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No.400

お知らせ

募　　集

相　　談

イベント

市 の 主 な 施 設

2019(令和元年)

6/25

常陸大宮市役所（本庁） 52-1111
山方支所 57-2121
美和支所 58-2111
緒川支所 56-2111
御前山支所 55-2111
総合保健福祉センター（かがやき）54-7121
子育て世代包括支援センター（ぬくもり） 58-7780
総務経営課 52-0427
水道お客さまセンター 52-0427
施設管理課 53-7250
教育委員会生涯学習課山方分室 57-2903
教育委員会生涯学習課美和分室 58-2142
教育委員会生涯学習課緒川分室 56-5111
教育委員会生涯学習課御前山分室 55-2116
教育支援センター（あゆみの広場）54-2026
消防本部・東消防署 54-0119
西消防署 56-2119
大宮公民館 52-0673
山方公民館 57-2903
御前山市民センター 55-2116
文化センター・ロゼホール 53-7200
図書情報館 53-7300
緒川総合センター 56-5111
おおみやコミュニティセンター 53-5885
山方農林漁家高齢者センター 57-3963
美和工芸ふれあいセンター 58-2142
御前山保健福祉センター 55-2111
西部総合公園体育館 52-5223
歴史民俗資料館大宮館 52-1450
歴史民俗資料館山方館 57-2616
文書館 52-0571
おおみや広域聖苑 54-0202

７月の納税

納期限 ： ７月31日（水）

固定資産税【２期】
国民健康保険税【２期】
後期高齢者医療保険料【１期】
辰ノ口堰水利費※大宮地域のみ
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　上下水道料金の支払いに口座振替を利用すると、振替日に指定口座から自動的に料金が納入されます。
支払いに行く手間や払い忘れもなく、大変便利です。
　ぜひ、便利で安心な口座振替をご利用ください。
　なお、預貯金残高が不足にならないよう、振替日前日までに入金をお願いします。振替日に振替でき
なかった場合、再振替は行っておりませんのでご注意ください。
○振替日
　毎月25日（土・日曜日、祝日にあたる場合は翌営業日）
　※窓口での手続き後、口座振替が適用されるまでの１～２か月は、納付書でお支払いください。
○申込方法
　次の金融機関（本店・各支店）の窓口でお申し込みください。
　・常陽銀行　　　　・筑波銀行　　　　・茨城県信用組合
　・東日本銀行　　　・常陸農業協同組合（支店のみ）
　・水戸信用金庫　　・烏山信用金庫　　・中央労働金庫
　・ゆうちょ銀行※郵便局内に窓口がございます。
○申込みの際に必要なもの
　・通帳など口座番号がわかるもの・通帳の届出印　
　・お客様番号がわかるもの（納入通知書など）
　※口座振替依頼書（申込用紙）は、市内の金融機関及び水道お客さまセンター・各支所にあります。
問 常陸大宮市水道お客さまセンター　☎52-0427

　文書館は、館内燻蒸（害虫駆除）実施のため、下記のとおり臨時休館となります。
○臨時休館日　７月９日（火）～７月14日（日）
問 常陸大宮市文書館　☎52-0571

　不在などの事情で、個人番号の通知カードを受け取ることができなかった場合、市民課に返戻されま
す。返戻された通知カードを受け取る方法は、次のとおりです。
○受取方法
　カードが返戻されているか事前に電話で市民課へ確認のうえ、窓口に直接お越しください。
　本人または代理人に交付します。
　各支所窓口での受取りを希望する方は、事前にお問い合わせください。
○受取時に窓口で必要なもの
　【本人の場合】
　　・印鑑
　　・身分証明書（運転免許証など顔写真付きのもの１点または保険証など顔写真なしのもの２点）
　【代理人の場合】
　　・印鑑
　　・代理権を証明できるもの（委任状など）
　　・代理人の身分証明書（運転免許証など顔写真付きのもの１点または保険証など顔写真なしのもの２点）
　　　※コピー不可
　　・本人（委任者）の身分証明書
　　　　※運転免許証など顔写真付きのもの１点または保険証など顔写真なしのもの２点
問 本庁 市民課市民G　☎52-1111　内線102

お知らせ

上下水道料金の支払いは口座振替をご利用ください　

文書館臨時休館のお知らせ　

市役所に返戻されたマイナンバー「通知カード」の受取りについて
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　マイナンバーカード（個人番号カード）の交付申請をした方に、準備ができしだい順次、交付通知書（は
がき）を郵送しています。交付通知書が届いたら、必要書類等を確認し、本人が市役所市民課窓口まで
受取りにお越しください。
○カードの交付について
　�　カードは、平日及び木曜日の延長窓口に加え、市民課の休日窓口でも受け取ることができます。平
日に受取りに来られない方は、休日窓口をご利用ください。
　※なお、休日窓口でカードの受取りを希望する方は、電話での事前予約が必要です。
○休日窓口での交付について
　【開設日時】
　　毎月第４日曜日（年末年始を除く）9:00～正午、13:00～17:00
　　※電話で予約する際に、その月の休日窓口開設日を再度確認してください。
　【受取方法】
　　①平日に電話で休日窓口でのカード受取りを予約してください。
　　　その際、受取希望日時、氏名、連絡先等をお知らせください。
　　　（受付時間／月～金曜日8:30～17:15）
　　②予約した日時に、本人が窓口へ直接お越しください。
　　③受取りに必要な書類を確認し、暗証番号を設定した後、カードを交付します。
　　　※必要な書類等が不足した場合、カードが交付できませんので必ずご持参ください。
　【受取時に窓口で必要なもの】
　　・交付通知書（はがき）・通知カード
　　・本人確認書類（下記「本人確認書類」参照）
　　　（�15歳未満の方または成年被後見人に同行する法定代理人についても、本人と同様に本人確認書

類が必要です）
　　・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
　　・認印
　　「本人確認書類」
　　　次のうち、１点をお持ちください。
　　　　�住民基本台帳カード（写真付）、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、他

官公署の発行した免許証・許可証（本人の写真にプレス若しくは割印したものや特殊加工した
ものに限る）

　　　上記の本人確認書類をお持ちでない方は、次のうち２点を持参してください。
　　　　�健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等、写真の貼付けが

ない身分を証する公的な書類、預金通帳
　　　※�カードを受け取ることができるのは、原則本人となります。やむを得ず代理人に頼む場合は、

持参する書類が異なりますので、必ず事前にお問い合わせください。
問 本庁 市民課　市民G　☎52-1111　内線102

　常陸大宮市では、市内の公的医療機関に常勤医師として勤務する方に対し、市内に住宅を取得する費
用の一部を助成します。　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　
１．対象者
　　�平成29年４月１日以降、新たに市内の公的医療機関に常勤医師として勤務している方、またはこ
れから勤務する方で、３年以上勤務する意思を有する方

２．対象住宅
　　市内に自ら居住するために新たに建築・購入・改修する住宅
３．補助金額
　　住宅取得費用の２分の１（最大500万円）
問 本庁 医療保険課　医療・年金Ｇ　☎52-1111　内線166

休日窓口でのマイナンバーカード（個人番号カード）の交付について

常陸大宮市医師居住環境整備補助事業のお知らせ
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　５月に実施した公立保育所及び民間保育園等の給食食材の測定結果をお知らせします。
【検査条件】　使用機器：日立アロカメディカル株式会社製　ＣＡＮ-ＯＳＰ-ＮＡＩ（簡易検査機器）
　　　　　　検 査 法：ＮａI（Ｔｌ）シンチレーションスペクトロメータ　　検査時間：30分間
　　　　　　　　　　　（2段書きになっている場合は、上段が2・3週、下段が4・5週に検査しています）

