
8月の休日窓口開設日
8月23日（日）9:00～17:00
※市民課窓口のみの開設（昼休みを除く）
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P2 ○テレビの「ｄボタン」から身近な防災情報を入手する
ことができます

P3 ○証明書コンビニ交付および住民基本台帳ネットワー
クシステムの利用停止について

P3 ○『常陸大宮市認知症初期集中支援チーム』をご存知ですか？
P3 ○農地パトロール（利用状況調査）を実施します
P4 ○市産農畜産物放射性物質測定結果について
P4 ○お盆期間中のし尿処理業務休業について
P4 ○【常陸大宮済生会病院からのお知らせ】小児科夜間

診療について
P5-6 ○住民健（検）診のお知らせ
P7 ○令和2年度 子宮頸がん・乳がん検診のお知らせ（7月申込分）
P8 ○令和2年度 腹部超音波検診のお知らせ（8月申込分）
P9 ○下水道工事のお知らせ
P10 ○国民健康保険へ加入している方へ

　国民健康保険保険証・限度額適用認定証等の更新に
ついて

P10 ○後期高齢者医療被保険者証の更新について
P10 ○「第32回美和ふるさと祭り」開催中止のお知らせ
P11 ○常陸大宮市立地適正化計画策定に伴う説明会を開催します
P11 ○下水道工事に伴う測量設計のお知らせ
P11 ○特別定額給付金の申請はお済みですか？
P12 ○ウェルカムボードで記念札撮影を！
P12 ○自立支援医療受給者証および精神障害者保健手帳

をお持ちの方へ
P12 ○家庭的保育事業および保育補助業務等紹介セミナー

開催について
P13 ○【7月13日（月）スタート】市単独コロナ対策支援制度

および申請支援窓口の開設について
P14-18○常陸大宮市支所庁舎等複合施設整備基本計画(案)

に対する意見募集の結果について
P24 ○図書情報館からのお知らせ
P26 ○けんこうカレンダー【8月】
P26 ○休日・祝日の当番医（7/12～8/10）

P19 ○令和2年度奨学生　追加募集を行っています
P19 ○上村田霊園使用者募集について
P20 ○協働事業提案募集
P21-22○常陸大宮市まちづくり講座
P23 ○ケアマネージャー試験対策セミナー

P25 ○各種無料相談【8月】
相 談

お知らせ

募 集
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　6月から10月頃は、集中豪雨や台風が多い時期で、災害が発生する可能性が高まります。
　NHK総合テレビ・データ放送などでは、「警報・注意報」、「河川水位・雨量情報」、「避難情報」
などを見ることができますので、ご活用ください。利用方法は以下のとおりです。

①リモコンの「ｄボタン」を押す。
※機種によってボタンの位置・標示は異なります。

②データ放送画面が表示されるので、「防災・生
活情報」を選択する。

テレビの「ｄボタン」から身近な防災情報を入手することができます

③「防災・生活情報」の画面が表示されたらリモ
コンを操作し、見たい情報を選択する。

④選択した情報が表示される。

お知らせ

問　　　   安全まちづくり推進課安全まちづくり推進Ｇ　☎52-1111　内線113本庁
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　証明書コンビニ交付、および住民基本台帳ネットワークシステムがメンテナンス作業に伴い、以下の
手続きが利用停止となります。
　ご理解・ご協力をお願いします。

【証明書コンビニ交付】
○利用停止期間　　　　　　7月23日～ 7月26日　終日
○利用できなくなる手続き　
　コンビニエンスストア各店舗での全証明書発行（住民票・印鑑登録証明書・税証明書）

【住民基本台帳ネットワークシステム】
○利用できなくなる日時　　7月26日（日）休日窓口開設日（終日）
○利用できなくなる手続き
　①個人番号カードの交付申請
　②広域交付住民票の交付申請
　③電子証明書の発行・更新の手続

　農業委員会では、8月から10月まで農地パトロール（利用状況調査）を行い、①地域の農地利用の確
認、②遊休農地の実態把握と発生防止・解消、③違反転用発生防止・早期発見に取り組みます。
　農地パトロールの際には、農業委員、農地利用最適化推進委員及び事務局職員が調査に伺いますので、
ご理解・ご協力をお願いします。

証明書コンビニ交付および住民基本台帳ネットワークシステムの利用停止について

　現在、高齢者の約4人に1人が認知症または予備軍と言われており、今後、高齢化が進むにつれ、認
知症の人はますます増えることが予想されています。
　次の項目に該当する方には、医療・福祉の専門職から構成される「常陸大宮市認知症初期集中支援チー
ム」がご自宅に伺い、ご本人の状態や家族の意向を踏まえ、早期に医療や介護サービスにつなげる支援
を行います。

★認知症が疑われるので、受診させたいが、本人が受診を拒否している
★医療や介護サービスの利用が中断している
★適切な医療や介護サービスに結びつかない
★認知症の症状が強く、対応に困っている
まずは、地域包括支援センターへご相談ください。

☛相談先
　南部地域包括支援センター（大宮地域の方）　　　　　　　　　　　☎53-6810
　北部地域包括支援センター（山方・美和・緒川・御前山地域の方）　☎57-3326

『常陸大宮市認知症初期集中支援チーム』をご存知ですか？

農地パトロール（利用状況調査）を実施します

問　　　   農業委員会事務局農地農政Ｇ　☎55-8081本庁

問　　　   市民課市民Ｇ　☎52-1111　内線105本庁

　 長寿福祉課　高齢者支援Ｇ　☎52-1111　内線173問
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　市内で生産、または採取された農畜産物などを対象に実施した放射性物質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）ATOMTEX社製AT1320 
（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計測時間：30分　検査期間　5/1 ～ 5/29

※「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。本検査は簡易検査で
あり、安全を保証するものではありません。

○放射性物質検査日　※土・日曜日、祝祭日及び12/29 ～ 1/3は除く
　【本庁　農林振興課】大宮地域・山方地域：月～金曜日
　【緒川支所】美和地域・緒川地域・御前山地域：月～金曜日
○放射性物質検査申込方法
　検査を希望する方は、お住まいの地域の検査日の前日（月曜日に検査を希望する方は前週の金曜日）

までに電話でお申し込みください。
　・受付時間　8:30 ～ 17:00　※土・日曜日、祝日は除く。
　・申込みは先着順（1日8件）に受け付けます。
　・申込みは1世帯1検体とし、その検査が終了するまで次の検査の申込みはできません。
○検体の提出、返却
　・検査日の当日8:30 ～ 9:00までに検体を申込窓口まで提出してください。なお、提出する際に、検

査申込書に記入願います。
　・検体は土などを水で洗い落とし、できるだけ細かくして、未使用のビニール袋等に入れてください。

検査に必要な量は1kg（液体や粉状のものは1ℓ以上）です。
　・検査終了後、検査結果報告書と一緒に検体を返却しますので、再度、16:00 ～ 17:00までに窓口に

お越しください。

　衛生センター（し尿処理施設）は以下の期間休業となります。
　休業期間　令和2年8月13日（木）から14日（金）の2日間

　常陸大宮済生会病院では、7月9日より毎週木曜日（祝日を除く）下記時間のとおり小児科夜間診療
を行います。夜間の急な病気ですぐに受診が必要な場合にご利用ください。
　診療時間　18:00 ～ 21:30
※薬剤の処方は原則1日分のみとなります。診断書などの書類の発行や、十分な検査などは行えない場

合があります。

市産農畜産物放射性物質測定結果について

お盆期間中のし尿処理業務休業について

【常陸大宮済生会病院からのお知らせ】小児科夜間診療について

問　　　   農林振興課農業畜産Ｇ　☎52-1111　内線208　　　 総合窓口・地域振興Ｇ　☎56-2111本庁 緒支

検体名 採取場所 検出値（Bq/kg） 基準値セシウム134 セシウム137
カシワの葉 上小瀬 検出せず 検出せず

セシウム134、137
100Bq/kg

こごみ 東野 検出せず 検出せず
たけのこ 小瀬沢 検出せず 検出せず
ハチク 上村田、諸沢、照山、氷之沢、鷲子 検出せず 検出せず
ホテイチク 高部、鷲子、小舟 検出せず 検出せず
マダケ 上大賀、上村田 検出せず 検出せず
ふき 上大賀、鷹巣、三美、鷲子、上小瀬、小舟、

