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1－ 回覧ではありません。一部ずつお取りください。回覧物はなるべく早くお回しください。－

2020（令和２年）

広報 常陸大宮

発行／常陸大宮市
編集／秘書広聴課
　☎  　0295-52-1111
FAX 0295-53-6010

お知らせ版
市 の 主 施な 設

〒 319-2292  常陸大宮市中富町 3135-6
ホームページ  http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/
メールアドレス  hishokou@city.hitachiomiya.lg.jp

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
上下水道部総務経営課 52-0427
上下水道部施設管理課 53-7250
水道お客さまセンター 52-0427
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

9/10
No.429

常陸大宮市公式SNS

P2-3 ○常陸大宮市プレミアム付商品券「ひたまる商品券」
　常陸大宮市飲食券『ひたまる飲食券』取扱加盟店一覧

P4 ○「常陸大宮市新生児特別臨時給付金」について
P4 ○「ごぜんやままつり2020」開催中止のお知らせ
P4 ○令和2年国勢調査を実施します
P5 ○脳ドック健康診査について《国民健康保険に加入している方へ》
P5 ○9月は高齢者向け悪質商法・ニセ電話詐欺被害防止

共同キャンペーン月間です
P6-7 ○住民健診のお知らせ
P8-9 ○令和2年度  子宮頸がん・乳がん検診のお知らせ（10月申込分）
P9 ○ロタウイルスワクチン定期接種の実施について
P9 ○肥料の無料配布について
P10 ○市産農畜産物放射性物質測定結果について
P10 ○農業振興地域整備計画の総合見直しについて
P10 ○クリーン作戦にご協力ください
P11 ○水道メーターの交換にご協力ください
P11 ○9月10日から9月16日は下水道促進週間です
P12 ○医療機関での産後ケア事業について
P12 ○常陸大宮駅西駐車場の臨時閉鎖について
P13 ○令和2年  秋の全国交通安全運動について
P14-16○狂犬病予防集合注射について
P17 ○イノシシ被害防止対策について
P18-19○高収益作物次期作支援交付金について
P24 ○図書情報館からのお知らせ
P26 ○けんこうカレンダー【10月】
P26 ○休日・祝日の当番医（9/13～10/18）

P20 ○常陸大宮市地域医療を担う人材確保修学資金貸与制度
貸与者募集（令和3年度新規貸与開始者募集）について

P21 ○【ひたまる25】ノルディックウォーキング定期練習
会のお知らせ（下半期）

P21 ○子育て広場　「産後ヨガ講座」参加者募集
P22 ○手話奉仕員養成講座（入門課程）参加者募集
P22 ○「笑顔の力  笑いヨガで福来たる！」講座  受講者募集！
P23 ○第7回常陸大宮市高齢者クラブ連合会「ゴルフ交流大会」参加者募集
P23 ○上村田霊園使用者募集

P25 ○各種無料相談【10月】
相 談

お知らせ

募 集

本市の魅力を
余すことなく
発信中です！
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　常陸大宮市プレミアム付「ひたまる商品券」の使用が可能な取扱加盟店一覧を以下のとおりお知らせします。
●赤色文字の取扱店（大型店）では赤色の商品券はお使いいただけません。
★印の取扱店は飲食券も利用可能な店舗です。 令和2年8月31日現在

303店　順不同
【栄町】 【下町】 ★レストラン常陸亭（かわプラザ内）

㈲三國屋農機具店 ★割烹せきね ★ジェラート＆スムージー（かわプラザ内）
ミニストップ常陸大宮大塚店 ★天狗鮨 【富岡】
三キ機械店 風月 モトショップ サイトウ

★なんじゃっ亭 ヘアーサロン タムラ ㈲鈴木木材店
㈲共立コーポレーション 鈴木理容所 【小倉】

【南町】 ★福田屋 アート三陽
大竹クリーニング店 【北町】 大越理容室
㈱ライフケア ㈱弘和堂石油 【辰ノ口】
㈲山田文具店 オセヤ ★しんすい庵
hair design green ㈲萩野谷商店 【泉】

★あつまや ★鮨 割烹 与ね川 ●ヤマダ電機テックランド常陸大宮店
㈲大宮ガス 奥村ふとん店 ㈱オルク
㈲飯田屋商店 ★㈲坂井屋旅館 坂本石油
㈱岡崎酒店 ★サンエトワールいしかわ ワークマン常陸大宮店

●クスリのアオキ常陸大宮南町店 石川燃料 ㈱ネクスト
★割烹ちのね 長嶋自動車㈱ クォーターハーフ㈱
★塩子屋 クスリのカワタ北町店 ★あつまや泉店
★レストラン 蔵人 ㈲萩谷商店 箕川種苗㈱
★栄光軒 ヘアーサロン カネタ ●オートバックス常陸大宮店
★武蔵 【野中町】 ●ホームセンター山新大宮店
　箕川種苗㈱南町店 トミタスポーツ 喜泉園

【中富町】 マコトデンキ ●カワチ薬品常陸大宮店
㈱スズキ 本店 ★串の房 いずみ腰痛センター
セブンイレブン茨城大宮中富店 大曽根自動車整備工場 セブンイレブン常陸大宮泉店

●スーパーヒロセヤ常陸大宮店 クリーニングハウス カワマタ オートガレージ トミヤマ
べつばら処ひまわり エレーヌ スバルショップ常陸大宮

●ファッションセンターしまむら常陸大宮店 ★比羅里 【石沢】
★おーつかラーメン ㈲菊池自動車整備工場 ㈱スズキ 大宮バイパス店

【上町】 ヘアーサロンリード ●イエローハット常陸大宮店
㈲宇野商店 ★炙りや 魚人 ●ウエルシア常陸大宮石沢店
ヨツクラスポーツ 美容室チチンプイプイ 東京靴流通センター常陸大宮店
トロワ フレール 【東富町】 ●かわねや大宮店
あんしん介護プラザ チャミーナ ★中国飯店

★コミュニティカフェ バンホフ 茨城交通㈱大宮(営) 薬ほそい大宮店
㈲大野精肉店 ★焼肉あぎょう メガネのクロサワ大宮店
大賀食料品店 ヘアーサロン こばやし セブンイレブン常陸大宮石沢店
常陸園 つくし薬局 常陸大宮店 ★マクドナルド118常陸大宮店
㈲酒のスギヤマ 【姥賀町】 みつぎでんき石沢店
クスリのカワタ南町店 BOOKOFF常陸大宮店 ヘアスタジオB･up
萩谷理容所 ●マツモトキヨシ常陸大宮店 ★富貴楼
おぐらや ●㈱カスミ常陸大宮店 ★ラーメン来れば
セブンイレブン茨城大宮上町店 セブンイレブン茨城大宮姥賀店 ㈲エーアンドアイ ダスキンエコー

●サンキ常陸大宮店 【田子内町】 グリーンユニホーム
志村大宮病院 ㈲菊池自動車整備工場 ダイハツ大宮
大宮フロイデハイム ネモショウ電材 【下村田】
志村デイサービスセンター JA常陸 大宮営農経済センター 昭和シェル㈱クラセキ
フロイデ総合在宅サポートセンター大宮 【鷹巣】 ★ムゲン堂

★軽食喫茶７ ★泉里 ★レストラン雪村庵
【抽ヶ台町】 ㈲中橋製麺所 ●イオン常陸大宮店

エステ＆超音波の店 さよ子 企画印刷 ㈲菓子処ふるさわ(イオン常陸大宮店内)
するがや・不二家 JASS-PORT大宮 ㈲おもちゃのおかざき
つり具のむさし JA常陸 大宮農機センター ★フライパン
パティスリーヒカリノ木 【上大賀】 理容フジタ
フレッシュマート モロザワ ファミリーマート常陸大宮上大賀店 ㈱神永園芸

★かねこ食堂 【小祝】 小堀巌美容室クチュールクレア
カットサロン藤田 サカイ商店 とりさん

★プティ・モンド 【岩崎】 花の店 花とも
●道の駅 常陸大宮∼かわプラザ∼ 　パステル常陸大宮ピサーロ店

お知らせ
常陸大宮市プレミアム付商品券「ひたまる商品券」常陸大宮市飲食券『ひたまる飲食券』取扱加盟店一覧
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ピコット常陸大宮ピサーロ店 【家和楽】 【下小瀬】
きものおおみ常陸大宮ピサーロ店 ★田舎料理 家和楽 原呉服店
トータルフォトスタジオCoco常陸大宮店 ★藤 みむらストアー
セリア常陸大宮ピサーロ店 【盛金】 【国長】
めぐみや常陸大宮ピサーロ店 魚勝 カバヤゴルフクラブ
ベル・エポックプラス常陸大宮ピサーロ店 青砥モータース 【小舟】

