り込むような指示はしません。　
 ◆電話があった金融機関（郵便局）に確認しましょう。
 ◆その電話、振り込め詐欺かもしれません！

【問い合わせ】

振り込め詐欺被害防止のため、周辺の方々にお声がけいただくようお願いいたします。

石岡警察署
☎：28-0110

小美玉市消費生活センター（小美玉市役所 1階）
☎：35-7802　平日午前９時～１２時 /午後１時～４時

－ 警察官・銀行職員・郵便局員を名乗る －

７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/

【検 査 件 数】学校給食：６３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
　６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。

【最高値】0.132 ／時（７月９日計測）
【平均値】0.096 マイクロシーベルト

　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　放射線対策係　☎：48-1111（内線 1013･1014）

【問い合わせ】 学校給食課　☎：56-4855

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

給食素材放射能測定結果（６月測定分）

注意！振り込め詐欺の電話が多発！
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東京電力から農家の皆さまへ

電気事故防止のお願い電気事故防止のお願い
○畑や水田に敷設するビニールなどは、風で飛ばないように固定をお願いします。農事用
　不織布付着のため緊急送電停止になることがあります。
○使用後のビニールなどは放置しないようにお願いします。
○乾燥のために広げて置く場合などにもご注意下さい。
○送電線に付着したビニールにさわると感電する恐れがありますので、さわらずにご連絡
　をお願いいたします。

・風で舞いあがった農事用ビニールや鳥追いテープが送電線に付着するトラブルが発生しております。送電
　線に接触すると停電事故を起こすことがあります。
・鳥追いテープにはアルミ箔が付いていて電気を良く通しますのでご注意ください。
・農作業がご多忙のおり恐縮ではありますが、強風や突風の予報がでた場合は事前にご使用中の農事用ビニー
　ルや鳥追いテープを、もう一度点検するなど舞いあがり（飛散）防止にご協力をお願いします。また、使
　用済みのビニール等は放置せず早めの回収をお願いします。
・農事用ビニールや鳥追いテープが電線に付着した場合には下記までご連絡ください。

【連絡先】

東京電力株式会社
〒 300-0043　茨城県土浦市中央１丁目４番３号
土浦支社　送電保守グループ　　　　　　　茨城カスタマーセンター
☎：029-822-0179　　　　　　　　　　　　☎：0120-995-332

●この写真はサンプルとして、農作物収穫作業中●この写真はサンプルとして、農作物収穫作業中
　の耕作者の承諾を得て撮影したものです。　の耕作者の承諾を得て撮影したものです。

東京電力管内における今夏の電力については、概ね安定供給が確保される見通しですが、節電を前提とす
る予測のため、昨夏に引き続き節電にご協力をお願いします。

節電をお願いしたい期間・時間
　７月１日（火）から９月３０日（火）平日 9：00～ 20：00
　　（８月１３日～１５日を除く）
　無理のない範囲で節電にご協力をお願いします。

【問い合わせ】 環境課　環境衛生係　☎：48-1111（内線 1141・1142）

節電のお願い節電のお願い
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ファミリークッキングにご参加ください！
「青少年を育てる小美玉市民の会　家庭部会」では、「早寝・早起き・朝ごはん」をキャッチフレーズに、
家族団らんの仲良く楽しい食事を目指してファミリークッキングを開催します。
美味しくて、簡単に作れるメニューなので、料理の体験や夏休みの家族との思い出作りに、お子様・お孫
様と一緒にお気軽にご参加ください。
【日　　時】８月１７日（日）　9：00～ 15：00（受付：8：30から） 
【会　　場】小川保健相談センター　調理室
【メニュー】・手作り餃子　　・中華風サラダ　　・スムージー　　・きらきら寒天
【参 加 費】無　料
【持 ち 物】エプロン、三角巾、筆記用具、スリッパ
【募集人数】先着２０組（定員になり次第締切らせていただきます。）
　　　　　　※参加者は、男性女性を問いません。
【指 導 者】小美玉市食生活改善推進員
【申し込み締め切り】
　　　　　 ８月１０日（日）
【申し込み方法】
　　　　　 生涯学習センターコスモス（TEL：26-9111）までお電話にてお申し込みください。
　　　　　　※なお、月曜日は休館のため申し込みできません。
【そ の 他】メニューが変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