野口平、野田、上伊勢畑 検出せず 検出せず
みつば 高部、上小瀬 検出せず 検出せず
わらび 鷲子、下小瀬 検出せず 検出せず
原木まいたけ 野口 検出せず 検出せず
鶏卵 大岩 検出せず 検出せず
イノシシ肉 東野 検出せず 38
焼却灰 下小瀬 検出せず 582 セシウム134、137

400Bq/kg

　 大宮地方環境整備組合衛生センター　☎52-3535問

　 常陸大宮済生会病院　☎52-5151問
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住民健（検）診のお知らせ
　6月末までに予定していた各種健（検）診が新型コロナウイルス感染症関連で中止となったこと
から、今後の住民健診の予定について下記のとおりお知らせいたします。
　受診を希望される方は「住民健診が中止となった対象地区の方」または「7 ～ 10月の住民健診
対象地区の方」をご確認ください。
　なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、令和2年度の市で実施する健（検）診は全

・ ・

て完全
予約制になります。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力いただきますよう、お願いいた
します。

〈住民健診の健（検）診項目〉
生活習慣病予防健診、特定健診、高齢者健診、結核・肺がん検診、胃がん検診（胃部X線）、大腸
がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診

住民健診が中止となった対象地区の方
対象地区：大宮1・2・6・7・9・10・11区、東野、世喜地区、塩田地区

山方2・3区、野上※、諸沢、北富田、小貫、照山、長田※、長沢※、照田※

美和地域（全ての地区）
緒川地域（全ての地区）

 ご希望される方は、下記の日程の住民健診の予約を随時受け付けています。完全予約制での実施
になりますので、希望の方は健康推進課（☎0295-54-7121）にご予約ください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、申込人数に合わせて受付時間を分散させていただきます。
詳しい受付時間につきましては、申込後に郵送する「住民健診受付票」でご確認ください。

※各日定員に達した場合は、予約受付を終了します。

月　日 受付時間（予定）※ 胃がん検診 場所

8月17日（月） 7：00 ～ 11：00 実施なし 総合保健福祉センター「かがやき」

8月18日（火） 7：00 ～ 11：00 実施なし 総合保健福祉センター「かがやき」

9月15日（火）
9：30 ～ 11：30

13：30 ～ 15：30
実施なし 美和工芸ふれあいセンター

9月18日（金） 15：00 ～ 18：30 実施なし 総合保健福祉センター「かがやき」

11月8日（日） 7：00 ～ 11：00 実施あり
山方農林漁家高齢者センター

（神奉地）

11月16日（月） 7：00 ～ 11：00 実施あり 緒川保健センター

11月21日（土） 7：00 ～ 11：00 実施あり 御前山保健福祉センター

11月24日（火） 7：00 ～ 11：00 実施あり 総合保健福祉センター「かがやき」

12月7日（月） 7：00 ～ 11：00 実施あり 総合保健福祉センター「かがやき」

12月19日（土） 7：00 ～ 11：00 実施あり 総合保健福祉センター「かがやき」

※健康づくり推進員から配布のお知らせを
ご確認ください
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7 ～ 10月の住民健診対象地区の方
対象地区：大宮3・4・5・8・12区、八田、若林、大賀地区、上野地区、村石地区、大場地区
　　　　　山方1区、舟生、西野内、盛金、久隆、家和楽
　　　　　御前山地域（全ての地域）

　各地区の健診日に合わせて予約方法等のご案内をいたします。ご案内は、地区の健康づくり推進
員を通して各世帯に配布予定です。（班未加入の方で昨年度市の住民健診を受診されている方へは
個別で通知いたします。）
　なお、地区の健診日での受診ができない方で、集団健診をご希望の方は下記の夜間健診または追
加健診で予約申込みをしてください。ただし、6月までの住民健（検）診が中止となったことから、
予約人数には限りがありますので、予めご了承ください。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、申込人数に合わせて受付時間を分散させていただきます。
詳しい受付時間につきましては、申込後に郵送する「住民健診受付票」でご確認ください。
※各日定員に達した場合は、申込期間でも予約受付を終了します。

　お知らせは、現時点でのご案内になりますので、今後の新型コロナウイルス感染症の流行状
況に応じて、予定していた実施方法等に変更が生じる場合があります。その際は、改めて市ホー
ムページやお知らせ版等でお知らせいたします。　
　また、国内で発生しています新型コロナウイルス感染症は、重症化すると肺炎となり、死亡
例も発生しています。特に、「持病のある方」「ご高齢の方（概ね70歳以上の方）」は、新型コ
ロナウイルス感染症にかかった場合、重症化しやすいと考えられます。感染に不安がある場合
や感染の流行状況によっては、各自、健診を見合わせる等の判断をお願いいたします。
市民の皆さまには、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただきますよう、お
願いいたします。
　なお、健康推進課では、市民の方からの健康相談を随時受け付けておりますので、どうぞご
利用ください。

予約受付期間 月　日 受付時間（予定）※ 胃がん検診 場所

随時 9月18日（金） 15：00～18：30 実施なし
総合保健福祉センター

「かがやき」

10月5日（月）～
10月9日（金）

11月8日（日） 7：00～11：00 実施あり
山方農林漁家高齢者センター

（神奉地）

11月21日（土） 7：00～11：00 実施あり 御前山保健福祉センター

11月24日（火） 7：00～11：00 実施あり
総合保健福祉センター

「かがやき」

12月7日（月） 7：00～11：00 実施あり
総合保健福祉センター

「かがやき」

12月19日（土） 7：00～11：00 実施あり
総合保健福祉センター

「かがやき」

　　 　　　健康推進課　☎54-7121問 かがやき
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令和2年度 子宮頸がん・乳がん検診のお知らせ（７月申込分）

≪子宮頸がん・乳がん検診の受け方≫
①受診の方法を選ぶ

②集団検診を受ける場合、申込方法を選び、申し込む

③検診日の約２週間前に「婦人科検診票」が届く
④検診日に受診をする

≪対象年齢および個人負担金≫

　※年齢については、令和3年3月31日までに達する年齢です。
≪検診日程（7月申込分）≫

※１　これまでに中止となった会場を考慮し、会場に一部変更があります。
※２　新型コロナウイルス感染症対策のため、申込人数に合わせて受付時間を分散させていただきま

す。詳しい受付時間につきましては、申込後に郵送する「婦人科検診票」でご確認ください。
※３　10月26日（月）は保護者の方が検診を受けている間、お子さんの保育を行います。ご希望

される方は、検診申込みの際に必ずお伝えください。（お子さん10名程度まで）

○その他　
・「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。
・検診の結果、「要精密検査」になった方は、医療機関で精密検査を受診していただきます。
・申込状況や新型コロナウイルス感染症対策や申込人数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。
・今後の新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、急遽、検診が中止になる場合がありま

す。その際は、市ホームページ等でお知らせいたします。
・国内で発生しています新型コロナウイルス感染症は、重症化すると肺炎となり、死亡例も発生し

ています。感染に不安がある場合や感染の流行状況によっては、各自検診を見合わせる等判断を
お願いします。

検診項目 対象年齢 個人負担金

子宮頸がん検診 20歳以上 集団検診500円
医療機関検診1,500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

申込期間 検診日 会場　※1 当日の受付時間（予定）※2

7月28日（火）～
7月31日（金）

9月1日（火） 総合保健福祉センター「かがやき」 10：00～10：40
乳がん検診のみ

　12：30～13：20
乳がん検診および
子宮頸がん検診

9月24日（木）
10月6日（火） 御前山保健福祉センター

10月16日（金） 総合保健福祉センター「かがやき」
10月26日は保育あり　※310月26日（月）

医療機関検診を受ける
【健康推進課】☎0295-54-7121へ

お問い合わせください
※子宮頸がん検診のみ実施しております

集団検診を受ける
日程・会場をご確認ください

ご希望の日程を選び、各日程の申込期間中にお申し込みください
≪電話≫　【健康推進課】 ☎ 0295-54-7121へお申し込みください
≪インターネット≫　常陸大宮市　がん検診　　検索
※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
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令和2年度 腹部超音波検診のお知らせ（8月申込分）