※「検出せず」とは、放射性セシウムが存在しないか、検出限界値未満のことです。
　検出限界値は、測定する食材及び条件により差が出ます。
　�測定の結果、放射性セシウム134･137の測定値が100Bq/Kg（国が定めた基準値）を超えた場合は、
その食材の使用を中止します。

問 本庁 こども課　☎52-1111　内線137

　高齢者に対する扶養意識の高揚と介護者の身体的、精神的及び経済的負担を軽減することを目的とし
て、在宅で重度要介護高齢者を介護している方に家族介護慰労金を支給します。
　以下の支給要件を満たしている方が対象となりますので、該当すると思われる方は長寿福祉課または
各支所で申請手続きを行ってください。（個人へのお知らせは特に行いませんのでご注意ください）
　提出された申請書の内容を審査し、11月下旬までに結果を通知し該当者へ慰労金を支給します。
※�重度要介護高齢者・・・市内に住所を有し、基準日前6か月以上に渡り要介護4もしくは要介護5の認
定を受けている方。またはそれと同等の状態にあると市長が認めた方で、市民税が非課税である方。

※介護者・・・市内に住所を有し、重度要介護高齢者の日常生活を無報酬で介護する方。
○基 準 日　　令和元年6月30日（日）
○対 象 期 間　　平成30年7月1日～令和元年6月30日までの1年間
○受 付 期 間　　令和元年7月1日（月）～令和元年7月31日（水）
○慰労金の額　　6万円または12万円　※介護保険サービスの利用状況により支給金額が異なります。
◆主な支給要件
　①重度要介護高齢者、介護者ともに市税や保険料等の未納がないこと
　②重度要介護高齢者が市民税非課税であること
　③�病院への入院や施設への入所（短期入所や介護保険サービス適用の宿泊サービスを含む）の合計日数
が、対象期間内で90日を超えていないこと

　④�要介護4もしくは要介護5の認定が、基準日前に6か月以上継続していること（平成30年12月31日
現在で同等の認定を受けていること）��

　⑤重度要介護高齢者、介護者ともに市内に住所を有していること
申請・問 本庁 長寿福祉課　高齢者支援G　☎52-1111　内線175
　　　　山支 総合窓口・地域振興G　☎57-2121
　　　　美支 総合窓口・地域振興G　☎58-2111
　　　　緒支 総合窓口・地域振興G　☎56-2111
　　　　御支 総合窓口・地域振興G　☎55-2111

市内保育園等給食食材の放射性物質測定結果について

家族介護慰労金についてのお知らせ

保育所
（園）名 検体名

検査結果（Bq/Kg） 保育所
（園）名 検体名

検査結果（Bq/Kg）
セシウム
134

セシウム
137

セシウム
134

セシウム
137

大賀 精米 検出せず 検出せず ひまわり 小松菜 検出せず 検出せず
玉ねぎ 検出せず 検出せず

山方 精米 検出せず 検出せず あゆみチンゲン菜 検出せず 検出せず キャベツ 検出せず 検出せず

美和 玉ねぎ 検出せず 検出せず 大宮みのり にんじん 検出せず 検出せず
にんじん 検出せず 検出せず ほうれん草 検出せず 検出せず

大宮聖愛
大宮聖慈

精米 検出せず 検出せず
野上

じゃがいも 検出せず 検出せず
キャベツ 検出せず 検出せず ブロッコ

リー 検出せず 検出せず

さくら にんじん 検出せず 検出せず 御前山 にんじん 検出せず 検出せず
精米 検出せず 検出せず じゃがいも 検出せず 検出せず
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〜木造住宅の耐震改修工事を支援します〜
　常陸大宮市では、地震災害に対する防災対策のために、木造住宅の耐震診断及び耐震改修計画・改修
工事の費用を補助します。
○募集概要

※募集期間は、土・日曜日、祝日を除く。
○対象住宅
　①木造住宅耐震診断士の派遣
　　市内にある戸建住宅で次の要件のすべてに該当するもの
　　・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
　　・�建築基準法に規定する建築確認を受けているもの（建築基準法第6条第1項に該当しない建築物を含む）
　　・地上階数が2階以下、延べ床面積が30㎡以上のもの
　　・木造であり在来軸組工法、伝統的工法及び枠組壁工法（ツーバイフォー）によって建築されたもの
　　・店舗等住宅以外の用途を兼ねる場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅のもの
　　・過去にこの制度により耐震診断を受けていないもの
　　・東日本大震災等災害で被災した住宅で、全壊・大規模半壊、半壊の判定を受けていないもの
　②耐震改修計画の策定
　　上記①の条件に加え、以下の要件すべてに該当するもの
　　・耐震診断における上部構造評点が1.0未満であること
　　・精密診断法により診断し、その耐震性を向上させるために作成する改修計画であること
　③耐震改修工事
　　上記①、②の条件に加え、以下の要件に該当するもの
　　・上記②の耐震改修計画に基づき耐震改修工事をおこなうもの
　※詳しくは下記に問合せいただくか、ホームページをご覧ください。
○申込み資格
　・上記の対象となる所有者及び世帯員が市税等を滞納していないこと。
　・耐震改修工事を行う場合、市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者が施工すること。
○申込方法
　所定の申込書に必要書類を添付し、本庁都市計画課に提出してください。
申込・問 本庁 都市計画課　住宅・営繕G　☎52-1111　内線254

　美和支所は、建築から54年が経過し、老朽化で危険性が高いため、9月24日（火）から現庁舎南側の分
庁舎（平成12年建築）に移転し、業務を開始します。
　現庁舎は、10月から解体予定で、工事期間中の来庁の際には駐車場などご不便をおかけすることとな
りますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
　なお、移転に伴う業務内容・電話番号の変更はありません。
問 美支 総合窓口・地域振興G　☎58-2111　内線202

令和元年度木造住宅耐震化推進補助事業について

美和支所庁舎移転のお知らせ

番号 対象事業 事業内容・補助額等 募集戸数 募集期間

① 耐震診断 耐震診断士の派遣
（自己負担額2,000円） 2戸（先着順）

令和元年7月1日（月）～
令和元年9月20日（金）
午前8時30分～午後5時00分

② 耐震改修計画
耐震改修計画策定に要する費用
の2／3の額
（上限100,000円）

2戸（先着順）

③ 耐震改修工事 耐震改修工事費の23％の額
（上限300,000円） 2戸（先着順）
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　子宮頸がん・乳がん検診を下記のとおり実施いたします。
　ご希望の方は、申込期間内にお申し込みください。なお、今年度の子宮頸がん・乳がん検診は令
和2年2月14日（金）までの期間で実施する予定です。（詳しくは「2019年度各種健（検）診日程表」をご
覧ください）

○検診日程
　大宮地域　　申込先　健康推進課　☎54-7121

○申込方法
　�　申込期間内に電話またはインターネットでお申し込みください。（申込期間は電話・インター
ネットともに共通です）なお、各日定員に達した場合は、申込期間内でも受付けを終了します。

　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※�申込状況により、それぞれの予約枠を調整するため、インターネット受付終了後でも電話での申
込みが可能な場合があります。あらかじめご了承ください。

○検診当日の受付時間および実施する検診
　10：00～10：30　　乳がん検診（マンモグラフィ・超音波）
　12：30～13：00　　乳がん検診（マンモグラフィ・超音波）、子宮頸がん検診
　※詳しくは申込みの際にご確認ください。

検診項目 対象年齢 個人負担金
子宮頸がん検診 20歳以上 500円

乳がん検診（超音波） 30～39歳（毎年）
40歳以上（奇数年齢） 500円

乳がん検診（マンモグラフィ　2方向） 40～49歳（偶数年齢） 1,000円
乳がん検診（マンモグラフィ　1方向） 50歳以上（偶数年齢） 500円
※年齢については、令和2年3月31日までに達する年齢です。