【問い合わせ】 生涯学習センターコスモス　☎：26-9111

菜菜
さいこんたんさいこんたん

根譚根譚を読んでみませんかを読んでみませんか
― 講座参加者募集‼―

講座番号 第 1回 第２回 第３回 第４回
期　　日 ９/５（金） ９/１２（金） ９/１９（金） ９/２５( 木）
時　　間 10：00 ～ 11：30 10：00 ～ 11：30 10：00 ～ 11：30 10：00 ～ 11：30
場　　所 生涯学習センター

コスモス（集会室）
生涯学習センター
コスモス（サークル室）

生涯学習センター
コスモス（集会室）

生涯学習センター
コスモス（サークル室）

講義内容

菜　根　譚
中国、明末の洪応明（自誠）の語録。２巻。合計３５６条の短文よりなる。出処進退、処世
訓、人生の楽しみなどを儒教を中核に、道教および仏教を取り入れて、対句構成の簡潔な文章
で説いている。人生の辛酸をなめた著者が深刻に開陳したその人生訓は人びとを魅了し、中国
におけるよりはむしろ日本において禅僧をはじめとする多くの読者を得、今日でも隠れた読者
をもっている。

講　　師 形山　睡峰
講師略歴 [ 無相庵・菩提禅堂 ] 堂主、かすみがうら市在住
募集人員 ２０名 ２０名 ２０名 ２０名
募集期間 ８/２（土）～９/２（火）８/２（土）～９/９（火）８/２（土）～９/１３（土）８/２（土）～９/２０（土）
参 加 費 無　料

問い合わせ
生涯学習センター・コスモス　　　
〒 311-3433　小美玉市高崎２９１－３　　　☎：26-9111　

申し込み先 小川公民館  ☎：58-3111 ／美野里公民館  ☎：48-1110 ／玉里公民館  ☎：26-9111

○それぞれ単独でも受講できます。
○お申し込みは、下記申し込み先に電話・FAXまたは直接お申し込みください。
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やすらぎの里小川からのお知らせやすらぎの里小川からのお知らせ
やすらぎの里小川の開館時間が変更になりました。

【開館時間】
４月～５月・１０月～３月
６月～９月 ９：００～２０：００

９：００～１７：００

※月曜日は休館日。月曜が祝日の場合、火曜日も休館。
※料金等詳しい問い合わせは下記までお願いします。

【問い合わせ】 やすらぎの里小川　☎：58-4580

第１０回小美玉市ソフトバレーボール大会第１０回小美玉市ソフトバレーボール大会
参加者募集のお知らせ参加者募集のお知らせ

【期　 　日】８月２４日（日）
　　　　　　　受　　付　　８：４５～
　　　　　　　開 会 式　　９：００
　　　　　　　試合開始　　９：１５　（コート３面同時進行）
【会　 　場】玉里Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館　（小美玉市栗又四ケ 2316-1）
【参加資格】小美玉市に在住の小学生以上もしくは在勤の方で構成されるチーム
　　　　　先着１８チーム程度

【参 加 料】１チーム　１，０００円（当日徴収）
【チーム構成】　　

○チームは、監督１人、マネージャー１人、キャプテンを含む競技者４人と、４人以内
　の交代競技者で構成される。
○監督、マネージャーは競技者を兼ねることができるが、その結果、競技者、交代競技
　者の数が規定を越えることはできない。
○競技者４人の男女構成はフリーとする。（男子・女子のみの構成も認める。）

【ル ー ル】ソフトバレー公式ルールに準じますが、一部小美玉市ルールを採用します。
【申込期間】７月２８日（月）～８月６日（水）＊ 17時まで　

※所定の参加申込書に必要事項を記入のうえ、FAXまたは直接お申し込みください。
電話での申し込みは不可とします。
※申込書・ルールの設置場所は、玉里運動公園、また小美玉市のHPからもダウンロー
ドできます。（申し込みチーム数によっては、ルールを変更する場合があります。）
※事前運営等に協力いただけるチームを募集しています。協力いただける場合は、参
加申込書に名前・連絡先を必ず記入してください。

【問い合わせ】 小美玉市バレーボール協会　事務局　菅谷　
小美玉市小川４－１１　（教育委員会学校教育課内）
☎：48-1111（内線 2211）（平日 8:30 ～ 17:15）／ FAX ：58-4526

【申 し 込 み】

お詫びと訂正
広報小美玉お知らせ版 7月号の９ページに誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