　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・腎臓・脾臓を中心に異常が
ないかをみる検査です。　

≪腹部超音波検診の受け方≫
①受診する日程・会場を確認する

②申込方法を選び、申し込む

③検診日の約2週間前に「総合検診票」が届く

④検診日に受診をする

≪対象年齢および個人負担金≫

※年齢については、令和3年3月31日までに達する年齢です。

≪検診日程（8月申込分）≫

※新型コロナウイルス感染症対策のため、申込人数に合わせて受付時間を分散させていただきます。
詳しい受付時間につきましては、申し込み後に郵送する「総合検診票」にてご確認ください。

○その他
・「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。
・検診の結果、「要精密検査」になった方は、医療機関で精密検査を受診していただきます。
・申込状況や新型コロナウイルス感染症対策や申込人数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。
・今後の新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、急遽、検診が中止になる場合がありま

す。その際は、市ホームページ等でお知らせいたします。
・国内で発生しています新型コロナウイルス感染症は、重症化すると肺炎となり、死亡例も発生し

ています。感染に不安がある場合や感染の流行状況によっては、各自検診を見合わせる等判断を
お願いします。

検診項目 対象年齢 個人負担金

腹部超音波検診 40歳以上 1,000円

申込期間 検診日 会場 当日の受付時間（予定）※

8月3日（月）～ 
8月7日（金）

9月 8日（火）
緒川保健センター

7：00 ～ 11：00

9月17日（木）

9月23日（水） 美和工芸ふれあいセンター

9月28日（月） 美和総合福祉センター

10月  5日（月） 美和工芸ふれあいセンター

10月15日（木） 緒川保健センター

　　 　　　健康推進課　☎54-7121問 かがやき

ご希望の日程を選び、各日程の申込期間中にお申し込みください
≪電話≫　【健康推進課】 ☎ 0295-54-7121へお申し込みください
≪インターネット≫　常陸大宮市　がん検診　　検索
※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
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　公共下水道工事を下記図のとおり行います。工
事に伴い付近にお住まいの方、通行される方には
交通規制等でご迷惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力をよろしくお願いいたします。

【下水道工事について】
・工事場所　抽ヶ台町、宇留野、石沢地内
・工事期間　令和2年7月下旬から令和3年2月上

旬まで
・交通規制時間　9:00から17:00まで

下水道工事のお知らせ

　 常陸大宮市水道お客さまセンター　☎52-0427問

平 面 図

平 面 図

平 面 図

工事を行う公道

工事を行う公道

工事を行う公道
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○保険証の更新について　
・現在お使いの国民健康保険の保険証の有効期限は、令和2年7月31日です。令和2年8月1日からは

新しい保険証を使用してください。
・新しい保険証は、7月下旬に原則世帯の加入者全員分を世帯主宛てに郵送します。（有効期限は、

原則「令和3年7月31日」です。有効期限の切れた保険証は8月1日以降、ハサミ等で細断してから
破棄してください）

・社会保険に加入したときは、国民健康保険を離脱する手続きが必要です。下記のものを持参のうえ、
医療保険課または各支所で手続きをしてください。

《国民健康保険の保険証、新しい社会保険等の保険証、印鑑（朱肉を使うもの）、窓口で手続きする方
の本人確認ができるもの、世帯主および対象者の個人番号（マイナンバー）がわかるもの》

○限度額適用認定証等の更新について
・現在お使いの「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は令

和2年7月31日です。令和2年8月以降も引き続き限度額適用認定証等をお使いになる場合は、再度
申請を行う必要があります。

　　ご希望の方は、下記のものを持参のうえ医療保険課または各支所で手続きをしてください。
《国民健康保険の保険証、印鑑（朱肉を使うもの）、世帯主および対象者の個人番号（マイナンバー）
がわかるもの、【住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院期間が91日以上の場合は、入院期間を
確認できる書類（医療機関の領収書等）】》
・申請は随時受け付けますが、限度額適用認定証等が使えるのは原則申請した月の1日からです。
・70歳以上の方は、限度額適用認定証等の交付が必要ない場合もありますので、事前に医療保険課

へご連絡ください
　※郵送での手続きも可能ですので、希望される場合は医療保険課へお問い合わせください。

国民健康保険へ加入している方へ
国民健康保険保険証・限度額適用認定証等の更新について

　令和2年8月1日から後期高齢者医療被保険者証（保険証）が新しくなります。
　保険証は7月下旬に市役所から郵送しますので、8月以降、医療機関等を受診する際は新しい保険証
を提示してください。なお、有効期限の切れた保険証はハサミ等で細断してから破棄してください。

○「保険証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」が郵送される方
　　令和元年度と令和2年度どちらも住民税非課税世帯の方
○「保険証」と「限度額適用認定証」が郵送される方
　※次のいずれにも該当する方
　（１）同一世帯に住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方
　　　（一部負担金割合が3割となります）
　（２）令和元年度に「限度額適用認定証」の交付を受けている方
　（３）令和2年度も住民税課税所得が一定の基準に該当する方
○「保険証」のみ郵送される方
　 上記のいずれにも該当されない方

　令和2年8月8日（土）に開催予定の「第32回美和ふるさと祭り」は、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、中止することになりました。
　毎年開催趣旨にご賛同いただき、ご協力いただいている企業様や開催を楽しみにしている市民の方々
にはご迷惑をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

後期高齢者医療被保険者証の更新について

「第32回美和ふるさと祭り」開催中止のお知らせ

問　　　   医療保険課国保Ｇ　☎52-1111　内線165本庁

問　　　   美和ふるさと祭り実行委員会事務局（美和支所内）　☎58-2111　内線204美支

　　　   医療保険課医療・年金Ｇ　☎52-1111　内線165
　　　   総合窓口・地域振興Ｇ　☎57-2121　 　　総合窓口・地域振興Ｇ　☎58-2111
　　　   総合窓口・地域振興Ｇ　☎56-2111　 　　総合窓口・地域振興Ｇ　☎55-2111

山支 美支
緒支 御支

問 本庁
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　本市では、近年の急激な人口減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心して健
康で快適な生活環境を実現できるように都市の再構築が求められています。
　今後のまちづくりについては、居住や都市機能の誘導、公共交通の充実による「コンパクトプラスネッ
トワーク」の形成に向けた取組の実現を目指し、本計画の策定を進めています。
　つきましては、下記により説明会を開催いたしますので、ご案内申し上げます。

１　開 催 日　8月12日（水）
２　開催時間　①10:00 ～、②13:30 ～　※2回とも同じ内容になります。
３　内　　容　常陸大宮市立地適正化計画について
４　開催場所　おおみやコミュニティセンター　多目的ホール（北町400番地の2）
５　申込方法　電話または窓口（市役所2階都市計画課）
　　　　　　　※新型コロナウイルスの対策による会場準備の都合上、事前予約をお願いしますが、
　　　　　　　　当日の参加もお受けいたします。
６　感染症対策　・参加する方は、必ずマスクを着用してください。
　　　　　　　　・本人又は同居家族に発熱など風邪の症状がある場合は、参加できません。
　　　　　　　　・会場は密閉を避けるため、換気をしますので、服装にはご留意願います。

常陸大宮市立地適正化計画策定に伴う説明会を開催します

　公共下水道の工事に伴い、下記のとおり設計測量を行います。作業は、施設管理課が発行した身分証
明書を携帯した委託業者が行います。また、必要な範囲で民有地へ立ち入ることがありますので、ご協
力をお願いします。

・測量場所　中富町、抽ヶ台町、下町、宇留野、石沢の公共下水道未整備地域
・作業期間　令和2年8月上旬から令和2年12月上旬まで
・作業業者　㈱リバティープランニング常陸大宮営業所、㈱玄設計常陸大宮営業所