○検診当日持参するもの
　�　バスタオル（乳がん検診希望者）、スカート（子宮頸がん検診希望者）、個人負担金、婦人科検診
票（申込みをされた方に送付します）

○その他
　・申込後の検診日程の変更・キャンセルは、必ずご連絡ください。
　・�子宮頸がん検診は医療機関でも受診（個人負担額　1,500円）することができます。希望する方
は、健康推進課へ電話でお申し込みください。

　・�申込状況によって検診日や受付時間の変更をお願いする場合があります。あらかじめご了承く
ださい。

子宮頸がん・乳がん検診のお知らせ（８月申込み）

①申込期間内に電話またはインターネットで申込みが必要です。
②各日定員に達した場合は、申込期間内でも受付けを終了します。
③�「自覚症状のある方」「前回の検診で精密検査だった方で、精密検査を受けていない方」は、速や
かに医療機関を受診してください。

申込期間 検診日 場　　所

8月2日（金）～8月8日（木）
9月� 2日（月）

総合保健福祉センターかがやき
9月26日（木）

常陸大宮市　がん検診 検索 またはQR
コードで
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　腹部超音波検診を下記のとおり実施いたします。腹部超音波検診とは、腹部に超音波をあて、肝
臓・胆のう・すい臓・脾臓・腎臓を中心に異常がないかをみる検査です。ご希望の方は、申込期間
内にお申し込みください。なお、今年度の腹部超音波検診は令和2年2月4日（火）までの期間で実施
する予定です。（詳しくは「2019年度各種健（検）診日程表」をご覧ください）

○検診日程
　大宮地域　　申込先　健康推進課　☎54-7121

　緒川地域　　申込先　緒川支所　☎56-2111

○申込方法
　�　申込期間内に電話またはインターネットでお申し込みください。（申込期間は電話・インター
ネットともに共通です）なお、各日定員に達した場合は、申込期間でも受付けを終了します。

　※�申込状況により、それぞれの予約枠を調整するため、インターネット受付終了後でも電話での
申込みが可能な場合があります。あらかじめご了承ください。

○検診当日の受付時間
　7：00～10：30　※詳しくは申込みの際にご確認ください。
○対象年齢
　40歳以上　※年齢については、令和2年3月31日までに達する年齢です。
○個人負担金　1,000円
○検診当日持参するもの
　バスタオル、個人負担金、総合検診票（申込みされた方に送付します）
○その他
　申込後の検診日程の変更・キャンセルは、必ずご連絡ください。
　�申込状況によっては検診日や受付時間の変更をお願いする場合があります。あらかじめご了承く
ださい。

腹部超音波検診のお知らせ（８月申込み）

①申込期間内に電話またはインターネットで申込みが必要です。
②各日定員に達した場合は、申込期間内でも受付けを終了します。
③�「自覚症状のある方」「前回の検診で精密検査だった方で、精密検査を受けていない方」は、速や
かに医療機関を受診してください。

④住民健診（追加健診）では腹部超音波検診は実施しません。

申込期間 検診日 場　　所 定員

8月2日（金）～8月8日（木）
9月27日（金） 総合保健福祉センター

かがやき
各日
104名9月30日（月）

申込期間 検診日 場　　所 定員

8月1日（木）～8月7日（水）
9月� 6日（金）

緒川保健センター 各日
104名9月19日（木）

常陸大宮市　がん検診 検索 またはQR
コードで
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　市では、妊（産）婦に対して、安心して暮らし、子どもを産み育てやすい環境づくりに取り組んでいます。
　その一環として、妊（産）婦の優先駐車場整備（路面標示）及びマタニティ優先駐車場看板等を設置して
いただける市内の事業所に対し、費用の一部を助成します。マタニティ優先駐車場看板設置を希望され
る事業所については、健康推進課から看板を配布します。
○助成金額　　経費の１／２とし上限10万円
○助成対象　　市内の２事業所（１事業所につき１回限り・先着順で定数になり次第締切）
○設置要件　　妊（産）婦が優先的に駐車場を使用できることを示す路面標示や標示板設置
○申請方法　　健康推進課までご連絡ください
【看板設置例】

　

申込・問 かがやき�健康推進課　母子保健Ｇ　☎54-7121

　後期高齢者医療保険料の均等割について、これまで特例措置により９割軽減となっていた方は、今年
度８割軽減（注）に変わります。
　介護保険料については、今年度、所得の低い高齢者への保険料の負担軽減が強化されます。所得の低
い年金受給者の方へは、今年10月から、年金生活者支援給付金（基準額月5,000円）の制度が始まります。
（注）翌年度以降は特例措置に対する国庫補助が完全に廃止され、本則の7割軽減に変わります。
【９割軽減となっていた方の医療保険料の変化】

▷介護保険料軽減は同一世帯に住民税課税者がいる場合は対象外となります。
▷�老齢年金生活者支援給付金（補足的な給付を含む）の場合、支給要件（65歳以上で老齢基礎年金を受給
中、世帯全員の市町村民税が非課税、前年の年金収入額と所得額の合計が879,300円以下）を全て満
たす必要があります。金額は保険料を納めた期間等により異なり、基本的に10、11月分を12月（年金
の支払日と同日）に振込みます。
▷�後期高齢者医療保険料を年金からの引き落としで納めている場合、引き落とし額への影響は10月か
らです。

問 後期高齢者医療制度について･････医療保険課　☎52-1111　内線166
　�介護保険について･･･････････････長寿福祉課　☎52-1111　内線173
　�年金生活者支援給付金について･･･ねんきんダイヤル　☎0570ｰ05ｰ1165

常陸大宮市マタニティ標示普及促進事業費補助金のご案内

後期高齢者医療保険料の均等割額９割軽減の皆様へ

▶

保険料の納付額（１割） 保険料の納付額（２割）

年額3,900円
（月平均325円納付）

年額7,900円
（月平均658円納付）

平成 30年度 平成 31年度（令和元年度）

８割軽減９割軽減
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　市内に大規模な地震、風水害その他の災害が発生した場合に、市民の安全を守るため指定避難所・緊
急指定避難場所を新たに指定しました。新たに指定した施設は次のとおりです。
　　
大宮地域
　○おおみやコミュニティセンター
　　北町400番地の2　☎53-5885　災害種別（地震・洪水・浸水・土砂災害・大規模火災）
　○大坂平新農村集落センター
　　鷹巣2681番地の5　災害種別（地震・洪水・浸水・土砂災害・大規模火災）
　○下町ふるさとコミュニティセンター
　　下町1490番地の1　災害種別（地震・洪水・浸水・土砂災害・大規模火災）
緒川地域
　○緒川げんき保育園
　　下小瀬398番地　☎54-3122　災害種別（地震・洪水・浸水・土砂災害・大規模火災）　

問 本庁 安全まちづくり推進課　☎54-7121　内線111

　茨城空港は、札幌・神戸・福岡・沖縄（那覇）の４都市、国際線は、中国（上海）・韓国（ソウル）・台湾（台
北）の３都市へ就航しております。
　茨城空港は、約3,600台分の無料駐車場があるほか、ターミナルビルが縦横120m×40mと非常にコ
ンパクトで、搭乗手続きも全て1階で手続きができ、お年寄りやお子様連れのご家族にも大変ご好評で
す。これからの時期、家族旅行で沖縄や札幌も大人気です！
　ぜひ、茨城空港から空の旅へお出掛けください。
　詳しくは茨城空港ホームページをご覧ください。

問 本庁 茨城空港利用促進等協議会�事務局（茨城県政策企画部交通局空港対策課内）
　　　��☎029-301-2761��FAX 029-301-2749　  airport@pref.ibaraki.lg.jp

　本市では７月から、IBS茨城放送でラジオ番組の放送を開始します。イベントや観光施設など、皆さ
んに役立つ情報をお知らせします。
　市の魅力を発信していきますので、ぜひお聴きください！