【毎日を元気に‼～腰痛・膝痛・肩こり予防教室∼　問い合わせの欄】

誤：介護福祉課　地域包括支援センター　代表　☎：48-0221（内線 3114）

正：介護福祉課　地域包括支援センター　代表　☎：48-1111（内線 3114）
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関連本関連本

山の日山の日

日本 200 名山を登る 101 ～ 200 の山々　 　　　　　            昭文社 
富士山 聖と美の山 　 　　　　　　　　　　　　　　　          中央公論新社
知識ゼロからの山歩き入門 　　　　　　　　　　　　            小倉　董子　著
日帰りハイク関東 2014　 JTB パブリッシング 
自然を歩こう！トレッキングのＡＢＣ 　　　　　　　　　　 橋谷　晃　著　山と渓谷社
女子のための週末登山 もうちょっと高い山に登りたい人へ　 西野 淑子　著 大和書房 

６月２３日に参議院で可決され、平成２８年から８月１１日が「山の日」という祝日に決まりました。
国民の祝日に関する法律では「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨としています。

お盆の開館時間についてお盆の開館時間について
小川図書館、玉里図書館　８月１３日（水）～１５日（金）　午後５時で閉館になります。
美野里公民館　　　　　　８月１４日（木）、　１５日（金）　午後５時で閉館になります。
羽鳥ふれあいセンター　　８月１３日（水）～１５日（金）　まで休館になります。

小美玉市図書館・図書室カレンダー

Ａコース
８月７日・２１日　９月４日・１８日

Ｂコース
８月１４日・２８日　９月１１日･２５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。

８
月
８
月･･

９
月
の
９
月
の

お
は
な
し
会

お
は
な
し
会

小川図書館
小川図書館　２階　多目的室

・８月　９日（土）１０：３０～
・８月２３日（土）１０：３０～
・９月１３日（土）１０：３０～
・９月２７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。

玉里図書館
生涯学習センター（コスモス）１階　和室
・８月　９日（土）１０：３０～
・９月１３日（土）１０：３０～
美野里公民館図書室
美野里公民館　２階　講座室
・８月２３日（土）１０：３０～
・９月２７日（土）１０：３０～

小　川　図　書　館 全日 9：30 ～ 20：00

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。

＊■は美野里公民館の休館です。

＊■は全館休館です。

＊■■は小川・玉里図書館が図書整理のため休館です。

＊■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）

８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

９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
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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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いたずら電話にご注意ください！！いたずら電話にご注意ください！！

【電話があったときの対応】
①すぐに質問に答えないでください。
②「折り返し電話する」と⾔い、どこの保健所または保健センター等なのか、担当課名、本⼈の⽒名、電
 話番号等相⼿が名乗る機関の連絡先を聞き出しメモして下さい。
③聞いた電話番号がその通りかどうか、エイズ検査や婦⼈科健診などを電話調査しているか、保健セン   
 ター等にお問い合わせください。

○⼥性の職場にかかってきたときは、仕事関係の電話でなければ、「どのようなご⽤件ですか？」と聞きな
おして①〜③の対応をしてください。

いたずら電話をうけたときの
【連絡・相談先】＊⼥性職員をご指名ください。
①市保健センター等 
     四季健康館      ☎ 48-0221
     ⼩川保健相談センター ☎ 58-1411
     ⽟⾥保健福祉センター ☎ 48-1111（内線 3310・3311）
②⽯岡警察署          ☎ 28-0110
③茨城県警⼥性安⼼パートナー  ☎ 029-301-8107
 茨城県警県⺠安⼼センター   ＃ 9110 または 029-301-9110

 職員を装った男性からエイズ検査や婦⼈科健診等の問い合わせと称したいたずら電話があり
ました。
 健診等に関することは、⼩美⽟市の保健師等（⼥性）がご連絡いたします。
 男性職員が、プライバシーに関する質問をすることはありませんので、男性からかかってき
た電話にはご注意ください。

～２０歳以上の市民の皆様へ～

健康・食育に関するアンケート調査へのご協力のお願い健康・食育に関するアンケート調査へのご協力のお願い
　日頃から市健康づくり行政にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。
　市では、今後の健康づくり施策や「小美玉市健康増進計画・食育推進計画」２次計画を策定するため、市
民の皆様にアンケート調査を実施することとなりました。
　つきましては、ご多忙中とは存じますが、調査の趣旨をご理解いただき、アンケート調査がお手元に届い
た際には、調査へのご協力をお願い申し上げます。

