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【概要】

　新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋および設

備等の償却資産について、令和3年度の固定資産税を軽減します。

【対象者】

　令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年の同時期と比べて30％以上減

少している中小事業者等

※風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を

除き、あらゆる業種が対象です。

中小事業者等とは

　1．常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

　2．資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

　3．資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

　・同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人

　・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

【対象資産】

　事業用家屋および償却資産

　※土地および居住用家屋は軽減の対象とはなりません。

【対象年度】

　令和3年度

【軽減率】

　事業収入の減少率が50％以上　　　　　　全額軽減

　事業収入の減少率が30％以上50％未満　　1/2軽減

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資
産税の特例措置について

お知らせ
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【申告の流れ】

　①認定経営革新等支援機関等から認定を受ける。

　（商工会等が上記の支援機関等になります）

　必要書類

　1．特例措置に関する申告書

　2．収入減を確認できる書類（会計帳簿や青色申告決算書の写し等）

　3．特例対象家屋の事業用割合を示す書類（青色申告決算書の写し、見取図等）

　4．収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類（※4.は

場合によって提出が必要となる場合があります）

　②市役所に申告書を提出する。

　必要書類

　1．特例措置に関する申告書（原本）（認定経営革新等支援機関等から確認印を受けたもの） 

　2．認定経営革新等支援機関等に提出したすべての書類（コピー可）

　※償却資産についてこの軽減を申告する場合は、令和3年度償却資産申告書と一緒に提出してくださ

い。

【市役所への申告期間】

　令和3年1月4日（月）から令和3年2月1日（月）まで

【提出方法】

　窓口、郵送

　※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、可能な限り郵送による提出にご協力ください。

【その他】

　認定条件や詳細は、中小企業庁ホームページでご確認ください。

　特例措置に関する申告書は、市ホームページ、市役所本庁舎・各支所窓口、商工会窓口に備え付けて

あります。

【提出先】

　常陸大宮市役所　税務徴収課　資産税グループ

　〒319-2292　常陸大宮市中富町3135-6

問　　　   税務徴収課資産税Ｇ　☎52-1111　内線234・235本庁
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　固定資産税は、毎年1月1日現在を基準として課税されます。

　土地や建物の利用状況に変更があった場合は、不動産登記法により法務局での手続きが必要となりま

すが、不動産登記の手続きがされていない場合は、必ず市役所へ連絡をお願いします。

【土地の利用状況が変更になったとき】

　次の例のように利用状況を変更した場合は、市役所へ必ず連絡をお願いします。

　・住宅を解体して駐車場などにした　

　・山林を伐採して太陽光発電設備を設置した　など

【家屋（居宅・物置・車庫・店舗・作業所等すべての建物）を新築・増築したとき】

　家屋調査がお済みでない方は、お早めに下記までご連絡ください。

【家屋を取り壊したとき】

　「建物滅失届」を市役所へ提出してください。提出されない場合、翌年度も固定資産税が課税されて

しまうことがあります。また、登記されている場合は、法務局で滅失の手続きをしてください。

【未登記家屋の所有者に変更があったとき】

　相続、売買などにより未登記家屋の所有者を変更した場合は、「家屋課税台帳の変更申告書」を市役

所へ提出してください。

　＊提出期限　　　令和2年12月28日（月）

　＊提出先　　　　税務徴収課または各支所

　＊持参するもの　認印

　＊その他　　　　提出書類は提出窓口に備え付けてあります。また、市ホームページからもダウンロー

ドできます。

　本市と常陸大宮済生会病院は、今年4月1日から常陸大宮ドクターカーの本格運行を開始し、毎週月

曜日・火曜日が常陸大宮ドクターカー運行日となっていましたが、令和2年11月1日から毎週月曜日・

水曜日へと運行日が変更になりました。医師が現場に急行し大切ないのちを守るドクターカーについて、

市民の皆さまにはさらなるご理解とご協力をお願いします。

固定資産税に係る届出について

常陸大宮ドクターカー運行日が変更になりました

　　　   税務徴収課資産税Ｇ　　☎52-1111　内線234・235
　　　   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

　 常陸大宮市消防本部警防課　☎54-0119問
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　市税等の納付については、便利で安心な口座振替のご利用をお勧めします。

