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■申し込み方法

・ 応募用紙を郵送
・市ホームページの応募フォームで
　入力

▼応募用紙の入手方法	 	

・ 生涯学習課の窓口	 	

・ 市ホームページ

■申し込み先

小美玉市	生涯学習課	生涯学習係

〒311-3492　小美玉市小川4-11

（小川総合支所2階）

小美玉市成人式
プロデュース計画

始動

申し込み期限　　7 月 31 日 （金）

成
人
式
実
行
委
員

募
集

来
年の成人式に向けて、 企画や運営を行う 「成人

式実行委員」 を募集します。 一生に一度の記念

日を、 自分たちの手で思い出に残るものにして

みませんか。 意欲とアイデアにあふれた新成人の応募を

お待ちしています。

■活動内容

成人式の企画 ・運営

成人式日程 ：令和3年 1月 10日 （日）

実行委員会の開催は9月から月 1回程度を予定しています。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、 スケジュールが

変わることがありますのでご了承ください。

■実行委員の募集内容

対象	 平成１２年４月２日～翌年４月１日の生まれで、

	 小美玉市の成人式に参加する予定の方

人数	 若干名

※公募のほか、 市内各中学校から推薦された方と合わせて	

20名程度で組織します。

令和元年度成人式実行委員

内山龍人さん

市ホームページ

先輩からメッセージ

私は学級委員等の全体を取り

まとめる仕事をしたことが無か

ったのですが、 実際に自分た

ちが決めた内容に沿って進行

する式を見ていると、 感慨深

い気持ちになりました。 不安も

ありましたが、 今では委員とし

て活動できてよかったなと思っ

ています。

問い合わせ 生涯学習課　生涯学習係　☎ 0299-48-1111 （内線 2262）



2 広報おみたま　お知らせ版　2020.7

新型コロナウイルス感染症予防

新しい生活様式を実践しましょう

　市民ひとりひとりの取り組みにより新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が解除されました。 今後ふ

たたび感染を拡大させないために、 「三つの密 （密集、 密接、 密閉）」 を避けることや手洗いの励行などに加え、

新しい生活様式を取り入れた感染予防を実践しましょう。

　また、 これからの季節は、 熱中症予防にも取り組みましょう。

■熱中症予防のポイント

・ エアコンを使うなど、 できるだけ暑さ

を避けて。

・ 屋外で周囲の人と十分な距離を保て

る場合は、 適宜マスクをはずして休

憩。

・ こまめな水分補給。 （１日 1.2 ℓを目

安に）

・ 日頃から体温測定など健康チェック

を行い、 体調が悪いと感じたら早め

に静養。

■日常生活での新しい生活様式

買い物
一人または少人数ですいた時間に行く、
通販も利用。

公共交通
会話は控えめに、
混んでいる時間帯は避けて利用。

スポーツ
公園はすいた時間、 場所を選び、
ジョギングは少人数で。

食事
持ち帰りや出前、 デリバリーも。
大皿は避けて、 料理は個別に。

冠婚葬祭 多人数での会食は避けて。
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おみたまネットモニターに登録しませんか