★hana-cafe & 花鳥風月 ★そば道場 久慈川翁 ★物産センター かざぐるま
【小場】 【野上】 大和豆腐店

男しゃく ヘアーサロン ユー 【千田】
【小野】 世喜商店 ケーズガレージ

宇留野酒店 ★そばふじ 吉田屋
【三美】 【照田】 【大岩】

小林石油店 水戸グリーンカントリークラブ 堀江製菓 いしごろも
★満景 【小貫】 【門井】

【若林】 ★ホテル鮎亭 安藤理容所
セブンイレブン常陸大宮若林店 【高部】 【野口】

★ビアンカ ★美和亭 ㈱スズキ 御前山店
グリーンハウス大宮 ★割烹 魚政 青木直心堂薬店

【八田】 相河酒店 長山金物店
★石挽そば 三乃宮 日野屋クリーニング店 ㈱皆川自動車整備工場

セブンイレブン茨城大宮八田店 河野畳店 ★おしゃらぐキッチン
【東野】 ㈲坂井給油所 御前山饅頭ひやま

㈲海老根石油 大杉屋商店 パティスリー・クレール
セイコーマートえびね店 ＯＫオートサイクル 御前山タクシー
二方菓子舗 オートプラザ ノザワ ★レストラン ツインハート

【北塩子】 【小田野】 スキップ美容室
川岸屋 藤屋商店 インテリア・イシザキ
ゴルフ倶楽部セブンレイクス 【鷲子】 野口モータース

【西塩子】 道の駅みわ☆北斗星 小林美容室
マナゴルフクラブ 湖口商店 ファミリーマート常陸大宮野口店

【工業団地】 ㈲阿部商店 篠田自動車
茨城通運大宮販売所 ㈲カーショップ鈴木 かわのや

【山方】 ヘアーサロン グロワール ヘアーサロン髪工房
★レストラン 山ゆり ㈱美和交通 ごぜんやまらーめん

セブンイレブン山方町山方南店 ㈱美和旅行 ★想い出
スタジオピース＠ツルヤ ヘアーサロン オオタキ JASS-PORT御前山

●ウエルシア常陸大宮山方店 大森金物店 カイロプラクティック院clover
新昭和屋 【下檜沢】 JA常陸 御前山支店
魚万鮮魚店 稲見屋 【長倉】

●エコス山方店 坂本屋 和泉商會
細貝商店 玉野屋 青柳文具店

★旨いもん処 青森軒 益子酒店 ★お食事処わいずみ
★そば家 麦藁 【氷之沢】 ★ごぜんやま温泉保養センター四季彩館
●コメリハード＆グリーン山方店 ★美和ささの湯 いずみ自動車

オノセダイコク㈱ 【上小瀬】 ビジュアル・アート
★五介和紙 コムロ印刷 ヘアーサロン オシクボ
★湯の沢鉱泉 ファミリーマート常陸大宮上小瀬店 ㈲ライフ

花の店 花とも カットハウス中央 御前山自動車興業
JA山方SS 丸林商店 竹内住設
割烹旅館かめや ㈲緒川清掃 【檜山】
高村酒店 ★久慈屋 森島商店
フロイデ総合在宅サポートセンター山方 大沢時計店 【野田】
ヘアーサロンSEKI ㈲菓子処ふるさわ(本店) ★ごふくや
JA常陸 山方支店 藤田建窓センター 【その他】
久慈の山（根本酒造） 瀬賀商店 いばらきコープひたちなかセンター
男山酒店 金子石油 ●㈱ホーマック ニコット桂御前山店

【西野内】 ヘアーメイクTOP
木村製菓 ㈲工藤建材

【諸沢】 ●コメリ ハード＆グリーン緒川店
★やまがた すこやかランド「三太の湯」 ヘアーサロン オオヤマ

【舟生】 JA緒川SS
★赤い紙風船 フロイデ総合在宅サポートセンター緒川
★日本料理もりがね JA常陸 美川支店
★まるしんドライブイン 2020年8月31日現在　303店　

　 新型コロナウイルス相談窓口　市役所２階多目的室　☎029-55-8063
 　常陸大宮市商工会　☎53-3100
問
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、不安を抱えながら出産を迎えた世帯に対し、経済的不安を
やわらげるために常陸大宮市から臨時特別給付金を支給します。

１　支給対象者
　　常陸大宮市に住所があり、対象期間に子供を出産した方またはその子供を養育する方
２　対象期間
　　令和2年4月28日から令和3年4月1日
３　給付金の支給額
　　対象となる子供1人につき10万円
４　給付金の申請
（１）令和2年4月28日から8月31日までに出生届を市に提出した方
　　※申請書を郵送しますので、ご記入のうえ、こども課へ申請してください。郵送での申請も可能です。
　　※申請期間は、申請書が届いた日から令和2年11月30日までです。
（２）令和2年9月1日以降に出生届を市に提出した方
　　※出生時の手続きの際にこども課または支所で申請を受け付けます。印鑑を持参して申請してください。
※当日申請ができなかった場合は、対象となる子供が生まれた日から一か月以内にこども課の窓口で申

請をしてください。
５　支給日

　8月下旬以降順次支給します。詳しい支給日については、支給が決定し次第支給決定通知書を送付
しますので、そちらをご確認ください。

　令和2年11月8日（日）に開催予定の「ごぜんやままつり2020」は、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、中止することとしました。毎年開催を楽しみにしている市民の皆様や、開催趣旨に
ご賛同いただきご協力いただいている団体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。

　国勢調査は、わが国の人口・世帯の実態を明らかにするために行われ、10月1日現在、日本に住んで
いるすべての人と世帯を対象に行われます。
　9月上旬から統計調査員が、各戸を訪問し世帯主の氏名・世帯の構成を聞き取り、調査票をお配りし
ます。回答はできる限りインターネット回答にご協力ください。インターネット回答は9月14日（月）か
ら10月7日（水）までにスマートフォン・タブレット・パソコンから回答できます。紙での回答は同封さ
れている返信用封筒で郵送提出、または調査員への提出になります。回答は10月7日（水）までにお願い
します。
　調査結果は、日本の未来を描くうえで重要な基礎資料となり、幅広い分野で活用されます。　
　また、調査票に記入していただいた内容は、統計の作成に関する目的以外に使用することはありませ
んので、調査へのご協力をお願いします。

【国勢調査コールセンター】
　　☎0570-07-2020（ナビダイヤル）　IP電話の場合　☎03-6636-9607
　　設置期間　10月31日（土）まで
　　受付時間　8:00から21:00
※ナビダイヤルの通話料金は、一般の固定電話の場合
全国一律に市内通話料金のみで利用できます。携帯電話・PHSの場合、
またはIP電話用電話番号の通話料金は所定の通話料金となります。

「常陸大宮市新生児特別臨時給付金」について

「ごぜんやままつり2020」開催中止のお知らせ

令和２年国勢調査を実施します

問　　　   こども課こどもＧ　☎52-1111　内線138本庁

問　　　   総務課情報統計Ｇ　☎52-1111　内線320本庁

　 ごぜんやままつり運営委員会事務局（御前山支所内）　☎55-2111　内線100問
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　市では、国民健康保険被保険者の健康の保持増進を図るため、脳ドック健診費用の一部を助成します。
１　対象者（次の３項目すべてに該当する方です）
　　・令和2年4月1日現在常陸大宮市国民健康保険に加入し、年度末までに40歳以上になる方
　　・令和2年度内に特定健診、人間ドックまたは職場健診を受診、受診予定の方
　　・前年度までの国民健康保険税を全額納付している世帯に属する方
２　対象外の方
　　・令和元年度に脳ドック健診の助成を受けた方（2年に1回）
　　・心臓にペースメーカーを装着している方（体内に金属・クリップ等のある方も受診できない場合があります）
　　・脳疾患等で医師の治療を受けている方および妊娠している方
３　予定人数　200名程度 ※申込期間内であっても定員になり次第締切ります。
４　申込期間　令和2年6月1日（月）～令和2年11月30日（月）
５　受診期間　受診券到着～令和3年2月28日
６　実施医療機関

　　※筑波大学附属病院希望者は、人間ドック（55,000円～ 68,200円）も合わせて受診すること。
７　申込方法　医療機関へ申し込む前に、健康推進課または各支所の窓口で申請書へ必要事項を記入・押印のうえお申

し込みください。申込後、申請の翌月に受診券をお送りしますので、選択した医療機関へご予約ください。
８　申込場所　健康推進課（総合保健福祉センターかがやき内）または各支所
９　持 ち 物　保険証・印鑑

日曜日も相談できます
茨城県消費生活センター

いばらき消費生活なび
029-225-6445

検 索 188
消費者ホットライン

相談できる曜日・時間帯は、お住まいの地域の相談窓口によって異なります。
局番なし お近くの消費生活

相談窓口につながります 茨城県警察本部

不審な電話・メール・ハガキは、まず、相談!
029-301-0074

オレオレナシ
ニセ電話詐欺相談ダイヤル

警察相談
専用電話 ＃9110 24時間対応

脳ドック健康診査について《国民健康保険に加入している方へ》

　　 　　　健康推進課健康推進Ｇ　☎54-7121問 かがやき

新型コロナウイルス感染症予防のため、なるべく郵送での申請をお願いします。詳しくは健康推進課までお
問い合わせください。

医療機関名 所在地 個人負担金 検査内容
水戸ブレインハートセンター 水戸市青柳町 6,900円

脳ドック

ブレインピア南太田 常陸太田市谷河原町
聖麗メモリアル病院 日立市茂宮町 9,700円聖麗メモリアルひたちなか ひたちなか市馬渡
常陸大宮済生会病院 常陸大宮市田子内町 7,200円
筑波大学附属病院 つくば市天久保 24,000円
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　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住民健診は、年齢や昨年度ま