問　　　   農都市計画課都市計画Ｇ　☎52-1111　内線252本庁

問合せ先 本庁

特別定額給付金の申請はお済みですか？
　常陸大宮市では特別定額給付金の郵送での申請受付を 5 月 18 日から
開始しています。
　特別定額給付金の受付けは 8 月 17 日までとなって
いますので、期限内に早めの申請をお願いします。

特別定額給付金対策室
☎ 55-9300 

下水道工事に伴う測量設計のお知らせ

　 上下水道部施設管理課下水道Ｇ　☎52-0427　　52-0331問 FAX
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　新型コロナウイルス感染症の対策のため、下記のとおり有効期間の延長措置が執られることとなりました。

自立支援医療受給者証
○有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方は、期間が1年間自動延長されます。
・延長にかかる手続きは不要です。診断書の提出期間も、合わせて延長いたしますので、下記の（例）

のように、読み替えてご利用ください。

（例）　令和2年11月30日まで　⇒　令和3年11月30日まで　　　
　　　　　医療用1年目　　　　　　  　医療用1年目

※既に病院へ診断書を申請済みの方や、新規申請の方、手帳との同時申請を行う方等、申請を希望され
る方については通常どおり受け付けています。また、受給者証のページが足りなくなった場合も、市
役所窓口までお申し出ください。

精神障害者保健福祉手帳
○有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方は、診断書の提出が1年猶予されます。ただ

し、市町村窓口への更新の申請は通常通り必要となります。

※診断書の提出を免除するものではないため、1年を超えて診断書が提出されない場合には、必要な書
類が揃わないこととなり、無効となりますのでご注意ください。

自立支援医療受給者証および精神障害者保健手帳をお持ちの方へ

市では、記念撮影が自由にできるウェルカムボードを設置しています。

職員にお声掛けいただければ喜んで対応しますので、是非ご利用ください！

市民課市民Ｇ　☎52-1111　内線104

お持ちになられた
カメラ等で撮影が
できます。

本庁１階市民課前に設置中！

お子さんの出生届け
や婚姻届けの手続き
の際にオススメです！

ウェル
カムボードで記念撮影を！

　県ではいばらき保育人材バンクを運営し、保育業界での勤務を希望する方の支援を行っています。
保育施設と就業希望者のマッチングや、少人数で家庭的保育者の居宅などで行う家庭的保育についての
セミナーを開催します。
　必要な研修の案内等もしますので、詳細を確認のうえ、ぜひご参加下さい。
　ホームページ「茨城県　家庭的保育事業」で検索

家庭的保育事業および保育補助業務等紹介セミナー開催について

　 茨城県子ども未来課　☎029-301-3253問

問　　　   社会福祉課社会福祉Ｇ　☎52-1111　内線135本庁
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【7月13日（月）スタート】市単独コロナ対策支援制度および申請支援窓口の開設について
制 度 の 名 称 地域経済持続支援金　

制 度 の 内 容 国の持続化給付金の対象外で、売上が20%以上50%未満減少した事業者（農業
者含む）の事業継続を支援します（1事業者につき1回限り）

支 給 対 象 者

次のいずれにも該当するものであること
・市内に事業所を有する中小法人等または市内に住所及びその事業所を有する個

人事業者等(農業者含む)
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年1月以降のいずれかの月

の売上高が前年同月（農業者は前年収入額を12で割った平均月額）比で20%以
上50%未満減少している者　

・国の持続化給付金の支給対象となる者でないこと
・市税等の滞納がないこと
・事業を営むにあたって、関連する法令および条例等を遵守していること

支 給 額　 一律100,000円　
※ただし、審査の結果左記金額を下回る場合は、対象外となります

申 請 書 類

（１）地域経済持続支援金申請書兼請求書
（２）地域経済持続支援金計算書
（３）対象月の売上高を証明できる直近1期分の決算書または確定申告書の写し等
（４）令和2年1月以降のいずれかの月の売上高を証明できる書類等
（５）市税等に滞納のない証明書
（６）誓約書
（７）その他市長が必要と認める書類

※HPページよりダウンロードできます（相談窓口および各支所でも配布します）

申 請 方 法 本庁2階相談窓口まで来庁、または郵送
※3密を避けるため、混雑状況を必ず電話でご確認のうえご来庁ください

お問い合わせ先 新型コロナウイルス事業者向け相談窓口
☎55-8063　（平日9:00 ～ 17:00）

制 度 の 名 称 持続化給付金等相談窓口の開設

事 業 内 容
国の持続化給付金等を速やかに受給できるように相談窓口を設置します（農業

者含む）
※予約制となりますので、必ず電話でご予約のうえご来庁ください

開 設 場 所 本庁2階相談窓口および各支所　※各支所については随時対応します
ご 予 約 ・
お問い合わせ先

新型コロナウイルス事業者向け相談窓口
☎55-8063　（平日9:00 ～ 17:00）

制 度 の 名 称 新型コロナウイルス感染症拡大防止事業協力者支援金

制 度 の 内 容
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県による緊急事態措置等の要請ま

たは協力の依頼に応じて、休業、催物の開催の中止、営業時間の短縮等の協力を
した市内の事業所に対して、県の協力金に上乗せして市独自の支援金を支給します

支　 給　 額 一律100,000円

支 給 対 象 者
市内に主たる事業所または従たる事業所を有する中小企業者等で、茨城県新型

コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給を受けていること。ただし、個人事
業主は市内に住所を有すること。

申 請 書 類
（１）新型コロナウイルス感染症拡大防止事業協力者支援金支給申請兼請求書
（２）茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給決定通知書の写し

※HPページよりダウンロードできます（相談窓口及び各支所でも配布します）

申 請 方 法

市から県の協力金の交付を受けた事業所へ申請書を送付します。申請書類一式
を同封の返信用封筒でご返送ください。

※県協力金の支給決定を受けているにもかかわらず、市からこの給付金の申請
書の送付がない場合にはお問い合わせください。

お問い合わせ先 新型コロナウイルス事業者向け相談窓口
☎55-8063　（平日9:00 ～ 17:00）



１．意見募集の実施状況

　（1）意見の募集期間：令和2年5月11日（月）～ 令和2年6月10日（水）

　（2）意見の提出件数：17件

　（3）意見の提出方法：FAX17件

２．意見の内容および意見に対する市の考え方

No. １

意見のタイトル 緒川支所の今後について

意見の内容
（原文）

緒川支所の機能は、支所庁舎の老朽化という点を考え、緒川総合センターに機
能を移し、複合化すべきと考えます。また、今後、現在使用している支所庁舎は、
保存、維持していくべきだと思います。理由としては、大子町の上岡小学校や、
笠間市の筑波海軍航空隊記念館のように映画やドラマ等の病院や役所などのロケ
地に十分適しており、観光資源としても活用することができるため、庁舎は保存、
維持していくべきと考えます。

意見に対する
市の考え方

緒川支所庁舎は、建設から現庁舎が60年、増築庁舎が47年経過しており、現行
基準による耐震強度を満たしておらず、耐震補強を行うには多額の経費を要する
ことから解体する計画としています。

跡地の利活用につきましては、現庁舎のあり方を含めて地域の意見も伺いなが
ら今後決定していく予定です。

No. ２

意見のタイトル 計画策定の趣旨

意見の内容
（原文）

「本計画では４つの各支所と公民館との再編、複合化を基本とした方向性を定め
持続可能な地域拠点づくり・・・」などと趣旨が述べられていますが、住民が主
人公という地方自治の本来の趣旨が生かされていない内容の計画（案）となって
いるように思われます。以上の点から見て、本所と支所の任務分担、支所の位置
づけ等が、曖昧であり投資的経費の平準化に努めるとしているが、問題点が多い
計画（案）となっています。計画全体を見ると、支所の建物（業務）を地域セン
ターの一角にすると共に、支所の窓口業務をセンター内の支所で行うという内容
のようで、これまで以上に、支所の果たす役割を軽視した考えに立脚した計画の
内容ではないかと思います。