■７月から除菌用酸性電解水の配布場所が変わります

施設名 電話番号

小川文化センターアピオス 58-0921

四季健康館 48-0221

生涯学習センターコスモス 26-9111

〇配布時間　9：00～ 17：00

〇持ち物　洗浄したペットボトル等

タオルや新聞紙など日光を遮るもの

・配布休止日や配布場所の詳細は、 ホームページか下記の

問い合わせ先でご確認ください

・利用状況、 機器の状況によって日程が変更となる場合が

あります

問い合わせ 健康増進課　健康推進係　☎ 0299-48-0221 （四季健康館）

■公共施設を利用する方へお願い

6 月から公民館や保健センターなど公共施設の利

用をおおむね再開しました。 利用する際は、 新型

コロナウイルス感染症拡大防止のため次の対策に

ご協力ください。

１． 自宅で体温を測り体調確認 （体調が悪い場合

は、 施設の利用をご遠慮ください）

２． 来場する場合はマスク着用

３． 入口のアルコール消毒液による手指消毒

4． 会場内の密を避けるため、 入場人数を制限し

ている場合もあります

５． 今後の感染拡大の状況によっては事業 （施設

の利用） を中止する場合もあります

■ホームページから登録できます

市民の皆さまの考えや意識を把握するため、 小美玉市

のモニターとしてアンケートに協力してくださる方を募

集しています。 いただいた貴重なご意見は、 小美玉市

のよりよいまちづくりのために活用します。

資格要件

市内在住 ・ 在勤 ・ 在学中の１６歳以
上の方
インターネット ・ 電子メールを使用
できる方

任期 いつでも登録 ・解除ができます

登録方法
おみたまネットモニターホームペー
ジを確認し、 登録ページから登録し
てください

費用

登録に関する費用はかかりません
インターネット接続に必要な通信費
等は、 すべてモニターご本人の負担
となります

■アンケートの内容

年に３～４回程度、 パソコンやスマホでアン

ケートにご協力いただきます。

すぐに回答できる気軽なものから、 地域課

題解決を目的として長期的に活用するもの

まで多岐にわたります。

これまでに実施したアンケートの一例

・広報紙に関するアンケート

・ ご当地ナンバープレートのデザイン選定

おみたまネットモニター
ホームページ

問い合わせ 秘書政策課　秘書広聴係　☎ 0299-48-1111 （内線 1202 ・ 1204）
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8 月から国民健康保険証が新しくなります
今年度の保険証はえんじ色です

■ 8 月 1 日から保険証が新しくなります

・ 色はえんじ色です

・ ７月７日 （火） 頃から簡易書留郵便でお届けします

・ 保険証はなくさないよう、 大切に扱いましょう

■新しい保険証の記載内容を必ず確認してください

・ 新しい保険証が届いたら、 保険証に書かれている

内容を必ず確認してください

・ 旧保険証は、 裁断して破棄するか、 市役所 ・ 各総

合支所 ・出張所まで返還してください

■今年からカードケースは同封していません

毎年国民健康保険証にカードケースを同封していまし

たが、 今年度から同封していませんので現在使用し

ているケースをそのままお使いください。

なお、 新規加入の方、 汚損 ・ 紛失した等の場合は、

下記の窓口で新しいものをお渡しします。

小美玉市役所本庁舎 1階　医療保険課

小川総合支所　総合窓口係

玉里総合支所　総合窓口係

■配達時に不在で受け取れなかった場合の問い合わせ先

8月 2日 （日） まで ：石岡郵便局コールセンター　

☎不在票に記載された電話番号

8月4日 （火） 以降 ：医療保険課　国保年金係　

☎0299-48-1111 （内線 1103 ・ 1105）

■不在で受け取れなかったときの受け取り方法

受け取り期間 お住まいの地区 受け取り窓口 持ち物

８月４日 （火） ～７日 （金） 全地区 市役所医療保険課
「本人確認書類 （運転免

許証など）」

または 「旧保険証」

※別世帯の方が受け取る

場合は委任状が必要です

8月11日 （火） 午後以降

美野里 市役所医療保険課

小川 小川総合支所

玉里 玉里総合支所

問い合わせ 医療保険課　国保年金係　☎ 0299-48-1111　（内線 1103 ・ 1105）
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国民健康保険税の内容をご確認ください