１．調査対象者　　　小美玉市在住の２０歳以上の方のうち、住民基本台帳から無作為に抽出した約 1500 人
２．調査票郵送予定　平成２６年７月下旬
３．調査期間　　　　平成２６年８月８日【金】まで
４．返却方法　　　　同封の返信用封筒に入れ投函

◆留意事項
◎ このアンケート結果は、健康増進計画・食育推進計画の策定や今後の健康づくり行政の資料として、活　
　  用させていただきます。
◎  アンケートの回答・返送は、無記名でお願い致します。
◎  アンケートに関するお問い合わせは、健康増進課までお願い致します。
◆連絡先
　　小美玉市保健衛生部健康増進課
　　四季健康館　☎：48-0221
　　担当：健康推進・食育推進係（内線 4001・4003）
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７月のほけんがいど

●大広間健康相談・健康教室開催
とき ところ 内容
9 火

四季健康館 シルバーリハビリ体操10 水
11 木
12 金

●母子保健事業
とき ところ 事業名（受付時間） 対象者
５ 金 玉里保健福祉センター 育児相談（9：30 ～ 11：00） 乳幼児と保護者
７ 日 玉里保健福祉センター ハローベビー教室：育児編（9：15 ～ 9：30）妊婦及びご家族
９ 火 四季健康館 １０か月児相談（9：30 ～ 10：00） 美野里（平成 25 年 10 月～ 11 月生）
10 水 四季健康館 ２歳児歯科健診（13：00 ～ 13：30） 美野里（平成 24 年 3月～ 5月生）
17 水 小川保健相談センター １歳６か月児健診（13：00 ～ 13：30） 小川・玉里（平成 25 年 1月～ 2月生）
19 金 四季健康館 ３歳児健診（13：00 ～ 13：30） 美野里（平成 23 年 3月 11 日～ 4月生）
30 火 玉里保健福祉センター ４か月児健診（13：00 ～ 13：30） 小川・玉里（平成 26 年 4月～ 5月生）

●成人保健事業
とき ところ 事業名（受付時間） 対象者
1 月 玉里保健福祉センター 子宮頸がん・乳がん検診（12：15 ～ 13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）2 火
3 水 小川保健相談センター 総合健診（7：00 ～ 10：30） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）4 木
4 木 四季健康館 こころの健康相談（9：30 ～ 11：00） 希望者※要予約
8 月 四季健康館 子宮頸がん・乳がん検診（12：15 ～ 13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）
10 水 小川保健相談センター 総合健診（7：00 ～ 10：30） 希望者※要予約
11 木 四季健康館 こころのデイケア（9：30 ～ 10：00） 希望者※要予約
12 金 四季健康館 子宮頸がん・乳がん検診（12：15 ～ 13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）

16 火 小川保健相談センター 住民健診（9：30～ 11：30、13：30～ 15：00）申し込み不要　希望者は直接健診会場にお越しください。

18 木 小川保健相談センター こころのデイケア（9：30 ～ 10：00） 希望者※要予約
木 四季健康館 子宮頸がん・乳がん検診（12：15 ～ 13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）

19 金 小川保健相談センター 子宮頸がん・乳がん検診（12：15 ～ 13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）
24 水 四季健康館 住民健診（9：30～ 11：30、13：30～ 15：00）申し込み不要　希望者は直接健診会場にお越しください。25 木
25 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
28 日 小川保健相談センター 子宮頸がん検診（12：15 ～ 13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）
29 月 四季健康館 子宮頸がん・乳がん検診（12：15 ～ 13：00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）30 火

７７７７７７７７７７７７７７７月の けんがいど７７７７７７７７７７７７７７７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９月のほけんがいど

【試  験  日】
１０月２２日（水）１３：３０～１５：３０　　※受付開始は１２：３０～

【受験者講習会】
　９月１９日（金）１３：３０～１６：３０

【会　　場】
水戸プラザホテル（水戸市千波町 2078 －１）　　☎：029-305-8111

【申込締切】
8 月１５日（金）小美玉市役所下水道課（小川総合支所）必着

【手  数  料】
受験手数料　：２，０００円　講習会手数料：２，０００円（計４，０００円）

【そ  の  他】
受験資格、申込書については、下記までお問い合わせください。

【問い合わせ】
【申 し 込 み】 都市建設部下水道課業務管理係（小川支所内） ☎：48-1111（内線 2121･2122）

排水設備主任技術者試験および受験者講習会のお知らせ排水設備主任技術者試験および受験者講習会のお知らせ
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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