での受診状況にかかわらず、全
・ ・

て完全予約制になります。なお、下記日程は、申込人数が定員に達

していないため、随時申込みを受け付けています。ご希望の方は健康推進課（☎0295-54-7121）

にご予約ください。

〈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

〈予約期間〉

随時　※各日定員に達した場合は、予約受付けを終了します。

〈健診日程および会場〉

※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。

住民健診追加健診のお知らせ
　今年度まだ住民健診を受診していない方を対象に、住民健診追加健診を実施します。受診をご希

望の方は、予約期間に健康推進課（☎0295-54-7121）にご予約ください。

〈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

住民健診のお知らせ

対象地区 月　日 受付時間（予定）※ 胃がん検診 場所

常陸大宮市
全地区の方

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」
９月19日（土） 7：00 ～ 11：00 実施あり

10月 2日（金） 7：00 ～ 11：00 実施あり 西部総合公園体育館

10月31日（土） 7：00 ～ 11：00 実施あり 総合保健福祉センター
「かがやき」
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〈予約期間〉

10月5日（月）～　各健診日のおよそ1週間前まで

※各日定員に達した場合は、申込期間でも予約受付けを終了します。

〈健診日程および会場〉

※１　11月16日（月）緒川保健センターで実施する住民健診追加健診は、今年度の地区の住民健

診が中止となった地区にお住まいの方を対象に随時予約受付けを行い、すでに定員に達して

いるため10月5日からの予約受付けは実施しません。

※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「住民健診受付票」にてご確認く

ださい。

※３　12月7日（月）は保護者の方が健診を受けている間、お子さんの保育を行います。ご希望さ

れる方は、健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）。

※４　新型コロナウイルスの影響で6月までの住民健診が中止となったことから、令和3年1月に追

加で2日間健診日を設けました。

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、予定していた健診が急遽中止または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、国内で発生している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いますので、どうぞご利
用ください。

対象地区 月　日　※１ 受付時間（予定）※２ 胃がん検診 場所

常陸大宮市
全地区の方

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）
保育あり※３ 7：00 ～ 11：00 実施あり

12月19日（土） 7：00 ～ 11：00 実施あり

令和3年
1月24日（日） 7：00 ～ 11：00 実施あり 総合保健福祉センター

「かがやき」

1月29日（金） 9：30 ～ 11：30
13：30 ～ 15：30 実施なし 緒川保健センター

追加された
日程※４

　　 　　　健康推進課健康推進Ｇ　☎54-7121問 かがやき
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　常陸大宮市に住所のある20歳以上（乳がんは30歳以上）の方を対象に子宮頸がん・乳がん検診
を実施します。

≪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（10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、申込後に郵送する「婦人科検診票」にてご確認ください。

令和2年度 子宮頸がん・乳がん検診のお知らせ（10月申込分）

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）※

10月13日（火）
～

10月19日（月）

令和2年11月18日（水）

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
子宮頸がん検診

および乳がん検診

12月 8日（火）
12月12日（土）

令和3年 1月 6日（水）
1月 7日（木）

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います

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込みください。
≪電話≫　【健康推進課】 ☎ 0295-54-7121へお申込みください。
≪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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　10月1日から、ロタウイルスワクチンが定期接種となります。対象者へは個別通知または、予防接種
予診票つづりと共に配付しますので、接種されますようお知らせします。

１　対象者　　令和2年8月1日以後に生まれた者
２　接種期間および接種回数

※腸重積症の既往歴のあることが明らかである者、先天性消化管障碍を有する者（その治療が完了した
者を除く）、重症複合型免疫不全症の所見が認められる者は対象となりません。

※安全性の観点から、初回接種は生後14週6日までに受けましょう。

３　自己負担　なし（全額公費負担）
４　医療機関　広域医療機関（茨城県内の指定医療機関）
５　接種方法　ロタウイルスワクチン予防接種予診票・親子（母子）健康手帳を持参し、医療機関で予

防接種を受けてください。

　大宮地方環境整備組合　衛生センター（し尿処理施設）では、処理で発生した汚泥を超高温好気性発
酵法を用い堆肥化して無料配布を行っています（市外にお住まいの方も可能です）。
　配布を希望される方は以下の配布場所までご来所ください（袋は御持参ください）。
　また、配布方法等については問合せ先までお問い合せください。
１　肥料の種類　　汚泥発酵肥料（登録番号　生第105254号）
２　原料の種類　　し尿汚泥
３　主要な成分含有量（令和2年6月採取）
　　・窒素全量　　1.9%
　　・りん酸全量　3.4%
　　・加里全量　　0.5%未満
　　・銅全量　　　410mg/kg
　　・石灰全量　　17.0%
４　炭素窒素比　　7
※時期によって成分のばらつきがあります。石灰は製造工程上混入の有無があります。
５　配布場所　大宮地方環境整備組合　衛生センター（常陸大宮市小野2090番1）
　　　　　　　※配布時間　平日　9:00から16:00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いたします。

ロタウイルスワクチン定期接種の実施について

肥料の無料配布について

ワクチン名 接種期間 接種回数
ロタテック®（5価） 生後6週から生後32週0日まで 3回
ロタリックス®（1価） 生後6週から生後24週0日まで 2回

　　 　　　健康推進課母子保健Ｇ　☎54-7121問 かがやき

　　 　　　健康推進課健康推進Ｇ　☎54-7121問 かがやき

　 大宮地方環境整備組合　衛生センター　☎52-3535問
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市産農畜産物放射性物質測定結果について

農業振興地域整備計画の総合見直しについて

クリーン作戦にご協力ください

　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　7/1 ～ 7/31

※「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。

　市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、「農業振興地域整備計画」の総合見直しを行っ
ています。
農業振興地域整備計画とは・・・
　当市の農業の健全な発展、優良な農地の保全や管理を含めた農地の効率的な利用を図り、集団的農地
などの優良農地について農用地区域として定め、今後の農業振興地域の基盤となるべき農地等を確保す
るための計画です。
　農地に農業用施設や住宅等を建てる際に、その土地が農用地区域に定められている場合には、用途の
変更や農用地区域からの除外申請等が必要になりますが、この総合見直しに際して関係機関との協議等
が伴うことから次のとおり申請受付けを一時休止しています。
※総合見直しは令和4年3月31日に完了予定としていますが、関係機関との協議等によっては申請受付

休止期間が延長となる可能性があります。その際は、お知らせ版・ホームページ等で改めてお知らせ
します。

　きれいで住みよいゴミの無いまちづくりのために、市内全域で清掃活動を行います。
　各地域での清掃活動に、ご協力くださいますようお願いします。
○ 日　　時　10月18日（日）8:00 ～ 10:00　　地区によって、開始時間が異なる場合があります。
　　　　　　※当日、6:05に防災無線で態度決定の放送をします。　［雨天の場合10月25日（日）］
○ 実施方法

環境保全推進委員長（副区長）を中心に、道路、路肩等に捨てられているごみ等を収集し、燃えるご
み、燃えないごみ（ビン類・カン類等）に分け、各地域の定めた場所に置いてください。

問　　　   農林振興課農業畜産Ｇ　☎52-1111　内線206本庁

　　　   生活環境課生活環境Ｇ　☎52-1111　内線122
　　　   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

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
みょうが 鷲子 検出せず 検出せず セシウム134、137

100Bq/kg鶏卵 大岩 検出せず 検出せず

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
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１　水道メーターの交換について
　水道メーターは計量法に基づき、8年に1度の交換が定められているため、交換対象になった家庭
や事業所等の水道メーターを無料で交換します。水道メーターの交換は、市から委託された交換作業
者が作業を行います。なお、交換作業者は、市が発行した身分証明書を携帯しています。

２　交換のお知らせについて
　交換対象の家庭や事業所等には『水道メーター交換のお知らせ』をハガキで通知、または、検針時
に『上下水道使用量のお知らせ』と一緒に投函しますので、確認をお願いします。

３　交換作業について
　通知に記載してある期間内に交換作業者が伺います。作業前には声をおかけしますが、不在の場合
でも水道メーターの交換を行います。作業時間は、メーターの大きさや設置状況にもよりますが、お
おむね10分程度です。作業中は、水の使用ができなくなりますのでご注意ください。
　また、交換作業時に立会いをお願いすることはありませんが、交換作業の支障にならないよう次の
点にご協力をお願いします。

　・メーターボックスの上に物を置かないでください。
　・メーターボックス内に土や水が入っている場合は清掃をお願いします。
　・犬などは作業範囲外に保留しておいてください。