■国民健康保険制度とは

病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるように、 加入者が

保険税を出し合いお互いを助け合う医療保険制度です。 国保を支える

貴重な財源ですので、 納期限までにきちんと納めましょう。

1. 令和 2 年度　国保税率

①医療費に

あてる分

②後期高齢者

支援金分

③介護の費用に
あてる分

（40歳以上65歳未満）
説明

所得割 6.4％ 2.1％ 2.0％

被保険者それぞれの前年中の総所得金額か

ら、 基礎控除額 （33 万円） を差し引いた金

額に掛け算します

均等割 22,000円 8,000円 15,000円 被保険者の人数に掛け算します

平等割 21,000円 7,000円 － 一世帯当たりの額

賦
ふ

課
か

限度額 63万円 19万円 17万円
計算された額が賦課限度額を超える場合は限

度額までの額

2. 所得が少ない世帯の国保税を軽減します

・ 前年の世帯所得金額が表の基準以下の世帯は、 均等割額と平等割額が軽減されます。

・ 今年度は５割軽減 ・ ２割軽減の対象となる所得の判定基準を引き上げ、 対象を拡大しました。

・ 軽減を受けるには、 前年分の所得の申告が必要です。

令和 2 年度の軽減対象となる世帯所得の基準 軽減割合

世帯所得が33万円　以下 7割

世帯所得が33万円＋28.5万円×被保険者数　以下 5割

世帯所得が33万円＋52万円×被保険者数　以下 2割

3. 国保税は期限までにきちんと納めましょう

・ 国保税は資格が発生した月からかかります。 出生日 ・転入日 ・職

場の健康保険を喪失した日などから資格が発生します。

・ 納税義務者は世帯主です。 世帯主が国保に加入していなくても、

世帯内に国保加入者がいれば、 世帯主が納税義務者となります。

・ 納税通知書を7月中旬に世帯主へ発送します。 年税額、 徴収方法

を確認し、 納期限までに納付してください。

【特別徴収】

世帯内の国保加入者全員が 65 歳以上７５歳未満の場合は、 世帯

主の年金から年６回天引きします。

【普通徴収】

口座振替が原則です。 まだ口座振替にしていない方は、 お早めに

手続きをお願いします。 	

国保税の納期限は年 9 回です

第 1期 　7月 31日 （金）

第 2期 　8月 31日 （月）

第 3期 　9月 30日 （水）

第 4期 11 月 2日 （月）

第 5期 11 月 30日 （月）

第 6期 12月 25日 （金）

第 7期 	令和 3 年 2 月 1 日 （月）

第 8期 	令和 3 年 3 月 1 日 （月）

第 9期 	令和 3年 3 月31日 （水）

問い合わせ 医療保険課　国保年金係　☎ 0299-48-1111　（内線 1103 ・ 1105）

■確認のポイント

1. 国保税率

2. 所得が少ない世帯向けの軽減措置

3. 納期限
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8 月から後期高齢者医療保険の保険証が新しくなります

■ 8 月 1 日から保険証が新しくなります

・ ７月 31日までに簡易書留郵便でお届けします

・色はえんじ色です

・保険証はなくさないよう、 大切に扱いましょう

■新しい保険証の記載内容を必ず確認してください

・新しい保険証が届いたら、 保険証に書かれている内容

を必ず確認してください

・保険料の滞納があると、 通常より有効期限が短い保険

証が発行されます

・青色の旧保険証は、 8月 1日以降に裁断し破棄して

ください

■保険料の初回納期限は 7 月 31 日です

保険料の納め方は、 次の2通りあります

納め方について詳しくは、 通知書を確認するか、 医療

保険課へお問い合わせください

①普通徴収

・納入通知書と納付書を7月中旬に発送します

・ 「口座振替で納付」 と 「納付書で納付」 の２つの納

付方法があります。 いずれかの方法で、 納期限まで

に納付してください

②特別徴収

・年金から年６回天引きする方法です

・保険料額決定通知書を８月上旬にお送りします

・特別徴収が可能な方は、 原則として特別徴収が優先

されます

■口座振替についてよくある質問

Q. 国民健康保険加入時に口座振替にしていましたが、

後期高齢者医療保険も自動で口座振替になりますか？

A. 後期高齢者医療制度と国民健康保険は別の制度の

ため、 引き続き口座振替を希望する場合は改めて口座

振替の申し込みが必要です。 預 ・貯金通帳と届出印を

持って市役所指定の金融機関で手続きしてください。

■限度額適用 ・ 標準負担額減額認定証 （黄色）

認定証をすでにお持ちで、 令和２年度も同一世帯

の全員が住民税非課税の方には、 保険証と一緒に

新しい認定証をお送りします。

■限度額適用認定証 （青色）

認定証をすでにお持ちで、 令和 2 年度も該当と

なる方には、 保険証と一緒に新しい認定証をお送

りします。

問い合わせ 医療保険課　医療福祉係　☎ 0299-48-1111　（内線 1106 ・ 1108）

有効期限

８月からの負担金の割合
(1割または3割 )
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国民年金保険料の免除申請が始まります

　国民年金は、 加入者である皆さんに保険料 ( 令和 2

年度は月額 16,540 円 ) を納付していただくことで

成り立っていますが、 所得が低いなどの理由から保険

料を納めることが困難なとき、申請すれば納付が免除・

猶予される制度があります。

　令和2年度分 (7月分から翌年6月分までの国民年

金保険料 )の免除・納付猶予の申請受付が始まります。

受付　7 月 1 日 ( 水 ) から

■申請に必要なもの

①	年金手帳 (基礎年金番号がわかるもの )

②	印鑑

③ 【失業者のみ】 雇用保険受給資格者証など

【り災者のみ】 り災証明書など

※③は該当する審査対象者のみ必要で、 その方の所

得を除外して免除等審査が行われます。

■申請窓口

小美玉市役所医療保険課

小川総合支所窓口

玉里総合支所窓口

※申請日の 2 年 1 か月前の月分までさかの

ぼって免除等を申請できます。 令和 2 年 6

月以前にも未納期間がある方は、 あわせて

市役所にご相談ください。

■新型コロナウイルス感染症の影響により、	

一時的に国民年金保険料の納付が困難な方へ

失業、 事業の廃止 ( 廃業 )、 休止の届け出を

行っている方など、 一定要件に該当する方は、

保険料の免除が適用できる場合がありますの

で、 お近くの年金事務所にお問い合わせくだ

さい。

4分の 1免除 半額免除 4分の3免除 全額免除 納付猶予 学生納付特例

令和2年度

保険料額
12,410円 8,270円 4,140円 - - -

対象者 60歳未満の方 50歳未満の方 学生

年金受給資格

期間に算入
○ ○ ○ ○

老齢基礎年金額に

反映される割合
× ×

追納

(後から保険料を納めること )