　８月　２日（有）清司工務店 ☎48-2389 　９月　６日（株）オカザキ ☎46-3930

湖北水道企業団
☎ 24-3232

　８月　３日（株）美野里建設 ☎47-0780 　９月　７日（有）宮川建設 ☎48-1709

　８月　９日（有）重藤建設 ☎53-0448 　９月１３日（有）  大和田建設 ☎48-3351

　８月１０日（有）共立建設 ☎36-8015 　９月１４日（株）小林工業 ☎48-2375

　８月１３日（株）小林工業 ☎48-2375 　９月１５日 倉田電気商会 ☎58-2909

　８月１４日 倉田電気商会 ☎58-2909 　９月２０日（株）  スズヤ ☎46-0007

　８月１５日（株）川名工務店 ☎46-0305 　９月２１日（株） 内藤工務店 ☎58-2050

　８月１６日（有）広瀬商事 ☎53-0833 　９月２３日（有）  尾形工務店 ☎58-1701

　８月１７日（株）クボタ総建 ☎46-0006 　９月２７日（株）内田工業 ☎54-0041

　８月２３日（株）常陸開発工業 ☎49-1466 　９月２８日 興和工業（株） ☎49-1103

　８月２４日 中村工業（株） ☎58-3025

　８月３０日（有）山口水工 ☎58-0129

　８月３１日 金藤水道工事店 ☎48-4440

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。

８月・９月の漏水修理当番８月・９月の漏水修理当番

♪
第２７回那珂湊海上花火大会

　那珂湊漁港で行われる、県内最大規模を誇る海上花火大
会です。那珂湊名物水中スターマインは必見。漁港の特性
を存分に活かした、光と水の共演をお楽しみいただけます。

【日時】８月１２日（火）
【場所】那珂湊漁港
【主催】那珂湊海上花火大会実行委員会
【後援 ･協力等】ひたちなか市　　　　　
【問い合わせ】 那珂湊海上花火大会実行委員会
　　　　　　　  ☎：029-263-7811

　交流とふるさと意識の高揚、賑わいの創出および本市
の PRを図ることを目的とした市民交流事業です。初日は
陸上自衛隊勝田駐屯地において花火大会が開催されます。
フィナーレを飾るメロディ付きジャンボスターマインは
圧巻で、日本最高峰の芸術をお楽しみいただけます。本祭
りでは市政２０周年を記念した内容で、市民による手作り
のお祭りとして、山車 ･神輿の巡行やダンスパレードをは
じめ様々なイベントを予定しています。

【日時】８月１６日（土）・１７日（日）※花火：１６日（土）
【場所】JR勝田駅東口周辺市街区域
【主催】第２０回ひたちなか祭り実行委員会
【後援 ･協力等】ひたちなか市、ひたちなか市観光協会
【その他】公式サイト：http://www.hitachinaka-fes.com/
【問い合わせ】ひたちなか祭り実行委員会
　　　　　　  ☎：029-272-0540

ひたちなか市
第２０回ひたちなか祭り・花火大会

ひたちなか市

　　　　　　　  ☎
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【日　　時】8 月１２日（火）９：００～
【場　　所】潮来ホテル　☎：0299-62-3130
【必要書類】
・船舶免許コピー　１枚
・写真（たて４．５ｃｍ×よこ３．５ｃｍ）２枚
・住民票（本籍地記載）１枚
【料　　金】
１１，０００円（更新）
１６，０００円（失効）
【申込方法】必要書類を添えてお申し込みください。
【申込締切】７月２９日（火）
【問い合わせ】
水郷ボートサービス（株）☎：0299-63-1231

【対　　象】どなたでも（小学生以下は保護者同伴）
【日　　時】
８月２６日（火）１０：００～１７：００
８月２７日（水）１０：００～１７：００
【場　　所】霞ヶ浦周辺（バスで移動しながら採点）
【集合・解散場所】
８月２６日（火）国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所
８月２７日（水）霞ヶ浦総合公園駐車場
【募集人員】各回２０人先着順
　　　　　 （２６日、２７日の両日参加も可能です。）
【参  加  費】無料
【申込方法】電話またはファックス
　　　　　 （住所、氏名、連絡先、人数を記入）
【締め切り】８月８日（金）１７：１５まで
※応募者の参加通知は８月１９日（火）までに通知予定
【問い合わせ・申込先】
国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所調査課
   ☎：0299-63-2415
FAX：0299-63-2495