○ラジオ放送について
　・放 送 局：ＩＢＳ茨城放送　ＦＭ水戸局：94.6MHz　AM水戸局：JOYF　1197kHz
　・番 組 名：常陸大宮情報発信「ひたまる放送」
　・放送期間：令和元年７月～12月※初回放送は７月３日（水）
　・放送日時：毎週水曜日　8：16から8：18（２分間）

問 本庁 秘書広聴課　広報戦略G　☎52-1111　内線307

新たに指定避難所・緊急指定避難場所を指定しました

茨城空港からのお知らせ

ラジオ番組の放送を開始します！～常陸大宮情報発信「ひたまる放送」～
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【試験の概要】

【試験方法及び内容】
（1）第１次試験

（2）第２次試験

○第2次試験合格者のみ
 　・身体検査…職務遂行に必要な健康度を有するか検査を行います。
 　　　　　　　（医療機関において診断を受け、身体検査書を提出していただきます）
 　・資格審査…受験資格の有無を確認します。

【受験手続及び受付期間】
○受付期間　　7月1日（月）〜7月31日（水）　8:30〜17:15
 　　　　　　  ※土・日曜日、祝日は除く。郵送の場合は7月31日（水）17:15到着分まで
○申 込 先　　総務部総務課　職員グループ（本庁3階）〒319-2292　常陸大宮市中富町3135-6
○申込方法　　直接持参または郵送
　※ 郵送で申し込む場合は、封筒の表に「職員採用試験申込」と朱書きしたうえ、簡易書留で送付してく

ださい。また392円分の切手を貼った宛て先明記の返信用封筒（長3サイズ:3つ折りしたA4サイズ
の用紙が入るサイズの封筒）を必ず同封してください。

○提出書類　　①申込書　1部　②付属調書　1部（職種区分を明記）　③資格取得者は免許状等の写し　1部
○申込書の請求方法
 　　試験申込書及び試験案内は、6月20日（木）より本庁総務部総務課または各支所で請求できます。
 　 　なお、郵便請求は、本庁総務課のみで受け付けます。封筒に「職員採用試験申込書請求」と朱書き

し、140円分の切手を貼った宛て先明記の返信用封筒（角2サイズ:A4サイズの用紙が折らずに入るサ
イズの封筒）及び連絡先の住所・電話番号を記載した用紙を必ず同封してください。

問 本庁 総務課　職員G　☎52-1111　内線321  FAX 53-6010   soumu@city.hitachiomiya.lg.jp

第1次試験

一般事務
技術職（建築・土木）
保育士・教諭
保健師・消防職

教養試験
適応性検査
論文・作文試験

9月22日（日）　受付／8:30　試験開始／9:00
試験会場　　常陸大宮市立大宮中学校
　　　　　　（抽ヶ台町3117）

消防職のみ 体力検査
9月23日（月）　受付／9:00　試験開始／9:30
試験会場　　常陸大宮市大宮農村環境改善センター
　　　　　　（上村田882-5）

第2次試験 一般事務 集団討論・面接試験 第1次試験合格者を対象として、11月上旬に実施予定一般事務以外 面接試験
合格者の発表 第1次試験合格者…10月中旬、第2次試験合格者…11月中旬、

内定通知…12月上旬
採用予定年月日 令和2年4月1日

区　分 方　　法

教養試験

一般事務・技術職
（大学卒）

大学で履修した程度の時事、社会・人文、自然に関する一般知識
並びに文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力について、
択一式による筆記試験を行います。

一般事務・技術職
（短大・高校卒等）

高校で履修した程度の時事、社会・人文、自然に関する一般知識
並びに文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力について、
択一式による筆記試験を行います。

保育士・教諭・
保健師・消防職

高校で履修した程度の時事、社会・人文、自然に関する一般知識
並びに文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力について、
択一式による筆記試験を行います。

体力検査 消防職のみ 職務遂行に必要な体力を備えているかどうかについて検査を行います。
適応性検査 職場における適応性について、職務への対応や対人関係に関連する性格傾向をみます。

区　分 方　　法
集団討論 与えられた課題について、受験者同士で自由に討論していただき、主として人物

についての評定を行います。（一般事務の第1次試験合格者に対し行います）
面接試験 個別面接により、主として人物についての評定を行います。（全ての第1次試験合格

者に対し行います）
論文・作文試験 文章による表現力、課題に対する理解力をみます。

（論文・作文試験は第１次試験日に実施しますが、第２次試験の受験者のみを対象として評定します）

　令和元年度常陸大宮市職員採用試験（令和２年４月１日採用予定）を次のとおり実施します。
【試験区分及び採用予定人数】

【受験資格】

【欠格事項】 次の方は受験できません。
　 ア　日本の国籍を有しない方
　 イ　成年被後見人または被保佐人
　 ウ　禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの方
　 エ　本市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過していない方
　 オ　 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、またはこれに加入した方

常陸大宮市職員採用試験について　

試験区分 採用予定人数 職務内容

一般事務 十数名 市長部局または教育委員会等に配属され、主に一般行政事務に従事
します。

技術職
（建築・土木） 若干名 市長部局または教育委員会等に配属され、主に建築、土木事務に従事

します。
保育士・教諭 若干名 市立の保育所または幼稚園等に配属され、保育業務等に従事します。

保健師 若干名 市長部局に配属され、母子保健、健康づくり事業や介護予防事業等
の保健師業務に従事します。

消防職 若干名
消防本部または消防署に配属され、消火・救急・救助等の消防業務に
従事します。
※ 救急救命士の資格を有する方が採用された場合であっても、救急救

命業務に限定せず、消防業務全般に従事することになります。

職種・試験区分 受験資格要件等

一
般
事
務

大学卒 昭和59年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく4年制大学を卒業した
方または令和2年3月末日までに卒業見込みの方

短大・高校卒等

次のいずれかに該当する方
ア　 昭和59年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく短期大学または高

等学校を卒業した方または令和2年3月末日までに卒業見込みの方
イ　 昭和59年4月2日から平成14年4月1日までに生まれ、高等学校卒業程

度認定試験（旧大学入学資格検定を含む）に合格した方
技
術
職（
建
築・土
木
）

大学卒
昭和59年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく4年制大学において建
築または土木に関する課程を履修し卒業した方または令和2年3月末日まで
に当該課程を履修し卒業する見込みの方

短大・高校卒等
昭和59年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく短期大学、専門学校ま
たは高等学校において建築または土木に関する課程を履修し卒業した方また
は令和2年3月末日までに当該課程を履修し卒業見込みの方

保育士・教諭 昭和59年4月2日以降に生まれ、保育士、幼稚園教諭両方の資格を有する方
または令和2年3月末日までに取得見込みの方

保健師 昭和54年4月2日以降に生まれ、保健師の資格を有する方または令和2年3月
末日までに取得見込みの方

消防職

次のアまたはイに該当し、かつ、ウ及びエの要件を満たす方
ア　 平成6年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方。ただし、学校

教育法に基づく高等学校、短期大学及び4年制大学に在学中の場合は、
令和2年3月末日までに卒業見込みの方

イ　 平成4年4月2日以降に生まれた方で、救急救命士の資格を有する方
ウ　 視力、聴力、言語及び運動機能等において、消防職務遂行上の支障がな

い方（視力は両眼とも裸眼で0.1以上かつ矯正で0.8以上であること。ま
た、色覚は、赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること）

エ　 自動車運転免許（普通第1種）を有する方または令和2年3月末日までに取
得見込みの方
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　常陸大宮市では、「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」におけるパラオ共和国のホスト
タウンとして準備・運営を円滑に進めるため、パラオ共和国に精通し即戦力として従事していただける
任期付職員を募集します。　　　　
　任期は令和元年9月1日から令和4年3月31日までの2年7ヶ月間です。