10年以内ならさかのぼって納めることができます

(3年度目以降は当時の保険料に一定の金額が加算されます )

■免除となる所得の目安
条件：「本人」、 「配偶者」、 「世帯主」 それぞれの前年所得が、 所得基準額以下

免除制度の種類 所得基準額の目安

全額免除 (扶養親族等の数+1) × 35万+22万円

4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の 1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

■追納するには
　経済的余裕ができたら、 年金額を満額に近づけるために追納しましょう。

　追納するには、 ①年金手帳、 ②印鑑を持参し、 市役所で申請をしてください。

対象 ：

学生以外の50歳未満の方

条件 ：

「本人」 と 「配偶者」 の所得

が、 左の表の全額免除の所

得基準額以下であること。

■納付猶予制度

問い合わせ 日本年金機構　水戸南年金事務所　☎ 0299-227-3278
医療保険課　国保年金係　☎ 0299-48-1111　（内線 1102 ・ 1103）

※免除後の保険料を納付しなかった場合、 免除が無効(未納 )になります。

7
8

6
8

5
8

4
8

■免除 ・ 納付猶予の種類と違い
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問い合わせ 収納課　☎ 0299-48-1111　（内線 1186 ・ 1187）

（地方税法第331条ほか）納付のない場合は
「滞納者の財産を差し押えなければならない」



9広報おみたま　お知らせ版　2020.7

有害鳥獣対策のための支援をご活用ください

小美玉市営住宅の入居者を募集します

■申し込み方法

まずは電話でお問い合わせください。

複数の市営住宅への入居申し込みはできません。

■入居申込書の配布 ・ 申込期間

７月１日 (水 ) ～７月３１日 (金 )

※土 ･日曜日 ､祝日を除く

■入居申込書の配布 ・ 提出場所

本庁都市整備課

小川総合支所総合窓口課　

玉里総合支所総合窓口課

■入居予定者の決定

入居予定者は、 市営住宅入居者選考委員会が審

査し決定します。

■入居申し込みの資格

次のすべてに当てはまることが必要です。

①市内に住所があるか、 市内で勤務している方

②同居している親族がいるか、 同居しようとしている親

族がいる方

③現に住宅に困窮していることが明らかな方

④県税 ・市町村税を滞納していない方

⑤収入基準にあてはまる方

一般世帯…収入月額 158,000円以下

裁量世帯…収入月額214,000円以下

＊裁量世帯とは、 高齢者世帯 ・ 障害者世帯 ・ 小学校

就学前の子どもがいる世帯等のことです

＊収入月額の計算方法 ：

（世帯全員の年間所得金額－控除額） ÷ 12カ月

⑥入居者 (同居する親族を含む )が暴力団員でないこと

【募集する市営住宅】

住宅名 所在地 募集戸数 家賃 ( 月額 ) 間取り
トイレ

浴槽
建築年度

ハトリ第2団地 羽鳥2909-5 10戸
16,500～

48,700円

3DK

水洗

浴槽あり

昭和58～

60年度

大黒団地 小川89 6戸
19,300～

47,900円 水洗

浴槽なし

平成3年度

大塚団地 小川 19 2戸
16,400～

41,700円
昭和61年度

問い合わせ 都市整備課　建築係　☎ 0299-48-1111　（内線 1413 ・ 1414）

■わな猟免許取得手数料などを助成します

概要

イノシシ ・ ハクビシンによる農作物被
害対策のため、 新規で狩猟免許 （わ
な猟） の取得に要する対象経費を助
成します。

対象者
・ 市内に住所を有し、 新たにわな猟免
許を取得する方

・過去に狩猟事故や狩猟違反がない方

対象経費
・ わな猟免許申請手数料
・狩猟免許予備講習会受講料

補助額
全額補助 （合格者のみ）
※予算には限りがあります。 希望する

方はお早めに申請してください

その他

予備講習会の開催に関することは、
以下にお問い合わせください。
（一社） 茨城県猟友会　
☎0296-72-7730

■電気柵や防護柵の設置経費を助成します

概要
有害鳥獣による農作物被害の防止を図
るため、 耕作農地への防護柵を設置する
費用の一部を助成します。

対象者
・市内に住所を有し、 農業を営んでいる方
（以前に国 ・ 県その他団体から補助金
等の交付を受けている方は除きます）

対象経費
・被害防止防護柵 （電気柵、防鳥ネット等）
の資材購入費

補助額

経費の2/3以内 （限度額があります）
※必ず、 資材を購入する前に申請してく
ださい

※予算には限りがあります。 希望する方
はお早めに申請してください

問い合わせ 農政課　振興係　☎ 0299-48-1111　（内線 1154）
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無人ヘリコプターによる水稲農薬空中散布を実施します