霞ヶ浦の公園などを巡り、霞ヶ浦の「川の通信簿」

を作ります。「川の通信簿」は、国土交通省において、

これからの霞ヶ浦の保全や整備を考えるための重要

な資料となります。以下のとおり採点者を募集しま

す。

【日　　時】
９月１３日（土）９：００～１７：００（昼休み：４０分）
９月１４日（日）９：００～１８：０５（昼休み：４０分）
※昼食を持参願います。
【会　　場】
茨城県 JA会館分館２F（水戸市梅香 1-5-5）
【受付期間】
９月１日（月）～９月５日（金）９：３０～１６：３０
【定　　員】６０名　（定員になり次第、締め切り）
【受  講  料】１１，８８０円（テキスト代別）
【申込方法】
●顔写真１枚（たて 25mm×よこ 20ｍｍ）
◎直接持参する場合
申込用紙をウェブサイトからダウンロードし、申
込用紙と受講料、教材費を下記問い合わせ先まで
ご持参ください。
◎郵送の場合
①申込書・受講料・教材代を現金書留で送付して
ください。
②郵便振替希望者は振替用紙を送付します。
③会員事業所等は、請求書による代金振込がで
きます。
※代理人の申込はできますが電話ではできません。
また、郵送は申込期日前でも受理します。

【問い合わせ】日本ボイラ協会　茨城支部
〒 310-0022　水戸市梅香 1-5-5
茨城県 JA 会館分館 3階
☎：029-225-6185
FAX：029-225-6509

区　　分 ６月中 累　　計
火　　災 ２ １１
救　　急 １５６ ９２６
急　　病 ９４ ６０５
交通事故 １９ ９９
一般負傷 １６ １１２
そ の 他 ２７ １１０

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

＊ＡＥＤの使用法を含めた救急講習会等お
よび防火教室について、随時各消防署に
おいて受け付けを行っていますので、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

連　絡　先

６月末現在の小美玉市内の事故発生状況
　　　　　　　　　（前年比）
○発生件数　　７９件（＋６）
○死　者　数　　　０名（－１）
○負傷者数　１０６名（＋９）
○物損件数　５４５件（＋４）

※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

霞ヶ浦の通信簿　採点者募集！

船舶免許更新失効講習会を実施します第４回ボイラー取扱技能講習を実施します
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次回お知らせ版９月号の発行日は８月２８日（木）です。

【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　７月３０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。

９月１７日　
１０月１５日※

社会福祉協議会小川支所
☎：58-5102

９月　３日　
９月２４日※

社会福祉協議会美野里支所
（四季健康館内）
☎：36-7330

９月１０日※
１０月　１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）

８月１９日
１３：３０～１５：３０
玉里総合支所　２階　相談室
大山　進　相談委員

８月２０日
１３：３０～１５：３０
小川総合支所　１階　会議室
村尾　實　相談委員

８月２１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。

緊急診療（石岡市医師会病院内）２３－３５１５

休日
3・10・17・24・31
◆受付　 ９：００～１１：３０
　　　　１３：００～１５：３０

夜間 2・3・9・10・16・17・23・24・30・31
◆受付　１８：００～２１：３０

８８月月 ８８月月休日診療当番医（外科）
緊急診療（内科・小児科）

◆受付　９：００～１１：３０・１３：００～１５：３０
日 場　　所 住　　所 電話番号

3 石岡市医師会病院 大砂 10528-25 22-4321

10 石岡市医師会病院 大砂 10528-25 22-4321

17 石岡市医師会病院 大砂 10528-25 22-4321

24 山王台病院 東大橋 4-1-38 26-3130

31 府中クリニック 府中 5-11-1 22-2146

行政書士無料相談会
【開催日】８月１９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

８月の納税・納付

・国民健康保険税　第４期

・介護保険料　第３期

・市県民税　第２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

・後期高齢者医療保険料　第２期

（※納期限は、９月１日です）

人口と世帯数（平成２６年７月１日現在）

世帯数……………………２０，２０１戸（ー　３７）

　男　……………………２６，８４４人（ー　２５）

人　口……………………５２，９９１人（ー　６８）

　女　……………………２６，１４７人（ー　４３）

※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。

（　　）は前月比