意見に対する
市の考え方

支所と公民館との複合化を基本とし、地域行政の総括的役割や地域コミュニテ
ィー活動の拠点として活用をしていきます。生涯学習も含めた事業を総括的に実
施することができるため、事業効果の拡大が図られるものであり、支所の位置づ
けや役割が低下するものではありません。
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常陸大宮市支所庁舎等複合施設整備基本計画(案)に対する意見募集の結果について



No. ３

意見のタイトル 計画策定の趣旨

意見の内容

（原文）

合併後、総合支所を支所に格下げし、住民は不便をしていますが、今回はさら

に支所の役割を軽視するような（例えば支所の建物を廃止するなど）内容の計画

（案）となっており、大きな問題のある計画（案）であると思います。

意見に対する

市の考え方

公民館機能等との複合化を図ることによる世代間交流の創出、多機能化による

サービス向上等ソフト面の機能を強化し、利便性の向上を図るための計画です。

No. ４

意見のタイトル 計画の位置づけ

意見の内容

（原文）

「常陸大宮市総合計画」を最上位計画として、「常陸大宮市公共施設等総合管理

計画」や「常陸大宮市地域創生まちづくり指針」をもとに再編・複合化する施設

の方向性や導入機能についての検討を行います。などと計画の位置づけが述べら

れているが、これまで一般市民に各計画や指針がどれだけ浸透・認識されている

のか疑問が多いと考えます。それらをもっと市民の皆さんに周知させた後におい

て、今回のようなパブリックコメントを行うべきではないのか。

意見に対する

市の考え方

それぞれの計画等の策定の際には、アンケート調査による意見の集約やパブリ

ックコメント等を実施しています。

No. ５

意見のタイトル 対象施設

意見の内容

（原文）

本計画においては支所と公民館の複合化を基本としているから各支所・公民館

の9施設を対象とします。として9施設を上げていますが支所・公民館の範疇に入

らないようなものも見受けられ、理解に苦しむように思います。

意見に対する

市の考え方

支所機能と公民館機能を複合化の基本としていますが、その他の複合化が可能

である機関、機能も対象としています。

No. ６

意見のタイトル 対象施設

意見の内容

（原文）

旧御前山支所について述べられていないようですが、建築年度も新しく、この

際改めて住民の住民ニーズをよく聞き、住民の納得のいくような計画にしていく

べきではないでしょうか。
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意見に対する

市の考え方

旧御前山庁舎は、旧耐震基準の建物であり、東日本大震災の影響を受け、支所

機能は御前山保健福祉センターへ移転済みとなっています。

No. ７

意見のタイトル 対象施設整備の基本方針等

意見の内容

（原文）

再編基本方針では、ハード面から「長寿命化…維持」「廃止」「建て替え・複合化」

を判定するとともに役割等についてはソフト面からの評価を踏まえて決定してい

くものとします。としていますが、地域の課題（例えば過疎地域特有の過疎脱却

の課題、少子・高齢化社会での住民のニーズ等）等を特に重視した基本方針とし

ていくべきです。

意見に対する

市の考え方

ハード面については、対象施設の状態から判定するとともに、役割等については、

地域の課題や住民ニーズ等を踏まえ、再編、複合化の基本方針としています。

No. ８

意見のタイトル 対象施設整備の基本方針等

意見の内容

（原文）

その他の項ですが、意見の公募期間が短すぎるのではないか。意見の募集方法

パブリックコメントなどでは住民の意見が述べにくく（応募する市民もこれまで

少なかったのでは）市の重要な計画の策定、実施にあたっては、もっと市民の意

見が自由に、活発に出せるような方法も取り入れていくべきだと思います。

意見に対する

市の考え方

意見の提出期間は、30日以上の期間を設けなければならないとする「常陸大宮

市市民の意見等公募手続に関する要綱」の規定によりパブリックコメントを実施

したものであり、まちづくり推進委員会での協議や地区区長会説明会及び利用者

アンケートによる意見を参考にしています。

No. ９

意見のタイトル 第２章　現状の把握と整理について　緒川地域　課題

意見の内容

（原文）

緒川支所は敷地規模が小さい状況にありますとあるが、隣の駐車場も含めて考

えるなら、敷地規模が小さいというのは違うのではないのか。

意見に対する

市の考え方

将来のランニングコスト縮減の観点から、借地を除いて比較しています。

借地を除く敷地規模は、他支所と比較すると敷地規模が狭い状況にあります。

No. 10

意見のタイトル 第２章　現状の把握と整理について　施設面から見た課題　緒川支所
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意見の内容

（原文）

緒川支所は健全年度が低いことから大規模改造が必要な状況にあります。とし

ていますが、老朽化していくことは当然のことであり、必要とする使いやすい支

所として改造（又は新築）すべきではないか。

意見に対する

市の考え方

現行基準による耐震強度を満たしておらず、耐震補強を行うには多額の経費を

要することから、解体する計画としています。

No. 11

意見のタイトル 第２章　現状の把握と整理について　施設面から見た課題　緒川支所

意見の内容

（原文）

緒川総合センターは他の機能を受けるスペースがある状況にありますとしてい

るが、支所は、市民が充分余裕をもって利用できるようなスペースを持つ必要が

あります。緒川総合センターのどこの部分に支所を移転する方針なのか、具体性

な説明が載せていない。支所を移転するスペースはあまりないのではないか。

意見に対する

市の考え方

支所機能の移転については、執務体制を勘案するとともに、住民の利便性等を

考慮し検討します。

No. 12

意見のタイトル 第２章　現状の把握と整理について　利用ニーズから見た課題　緒川支所

意見の内容

（原文）

立地の利便性については、緒川支所の「便利」の回答率が高い状況にあります

とあるが、支所を廃止し、緒川総合センターに移転させるなら、住民の高齢化が

ますます進む中で、高台に位置する総合センターまで行き来するのでは大きな負

担となり、「便利性」はなく、「不便利」になるのではないか。緒川総合センター

に行く道路は明峰中の通学路であり、通行に支障が出ないのか心配です。

意見に対する

市の考え方

公共交通ネットワークの充実を図り対応をしていきます。通学路については歩

道が設置されておりますが、安全面の確保に向け、必要に応じた対策を検討します。

No. 13

意見のタイトル 第２章　現状の把握と整理について　利用ニーズから見た課題　緒川支所

意見の内容

（原文）

集約したほうが良いとする「スポーツ機能」が挙げられているが、社会福祉協

議会が集約されたなら「やすらぎ荘」を中心とするスポーツ活動援助や「やすら

ぎ荘」の管理等に支障が出るのではないか。（職員の削減等で）

意見に対する

市の考え方

機能の集約を図り利便性の向上を図るものであり、社会福祉協議会の位置づけ、

役割が低下するものではありません。
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No. 14

意見のタイトル 第４章　再編・複合化計画　所要室・面積構成表等

意見の内容
（原文）

表の中に、支所名称、支所機能が、緒川地域センターに移す場合、支所窓口等、

会議室とあるが、どの程度のスペースを予定しているのか明らかにすべきです。

また、現在の全ての業務を移転するのか明確にしておくべきです。職員数は削減

することはないのか、支所機能の縮小等はないのか疑問に思われます。

意見に対する
市の考え方

既存業務を維持しながら、地域拠点として機能するためのスペースに配慮し、

また、職員の配置等については、所掌する事務分掌を勘案するとともに、現行の

支所等の職員体制を基本として検討します。

No. 15

意見のタイトル 第４章　再編・複合化計画　所要室・面積構成表等

意見の内容
（原文）

複合化の地域センターの名称が「緒川地域センター」と仮称で載せてありますが、

今後名称については住民の意見をしっかり取り入れていくべきです。

意見に対する
市の考え方

決定名称ではありませんが、わかりやすい名称を検討します。

No. 16

意見のタイトル 第４章　再編・複合化計画　所要室・面積構成表等

意見の内容
（原文）

緒川総合センターの駐車場は現在でも狭隘であり大きな会議、集会等で車が置

ききれず、市役所の駐車場を使用している状況です、支所が総合センターに移さ

れれば、大変混雑し、不便になることは明らかではないでしょうか。

意見に対する
市の考え方

駐車場につきましては、中学校プール跡の駐車場の利用や実施事業の分散化に

より対応します。

No. 17

意見のタイトル 第４章　再編・複合化計画　所要室・面積構成表等

意見の内容
（原文）

（参考）の欄で導入機能と地域課題、住民ニーズについての支所機能の行で住民

ニーズの欄が○印がなかった。なぜでしょうか。備考欄には既存機能の維持と入

っているが住民は支所機能の充実を求めていると思います。

意見に対する
市の考え方

施設利用者アンケート調査の結果によるものですが、既存の支所機能の維持に

努めるとともに、公民館機能の集約により利便性の向上を図ります。
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【奨学資金】
●募集人員、貸与月額および貸与期間