地区名 小川地区 美野里地区

散布日 7月 23日 （木 ・祝） 7月 24日 （金 ・祝） 8月 1日 （土）

散布時間 午前5：00頃～ 11：00頃

散布地区

本田町、立延、中根、二本松、

宮田、下馬場、川岸、中田宿、

小塙、 幡谷、 羽木上、 山野、

川戸、 稲荷坪、 隠谷、 下田

一、下田二、野田本田、新林、

野田古新田、 鷺沼、 伏沼

外之内、 与沢、 倉数川向、

倉数川前、 世楽、 上吉影、

佐才、 飯前、 前原、 上合、

前野、 下吉影宿、 荒地、 貝

谷、 下吉影本田、 南原

美野里地区全域

薬剤名 トップジンスタークルフロアブル アミスターアクタラ

問い合わせ先
ＪＡ新ひたち野　小川営農経済センター

☎0299-58-5600

ＪＡ新ひたち野　

美野里営農経済センター

☎0299-48-1691

■散布日を順延する可能性があります

雨天の時、 または散布までの天候の都

合により順延する場合があります。 その

際は、 防災無線でお知らせします。

■農薬をまくのは何のため？

水稲のカメムシ ・いもち病を防ぐためで

す。 良質な米の生産に欠かせない大切

なことです。

■安全のためにご協力ください

1　安全のため、 散布後２～３日は水田に入らないでください。

２　水田付近でたばこを栽培している方は、散布日前に収穫してください。

３　養魚池などは散布日にかけ流しをしてください。

４　水田付近で家畜の放し飼いはせず、 飼料などは事前に確保して

ください。

５　散布地域付近の野菜などは、 14日以上おいてから使用してくだ

さい。

６　飲料水 ・食物はビニールなどで覆い、 薬剤がかからないように

注意してください。

７　自動車などに直接薬剤がかかった場合は、 すぐに水洗いしてく

ださい。

８　通勤 ・通学者は、 ご注意ください。

９　水田付近で洗濯物 ・ふとんなどを干す場合は、 散布時間をさけ

てください。

問い合わせ 農政課　振興係　☎ 0299-48-1111　（内線 1155）

特別定額給付金の申請はお済みですか？
申請期限は 8 月 12 日までです

■特別定額給付金の申請がまだお済みでない 「世帯主」 の方は、 次のどちらかで

申請できます

①郵便による申請

郵送した申請書に、免許証など本人確認書類のコピーと通帳の写しを添えて郵便で送る。

②マイナポータルで申請

■申請期限は令和 2 年 8 月 12 日までです

1 人
10 万円
特別定額

給付金
問い合わせ

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）
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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

全館 17時で閉館　ふれあいセンターは休館

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～ 18：00

羽鳥ふれあいセンター 9：30～ 18：00

■図書室カレンダー
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

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

Ａコース｜ 7 月 2 日 ・ 16 日、 8 月 6 日 ・ 20 日 Ｂコース｜ 7 月 9 日、 8 月 27 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 （美野里）	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

7月 11日 （土） 10：30～

7月 25日 （土） 10：30～

8 月 8日 （土） 10：30～

8月 22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

7月 18日 （土） 10：30～

8月 22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

7月25日 （土） 10：30～

8月 22日 （土） 10：30～

■ 7 月 ・ 8 月のおはなし会

掲載している情報は 6 月 16 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。

■図書館サービスを一部制限しています

現在、 新型コロナウイルス感染症拡大防止と利用者の皆様の健康 ・ 安全面を第一に考慮し、 図書館サービスを

当面の間、 一部制限しております （今後の状況により変更になる場合があります）。

＜利用できないもの＞

・ レファレンスコーナー、 閲覧席の利用

・ AVブース （DVD ・ CDの視聴） の利用

・ インターネット端末の利用

・貸出用袋の利用 （マイバックをご持参ください）

＜入館の際のお願い＞

・ 館内の利用はおおむね30分までとさせていただきます。

・ 来館の際はマスクをご着用ください。

・ 中学生以下は保護者同伴でご来館ください。

・ 体調の悪い方の入館はご遠慮ください。

■課題図書の貸し出しを開始します

「第６６回青少年読書感想文全国コンクール」 課題図書の貸し出しを7月１日 （水） から始めます。

貸し出しは１人 1 冊 1 週間までです。 借りられるのは、 該当学年の方に限りますので、 ご本人のカードを作成の
上、 ご利用ください。
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区　分 5月中 累　計