【試験区分及び採用予定人数】

【受験資格】

【欠格事項】�次の方は受験できません。
　�ア　日本の国籍を有しない方
　�イ　成年被後見人または被保佐人
　�ウ　�禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまで

の方
　�エ　本市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない方
　�オ　�日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、またはこれに加入した方

【試験の概要、合格発表】

【試験の方法】

【受験手続及び受付期間】
○受付期間　　7月1日（月）～7月19日（金）　8:30～17:15
�　　　　　　��※土・日曜日、祝日は除く。郵送の場合は7月19日（金）17:15到着分まで
○申 込 先　　総務部総務課　職員グループ（本庁3階）〒319-2292　常陸大宮市中富町3135-6
○申込方法　　直接持参または郵送
　※�郵送で申し込む場合は、封筒の表に「職員採用試験申込」と朱書きしたうえ、簡易書留で送付してく
ださい。また、392円分の切手を貼った宛て先明記の返信用封筒（長3サイズ:3つ折りしたA4サイズ
の用紙が入るサイズの封筒）を必ず同封してください。

○提出書類　　①申込書　1部　②履歴書　1部　③面接票　1部
○申込書の請求方法
�　　試験申込書及び試験案内は、7月1日（月）より本庁総務部総務課で配布します。

問 本庁 総務課　職員G　☎52-1111　内線321��FAX 53-6010��  soumu@city.hitachiomiya.lg.jp

常陸大宮市職員採用試験（任期付職員）について

試験区分 採用予定人数 職務内容

任期付職員 １名
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるパラオ
共和国選手団の事前キャンプの受入れに伴う同国との連絡調整並び
に大会終了後における同国とのスポーツ、教育・文化等の各種交流
事業の企画運営業務に従事します。

職種･試験区分 受験資格要件等

任期付職員
�・�パラオ共和国のスポーツ、歴史・文化に関し知見があり、かつ、同国において
これらに関する活動実績がある方

�・パラオ共和国との連絡調整に必要な語学（英語）力を有する方

採用試験
論文試験・面接試験
　�日時：令和元年7月25日（木）午後1時10分受付開始　午後1時30分試験開始
　�会場：常陸大宮市役所（常陸大宮市中富町3135-6）

合格・内定通知 ８月上旬　　受験者に合否の結果を郵送で通知します。

論文試験 文書による表現力、課題に対する理解力をみます。
面接試験 個別面接により、主として人物についての評定を行います。
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き　り　と　り （FAXの場合はきりとり不要）

災害応急用協力井戸登録調査票

※本調査票の個人情報については、目的以外には一切使用しません

井 戸 の 所 在 地 常陸大宮市

井戸の所有者住所 常陸大宮市

井 戸 の 所 有 者

電 話 番 号

井戸の管理者住所 常陸大宮市

井 戸 の 管 理 者

電 話 番 号

井 戸 の 種 類 （番号を○で囲んで下さい。）
１．電動式　　２．手動式　　３．電動・手動の併用式

現 在 の 使 用 状 況 （番号を○で囲んで下さい。）
１．飲用水として使用　　２．飲用水以外で使用

水 質 検 査 の 有 無 （番号を○で囲んで下さい。）
定期的な検査を　１．実施　　２．未実施

情報掲載・標識表示
同 意 の 有 無

（番号を○で囲んで下さい。）
情報掲載に　１．同意する　　２．同意しない

（番号を○で囲んで下さい。）
標識表示に　１．同意する　　２．同意しない

　地震、台風などの災害時、水の確保は非常に重要な課題です。市では、災害時に飲用水として一人あ
たり６ℓを給水できる体制を整えていますが、それだけでは生活用水（清掃・トイレ・風呂等のための
水）が不足すると考えられ、地域の衛生状態の悪化につながる恐れも出てきます。
　そこで市では、大規模な災害が発生し、万が一水道水の供給が停止したときなどに、井戸水を生活用
水として近所の方に提供していただく「災害応急用協力井戸」の登録を進めています。
　皆さんのご協力をお願いいたします。
○登録の対象
　①市内に所在する電動式、手動式または電動・手動式併用のポンプ井戸。
　②�所有者または管理者が現在井戸として使用していて、今後も引き続き井戸として使用を予定してい
る井戸。

　③�災害時に近隣住民等へ生活用水の提供ができるよう所有者または管理者が、継続的かつ適正に管理
されている井戸。

　④�本市のホームページ、広報誌等に「災害応急用協力井戸」に関する情報を掲載することについて、同
意が得られること。

　⑤�「災害応急用協力井戸」が所在する旨の標識を、当該井戸の所有者または管理者の玄関等の見やすい
場所に表示することについて、同意が得られること。

○登録の方法
　�　下記の用紙に必要事項を記入し、安全まちづくり推進課へＦＡＸまたは持参するか、各支所へ直接
持参してください。

問 本庁 安全まちづくり推進課　☎52-1111　内線113　FAX 52-0032

災害応急用協力井戸の登録について
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　就職を目指す方に、次のような就職支援サービスを行っていますので、お気軽にご利用ください。
　お待ちしております。
◇主なサービスメニュー
　○求人情報提供・職業紹介
　　パソコン等で求人検索できます。また、ご希望する求人に対し紹介状を発行します。
　○内職の紹介
　　�当センター独自の情報網により、内職の紹介斡旋を行っています。時期によって仕事量に変動があ
ります。

　○キャリアカウンセリング
　　自分の適性を発見し、苦手を克服しながら希望企業への就職を目指すお手伝いをします。
　　職業適性診断、応募書類作成支援、面接対策等も行います。
　○就活オープンセミナー
　　�就職を意識し始めた人のためのファーストステップのセミナーです。「志望動機をどう書くか」「求人
広告の正しい読み方」等を実施します。

　○就活スキルアップセミナー
　　�就職活動を始める人のための実践的なセミナーです。「応募書類の書き方」「面接対策」等のプログラ
ムを実施します。

◇利用時間　　月～金曜日　午前９時～午後４時（祝日、年末年始を除く）
◇と こ ろ　　いばらき就職支援センター県北地区センター
　　　　　　　常陸太田市山下町4119（県常陸太田合同庁舎1階）
　　　　　　　☎0294-80-3366

　７月１日（月）から大宮運動公園（鷹巣）内の市民プールの開放を開始します。
　市民プールは、幼児用プール、児童用プール、流水プール、飛び込みプール、スライダープールがあ
ります。
○開放期間　　７月１日（月）から９月10日（火）
○利用時間　　午前の部／9:00～正午　　午後の部／13:00から16:00
　　　　　　　※午前・午後の２部制で、昼休み（正午から13:00）は施設に入ることはできません。
○１回あたりの入場料

※圏域内とは常陸大宮市、大子町、城里町です。
※入場料は、いずれも午前・午後の半日のみの料金です。未就学児は無料です。
　�小学３年生以下の子どもは、保護者等の付添いが必要です。付添いの方も水着を着用、入場料がかか
ります。

問 （一財）常陸大宮市体育協会事務局（西部総合公園体育館内）
　�☎52-5223　FAX 52-5224

いばらき就職支援センター県北地区センターをご利用ください

７月１日より市民プールがはじまります

利用区分 午前 午後

圏域内
大人（中学生以上） ２００円 ２００円

子ども １００円 １００円

圏域外
大人（中学生以上） ４１０円 ４１０円

子ども ２００円 ２００円

詳しくはホームページをご覧ください
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　日頃より、常陸大宮市社会体育施設をご利用いただきありがとうございます。
　この度、下記の社会体育施設（体育館）を閉館することとなりました。長年にわたりご利用いただきあ
りがとうございました。
　また、施設の運営管理にご協力いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