　作業終了後に、メーター指針・取替え日・新メーター番号等を記入した『水道メーター交換のお知
らせ』を投函しますので、ご確認ください。

４　交換日程について

　～令和元年度茨城県下水道促進週間コンクール「標語部門」茨城県知事賞～
　　「ながす水　いつかわたしに　かえる水」

　下水道促進週間とは、下水道の役割や必要性を広報し、理解の増進と普及の促進を図る目的として、
毎年実施されています。
　下水道を正しく使うことにより、家庭や施設で使用した水を、きれいな水にして自然に戻すとこがで
きます。
　快適で清潔な暮らしを守るため、下水道に対する理解を深め、正しく使いましょう。

◆下水道の正しい使い方
・油類を流さない
・野菜くずや食べ残しを流さない
・ビニル片や割り箸・つまようじを流さない
・薬品類を流さない
・髪の毛を流さない
・熱湯を流さない
・落ち葉を排水溝に捨てない

水道メーターの交換にご協力ください

9月10日から9月16日は下水道促進週間です

　 常陸大宮市水道お客さまセンター　☎52-0427問

　 上下水道部総務経営課総務経営Ｇ　☎52-0427問

交換作業対象地域 交換作業期間

1 抽ヶ台町、姥賀町、田子内町、東野、八田、若林、小野、三美、西塩子、北塩子、照田、
工業団地、栄町、南町、下岩瀬、上岩瀬、根本、泉、下村田、上村田、石沢、小場 9/2 ～ 11/10

2 山方、野上、西野内、諸沢、北富田、久隆、家和楽、照田、氷之沢、高部、小田野、鷲子、
下小瀬、上小瀬、大岩、小舟、油河内、入本郷 9/2 ～ 10/ 8

3 中富町、上町、下町、北町、東富町、高渡町、野中町、上大賀、岩崎、鷹巣、小祝、
辰ノ口、塩原、小倉、富岡、宇留野 10/2 ～ 12/ 9

4 野口、野口平、下伊勢畑、上伊勢畑、長倉、野田 11/3 ～ 12/ 9
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　産後は心もからだも不安定になりがちです。『お産と育児の疲れで体調がすぐれない』『授乳について
吸わせ方や抱き方を教えてほしい』『赤ちゃんのお世話について教えてほしい』など、そんなときに安
心して子育てができるよう、日帰り型・宿泊型による産後ケア事業をご利用ください。

○利用できる方　市内に住所がある出産後おおむね３か月未満のお母さんと赤ちゃん
○内容　　　・お母さんの健康管理や乳房ケアなど
　　　　　　・赤ちゃんの発育や授乳の様子、体重や排便のチェックなど
　　　　　　・授乳や沐浴方法、育児相談など
　　　　　　※医療行為が必要な場合は利用できません。
○利用できる医療機関および負担金

　
○利用方法　事前に電話連絡のうえ、親子（母子）健康手帳と印鑑を持参し下記窓口にお越しください。

　常陸大宮駅周辺整備事業に伴い、JR水郡
線を利用の皆様に、より利用しやすい駐車場
とするため、駐車場用地の現地測量調査を実
施いたします。
　この測量調査に伴い、下記の期間、駐車場
が使用できなくなりますのでご協力をお願い
します。
　測量調査中は、近隣の有料駐車場をご利用
頂きますようお願いします。

１　閉鎖期間
　　令和2年10月5日（月）から
　　令和2年10月23日（金）まで
　　（期間を変更・延長することがあります）
２　閉鎖場所
　　常陸大宮駅西駐車場
３　測量業者
　　株式会社水工エンジニアリング大宮営業所

医療機関での産後ケア事業について

常陸大宮駅西駐車場の臨時閉鎖について

医療機関
利用料金・時間※日帰り・宿泊各最大 5 日間まで

日帰り型（1 日あたり） 宿泊型（1 泊 2 日）
植野産婦人科医院※ 1 3,600 円（昼食付き） 7,200 円（3 食付き）

【9:00 ～ 16:30】　 　 【11:00 ～翌日 11:00】
水戸赤十字病院　※ 1 2,860 円（昼食付き） 7,040 円（4 食付き）

【9:00 ～ 17:00】　 【9:00 ～翌日 17:00】
山縣産婦人科※ 1 2,400 円（昼食付き） 6,000 円（4 食付き）

【9:00 ～ 17:00】　 【9:00 ～翌日 17:00】
加瀬病院 4,000 円（昼食付き） 11,000 円（4 食付き）
ひたちなか母と子の病院 【9:00 ～ 17:00】　 【9:00 ～翌日 17:00】
※ 1 の医療機関利用は出産後 4 か月未満の方まで可能です。
※ 2 非課税世帯は 2 分の 1、生活保護世帯は全額公費負担となります。

　　 　　　健康推進課健康推進Ｇ　☎54-7121問 かがやき

問　　　   都市計画課　駅周辺整備事業推進室
 　　  　☎52-1111　内線253

本庁

位  置  図 

常陸大宮駅西駐車場 

調査箇所 
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令和2年　秋の全国交通安全運動について

【夜道こそ　自分をアピール　反射材】
9月21日（月）～ 9月30日（水）

　広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を
習慣付け、「人に優しい・歩行者に優しい‘’いばらき”」の実現を目指すとともに、交通事故防止
の徹底を図ることを目的に、秋の全国交通安全運動を展開します。

重点項目

　1．子どもを始めとする歩行者の安全の確保と自転車の安全利用の確保

○歩行者は道路横断等の交通ルールを遵守し、車両のドライバーは歩行者を見かけたら十分注
意し、歩行者の保護を意識しましょう。

○自転車に乗るときは、自動車と同じ交通ルールを遵守し、傘差しやヘッドホンの使用をやめ、
「自転車安全利用5則」を徹底しましょう。

　2．高齢運転者等の安全運転の励行

○近年では、全体の交通事故死亡者数における高齢者割合が高い状況が続いています。歩行者・
自転車利用者は反射材を着用し、高齢ドライバーは加齢に伴う運転技能の変化等を自覚し、
適切な運転行動を実践しましょう。

　3．夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止

○夕暮れ時や夜間の外出の際、歩行者・自転車等利用者は反射材を着用し、ドライバーはハイ
ビームを活用した運転を心がけ、交通事故防止に努めましょう。

○飲酒運転やあおり運転等の妨害運転は、悪質で非常に危険な運転行為です。飲酒運転等を絶
対許さない環境作りや思いやり・ゆずり合いの気持ちを持った運転の必要性を再確認し、危
険運転は絶対にやめましょう。

《自転車安全利用５則》
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る（飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信

号遵守と一時停止・安全確認）
⑤子どもはヘルメットを着用

〈実施機関等〉
常陸大宮市交通安全対策推進協議会・大宮地区交通安全協会・常陸大宮市交通安全母の会連絡協
議会・大宮地区安全運転管理者協議会・大宮警察署

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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　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施を延期していた狂犬病予防集合注射を実施します。
　生後3か月以上の飼い犬は、登録と年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。下記日程表の
とおり集合注射を実施しますので、いずれかの会場で受けてください。
　登録されていて、今年度未注射の犬の飼い主の方には、あらかじめ申請書（狂犬病予防注射済票交付
申請書）を郵送します。必要事項を記入し押印のうえ、予防注射当日に必ず持参してください。
　新規に登録する犬については、予防注射当日に登録を行いますので、印鑑を持参してください。
　なお来場の際は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、次の対策にご協力ください。
　　①マスクの着用
　　②体調の悪い方は来場を控える　
　　③料金支払い時にお釣りが出ないようあらかじめ用意する
※注射会場を統合した為、廃止になった会場があります。日程表を確認のうえ来場をお願いします。
○ 料金

（1） 新規登録の犬
　犬の登録手数料　　　　　　　　2,000円　　　　　（2） 登録済みの犬
　狂犬病予防注射済票交付手数料  　400円　　　　　　　狂犬病予防注射済票交付手数料  　400円
　狂犬病予防注射料　　　　　　　3,000円　　　　　　　狂犬病予防注射料　　　　　　　3,000円
　　　　　　　　　　　　　　計　5,400円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　3,400円