火　災 4件 14件

救　急 140件 781件

内

訳

急　病 102件 530件

交通事故 8件 54件

一般負傷 15件 107件

その他 15件 90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。

小美玉市消防本部からのお知らせ

食中毒を予防しましょう

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

■食中毒の原因は何？

食中毒を引き起こす主な原因は、 「細菌」 と 「ウ

イルス」 です。 細菌もウイルスも目には見えない

小さなものです。 細菌は温度や湿度などの条件

がそろうと食べ物の中で増殖し、 その食べ物を食

べることにより食中毒を引き起こします。 一方、

ウイルスは低温や乾燥した環境中で長く生存しま

す。 ウイルスは、 細菌のように食べ物の中では増

殖しませんが、 食べ物を通じて体内に入ると、 人

の腸管内で増殖し、 食中毒を引き起こします。

■食中毒かなと思ったら

おう吐や下痢の症状は、 原因物質を排除しようと

いう体の防御反応です。 医師の診断を受けずに、

市販の下痢止めなどの薬をむやみに服用しない

ようにし、 早めに医師の診断を受けましょう。

農村環境改善センター　屋外プールを閉鎖します

施設の老朽化に伴い、 農村環境改善センター屋外プールを閉鎖することになりました。

今後は以下のプール施設をご利用ください。

施設名 住所 連絡先 開設期間

小川海洋センター 野田269-1 58-5744 通年

タスパ	ジャパンミート	パーク
（玉里海洋センター）

栗又四ケ2406-4 26-5761 夏休み期間中

問い合わせ スポーツ推進課　☎ 0299-48-1111 （内線 2252 ・ 2253 ・ 2254）

市内のプール施設

市ホームページ

新型コロナウイルス感染症の影響により、 上記のプール施設の開設期間に変更がありますので、

最新の情報は市ホームページをご覧ください。
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７月の
当番日

小川地区 ・美野里地区 8 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

4 （土） ㈱内藤工務店 ☎0299-58-2050 1 （土） 金藤水道工事店 ☎0299-48-4440

湖北水道

企業団

☎0299-

24-3232

5 （日） 興和工業㈱ ☎0299-49-1103 2 （日） ㈱内藤工務店 ☎0299-58-2050

11 （土） ㈱川名工務店 ☎0299-46-0305 8 （土） ㈱内田工業 ☎0299-54-0041

12 （日） ㈱広瀬商事 ☎0299-53-0833 9 （日） ㈱川名工務店 ☎0299-46-0305

18 （土） ㈱オカザキ ☎0299-46-3930 10 （月） ㈱広瀬商事 ☎0299-53-0833

19 （日） ㈱シマムラ工業 ☎0299-57-6630 15 （土） ㈱中村． 建工 ☎0299-49-1466

23 （木） ㈲清司工務店 ☎0299-48-2389 16 （日） ㈱オカザキ ☎0299-46-3930

24 （金） ㈲山口水工 ☎0299-58-0129 22 （土） ㈲山口水工 ☎0299-58-0129

25 （土） ㈱美野里建設 ☎0299-47-0780 23 （日） ㈱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 29 （土） ㈲永作設備 ☎0299-58-2819