閉館する施設
　・盛金体育館（常陸大宮市盛金2460番地）
　・小貫体育館（常陸大宮市小貫502番地）
　・緒川第一体育館（常陸大宮市上小瀬2070番地の1）

閉館する日
　令和元年10月1日（火）
　※令和元年９月30日（月）までは、通常どおりご利用いただけます。　
問 本庁 文化スポーツ課　文化スポーツG　☎52-1111　内線342

　『妊娠中の食事ってどうすればいいの？』『出産・育児について分からないことが分からない…』など妊
娠中から疑問は尽きないものです。妊娠中や出産後も安心して子育てができるように、からだと心の準
備をしましょう。ぜひご夫婦で1日目、2日目を通して参加ください！！！
○日　　時　1日目　令和元年7月25日（木）　9：30～11：30（受付9：15～９：30）
　　　　　　2日目　令和元年8月17日（土）　9：30～11：45（受付9：15～９：30）
○場　　所　総合保健福祉センター「かがやき」
○内　　容
　【1日目】～ハッピーマタニティ～��
　　　　　　・妊娠中のママと赤ちゃんのからだの変化と妊娠中の過ごし方について
　　　　　　・お腹の赤ちゃんを育てる食生活について
　【2日目】～プレパパママクラス～
　　　　　　・沐浴体験
　　　　　　・パパのマタニティ体験
　　　　　　・赤ちゃんが生まれてからの生活について
　　　　　　・家族で考えるバランス食について
○対 象 者　　市内にお住いの妊婦さんとその夫※家族の参加も大歓迎です。
○定　　員　　10組程度
○申込方法　　�申込期間中にＱＲコード（いばらき電子申請・届出サービス）から、または電話・窓口で

の申込み※可能な限り、１日目・２日目通して参加ください。

○申込期限　　令和元年７月18日（木）まで
○持 ち 物　　・親子（母子）健康手帳
　　　　　　　・妊娠届出時にお渡しした資料【１日目】
　　　　　　　・父になろうパパになろう～パパフレBOOK～【２日目】��
　　　　　　　・飲み物等必要に応じてご持参ください。
申込・問 かがやき�健康推進課　母子保健G　☎54-7121

社会体育施設（体育館）閉館のお知らせ

マタニティ教室（プレパパママ教室）について

募　　集

QRコードはこちら
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　市では、市民の皆さんと、協働によるまちづくりを進めています
　「協働事業提案制度」は、市民団体等から事業提案を募集し、市と協働で実施することで、行政や
地域の課題の解決及びより良いまちづくりを推進することを目的とした制度です。

■募集区分
　自由提案型協働事業（ 下記の事業分野から市との協働により解決したいと考える課題について、

自由な発想で事業を提案してください）
　①高齢者が安心して生活できる環境整備　②世代間交流の促進・高齢者の生きがいと出番の確保
　③地域資源を生かした魅力作り、情報発信、交流・定住人口の増加　④働く場の確保、人口維持
　⑤地域への愛着の増進、地域活動の活性化　⑥子育て環境の向上、移住の増加　
　⑦父親の子育てへの参画や地域活動への参加　⑧災害時の避難体制の確立、非常時に備えた対応
　⑨多文化共生の推進　⑩海外出身者の地域活動等への参加　⑪その他
■事業要件
　（１）市民協働のまちづくり指針の方向性に沿った事業であること。
　（２） 市内で実施される公益性のある事業で、地域の課題等の解決又はより良いまちづくりの実現

につながるもの。
　（３） 協働で実施することでより効果が期待できる事業で、提案者と市との役割分担が明確かつ妥

当であること。
　（４）提案者が実施することが可能であると認められる事業であること。
　（５） 単年度で実施される事業であること。ただし、継続事業として連続３回（３年間）まで、同一

事業を提案することができる。
　※ 上記にかかわらず、次の事業は対象となりません。①営利を目的とする事業、②特定の個人又は団

体のみが利益を受ける事業、③宗教及び政治的活動を目的とする事業、④国、地方公共団体等か
ら助成を受けている事業、⑤単に親睦や交流を目的とした事業、⑥その他協働事業に適さない事業

■応募資格
　 　組織として実体を持ち市内に事務所を置く法人又は市内に活動拠点を置く市民団体等であり、

５人以上の構成員で組織している団体とします。複数の団体による共同提案も可能です。
■事業実施期間
　　令和2年度中に事業を実施してください。
■市の負担経費
　 　市が負担する経費は、「対象経費の合計額から事業による収入を控除した額」又は、「50万円」の

いずれか低い額とし、対象となる経費は、報償費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、
使用料及び賃借料、委託費、備品購入費、交通費となります。

■提案書提出までの流れ
　○事業説明会　　【6月26日（水）19:00から　市役所2階会議室】
　　協働事業提案制度について説明会を開催します。
　○事前調整　　　【6月27日（木）～7月29日（月）】
　　 　提案書の提出には、事業担当課との事前調整を行う必要があります。事前調整は、協働事業

概要書、市民団体等の概要書、その他事業のイメージがつかめる書類などを用意して、市民協
働課へお申し込みください。

　○提案書提出　　【各団体の事前調整終了後から～8月16日（金）】
　　・協働事業提案書　　　　　　・協働事業計画書　　　　　　　　���・協働事業収支予算書
　　・市民団体等の概要書　　　　・団体の定款、規約、会則等　
　　・前年度の活動報告書、収支計算書（1年以上の活動実績がある団体）���・構成員名簿
■プレゼンテーション及び事業採択
　○プレゼンテーション　9月8日（日）（協働事業内容について、公開の場で発表をしていただきます）
　○事業の選考及び採択
　　 　協働事業計画書及びプレゼンテーションにより、事業を選定します。なお、事業の採択は令

和2年度の予算が成立した後となります。
　詳細については「常陸大宮市協働事業提案制度　令和元年度募集要領」をご覧ください。募集要領は
市役所市民協働課又は各支所で配付するほか、常陸大宮市ホームページからもダウンロードできます。
問 本庁 市民協働課　☎52-1111　内線125

協働事業提案募集
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○日　　時　　7月27日（土）
　　　　　　　8月3日（土）・10日（土）・17日（土）・24日（土）　計5回
　　　　　　　19:00～21:00　予備日：8月31日（土）・9月7日（土）
○場　　所　　西部総合公園テニスコート
○対 象 者　　市内在住・在学・在勤の小学3年生以上の男女
○参 加 費　　小学生1,500円　中学生以上2,000円（保険料等）※参加費は当日微収します。
○募集人数　　30名程度
○指　　導　　市テニス連盟指導員
○持 ち 物　　硬式ラケット、テニスシューズ、飲み物、タオル、帽子等
○申込方法　　申込書に必要事項を記入し、下記申込先あて直接またはFAXでお申し込みください。
○申込期限　　令和元年7月14日（日）17:00まで
申込・問 一般財団法人常陸大宮市体育協会事務局（西部総合公園体育館内）
　　　　☎0295-52-5223　FAX 0295-52-5224

○日　　時　　7月30日（火）、31日（水）、8月4日（日）、9日（金）、11日（日）、16日（金）、18日（日）、
　　　　　　　23日（金）、25日（日）、30日（金）
　　　　　　　19:00～21:00
○場　　所　　西部総合公園体育館メインアリーナ
○対 象 者　　小学4年生以上の市内在住在勤の初心者等
○参 加 費　　1,000円（保険料等）※当日微収します。
○募集人数　　40名程度　※募集人数を超えた場合には、経験年数が少ない方を優先。
○講　　師　　常陸大宮市卓球連盟
○持 ち 物　　飲み物、タオル等。�運動のできる服装で参加してください。
○申込方法　　申込書に必要事項を記入し、下記申込先あて直接またはFAXでお申し込みください。
○申込期限　　令和元年7月23日（火）17:00まで
申込・問 一般財団法人常陸大宮市体育協会事務局（西部総合公園体育館内）
　　　　☎0295-52-5223　FAX 0295-52-5224