令和2年度狂犬病予防注射日程【大宮地域】

狂犬病予防集合注射について

月日 時間 実施場所

10
月
3
日
（
土
）

 9:00 ～ 9:10 岩崎　　岩崎コミュニティセンター

 9:20 ～ 9:30 小祝　　大賀公民館

 9:45 ～ 10:00 富岡　　富岡集会所

10:10 ～ 10:25 下町　　大宮公民館（甲神社隣）

10:30 ～ 10:45 宇留野　宇留野台ふれあい交流センター

10:55 ～ 11:10 石沢　　石沢公民館

11:15 ～ 11:30 上村田　村石公民館

11:35 ～ 11:55 中富町　市役所庁舎東側電話ボックス脇

10
月
7
日
（
水
）

 9:00 ～ 9:10 南町　　東京クリーニング前駐車場

 9:20 ～ 9:30 高渡町　高渡公民館

 9:40 ～ 9:50 東富町　木村昭夫様宅前（木村酒店前）

 9:55 ～ 10:05 田子内町　JA常陸大宮営農経済センター西側駐車場

10:10 ～ 10:20 野中町　野中集会所

10:25 ～ 10:40 北町　　おおみやコミュニティセンター西側

10:50 ～ 11:05 富岡　　佐藤武紀様宅前

11:10 ～ 11:20 富岡　　菊池孝子様宅付近

11:30 ～ 11:40 抽ヶ台町　抽ヶ台公民館（七面山）

10
月
8
日
（
木
）

 9:00 ～ 9:15 泉　　　泉コミュニティセンター

 9:20 ～ 9:25 根本　　青山酒店付近

 9:30 ～ 9:40 上岩瀬　上岩瀬農村集落センター

 9:50 ～ 10:00 下岩瀬　下岩瀬新農村集落センター

10:10 ～ 10:20 下村田　関モータース廃車置場前

10:25 ～ 10:35 下村田　下村田公民館

10:50 ～ 11:05 泉　　　野上モータース前

11:15 ～ 11:25 宇留野　宇留野圷農村文化伝統館

11:30 ～ 11:35 宇留野　元不動鉄工所付近

月日 時間 実施場所

10
月
10
日
（
土
）

 9:00 ～ 9:10 西塩子　西塩子田園都市センター

 9:15 ～ 9:25 北塩子　塩田公民館

 9:35 ～ 9:45 東野　　玉川公民館

 9:55 ～ 10:05 若林　　若林新農村集落センター

10:15 ～ 10:20 小野　　小野簡易郵便局駐車場

10:25 ～ 10:40 三美　　三美公民館

10:50 ～ 11:00 小野　　大場公民館

11:10 ～ 11:25 小場　　小場公民館

11:35 ～ 11:45 下村田　ＪＡ常陸那珂倉庫前

10
月
14
日
（
水
）

 9:00 ～ 9:10 鷹巣　　畜産センター肉用牛研究所官舎前

 9:20 ～ 9:35 鷹巣　　鷹巣ふるさとコミュニティセンター

 9:40 ～ 9:50 鷹巣　　鷹巣神社前

10:00 ～ 10:10 小祝　　小祝新農村集落センター

10:15 ～ 10:25 上大賀　上大賀集会所

10:30 ～ 10:35 上大賀　金洗十字路西側

10:45 ～ 10:55 久慈岡　久慈岡集会所

11:00 ～ 11:10 辰ノ口　辰ノ口集会所

11:15 ～ 11:25 塩原　　塩原農村集落センター

11:35 ～ 11:45 小倉　　小倉集会所

10
月
15
日
（
木
）

 9:00 ～ 9:10 若林　　若林農村公園

 9:20 ～ 9:35 若林　　ダイワハウス現地販売センター前

 9:45 ～ 10:00 八田　　八田集落センター

10:10 ～ 10:20 東野　　横山隆章様宅付近

10:25 ～ 10:35 北塩子　川岸屋前

10:55 ～ 11:15 中富町　市役所庁舎東側電話ボックス脇

　　　   生活環境課生活環境Ｇ　☎52-1111　内線122・123
　　　   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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令和2年度狂犬病予防注射日程【山方・美和地域】
【山方地域】

月日 時間 実施場所

10
月
20
日
（
火
）

 8:40 ～ 8:45 長沢　　藤来設備工業前
 8:50 ～ 8:55 長田　　金子商店前
 9:00 ～ 9:05 長田　　山方公民館長田分館前
 9:10 ～ 9:15 照田　　照田区集落センター
 9:25 ～ 9:30 野上　　鹿嶋𠀋夫様宅前
 9:35 ～ 9:40 野上　　旧鹿嶋一義様牛舎前
 9:50 ～ 10:00 野上　　野上保育園前
10:05 ～ 10:10 野上　　金田市営住宅入口
10:15 ～ 10:20 野上　　戸田土建Ｔ字路付近
10:25 ～ 10:35 野上　　山方公民館野上分館前
10:40 ～ 10:45 野上　　羽場地区ふるさとコミュニティセンター
10:55 ～ 11:05 小貫　　山方公民館小貫分館前
11:10 ～ 11:15 小貫　　小貫市営住宅入口
11:25 ～ 11:30 照山　　生井沢粗大ゴミ置場
11:35 ～ 11:40 照山　　渡邊節子様宅前
11:50 ～ 11:55 照山　　前沢橋（釜額）

10
月
21
日
（
水
）

 8:55 ～ 9:05 久隆　　狢の草三叉路
 9:10 ～ 9:15 久隆　　久隆農村集落センター下
 9:25 ～ 9:30 盛金　　桧沢口岡平集会所
 9:35 ～ 9:45 盛金　　旧盛金小学校下三叉路
 9:50 ～ 10:00 盛金　　下小川駅前
10:05 ～ 10:15 盛金　　大森運輸前
10:15 ～ 10:20 盛金　　菊池昌枝様宅前
10:40 ～ 10:45 盛金　　川野邊きのえ様宅前
10:55 ～ 11:00 盛金　　国道 118 号沿梶畑入口
11:05 ～ 11:10 舟生　　市営舟生下台住宅入口
11:15 ～ 11:20 舟生　　山方公民館舟生分館前
11:25 ～ 11:30 舟生　　旧三次キヨ子商店前
11:35 ～ 11:40 山方　　江下山古墳下道路待避所
11:45 ～ 11:50 山方　　南皆沢公園

10
月
22
日
（
木
）

 8:40 ～ 8:50 山方　　高村酒店前
 8:55 ～ 9:00 山方　　芝新農村集落センター
 9:05 ～ 9:10 山方　　増子商店北側待避所
 9:15 ～ 9:25 山方　　和田可燃物ゴミ集積所前
 9:30 ～ 9:35 山方　　大津修様宅前
 9:40 ～ 9:45 山方　　天理教会前
 9:50 ～ 10:00 山方　　山方駐在所前
10:05 ～ 10:15 山方　　枇杷川大久保入口
10:20 ～ 10:30 山方　　神奉地高齢者センター前
10:35 ～ 10:45 山方　　山方公民館前
10:50 ～ 10:55 西野内　西野内消防器具置場
11:00 ～ 11:05 西野内　山方公民館西野内分館
11:10 ～ 11:15 西野内　梅木橋（山下）
11:20 ～ 11:25 西野内　小野瀨保様宅前
11:30 ～ 11:35 諸沢　　旧諸沢２区農村集落センター
11:40 ～ 11:50 諸沢　　諸沢簡易郵便局前
11:55 ～ 12:00 諸沢　　山方公民館諸沢５区分館前
12:05 ～ 12:10 諸沢　　小野瀬彪様宅前

【美和地域】
月日 時間 実施場所

10
月
27
日
（
火
）

 9:00 ～ 9:05 氷之沢　小林勝宏様宅前
 9:10 ～ 9:15 氷之沢　野沢会館
 9:20 ～ 9:25 氷之沢　表郷みらい館
 9:30 ～ 9:40 下檜沢　小室達雄様宅下
 9:45 ～ 9:50 下檜沢　総合福祉センター入口
 9:55 ～ 10:05 下檜沢　10 分団 2 部消防器具置場前
10:10 ～ 10:15 下檜沢　石井正美様宅前
10:20 ～ 10:25 下檜沢　上郷コミュニティセンター
10:30 ～ 10:35 下檜沢　寄藤入口
10:40 ～ 10:45 下檜沢　見丁入口
10:50 ～ 10:55 下檜沢　熊久保入口
11:00 ～ 11:10 上檜沢　長岡和代様宅前
11:15 ～ 11:20 上檜沢　新農村中組集落センター
11:25 ～ 11:30 上檜沢　長岡勇一様宅前
11:35 ～ 11:45 上檜沢　運動公園前駐車場

10
月
28
日
（
水
）

 9:00 ～ 9:05 高部　　岡山耕四郎様宅前
 9:10 ～ 9:15 高部　　美和山村開発センタ－
 9:20 ～ 9:30 高部　　矢板俊道様宅前
 9:35 ～ 9:45 高部　　堀江誠様宅前
 9:50 ～ 9:55 高部　　河野種美様宅前
10:05 ～ 10:10 高部　　入檜沢下集落センター
10:25 ～ 10:30 高部　　大森重男様宅前
10:35 ～ 10:40 高部　　岡山進様宅前
10:45 ～ 10:50 高部　　東河戸集落センター
10:55 ～ 11:05 高部　　河西洋子様宅前
11:10 ～ 11:15 高部　　川﨑勝二様宅前
11:20 ～ 11:25 高部　　上町集落センター
11:30 ～ 11:40 高部　　髙野秀男様宅前
11:45 ～ 11:50 高部　　美和亭隣
11:55 ～ 12:00 高部　　小室英幸様宅前