●申請資格（次の全項目に該当する方）
　（１）　保護者が常陸大宮市に引き続き3年以上住所を有する方（令和2年3月31日現在）
　（２）　下記の学校に入学または在学する方
　　　ア　高等学校（中等教育学校の後期課程および特別支援学校の高等部を含む。以下同様）
　　　イ　高等専門学校
　　　ウ　専門学校（専修学校専門課程）
　　　エ　大学（短期大学を含む。）
　（３）　人物および学業がともに優れている方
　（４）　経済的理由により修学が困難な方
　（５）　他の奨学金を受けていない方
●提出書類
・奨学資金貸与申請書
・奨学生推薦調書
・住民票謄本（本籍・続柄が表示のもの）
・連帯保証人の令和元年分の所得および市税等に滞納がないことを証明できる書類（連帯保証人が市外在住の場合のみ）
・在学証明書
●返還について
　最終貸与月の6か月経過後から、10年以内に半年賦または年賦で返還（無利子）。
　返還時には、連帯保証人および保証人を各1人たてること。
◎申込書・募集要項について　
　１．学校教育課（常陸大宮市役所本庁舎3階）
　２．常陸大宮市公式ホームページ（公式ホームページより様式を印刷）
◎募集期間　
　令和2年7月10日（金）から令和2年8月7日（金）17:15まで　※土・日・祝日は除く。

　上村田霊園の使用者を随時募集しています。申請方法については下記のとおりです。詳細については、
生活環境課までお問い合わせください。
○所在地　常陸大宮市上村田864番地

募集区画の配置図は、生活環境課窓口および市ホームページにて確認できます。
○申請者資格
　(1) 所在地の市町村税等に滞納がない方
　(2) 納付期限内に墓地使用料および管理料を納入できる方
　(3) 他の市営墓地使用許可を受けていない方
○申請に必要な書類
　(1) 常陸大宮市公営墓地使用許可申請書
　　　申請書は生活環境課窓口にご用意しています。また、市ホームページよりダウンロードも可能です。
　(2) 申請者の住民票（本籍地入り）
　(3) 市区町村税の滞納がないことを証する書類（滞納のない証明書、納税証明書 等）
　　　　　　　常陸大宮市役所市民生活部生活環境課（市役所1階）
※区画の予約や仮押さえは行っていません。事前に現地を確認の上、希望の区画を決定してから申請してください。

令和2年度奨学生　追加募集を行っています

募　　集

問　　　   学校教育課教育総務Ｇ　☎52-1111　内線337本庁

在学する学校 貸与額（月額） 募集人員 貸与期間
高等学校 20,000円以内

16名以内
令和2年4月から在学する学校の正規
の修業期間（1学年以外の学年で貸与
を希望する方は、残修業期間とする。）

高等専門学校 1 ～ 3年課程
4年課程以上

50,000円以内専門学校（専修学校専門課程）
大学・短期大学

上村田霊園使用者募集について

問　　　   生活環境課生活環境G　☎52-1111　内線123本庁

種　別 面　積 使用料（市内） 使用料（市外） 管理料（年額）
第１種 8㎡ 800,000円 960,000円 7,020円
第２種 7㎡ 700,000円 840,000円 6,110円
第３種 4㎡ 400,000円 480,000円 3,460円
第４種 3㎡ 300,000円 360,000円 2,640円
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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
域の課題の解決およ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地域資源を活かした魅力作り、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特定の個人または団
体のみが利益を受ける事業、③宗教およ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また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３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
　①事業説明会　　【7月21日（火）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。
　②事前調整　　　【7月27日（月）～ 8月17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、市民協働課へお申込み
ください。

　③提案書提出　　【各団体の事前調整終了後から～ 9月4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および事業採択
　○プレゼンテーション　9月27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）
　○事業の選考および採択

　　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３
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2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また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。

協働事業提案募集

問　　　   市民協働課市民協働G　☎52-1111　内線126本庁
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　まちづくり講座では、市民の皆さんがメニューの中から選んだ内容について、職員等が市内の集会施
設等へ出張し、講座を開設します。受講料は無料で、申込手続きも簡単です。市のことについてもっと
知りたい、普段感じている疑問を解決したいという方はぜひご利用ください。たくさんのご利用をお待
ちしています！
　また、受けてみたい講座があれば、市民協働課までご意見等お寄せください（ご希望に添えない場合
もあります）。
※新型コロナウィルス感染症の感染拡大リスク防止のため参加者の健康、安全面を考慮し、中止する場
　合もありますのでご了承ください。

No. 講　座　名 内　　　容 担 当 課

1 知っていますか？情報公開制度
～活用しよう「知る権利」～

・情報公開制度、開示請求から開示までの手続き
や公開状況について

総務課

2 わかりやすい選挙のはなし
～知っていますか、選挙のあれこれ～

・選挙制度、各種選挙結果の概要、選挙とくらし
の関係、投票率向上への啓発等について

3 常陸大宮市の行財政改革 ・常陸大宮市行財政改革大綱等の概要と取組状況
について

4 統計でみる“私たちのまち” ・各種統計調査のデータからみた常陸大宮市に
　ついて

5 マイナンバー制度について ・制度の内容、マイナンバーカードの利用方法

6 常陸大宮市総合計画がめざすもの ・常陸大宮市総合計画の概要と、常陸大宮市が 
めざすまちづくりについて

企画政策課
7 東京2020オリンピック・パラリンピック

競技大会に向けて
・パラオ共和国選手団のキャンプ受け入れなど、

東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会に向けた取組を説明します

8 地域公共交通について ・市内の公共交通の概要や利用方法などについて
わかりやすく説明します 地域創生課

9 常陸大宮市の財政事情 ・市の財政状況（予算のしくみや事業の概要）
について 財政課

10 自主防災組織について ・自主防災組織の取組について
・災害関係の話について

安全まちづくり
推進課

11 常陸大宮市の市民協働について ・常陸大宮市が進める市民と市の協働について
　説明します

市民協働課12 常陸大宮市の国際交流について ・常陸大宮市国際交流協会を中心に実施されて
いる市の国際交流活動について

13 男女共同参画社会について
・男女共同参画社会とは何かを「第2次常陸大宮

市男女共同参画計画後期基本計画」に基づいて
説明します

14 知っておきたい税のしくみ ・税の種類とその内容について 税務徴収課

15 家庭でできる地球にやさしい暮らし方 ・地球温暖化対策と省エネルギーの推進について
・ごみの現況と家庭でできるごみ減量化について 生活環境課

16 ごみの減量と処理の仕方 ・大宮地方環境整備組合環境センターの見学
・ごみの減量と処理の仕方について

17 地域みんなで子育て支援 ・子育てに関する事業や保育サービスについて こども課

18 障碍者の福祉サービスについて ・障碍のある方が利用できる主な福祉制度の内容
や利用方法について 社会福祉課

19 介護保険制度について ・介護保険制度のしくみ、要介護認定の申請から
介護サービスの利用の仕方などについて

長寿福祉課
20

認知症サポーター養成講座
※講座開催日の１か月半前までにお申し
込みください。

・認知症について理解し、認知症の人やその家族
を温かく見守り、支援する「認知症サポーター」 
を養成します。※講師は常陸大宮市キャラバ
ン・メイトが務めます

21 知っておきたい国民健康保険 ・国保のしくみ（財政・資格・給付）について
医療保険課

22 ご存知ですか？　マル福制度 ・マル福（医療福祉）制度の概要について
23 健康講座① ・生活習慣病の予防について

健康推進課24 健康講座② ・食生活から考える健康づくりについて
25 健康講座③ ・特定健康診査及び健康診査結果の見方について
26 森林（もり）のはたらき ・森林の果たす役割について