令和元年度テニススポーツ教室（硬式）参加者募集

令和元年度卓球スポーツ教室参加者募集

き　り　と　り （FAXの場合はきりとり不要）

き　り　と　り （FAXの場合はきりとり不要）

令和元年度テニススポーツ教室（硬式）参加申込書

令和元年度卓球スポーツ教室参加申込書

※本申込書の個人情報については、目的以外に一切使用しません。

※本申込書の個人情報については、目的以外に一切使用しません。

氏名（ふりがな） 住　所 電　話 学年 経験年数 性別

氏名（ふりがな） 年齢（学年） 住所／電話番号 経験年数 備考
〒

☎

〒

☎

〒

☎
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　この講習会は、小児・乳児・新生児に対しての心肺蘇生法（自動体外式除細動器〈AED〉の使用法を含
む）や異物除去止血法に関する知識と技術を習得します。
○日　　時　　令和元年７月27日（土）　9:00～正午
○場　　所　　消防本部３階多目的室
○対 象 者　　15歳以上の方
○募集人数　　15名
○受付期間　　令和元年７月１日（月）～７月22日（月）
○受 講 料　　無料
　　　　　　　※講習修了証を発行します。
○申込方法　　電話で直接お申し込みください。
　　　　　　　申込先：常陸大宮市東消防署救急Ｇ　☎54-0119
○申込期限　　令和元年７月１日（月）～７月22日（月）

申込・問 常陸大宮市東消防署救急G　☎54-0119

普通救命講習会（Ⅲ）の開催について
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　エアロビクスのインストラクターをしている杉山章子さんを講師に迎え、パパママ&ベビービクスを
行います。思いっきり体を動かしてみませんか。　
○日　　時　　令和元年7月25日（木）　10:30～11:30（集合/10:10）
○場　　所　　常陸大宮市総合保健福祉センター（かがやき）2階　
　　　　　　　※�総合保健福祉センター（かがやき）の駐車場が満車の場合は,おおみやコミュニティセ

ンター裏の駐車場をご利用ください。
○内　　容　　前半にベビービクスを行い、後半にパパママビクスを行います。
　　　　　　　楽しく体を動かしましょう。
○対 象 者　　保育所（園）に通っていないおおむね1歳未満児とその保護者
　　　　　　　＊首が座って、まだ歩かないお子さんが対象です。
○募集人数　　先着20組
　　　　　　　＊予約が必要です。予約をしていない方の当日の参加はできません。
○持 ち 物　　バスタオルなどお子さんを寝かせられる物、飲み物等
○服　　装　　動きやすい服装（伸縮しやすいもの）　
○申込方法　　直接または電話で、子育て広場（またはこども課）へお申し込みください。
○申込期限　　令和元年7月2日（火）から7月24日（水）まで
申込・問 子育て広場�【直通　☎53-1401】　＊開設時間外は本庁こども課へ転送されます。
　　　　〔総合保健福祉センター（かがやき）内〕　受付時間　火・水・木曜日　10:00～16:00

　市母子寡婦福祉会では、夏休み親子レクリエーションを開催します。本会へ入会し、横浜で楽しい休
日を過ごしませんか。
○日　　時　　令和元年８月24日（土）
○行 き 先　　横浜　カップヌードルミュージアム　
　　　　　　　※マイカップヌードル作り体験後は、自由散策となります。
○集合場所　　総合保健福祉センター（かがやき）
○参 加 者　　市母子寡婦福祉会会員の母と子
　　　　　　　※新規入会の方を歓迎します。
　　　　　　　※定員45名を超えた場合は抽選となります。
○参 加 費　　大人　　　　　　　　　　　５００円
　　　　　　　子ども（小学生～高校生）　　３００円
　　　　　　　未就学児　　　　　　　　　無　　料
○申込方法　　７月19日（金）までに電話でお申し込みください。
申込・問 常陸大宮市社会福祉協議会本所　☎53-1125

子育て広場　「パパママ＆ベビービクス」参加者募集

常陸大宮市母子寡婦福祉会「夏休み親子レクリエーション」参加者募集

広報常陸大宮・ホームページ
掲載広告募集中！

常陸大宮市
HITACHIOMIYA

Twitter
@hitachiomiya_

こちらのQRコードからどうぞ

常陸大宮市
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　3B体操は、体操に用いる3種類の用具、ボール・ベル・ベルターの頭文字を取って名付けられた健康
体操です。効果として、生活習慣病の予防・改善、認知機能改善、柔軟性の向上などが期待できます。
　自分のペースで無理なく行えるのが特徴です。音楽に合わせて楽しく身体を動かしましょう。
○期　　日　　7月17日、�8月7・21日、�9月4・18日、�10月2・16日（全7回、すべて水曜日）
○時　　間　　10:00～11:30（9:30受付開始）
○場　　所　　西部総合公園体育館トレーニングルーム（9月18日と10月2日は旧大場小学校体育館）
○対　　象　　おおむね40歳以上
○参 加 料　　3,500円（保険料込み。初回に徴収）
○定　　員　　30名
○用　　具　　�用具をレンタルされる方・・・参加料のほかにレンタル代金2,000円を初回参加時にいた

だきます。／用具を購入される方・・・公益社団法人3B体操協会にご登録いただいたう
えで（入会金1,000円。入会金のみで年会費等はなし）、用具代2,066円をいただきます。

○申込方法　　下記申込書を記入のうえ、FAXにてお申し込みください。
○申込期限　　6月25日（火）～定員に達するまで
○そ の 他　　体育館シューズ、汗拭きタオル、飲み物を持参してください。

申込・問 スポーツクラブひたまる25事務局　☎55-9666（火・金��13:00～17:00）　�FAX 55-9667

　県立水戸産業技術専門学院総合実務科の令和元年度後期生入学選考のお知らせです。
○訓 練 期 間　　令和元年10月～令和2年3月【6カ月】
○授　業　料　　無料（テキスト、作業服代等は別途実費負担）
○訓 練 内 容　　�OA実技、販売、清掃業務、生活習慣の確立やコミュニケーション能力を高める社会

適応訓練、企業での実習
○募 集 人 数　　10名
○応 募 資 格　　軽度の知的障

しょう
碍
がい
者（療育手帳をお持ちの方又は公的機関でこれと同等と判断された方）

○募 集 期 間　　令和元年6月17日（月）～令和元年8月20日（火）
○入学選考日　　令和元年9月2日（月）
○選 考 会 場　　県立水戸産業技術専門学院総合実務科（水府町校舎）
○応　募　先　　最寄りのハローワーク
○問　合　先　　県立水戸産業技術専門学院総合実務科
　　　　　　　　住所：水戸市水府町864-4
　　　　　　　　電話：029-300-5221
※見学も随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
※次回（令和2年度前期生）募集は、令和元年12月～令和2年2月にかけて実施する予定です。

【ひたまる25】「3B体操体験教室」参加者募集

知的障碍者職業訓練「総合実務科」生徒募集について

き　り　と　り （FAXの場合はきりとり不要）
３Ｂ体操教室参加申込書

※本申込書の個人情報については、目的以外に一切使用しません。

氏　名（ふりがな） 住　所 電　話 用具の購入

する・しない

する・しない

する・しない

井上　倫子講師
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○目　　的
　�小学校高学年の児童およびその保護者を対象とし、後発医薬品への理解を深めていただくために、ジェ
ネリック（後発）医薬品製造工場見学会を実施します。
○日　　時
　令和元年8月20日（火）　9:00～17:00
○見学場所
　日本ジェネリック株式会社　つくば工場（つくば市和台23）
○定　　員
　小学4年生～6年生の親子10名程度（※先着順）
○集合場所
　茨城県常陸大宮保健所（常陸大宮市姥賀町2978-1）
○申込について
　�参加者全員の氏名、児童の学年、住所及び電話番号を記載の上、7月19日（金）までにFAXまたは
E-mailにてお申し込みください。
○その他　
　・参加費は無料です。
　・�大学共同利用機関法人�高エネルギー加速器研究機構（つくば市大穂1-1）において、昼休憩を取りま
す。昼食は、施設内に食堂、コンビニ等がありますので、実費にてお召し上がりください。施設内
の見学も可能です。