30 （日） 金藤水道工事店 ☎0299-48-4440

■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。

7 ・ ８月の漏水修理当番

上下水道料金のお支払いは口座振替が便利です【小川・美野里地区】

　7月に検針する上下水道料金の口座振替日は 7月27日です。 再振替日は8月 11日です。

　口座振替日前日までに通帳残高のご確認をお願いします。

【問い合わせ】 小美玉市上下水道料金お客様サービスセンター　☎ 0299-36-8811

※なお、 【玉里地区】 は上記の口座振替日と異なりますので、 詳しくは、

湖北水道企業団お客様　サービスセンター （☎ 0299-24-5558） へご確認をお願いします。

問い合わせ 環境課　☎ 0299-48-1111 （内線 1145）

6 月から 「古布 ・ 古着類」 の回収を一時停止します

■一時停止する期間

6月から当面の間

■停止する回収ボックス

本庁舎 ・ 小川総合支所 ・ 玉里総合支所に設置したす

べての回収ボックス

■停止中は 「自宅で保管」 か 「可燃ごみに出す」

停止期間中の古布 ・ 古着類は、 ご自宅で保管するか、

保管できない場合は従来どおり可燃ごみとして処分し

てください。

■回収を停止する理由

新型コロナウイルスの影響により古布 ・ 古着類の処理

ができなくなり、 一時保管する倉庫も限界となってし

まったためです。

■回収を再開したら、 ぜひ回収にご協力ください

回収した古布 ・ 古着類は、 機械のメンテナンスや清掃

に使用する 「ウエス」 として活用されます。 再開後は、

ぜひ回収にご協力ください。

再開の日程は、 市ホームページ ・広報紙でお知らせし

ます。
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石岡警察署からのお知らせ

5 月末現在の市内の事故発生状況

件数（令和2年1月1日からの累計） 前年比

発生件数 27件 （-22）

死者数 0件 （0）

負傷者数 31件 （-35）

物損件数 390件 （-41）

掲載している情報は 6 月 16 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。

33歳まで受験可能。 新卒、既卒、転職を問いません。

【受験資格】 〇警察官Ａ採用 （大卒程度）

昭和６２年４月２日以降に生まれた人で、

大学 （短大を除く） 卒業した人、 若しくは

令和３年３月３１日までに卒業見込みの方

〇警察官Ｂ採用 （Ａ区分以外）

昭和６２年４月２日から平成１５年４月１日

までに生まれた人で、 警察官Ａの受験資

格 （学歴区分） に該当しない人

【受付期間】　７月１日～８月２０日 （木） １７：００締切

【一次試験日】　９月２０日 （日）

【採用予定日】　令和３年４月１日

【受付方法】　インターネット （電子申請） から申し込み

【問い合わせ】　石岡警察署警務課0299-28-0110

【採用説明会】　個別、 少人数で開催予定です。 希望

者は当署警務課までご相談ください。

　新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえ、 指

定難病受給者証の有効期間が１年間延長され、 今年

度の更新申請は不要となりました。 有効期間満了後も

現在お持ちの受給者証を、 そのままご使用ください。

詳細は個別に通知します。

【問い合わせ】　

茨城県中央保健所 （旧 ：水戸保健所）

健康増進課　☎029 ‐ 241 ‐ 0100

HP　「茨城県　指定難病」 で検索

【受験種目】　①自衛官候補生 （男子 ・女子）

②一般曹候補生

③航空学生 （海上）

④航空学生 （航空）

【応募資格】　① 18歳以上33歳未満の者

（32 歳の者は、 採用予定月 1 日から起

算して 3 月に達する日の翌月の末日現

在、 33歳に達していない者）

② 18歳以上33歳未満の者

（32 歳の者は、 採用予定月の末日現在、

33歳に達していない者）

③ 18歳以上23歳未満の者（高卒者（見

込含）または高専3年次修了者（見込含））

④ 18歳以上21歳未満の者（高卒者（見

込含）または高専3年次修了者（見込含））

【受付期間】　①年間を通じて行っています。

②③④7月1日（水）から9月10日（木）

（締切日必着）

詳しくは下記までお問い合わせください。

【問い合わせ】　小美玉市百里 170

（航空自衛隊百里基地内）　

自衛隊茨城地方協力本部　百里分駐所

☎0299-52-1366

	■ 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。

5 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
0.100 マイクロシーベルト／時
（5月 8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