農林振興課
27 イノシシの被害対策

・イノシシの基礎知識について
・地域で取り組む対策について
・防護柵の種類と特徴について

常陸大宮市まちづくり講座
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No. 講　座　名 内　　　容 担 当 課
28 高齢者を狙う悪質商法と対処法 ・SF商法、訪問販売、点検商法等について

商工観光課

29 若者を狙う悪質商法と対処法 ・電話勧誘、アポイントメントセールス、キャッ
チセールス、マルチ商法等について

30 暮らしと契約の基礎知識 ・クレジット契約、未契約者契約、名義貸し、
　クーリング・オフ等について

31 インターネット契約トラブル ・架空請求、ネットショッピング、ネットオーク
ショントラブル等について

32 多重債務に陥らないために ・サラ金の相談事例、自己破産、信用情報、弁護
士相談等

33 消費者トラブルと対処法 ・架空請求、送り付け商法、SF商法、マルチ商法、
　金融トラブル等について

34 携帯・インターネットトラブル注意報 ・携帯やスマートフォンのトラブル、架空請求等
35 食の安全・安心等について ・食品の安全性、表示等について

36
常陸大宮市の観光について
～もっと知りたくなる　もっと伝えたく
なる　もっと好きになる～

・イベント紹介、パンフレット紹介、アクティビ
ティ紹介、フィルムコミッション紹介等につい
て

37 大切な飲料水ができるまで ・常陸大宮市の水道水ができるまでを紹介します
施設管理課

38 常陸大宮市の下水道事業 ・常陸大宮市の生活排水対策について説明します

39 議会のしくみと議場見学 ・本会議、委員会の運営等についての説明と本会
議場の見学 議会事務局

40 農地転用許可制度を優しく学んでみませ
んか？ ・農地を転用するための許可、手続きについて

農業委員会
41 農地借り手支援講座 ・農地を借りて耕作する人への助成事業について

42 ロゼホールの楽しみ方
～来館見学講座～

・バックステージツアーとして、大ホールの舞台
裏等を見学し、音響、照明、吊り物等に触れて
みて、舞台効果を体験します

※ただし、貸し館、公演事業等によりご希望の日
に出来ない場合もありますので要問合せ 生涯学習課

43 みんなの図書館
・図書情報館の案内、利用方法、行事や本の楽し

み方の紹介をします
・読み聞かせ、ブックトークをします

44 防火講話
～火事だ！その時あなたは～

・消火器の使い方と初期消火のポイントについて
・住宅用火災警報器の概要等

消防本部
（予防課）

45 おぼえよう！応急手当
～救急車がくるまでに～

・応急手当の基礎知識、基礎技術（心肺蘇生法等）
・AED（自動体外式除細動器）の使用方法

消防本部
（警防課）

46 消防署ってどんなことするの？
～消防署見学ガイド～

・消防のしくみ　　　　　・消防署の１日
・消防自動車のいろいろ　・消防署の施設

消防本部
（総務課）

○利用できる人
　市内に在住・在勤・在学の10名以上の団体・グループとします。
○開 催 日 時
　9:00から21:00までの間で、1回2時間以内とします。
　ただし、祝日・年末年始は除きます。
○開 催 場 所
　会場は市内の公民館や集会施設をご利用ください。
　会場については申込者でご用意ください。
○申し込み手順
　１　講座メニューから希望の講座を選び、開催日時・場所を決めてください
　２　「常陸大宮市まちづくり講座実施申込書」に必要事項を記入の上、講座開催希望日の14日前まで

に、市民協働課までお申し込みください（講師の都合等により、一部ご期待に添えない場合が
あります）。

　３　市民協働課と講座担当課で調整を行い、講座開催について、「まちづくり講座決定通知書」を申
込み代表者あてに送付します（申込日から約1週間）。

　４　開催日当日、担当職員が会場へ伺います（講座終了後はアンケートへの記入にご協力をお願いい
たします）。

　・　　 常陸大宮市役所市民生活部市民協働課市民協働G　☎52-1111　内線126問 申込
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　市では、ケアマネージャー試験（介護支援専門員実務研修受講試験）対策として8月から10月までの
計10回ケアマネージャー試験対策セミナーを開催します。介護サービスを必要とする方の増加に伴い、
サービスの利用計画（ケアプラン）作成を担う介護支援専門員（ケアマネージャー）の人材不足に対応
していきます。
　ケアマネージャー資格取得に向けて、基礎知識から各分野の専門知識を会得するための講義になりま
す。今年度受験を予定している方、将来的に資格取得を目指す方も受講可能ですので募集要項を確認の
上お申し込みください。
○期　　日　8月25日(火)　9月2日(水)　9月9日(水)
　　　　　　9月16日(水)　9月23日(水)　9月26日(土)8:20 ～ 12:30
　　　　　　9月30日(水)　10月3日(土)8:20 ～ 12:30
○時　　間　19:00 ～ 21:00　※土曜日は8:20 ～
○会　　場　常陸大宮市役所　2階　会議室
○募集期間　7月10日(金) ～ 8月11日(火)
○定　　員　10名以上（定員に満たない場合中止）
○対 象 者　・市内在住・在勤で、令和2年度介護支援専門員実務研修受講試験（ケアマネ試験）の受
　　　　　　　験対象者、または今後介護支援専門員の受験を予定しているもの。
○講　　師　県介護支援専門員協会大宮支部協会員、主任介護支援専門員、県介護支援専門員実技研修
　　　　　　講師等
○セミナー内容　　介護保険制度改正について　居宅・介護予防各種サービスについて　その他

フリガナ

氏　　名

生年月日 昭和　　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日 性　別

フリガナ

住　　所
〒

T E L 携　　帯

フリガナ

勤務先名
（事業者名）

フリガナ

勤 務 先
住　　所

〒

申込期間までに本庁長寿福祉課窓口にご提出ください。
※個人情報の取扱いについて
　受講者の個人情報については、ケアマネジャー試験対策セミナーのために使用し、その他の目的には
　使用しません。

ケアマネージャー試験対策セミナー

問　　　   長寿福祉課　介護保険Ｇ　☎52-1111　内線174本庁

き　り　と　り（FAXの際はきりとり不要）

《受講申込書》
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■行事予定
　★おはなし会

　ロゼのつどい・くれよん 8月  1日（土）
　美和かわせみ・ひこうき雲　 8月  8日（土）
　どんどんちっち・おひさま　 8月15日（土）
　めばえの会 8月20日（木）

はみんぐばあど・御前山かわせみ 8月22日（土）
10:30から1階児童コーナーで行います。
第3木曜日のおはなし会終了後には、子育
て世代包括支援センター職員が妊娠・出産

　・子育ての悩み相談を受け付けています。
お気軽にご参加ください。

■お知らせ
　★読書感想文「課題図書」について

・7月11日（土）から貸し出し開始します。
・一人1回につき1冊、貸出期間は1週間です。
・対象学年の子ども本人の利用カードでの貸

し出しとなります。利用登録をしていない
場合は、保険証等をお持ちいただき、カー
ドを作成してからの貸し出しとなります。

＊課題図書は毎年多くの方が利用しますので、
必ず期限内に返却してください。

　★一部サービス再開
　6月より一部サービスの再開をしております。

　【実施するサービス】
　＊図書、視聴覚資料の貸出・返却
　＊閲覧席・学習室・研修室・視聴覚室の利用
　＊新聞、雑誌、その他図書資料等の館内閲覧
　＊コピー　＊レファレンス
　　※1時間程度での利用及びマスクの着用
　　　にご協力ください。