　・参加の可否については7月31日（水）までに郵送によりお知らせします。
問 茨城県常陸大宮保健所　衛生課　☎52-1159　�FAX 52-2865
　�  miyaho02@pref.ibaraki.lg.jp

　４年ぶりに開催されるお祭りで、軽やかなリズ
ムの鷲子囃子にのって、６台の豪華な山車、屋台
が鷲子地区を練り歩きます。また、鷲子袋木地区
を会場に「鷲子夏祭り」が開催され、提灯に火を灯
した山車、屋台が鷲子囃子と共に会場に集合し、
お祭り最大の見所であるお囃子の競演「ぶんぬき」
が行われます。
○日　時　令和元年７月14日（日）
○場　所　国道293号（鷲子地区）
【鷲子夏祭り】
　場　所　鷲子袋木地区（鷲子1286番地）
　時　間　15:00～
　内　容　楽器の演奏、奉納神楽、囃子　ほか
　駐車場　鷲子運動広場（会場まで徒歩約20分）
　※�駐車場は無料で利用できますが、会場までの
送迎バス等の運行はありません。

　※�当日は、国道293号が大変混み合いますので、
交通安全に十分気を付けてご来場ください。

　主　催　鷲子山上神社袋木組実行委員会
問 美支 総合窓口・地域振興G　☎58-2111

　第15回常陸大宮市消防ポンプ操法競技大会を
開催しますので、皆さんの応援をよろしくお願い
します。
◯日　時　令和元年7月28日（日）　8:30～正午
◯場　所　おおみや消防広場
　　　　　（辰ノ口橋上流・久慈川河川敷）
○出場分団

問 常陸大宮市消防本部総務課地域消防G　
　�☎53-1152

第15回常陸大宮市
消防ポンプ操法競技大会のお知らせ

イベント

鷲子山上神社夏祭り

ジェネリック（後発）医薬品製造工場親子見学会

ポンプ車操法の部 小型ポンプ操法の部
・第1分団（大宮地域） ・第4分団（大宮地域）
・第6分団（山方地域） ・第5分団（大宮地域）
・第15分団（緒川地域）・第8分団（山方地域）
・第18分団（御前山地域）・第13分団（緒川地域）
▲出動台数：4台 ・第14分団（緒川地域）

▲出動台数：5台
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き　り　と　り （FAXの場合はきりとり不要）
常陸大宮市史セミナー参加申込書

氏　名（ふりがな） 住　所 電　話 ご希望の講座（○）
全・１回・２回・３回

全・１回・２回・３回
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○日　　時　　7月20日（土）、8月24日（土）、9月28日（土）、11月9日（土）、2月15日（土）
　　　　　　　各日とも10:00～12:00で実施
○内　　容　　①学校の概要説明
　　　　　　　②校内見学
　　　　　　　③模擬授業
　　　　　　　④在校生を囲んでの質疑応答など
　　　　　　　※軽食を準備してお待ちしております。参加希望の方は事前のご連絡をお願い致します。

問 茨城北西看護専門学校　事務局　☎54-1422

　高齢者の方の運転免許更新手続きや、免許失効者への再取得手続き及び、認知機能検査や高齢者講習
の予約等に関する情報提供・相談対応のため、運転免許センター内に「高齢者講習相談専用電話」を設置
しておりますので、どうぞご活用下さい。

〈問い合わせ内容〉
　・高齢者の運転免許の更新に関すること
　・高齢者講習や認知機能検査に関すること（予約等）
　・運転免許の自主返納に関すること

◇高齢者講習専用電話◇
　月曜日～金曜日（祝祭日は除く）
　午前8時30分から午後5時15分まで
　茨城県警察運転免許センター
　029-240-8150

問 茨城県警察運転免許センター　☎029-240-8150

　「分かりづらい道路案内標識を改善してほしい」や「通学路に横断歩道や歩道を設置してほしい」など、
毎日の生活の中で困っていることや望んでいることはありませんか?行政相談委員が、みなさまの身近
な相談相手として困りごとや相談したいことについてお聞きします。
　ご相談は無料で、秘密は厳守されます。予約の必要はありません。お気軽にお越しください。

○日　　時　　令和元年7月16日（火）　13:00～16:00
○場　　所　　御前山保健福祉センター

問 本庁 市民協働課　☎52-1111　内線125
問 茨城行政監視行政相談センター　☎029-221-3347

茨城北西看護専門学校オープンキャンパス開催のお知らせ

高齢者講習相談専用電話の設置について

特設行政相談のお知らせ

相　　談
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　市では毎月結婚相談会を開催しています。７月は第４日曜日となります。
　結婚を希望する方やその親御さん等に結婚応援サポーターが親身になって対応します。相談会は予約
優先となりますので、できるだけ予約のうえご来場ください。
○日　　時　　７月28日（日）9:00～16:00（受付/9:00～15:00）
○場　　所　　おおみやコミュニティセンター　２階研修室３
○予 約 先　　常陸大宮市役所こども課
　　　　　　　電話：0295-55-8069（直通）
　　　　　　　アドレス：marriage@city.hitachiomiya.lg.jp
※８月の開催日は18日（日）です。
○常陸大宮市結婚応援サポーターとは？
　市の委嘱を受け、結婚活動の支援に理解と熱意のある市内在住のボランティアです。
　結婚を希望する方や親御さんからの相談に親身になって対応したり、マッチングのお手伝いをしたり
します。お気軽にご相談ください。
問 本庁 こども課　☎55-8069

日曜結婚相談会について

電話で確認してからお出かけください。
◆休日・祝日の当番医◆　6/30～7/21� ＊病院名・電話番号

○市内の医療機関の診療時間は、9:00～正午です。
　（当番医のやむを得ない都合により診療時間の変更や休診となることがあります）
○近隣市町村の医療機関については、直接お問い合わせください。また、常陸大宮市ホームページからも検索できます。

◆救急医療二次病院◆
○24時間体制で、重症患者を受け入れています。

◆休日・祝日の当番医◆
○医療機関案内 次のサイトから最新の情報をご覧いただけます。
　茨城県救急医療情報システム　https://www.qq.pref.ibaraki.jp/
　とちぎ医療情報ネット　　　　https://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/
○急な病気で心配なとき、ご相談ください。
　茨城子ども救急電話相談�24時間365日
　プッシュ回線の固定電話、携帯電話から　＃8000　　すべての電話から　  ☎03-5367-2367
　茨城おとな救急電話相談�24時間365日
　プッシュ回線の固定電話、携帯電話から　＃7119　　すべての電話から　  ☎03-5367-2365

市　　内（市外局番0295） 那須烏山市（市外局番0287） 茂木町（市外局番0285）

6/30 エヌ・ティークリニック�☎55-8865 近藤クリニック� ☎83-2250 吉永医院� ☎63-2303

7/7 小泉医院� ☎52-0116 佐野医院� ☎84-1616 今井医院� ☎63-0320

14 志村大宮病院� ☎53-1111 坂本クリニック� ☎92-1166 茂木中央病院� ☎63-1151

15 緒川クリニック� ☎54-3331 塩谷医院� ☎88-2055 さとう耳鼻咽頭科クリニック�☎64-3341

21 岡崎外科医院� ☎52-0547 滝田内科医院� ☎82-2544 もてぎの森「メディカルプラザ」�☎64-1122

常陸大宮済生会病院� ☎52-5151