小美玉市ホームページ

「放射線に関する情報」

指定難病受給者証の有効期間が

１年間延長されます

自衛官等採用案内

警察官募集

【問い合わせ】　防災管理課　危機管理室・放射線対策係

☎	0299-48-1111

（内線 1013 ・ 1014）

県疾病対策課
ホームページ
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小美玉市医療センター

新病院建設が進んでいます

掲載している情報は 6 月 16 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。

　今回は外壁用パネルが貼られ、 骨組のみの時とは違

う重厚感のある外観に変化してきました。

　また、 事業所内保育所の建築も始まり、 更なる皆さ

まのご期待に沿うような新病院の開院を迎えるため、

今月も達成に向けて邁進しています。

　新病院や併設される保育所にご興味のある方、 また

見学を希望される方は下記まで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

弁護士による臨時無料電話相談

　女性に対する暴力 ( ドメスティック ・ バイオレンス、

ストーカー、 セクシュアル ・ ハラスメント ) や離婚に関

する諸問題、 職場における差別、 同性婚に関すること

など、 女性の権利一般に関する無料電話相談を実施

します。各弁護士会でこれらの問題に詳しい弁護士が、

対処の方法や正しい法律知識を提供し、 適切なアドバ

イスを行います。 お気軽にご相談ください。

【主催】　茨城県弁護士会 ・日本弁護士連合会

【問い合わせ】　茨城県弁護士会

☎029-221-3501

女性の権利 110 番

☎ 029-232-1601

6月 23日 （火） 午後 1：00～ 4：00

放送大学

入学生募集のお知らせ

　放送大学はテレビ ・ インターネットで授業を行う通信

制の大学です。 働きながら大学を卒業したい、 学び

を楽しみたいなど、 様々な目的で、 幅広い世代の方

が学んでいます。

　ただいま 2020 年 10 月入学生を募集しています。

詳しい資料を送付いたしますので、 お気軽にお問い

合わせください。

【受付期間】　第 1 回募集 ： 6/10～ 8/31( 必着 )

第 2回募集 ： 9/1 ～ 9/15( 必着 )

(インターネット出願も受け付けています)

【資料請求】　〒 310-0056　水戸市文京2-1-1 （茨

城大学構内） 放送大学茨城学習センター

【問い合わせ】　☎ 029-228-0683

■訂正

お知らせ版 6 月号	P.11 に掲載した 「素鵞神社祇園

祭を中止します」 の記事に誤りがありました。 市街地

での神
み

輿
こ し

渡
と

御
ぎ ょ

等の行事は中止となりますが、 神社で

の祭典は例年通り７月２３日 （木） に執り行われる予

定です。 お詫びして訂正いたします。 　

	 商工観光課

【祇園祭の問い合わせ】 素鵞神社

　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 0299-58-0846

自筆証書遺言書保管制度

　令和2年7月 10日 （金） から法務局 （本局・支局）

における 「自筆証書遺言書保管制度」 が始まります。

　本制度は、 遺言者本人が法務局に遺言書の保管を

申請することにより、 遺言書の紛失、 改ざん、 隠匿等

を防止することができます。

　なお、 従来通り、 自筆証書遺言書を自ら保管するこ

ともできますし、 公証役場における公証書遺言書を作

成することもできますので、 それぞれの特徴をふまえ

て、 ご判断ください。

　詳しい手続きは、 水戸地方法務局ホームページをご

覧ください。

【問い合わせ】　水戸地方法務局土浦支局総務課

☎029-821-0783

（平日　午前8：30～午後5：15）

水戸地方法務局
ホームページ



掲載している情報は6月16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
【開催日】 7月 21日 （火） 13 ： 00～ 16 ： 00

予約は不要です。 （受付順 ・ 相談は 1

人 30分程度でお願いします。）

【場所】 小美玉市役所　1階　相談室

【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　7月27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。

7月 22日※
8月5日

社会福祉協議会小川支所
☎　0299-58-5102

7月 1日
8月 12日※

社会福祉協議会美野里支所
（四季健康館内）
☎　0299-36-7330

7月 8日※	
8月 26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）

7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

7月 15日
13：30～ 15：30
小川総合支所　１階　会議室
村尾　實　相談委員

7月22日
13：30～ 15：30
小美玉市役所　1階　相談室
伊野　美也　相談委員

７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

固定資産税 第2期

7月31日国民健康保険税 第 1期

後期高齢者
医療保険料 第 1期

人口と世帯数 （令和 2 年 6 月 1 日現在）

人数／戸数 前月比 人口増減の内訳

人口 50,438人 （-29） 出生 12

男 25,613人 （-1） 死亡 44

女 24,825人 （-28） 転入 109

世帯数 21,259戸 （+27） 転出 106

※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

夜間 ・ 土日祝日に診察できる病院の相談

相談日時 ： 24時間／随時受付

茨城子ども救急電話相談
☎#8000

☎ 03-6667-3377

茨城おとな救急電話相談

☎#7119

☎ 03-6667-3377
（受診できる病院の案内も可能）

茨城県救急医療情報

システム
http://www.qq.pref.ibaraki.jp

※休日診療当番医、 緊急診療は7月以降実施されません。

窓口業務延長日は毎週水曜日です

7 月 4、11、18、25 日 （19：00 まで）

実施場所 実施している課

小美玉市役所

本庁

市民課、医療保険課、会計課、税務課 （税

に関する証明）、 収納課 （納付書再発行）

小川総合支所
総合窓口係

（戸籍関係、 住民票関係、 印鑑登録、 印

鑑証明、 税の証明、 納付書再発行、 国民

健康保険関係、 医療福祉関係 （マル福）、

後期高齢者医療関係、 市税等の収納）
玉里総合支所
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