10
月
29
日
（
木
）

 9:00 ～ 9:10 小田野　三浦杉公園
 9:15 ～ 9:25 小田野　小田野下郷営農改善センター前
 9:30 ～ 9:35 小田野　田沢眞一様宅北側
 9:40 ～ 9:45 小田野　桑田しいたけ園北側
 9:50 ～ 10:00 小田野　小田野田沢線入口手前
10:10 ～ 10:15 鷲子　　田澤竜様宅前
10:20 ～ 10:25 鷲子　　薄井商店跡地付近
10:30 ～ 10:35 鷲子　　阿部スタンド東側
10:40 ～ 10:50 鷲子　　（株）若葉工務店前
10:55 ～ 11:00 鷲子　　小松栄子様宅前
11:05 ～ 11:10 鷲子　　嶐郷苑前（道の駅「みわ」西側）
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令和2年度狂犬病予防注射日程【緒川・御前山地域】
【緒川地域】

月日 時間 場　　　所

10
月
20
日
（
火
）

 9:00 ～ 9:20 上小瀬　川西生活改善センター

 9:25 ～ 9:35 上小瀬　本郷ふるさとコミュニティセンター

 9:40 ～ 9:50 上小瀬　西根生活改善センター

 9:55 ～ 10:05 上小瀬　下郷農村集落センター

10:10 ～ 10:20 下小瀬　下小瀬生活改善センター

10:25 ～ 10:30 那賀　　那賀集落農事集会所

10:35 ～ 10:45 国長　　国長生活改善センター

10:50 ～ 10:55 小玉　　小玉集落センター

11:05 ～ 11:10 小瀬沢　小瀬沢ふるさとコミュニティセンター

10
月
21
日
（
水
）

 9:00 ～ 9:10 小舟　　前屋大貝生活改善センター

 9:15 ～ 9:30 小舟　　老人福祉センターやすらぎ荘

 9:35 ～ 9:45 大岩　　大岩集落センター

 9:55 ～ 10:05 油河内　油河内スクールバス車庫前

10:10 ～ 10:15 入本郷　入本郷集落センター

10:20 ～ 10:30 千田　　千田田園都市センター

10:40 ～ 10:50 吉丸　　吉丸コミュニティーセンター

10:55 ～ 11:00 松之草　松之草生活改善センター

11:10 ～ 11:30 上小瀬　緒川支所駐車場

【御前山地域】

月日 時間 実施場所

10
月
27
日
（
火
）

 9:00 ～ 9:10 野田　　なかのや様前広場

 9:15 ～ 9:20 野田　　鯉沼洋守様宅裏

 9:25 ～ 9:40 野田　　野田集落センター

 9:45 ～ 9:50 野田　　古田土栄一様宅前

 9:55 ～ 10:05 長倉　　内藤建設様駐車場（電話ボックス隣）

10:10 ～ 10:20 長倉　　長倉消防小屋前

10:25 ～ 10:30 中居　　福岡水道機場前

10:35 ～ 10:40 中居　　中居高田橋付近

10:50 ～ 10:55 秋田　　登屋集落入口

11:05 ～ 11:10 長倉　　大沢橋隣

11:20 ～ 11:25 野口　　旧御前山中学校坂下

11:30 ～ 11:35 野口　　上郷消防小屋隣

11:40 ～ 11:45 野口　　滝沢火の見跡

10
月
28
日
（
水
）

 9:00 ～ 9:10 門井　　門井公民館

 9:15 ～ 9:20 門井　　三村建築様前

 9:25 ～ 9:30 野口平　十二所橋付近

 9:35 ～ 9:40 野口平　平間々坂下

 9:45 ～ 9:50 野口平　野口平消防小屋前

 9:55 ～ 10:00 野口　　篠田自動車様前

10:05 ～ 10:10 野口　　市営内原住宅駐車場付近

10:15 ～ 10:20 野口　　旧農協中央支店隣

10:25 ～ 10:30 下伊勢畑　冨田眞一様宅前

10:35 ～ 10:40 下伊勢畑　青少年旅行村入口

10:45 ～ 10:50 下伊勢畑　旧農協伊勢畑支所前

10:55 ～ 11:00 下伊勢畑　旧伊勢畑小学校前

11:05 ～ 11:10 上伊勢畑　清水冷子様宅隣

11:15 ～ 11:20 上伊勢畑　茂垣壽久雄様宅下

11:25 ～ 11:30 上伊勢畑　檜山博子様宅前

11:35 ～ 11:40 檜山　　檜山沢島入口

11:45 ～ 11:50 檜山　　檜山公民館入口

12:00 ～ 12:05 下伊勢畑　伊藤俊行様宅前
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　市では、イノシシ等による農作物等への被害を軽減するために、有害鳥獣捕獲隊による捕獲活動や被
害防止対策に関する補助事業を実施しています。
　イノシシ等による農作物被害等にお困りの方は、農林振興課までお問い合わせください。

イノシシ捕獲頭数について

有害鳥獣捕獲期間…市が委託した捕獲隊が有害鳥獣捕獲活動をする期間。
狩 猟 期 間…狩猟免許取得者かつ茨城県狩猟者登録をした方が狩猟を行える期間。

イノシシ被害防止対策の補助事業について

イノシシ被害防止対策について

　　　   農林振興課農業畜産Ｇ　☎52-1111　内線206
　　　   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

大宮地域 山方地域 美和地域 緒川地域 御前山地域 合計

平
成
30
年
度

有害鳥獣捕獲期間
（4/15 ～ 11/14）

143 92 84 50 62 431

狩猟期間
（11/15 ～ 3/31）

99 195 143 105 84 626

年間合計 242 287 227 155 146 1,057

令
和
元
年
度

有害鳥獣捕獲期間
（4/1 ～ 11/14）

113 132 164 77 123 609

狩猟期間
（11/15 ～ 3/31）

154 222 258 117 115 866

年間合計 267 354 422 194 238 1,475

有害鳥獣被害防止対策設備購入補助金 狩猟免許取得助成金

【電気牧柵等の資材購入費補助金】
○補助対象となる方（全てに当てはまる方）

（1)市内で、有害鳥獣による被害を受けるお
それのある農地を所有または耕作する方

（2)市内に住所を有する方
（3)市税等の滞納がない方
○補助金の額について
・個人の場合：資材購入費用の2分の1以内
　【上限：30,000円】
・団体の場合：資材購入費用の2分の1以内
　【上限：35,000円×構成員数】

【狩猟免許取得に要する経費の助成】
○助成対象となる方（全てに当てはまる方）

（1)第１種銃猟免許またはわな猟免許を新た
に取得した方

（2)市内に住所を有する方
（3)市税等の滞納がない方
○助成金の額について
・第1種銃猟免許　25,000円
　（猟銃の所持許可に要する経費を含む）
・わな猟免許　かかった経費の2分の1以内
　（申請手数料/診断書発行手数料/

予備講習会受講料が対象経費）
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　新型コロナウィルス感染症の影響により、卸売市場での売上が減少するなどの影響を受けた高収益作
物（野菜・花き・果樹・茶）について、次期作に前向きに取り組む生産者の方々を支援する制度です。

●支援対象となる生産者
　次の要件を満たす方。
　▼令和2年2月から4月の間に、支援対象品目（野菜・花き・果樹・茶）について出荷実績がある、
　　または出荷できずに廃棄した実績がある生産者であること。
　▼収入保険、農業共済等のセーフティネットに加入していること、または今後加入を検討する生産者
　　であること。
　▼支援対象品目（野菜・花き・果樹・茶）の次期作に向けた取り組みを実施する生産者であること。

●交付金の内容
【次期作に前向きに取り組む生産者への支援】
　高収益作物の次期作において、次の取組みのうち2つ以上を選択して実施するほ場に対して交付
ア．生産・流通コストの削減に資する取組み
イ．生産性または品質向上に要する資材等の導入に資する取組み
ウ．土づくり・排水対策等作柄安定に資する取組み
エ．作業環境の改善に資する取組み
オ．事業継続計画の策定に資する取組み（ただし、エとオの２つのみを選択することは不可）
　○交付単価
　　▼野菜・花き・果樹・茶の高収益作物
　　　　10a当たり5万円（中山間地域等は1割加算）
　　▼高集約型品目の施設花き、施設果樹等
　　　　施設栽培の花き、大葉及びわさび：10a当たり80万円
　　　　施設栽培のマンゴー、おうとうおよびぶどう：10a当たり25万円
　※対象施設は加温装置（空調装置）またはかん水装置がある施設（いわゆる雨よけハウスは除く）

【需要促進に取り組む生産者への支援】
　高収益作物の次期作において、次の取組みのうち1つ以上を選択して実施するほ場に対して交付
ア．新たに直販等を行うためのホームページ等の環境整備
イ．新品種・新技術の導入に向けた取組み
ウ．海外の残留農薬基準への対応または有機農業、GAP等の取組み
　○交付単価
　　▼10a当たり2万円×取組数（中山間地域等は1割加算）

【高品質なものを厳選して出荷に取り組む生産者への支援】
　高収益作物のうち対象となる品目において、高品質なものを厳選して出荷する取組みに対して、取組
みをした人数・日数に応じて交付
　○交付単価
　　▼1人1日当たり2,200円
　○対象品目
　　▼花き・茶・施設栽培の大葉・わさび・マンゴー・おうとう・ぶどう
　　※施設栽培のうち、いわゆる雨よけハウスは除く

高収益作物次期作支援交付金について
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●申請方法
　申請をご希望の方は、各申請様式に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて下記申請先までご提出
ください。