　【休止するサービス】
　＊インターネット端末の利用　
　＊ビデオ、DVDの視聴
　＊イベント

　行事・カレンダーは当初予定です。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り変更になる場合があります。
　最新の情報については図書情報館ホーム
ページをご確認ください。

■新しく入った本
＜一般書＞　
　・漣のゆくえ 梶　よう子
　・不良 北野　武
　・ダブル・トライ 堂場　瞬一
　・ヒポクラテスの試練 中山　七里
　・あしたの華姫 畠中　恵
　・高校事変　7 松岡　圭祐
　・きたきた捕物帖 宮部　みゆき
　・婚活食堂　3 山口　恵以子
　・461個の弁当は、親父と息子の男の約束
 渡辺　俊美

＜児童書＞
　・関ヶ原の戦いへタイムワープ 三好　直人
　・虫のしわざ図鑑 新開　孝
　・くろりすくんとしまりすくん いとう　ひろし
　・ゆうれい猫と魔術師の少年 廣嶋　玲子
　・ひみつのぽむぽむちゃん　とつぜんのシンデレラ
 ハタノ　ヨウコ
　（えほん）
　・プラスチック星にはなりたくない！
 ニール　トレイン
　・ことわざしょうてんがい かんべ　あやこ
　・フンころがさず 大塚　健太
　・すてきなにちようび 小湊　加奈
　・ぴよちゃんのおともだち いりやま　さとし　

図書情報館からのお知らせ

■開館カレンダー
　8月

　開館時間　9:30～18:00
　■休館日
　■開館時間延長日(19:00まで)

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

　 図書情報館　☎53-7300　　53-7301
　　　  http://www.tosyo.city.hitachiomiya.lg.jp
問 FAX

H P
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＊電話＝電話による相談　面接＝面接による相談
＊毎週行っている各種相談については、特に記述
　がない場合は、土・日・祝日は行いません。

電話 面接

＜子育て・教育に係る相談＞
◎教育支援センター　面接・電話
(学校生活に伴う問題について)
毎週月～金曜日／ 9:30 ～ 16:30
場所／同センター (野口1337)
☎55-2514

◎家庭教育・青少年相談　
(子育て・子供の心身の成長に伴
う問題や悩みについて)
毎週火・木曜日／ 9:00 ～ 16:00
場所／生涯学習課(本庁3階)
☎52-1111　内線336

◎家庭児童相談
(家庭・家族・養育の正常化・健全化
について)
毎週月～金曜日／ 8:30 ～ 17:00
場所／こども課(本庁1階)
☎52-1111　内線137

◎子育て世代包括支援センター
　
(妊娠・出産・子育てに伴う問題
や悩みについて)
毎週月～金曜日／ 8:30 ～ 17:15
場所／総合保健福祉センター
　　　(かがやき)
☎58-7780

＜消費生活相談＞
◎市消費生活センター
毎週月～金曜日／
9:00 ～正午、13:00 ～ 16:00
場所／商工観光課内(本庁2階)
☎52-2185
※月・水・金は専任相談員が対応

＜身体障碍・知的障碍の相談＞

毎週月～金曜日／ 8:30 ～ 17:15
場所／常陸大宮市社会福祉協議会
本所　☎53-1125

各種無料相談 【8月】

面接 電話・

面接 電話・

面接 電話・

面接 電話・

面接 電話・

面接 電話・

社会福祉協議会の心配ごと相談　
　日常生活での悩みや困りごと等の様々な問題を解決する
ための手助けをします。個人情報、相談内容は厳守します。
●弁護士相談（要予約・先着順）面接

【日時】17日(月) 13:00 ～ 16:00
【場所】緒川老人福祉センターやすらぎ荘
【担当弁護士】後藤　直樹　先生

●一般相談　
【日時】5・19・26日（水） 9:00 ～ 14:00
【場所】社会福祉協議会本所
　　　　（総合保健福祉センターかがやき内）

※新型コロナウイルス感染症に伴う対応のため、やむを得
ず中止する場合があります。

予約・　 　　 本所　☎53-1125問 社協

　 　　 本所　☎53-1125問 社協

面接

●特設人権相談所の開設　
　子どものいじめ･虐待･地域差別･嫌がらせ･家庭内問題
等人権にかかわる問題でお困りの方は、お気軽にご相談下
さい｡
　相談は､ 市の人権擁護委員がお受けします｡
　秘密は厳守します。

【日時】6日(木) 9:00 ～正午
【場所】緒川保健センター　クラブ室

面接

●心の相談（要予約)　
　さまざまな不安やこころの不調を抱え悩んでいる本人・
ご家族のための相談です。

【日時】21日(金) 10:00 ～正午
【場所】市役所本庁

＊メンタルサポートステーションきらり(大子町)による電
話相談を、毎週月～土曜日(10:30 ～ 17:15)に行ってい
ます。

☎0295-72-5881

予約・　 　　社会福祉課　☎52-1111　内線133問 本庁

　　　  常陸大宮市人権擁護委員協議会事務局
　　　 （本庁　市民課内）　☎52-1111　内線102
問 本庁

面接

＜市内で実施される相談＞

面接 電話・
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－「広報  常陸大宮  お知らせ版」　次回の発行は7月27日（月）です。－

○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◆ 常陸大宮済生会病院 ☎52-5151

○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　　☎03-6667-3377
　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　　☎03-6667-3377

電話で確認してからお出かけください。

けんこうカレンダー 【8月】
　このコーナーの詳しい内容については、総合保健福祉センター(かがやき)内・健康推進課または、各支
所へお問い合わせください。
▽子供に関すること
◎対象となるお子さんには個別に通知します。
全地域　　会場：総合保健福祉センター（かがやき）
乳児健診 20日（木） 1.6歳児健診 27日（木）
8～9か月児乳児相談 19日（水） 2歳児歯科健診 6日（木）、26日（水）5月実施振替
12か月児乳児相談 3歳児健診 5日（水）
※新型コロナウイルス感染症に伴う対応のため、やむを得ず延期または中止する場合があります。

▽おとなに関すること
【子宮頸がん・乳がん検診】
大宮地域 美和地域

7日(金) 総合保健福祉センター（かがやき）
※保育あり 6日(木) 美和工芸ふれあいセンター

山方地域 緒川地域
25日(火) 山方農林漁家高齢者センター（神奉地） 19日(水) 緒川総合保健センター

※受診を希望される方は、事前の申込みが必要です。
　お問い合わせいただいた時点で定員に達している場合はお受けできませんので、ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症に伴う対応のため、やむを得ず中止する場合があります。

 　　　　　健康推進課健康推進G　☎54-7121　
　　　  総合窓口・地域振興G　☎57-2121　　　　 総合窓口・地域振興G　☎58-2111
　　　  総合窓口・地域振興G　☎56-2111　　　　 

問 かがやき
山支
緒支

美支

けんこうカレンダー 【8月】

再生紙と植物油インクを
使用しています。

◆休日・祝日の当番医◆　7/12 ～ 8/10 ＊病院名・電話番号
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）

7/12 志村大宮病院 ☎53-1111 上野医院 ☎96-5151 さとう耳鼻咽喉科クリニック ☎64-3341
19 岡崎外科医院 ☎52-0547 近藤クリニック ☎83-2250 吉永医院 ☎63-2303
23 エヌ・ティークリニック ☎55-8865 坂本クリニック ☎92-1166 今井医院 ☎63-0320
24 緒川クリニック ☎54-3331 水沼医院 ☎84-0001 さとう耳鼻咽喉科クリニック ☎64-3341
26 丹治医院 ☎53-2115 塩谷医院 ☎88-2055 もてぎの森「メディカルプラザ」☎64-1122

8/2 小泉医院 ☎52-0116 滝田内科医院 ☎82-2544 桜井循環器科内科 ☎63-5131
9 志村大宮病院 ☎53-1111 佐藤医院 ☎96-2841 吉永医院 ☎63-2303

10 大曽根内科小児科 ☎52-0302 七合診療所 ☎82-2781 今井医院 ☎63-0320