【必要書類】
１．令和2年2月から4月の間に支援対象品目（野菜・花き・果樹・茶）について出荷したことが確認で

きる領収書、納品書等の伝票、廃棄等により出荷できなかった場合は、令和元年度産の出荷実績およ
び令和2年産の廃棄の理由を簡潔に記載した書面

２．令和2年度高収益作物次期作支援交付金申請書（別紙様式第6-1号）
３．取組計画書（別紙様式第6-2号）
４．取組実施者ごとの面積等整理表・厳選出荷整理表（参考様式１～３）
５．高収益作物次期作支援交付金の取組例（チェックシート）
６．農地台帳記録事項要約書（農業委員会で発行）

●申請期限
　令和2年9月25日（金）まで（提出期限に関わらず、できるだけ早い提出をお願いします）
※申請期限は国の第3回公募の状況により変更になる可能性があります。変更の際は市のホームページ
　にて随時お知らせしますので、そちらでご確認をお願いします。

●その他連絡・注意事項
【公募時期の考え方】

▼国の第3回公募（令和2年9月頃予定）を想定して、取組みをされる（またはされた）生産者の方か
らの申請を受け付けます。

▼令和2年8月末現在、令和2年2月から4月に出荷、または廃棄した品目（野菜・花き・果樹・茶）が
対象となります。5月以降に出荷実績のある生産者の方については、国の第3回公募以降に見直し
がされる予定ですが、品目を含め、見直しの有無については未確定です。

【その他】
▼取組内容を実施しようとする筆は、自作地、利用権が既に設定されている、または確実に利用権を

設定する必要があります。
▼取組みの実施について、取組計画書および実績報告に係る書類を5年間保存していただく必要があ

り、後日提出を求めることがあります。なお、書類が揃っていない場合、交付金の全額、または一
部返還を求められる場合がありますのでご注意ください。

▼この交付金は税務申告上、農業収入の雑所得に該当します。
▼今後、国の動向により要件等が追加される可能性があります。また、申請後、国による審査が行わ

れ、事業の採択もしくは不採択が決定されます。申請内容が必ず採択されるものではないことをあ
らかじめご了承ください。

●申請先および問合せ先
　○ＪＡの各生産部会に所属する方：ＪＡ常陸　大宮営農経済センター　☎0295-52-4510(代）
　○上記以外の方：常陸大宮市役所農林振興課農業畜産グループ　　　　☎0295-52-1111(代）
※なお、詳しい内容および様式のダウンロードについては、以下のホームページをご覧ください。
農林水産省ＨＰ　https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/jikisaku.html
常陸大宮市ＨＰ　http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/page005392.html

　　　  農林振興課農業畜産G　☎52-1111　内線206本庁問
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　市では、「常陸大宮市地域医療を担う人材確保修学資金貸与制度」の利用者を募集します。

１　応募資格
　　次の①～③のいずれにも該当する方
　　①学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する大学の医学を履修する課程に在学する方（医

学を履修する課程に合格し、入学手続きを行う予定の方を含む）
　　②将来市内の公的医療機関において、常勤医師として業務に従事する意思を有する方
　　③募集要項に規定する修学資金以外の修学資金その他これに準ずる資金の貸与を受けていない方ま

たは受ける見込みのない方
※既に在学している方だけでなく、これから医学課程を受験する方（医学課程合格後入学手続きを行

うこと）も対象となります。

２　貸与予定人員　若干名

３　貸与金額
（１）月額30万円
（２）入学料に相当する額　上限200万円（入学年度1回限り）

４　貸与期間
（１）修学資金：令和3年4月から大学を卒業する月まで
（２）入学料に相当する額：入学する年度の一度限り

５　返還債務の免除
　大学卒業後2年以内に医師免許を取得し、臨床研修または市長が別に定める医療機関での専門研修

（一般社団法人日本専門医機構の定めによる基本領域研修をいう）終了後、直ちに常陸大宮市内の公
的医療機関の常勤医師として業務に従事し、その従事した期間が修学資金の貸与期間に達したとき（全
部免除）。

６　募集期間
　　令和2年9月1日（火）から令和2年10月30日（金）まで
　　※郵送の場合は、最終日の17:15到着分までとします。

７　被貸与者の決定
　　書類審査および面接により決定し、その結果については本人に通知します。

８　その他
　詳細については、募集要項を参照願います。また、募集要項および申請書等は、市ホームページか
らダウンロードできます。

常陸大宮市地域医療を担う人材確保修学資金貸与制度貸与者募集
（令和３年度新規貸与開始者）

　　・　 　　 医療保険課医療・年金Ｇ　☎52-1111　内線163問申込 本庁

募　　集



21

広報 常陸大宮 お知らせ版　No.429　2020.9.10

　スポーツクラブひたまる25では、毎月第１、第3土曜日（5月、1月は第3のみ、一部日曜日）にノルディッ
クウォーキング定期練習会を開催しています。
　ノルディックウォーキングは通常のウォーキングに比べて、約20パーセントアップの運動効果があ
ると言われています。
　当クラブの日本ノルディックウォーキング振興会公認指導士が丁寧に指導いたします。
　数量限定ですが、貸し出し用ポールも有りますので、お気軽にご参加ください。

１　期　　日　令和2年10月3日（土）17日（土）宇留野公園（常陸大宮市宇留野）
　　　　　　　　　　  11月7日（土）21日（土）緒川総合公園（常陸大宮市上小瀬）
　　　　　　　　　　  11月29日（日）スポーツクラブひたまる25主催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別途お申し込みください）
　　　　　　　　　　  12月5日（土）19日（土）陰陽山森林公園（常陸大宮市山方）
　　　　　　　　　　  1月16日（土）2月6日（土）20日（土）常陸大宮市役所
　　　　　　　　　　  3月6日（土）20日（土）大宮運動公園（常陸大宮市鷹巣）
　　　　　　　　　　  ※会場は変更になる場合があります。
２　時　　間　9:00 ～ 90分から120分程度（コースによって所要時間が異なります）
３　対 象 者　どなたでも参加できます。
４　参 加 費　200円（保険代含む）※会員は無料
５　申込方法　開始時間10分前までに直接現地にお集まりください。
６　そ の 他　ウォーキング適した衣服、シューズ、ノルディックポール（持っている方）で参加ください。
※雨天中止　雨天時は各自でひたまる25事務局までお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては中止になる場合があります。

　ヨガスタジオやスポーツジムでのレッスンを始め、市町村主催のヨガ講座などの活動をしている古谷
田和世先生を講師に迎え、親子で参加できる産後ヨガを行います。
　子育てを楽しめるように、からだとこころをリラックス＆リフレッシュしましょう。お気軽にご参加
ください。

１　日　　時　令和2年10月13日（火）10:30 ～ 11:15（集合／ 10:15）
２　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。
３　対 象 者　保育所（園）に通っていない1歳未満児とその保護者
　　　　　　　＊主に寝かせて活動します。首がすわったお子さんからお座り時期くらいまでの乳児向

　けの内容です。
４　募集人数　先着8組
　　　　　　　＊予約が必要です。予約をしていない方は、当日参加できません。
５　持 ち 物　バスタオル等お子さんを寝かせられるもの、飲み物等
６　服　　装　動きやすい服装

※参加の際には、マスク着用・入口での手指消毒・自宅での検温（健康チェック）をお願いします。
※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もあります。
　市ホームページ等で開催の中止等をお知らせしていきますので、随時ご確認をお願いします。

【ひたまる25】ノルディックウォーキング定期練習会のお知らせ（下半期）

子育て広場　「産後ヨガ講座」参加者募集

　　・　  スポーツクラブひたまる25事務局（火・金　13:00 ～ 17:00）　☎55-9666　　55-9667
　hitamaru25@ab.wakwak.com

問申込 FAX

　　・　  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

問申込
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　相手の簡単な手話が理解でき、手話であいさつや自己紹介程度の会話が可能となることを目標とした
講座です。
○日　　時　令和2年10月16日（金）から　令和3年3月19日（金）まで
　　　　　　18:15 ～ 20:15（毎週金曜日・全19回）
○場　　所　文化センター「ロゼホール」2階　会議室
○対　　象　市内在住または市内の施設・学校・職場に在籍している16歳以上で、聴覚障がい者の福
　　　　　　祉の増進に理解と熱意がある人
○定　　員　10人（先着順）
○費　　用　無料（テキスト代は実費）
○申込方法　申込用紙に必要事項を記入のうえ、窓口に持参、電話、FAX、Eメール等
○申込期限　9月30日（水）

○日　　時　令和2年11月12日（木）10:00 ～ 11:30
○場　　所　山方公民館
○対 象 者　市内在住または在勤の方
○募集人員　10名
○参 加 費　無料
○内　　容　笑いは有酸素運動と同じと言われ酸素をたっぷり取り入れますので、病気予防の効果や健

康の維持も期待できる健康体操です。皆で笑っていると、笑いが伝染して無理なく楽しく
笑えるようになります。笑いの様々なエクササイズと能トレになる運動も行います。どな
たでもお気軽にご参加ください。

○講　　師　和田恵子先生、須藤美智子先生
○持 ち 物　上靴・汗ふきタオル・水分・運動のできる支度
○申込方法　参加申込書に必要事項をご記入のうえ、直接またはFAXでお申し込みください。
○申込期限　令和2年10月9日（金）
○そ の 他　定員を超えた場合は抽選とし、応募者には文書で連絡します。

氏名（ふりがな） 住所 電話番号 性別 年齢

手話奉仕員養成講座（入門課程）参加者募集

「笑顔の力　笑いヨガで福来たる！」講座　受講者募集！

　　・　　　  社会福祉課社会福祉G　☎52-1111　内線132本庁問申込

氏名（ふりがな） 住所 電話番号

き　り　と　り（FAXの際はきりとり不要）

き　り　と　り（FAXの際はきりとり不要）

手話奉仕員養成講座参加申込書

「笑顔の力　笑いヨガで福来たる！講座」参加申込書

　　・　  教育委員会山方公民館　☎57-2903　　57-3990問申込 FAX
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　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。
１　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。
２　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
３　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）
４　申請受付場所
　　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うえ、希望の区画を決定してから申請

してください。

　常陸大宮市高齢者クラブ連合会では、第7回ゴルフ交流大会を開催します。この機会に会員以外の方
もふるってご参加ください。
○日　　時　　令和2年10月30日（金）ロッキー・レイクコースとも8:00スタート
　　　　　　　※コロナ感染状況によっては中止になる場合もあります。
○場　　所　　ゴルフ倶楽部　セブンレイクス
○競技方法　　18ホール・ストロークプレー「新ペリア方式」
　　　　　　　同スコアの場合は、年長者を上位とします。
○参加資格　　高齢者クラブ会員および会員以外で概ね60歳以上の市内在住者
○参 加 費　　1,000円（申込時にお支払いください）
　　　　　　　※当日欠席の場合でも、参加費の返金はしません。
○プレー費　　5,500円（税込、昼食付）フロントで個人精算。
　　　　　　　利用税の減免があります。　　65歳以上…半額免除
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70歳以上…全額免除
　　　　　　　（運転免許証や健康保険証等、年齢が確認できる証明書を朝の受付時にフロントへ提示
　　　　　　　してください）
○申込方法　　各地域単位高齢者クラブ会長または常陸大宮市社会福祉協議会本所・各支所へ直接電話
　　　　　　　でお申し込みください。
○申込期限　　令和2年9月25日（金）
○募集人数　　120名

　　・　　　  生活環境課生活環境Ｇ　☎52-1111　内線123

　　・　　
【 大 宮 地 域 】　社会福祉協議会本所　　　　☎53-1125
【 山 方 地 域 】　社会福祉協議会山方支所　　☎57-6826
【 美 和 地 域 】　社会福祉協議会美和支所　　☎58-3311
【 緒 川 地 域 】　社会福祉協議会緒川支所　　☎56-2857
【御前山地域】　社会福祉協議会御前山支所　☎55-2733

上村田霊園使用者募集

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

第７回常陸大宮市高齢者クラブ連合会「ゴルフ交流大会」参加者募集

問

問

申込

申込
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■行事予定
　★おはなし会

　ロゼのつどい・くれよん 10月  3日（土）
　美和かわせみ・ひこうき雲　10月10日（土）
　めばえの会 10月15日（木）
　どんどんちっち・おひさま　10月17日（土）

はみんぐばあど・御前山かわせみ 10月24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。

　★おじいちゃんおばあちゃんの似顔絵展
　9月21日の敬老の日に向けて「おじいちゃ
ん、おばあちゃんの似顔絵展」を開催中です。
ぜひご覧ください。ご応募いただいた方へ
の作品返却は10月3日(土)から行います。
○展示期間　9月6日(日) ～ 9月27日(日)
○展示場所　図書情報館エントランス

　★図書・雑誌リサイクルコーナー
○日　　時　10月6日から毎週火曜日
　　　　　　火曜が休館の場合次の開館日
　　　　　　※雑誌は11月から
○場　　所　図書情報館エントランス
○配布資料　平成30年4月から平成31年3

月までに購入した雑誌、除籍
になった図書資料など

○配布方法　一人につき10冊（うち、雑誌
は5冊まで）まで無料でお譲
りします。※市内在住または
通勤・通学者に限る。

　　　　　　※なくなり次第終了となります。

　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＞　
　・三世代探偵団　3 赤川　次郎
　・Ｓが泣いた日 伊兼　源太郎
　・ポーラースター　4 海堂　尊
　・尾張ノ夏 佐伯　泰英
　・首里の馬 高山　羽根子
　・毒島刑事最後の事件 中山　七里
　・ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ 三上　延
　・夢をかなえるゾウ　4 水野　敬也
　・一人称単数 村上　春樹
　・水族館ガール　7 木宮　条太郎

＜児童書＞
　・ドラえもん探求ワールド仕事の歴史とこれから 

藤子　F　不二雄
　・水族館のサバイバル　1 ゴムドリco.
　・わけあって絶滅しました　も～っと　丸山　貴史
　・ラストで君は「まさか！」と言う 夏の物語 
　・レストランのおばけずかん 斉藤　洋

（えほん）
　・恐竜トリケラトプスとティラノきょうだい 

黒川　みつひろ
　・ステラとカモメとプラスチック 

ジョージナ　スティーブンス
　・ばけばけばけばけばけたくん　　  岩田　明子
　・きみにありがとうのおくりもの　  宮野　聡子

図書情報館からのお知らせ

■開館カレンダー
　10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)
毎週月～金曜日／ 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　面接・電話
(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
　面接・電話
(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 【10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・

＜市内で実施される相談＞

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）

【日時】1日(木) 13:00 ～ 16:00
【場所】美和総合福祉センター
【担当弁護士】藤田　奈津子　先生
【日時】13日(火) 13:00 ～ 16:00
【場所】御前山保健福祉センター
【担当弁護士】藤田　奈津子　先生

●一般相談　
【日時】7・14・21・28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。

面接

面接 電話・

●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】8日(木) 9:00 ～正午
【場所】美和工芸ふれあいセンター

面接

　　　 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

予約・　 　　本所　☎53-1125問 社協

●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】16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

面接

予約・　 　　社会福祉課　☎52-1111　内線133問 本庁

　 　　本所　☎53-1125問 社協

予約・　 　　社会福祉課　☎52-1111　内線133問 本庁●年金相談（要予約）　面
　日本年金機構水戸北年金事務所職員等による年金相談を
行います。相談は、混雑緩和等のため予約制とします。そ
の際氏名、性別、生年月日、住所、基礎年金番号、電話番
号をお知らせください。
　当日は、年金手帳（年金証書）や年金機構から送付され
た「ねんきん定期便」などの年金に関する書類、印鑑、本
人確認のための運転免許証などをお持ちください。本人以
外の方がお出でになるときは委任状（用紙は医療保険課に
あります）も必要です。

【日時】14日(水) 10:00 ～ 14:30
【場所】市役所本庁２階会議室
予約　日本年金機構水戸北年金事務所　☎029-231-2283

面接

　 　　 医療保険課医療・年金G　☎52-1111　内線166問 本庁
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○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 【10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。
※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。
全地域　　会場：総合保健福祉センター（かがやき）
乳児健診 15日(木) 1.6歳児健診 8日(木)
乳児相談(8 ～ 9か月児)

28日(水)
2歳児歯科健診 22日(木)

乳児相談(12か月児) 3歳児健診 21日(水)、29日(木)

▽おとなに関すること
【腹部超音波検診】 【子宮頸がん・乳がん検診】

5日(月) 美和工芸ふれあいセンター 6日（火） 御前山保健福祉センター
15日(木) 緒川保健センター 16日（金）

総合保健福祉センターかがやき
27日(火)

総合保健福祉センターかがやき
26日（月）

29日(木)
※受診を希望される方は、事前の申し込みが必要です。
　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。

けんこうカレンダー 【10月】

 　　　　　健康推進課健康推進G　☎54-7121
　　　  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

問 かがやき
美支 緒支
御支

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◆　9/13 ～ 10/18 ＊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）

9/13 志村大宮病院 ☎53-1111 山野クリニック ☎84-3850 今井医院 ☎63-0320
20 岡崎外科医院 ☎52-0547 高野病院 ☎92-2520 休診
21 緒川クリニック ☎54-3331 南那須青木医院 ☎88-6211 もてぎの森「メディカルプラザ」☎64-1122
22 大曽根内科小児科 ☎52-0302 阿久津クリニック ☎83-2021 休診
27 丹治医院 ☎53-2115 飯塚医院 ☎92-2034 桜井循環器科内科 ☎63-5131

10/4 小泉医院 ☎52-0116 烏山台病院 ☎82-2739 吉永医院 ☎63-2303
11 志村大宮病院 ☎53-1111 熊田診療所 ☎88-2136 今井医院 ☎63-0320
18 岡崎外科医院 ☎52-0547 上野医院 ☎96-5151 さとう耳鼻咽喉科クリニック ☎64-3341