　この機会にぜひお手続きください。

１　口座振替できる税金等

●固定資産税　●軽自動車税種別割　●市・県民税（住民税）●国民健康保険税

●介護保険料　●後期高齢者医療保険料

２　口座振替日

各税金等の納期限の日

※基本的には月末ですが、12月は25日です。また、振替日が土・日・祝日に当たる場合は翌営業

日に振替になります。

３　口座振替開始日

原則、お申込みをした月の翌月の納期分からです。

４　口座振替の申込方法

次の金融機関の窓口でお申し込みいただけます。

●常陽銀行 本店および各支店　　　　●筑波銀行 本店および各支店　

●茨城県信用組合 本店および各支店　●東日本銀行 本店および各支店

●常陸農業協同組合 各支店　　　　　●水戸信用金庫 本店および各支店

●烏山信用金庫 本店および各支店　　●中央労働金庫 本店および各支店

●ゆうちょ銀行・郵便局

※固定資産税の全期前納報奨金は、令和3年度から廃止になります。

　全期前納の支払い方法は継続されますが、報奨金はありません。

　全期前納から期別振替に変更する場合は、口座振替依頼書による変更手続きが必要です。

※口座振替依頼書は、市内の金融機関および市役所税務徴収課・各支所に備え付けてあります。

※市役所および各支所ではお申し込みできません。金融機関にお申し込みください。

５　申込みの際に必要なもの

●通帳等口座番号がわかるもの

●通帳の届出印

●納税通知書（納付書）

◇◇◇税金は納期限内に納付しましょう◇◇◇

市税等の納付は便利で安心な口座振替で

　　　   税務徴収課徴収推進室　☎52-1111　内線238・237
　　　   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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　新型コロナウイルス感染症の経済対策として、ひとり親世帯を支援するため、18歳以下（高校3年生
まで）の児童のいる方を対象に、臨時特別給付金の申請受付を8月6日から開始しています。
　申請受付は11月30日までとなっていますので、該当すると思われる方は期限内に申請をお願いしま
す。

１　支給額
給付金は「基本給付」と「追加給付」の2種類
(1)基本給付・・・対象児童1人につき50,000円（2人目以降は1人につき30,000円）
(2)追加給付・・・対象世帯1世帯につき50,000円

２　支給対象者
(1)基本給付について

・公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当が支給停止（不支給）となり、平成30
年の収入等が基準額未満の方【年金受給者】

・児童扶養手当の全部停止の方で新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、1年
間の収入見込額（令和2年2月以降の任意の月の収入等（1か月）の12か月分で計算）が基準
額未満の方【家計急変者】

(2)追加給付について
・令和2年6月分の児童扶養手当を受給している方または上記の基本給付【年金受給者】の方の

うち、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し収入が大きく減少した方
※給付金は1回限りの支給となります。
※給付金は期限までに申請いただき審査のうえで対象となった方に支給となります。（※申請いた

だいても該当とならない場合もありますのでご留意ください）

　生活習慣病予防及び疾病の早期発見のため、人間ドックの費用の一部を助成します。

１　対象者
　特定健診対象者(今年度40歳～ 74歳)で、令和2年4月1日から人間ドックを受診する日まで継続し
て国民健康保険に加入している方(ただし、令和2年度の特定健診を受診する方、前年度の国民健康
保険税を完納していない世帯の方は対象になりません)

２　助成額　10,000円
３　申請窓口　健康推進課(かがやき)および各支所
４　持参するもの
　　①令和2年度に受診した人間ドック結果　②保険証　③特定健診受診券　④印鑑
　　⑤振込口座がわかるもの

ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みですか？

40歳以上の国民健康保険加入の方へ人間ドックの費用助成について

　　　   こども課こどもＧ　　　☎52-1111　内線138
　　　   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

　　 　　　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。
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　9月に実施した公立保育所およ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

　JRの身体障碍者を対象とした一般会員より有利な制度です。

１　特典
　JRで身体障害者手帳を提示して購入した乗車券が片道・往復・連続乗車券のいずれかで201キロ以
上であるとき、2 ～ 3割引で特急券、グリーン券等を購入できます。

２　加入資格
　　身体障害者手帳を所持する満60歳以上の男性および55歳以上の女性

３　年会費　1,400円（入会金は無料）

　公共下水道や農業集落排水処理施設等の下水道が整備されると、清潔で快適な水洗トイレの使用がで
きるようになります。また、家庭からの生活排水がそれぞれの施設で処理され、きれいな水となって河
川等に流されるため、悪臭や害虫の発生もなくなり清潔で住みよい環境になります。
　しかし、下水道が整備されても皆さんが有効に活用しなければ、せっかくの施設も十分な効果を発揮
することができません。下水道に接続をしていない方は、一日も早い接続をお願いします。
　なお、接続工事は、常陸大宮市排水設備指定工事店へ直接お申し込みください。

※排水設備指定工事店がわからない場合は、下記へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧くだ
さい。

※「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。

 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 ゴーヤ 検出せず 検出せず ひまわり キャベツ 検出せず 検出せず

山方 ミニトマト 検出せず 検出せず あゆみ にんじん 検出せず 検出せず

美和 ねぎ 検出せず 検出せず 大宮
みのり ほうれんそう 検出せず 検出せず

大宮聖愛
大宮聖慈 玉ねぎ 検出せず 検出せず 野上 キャベツ 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

　 上下水道部施設管理課下水道Ｇ　☎52-0427問

　 一般社団法人茨城県身体障害者福祉協議会　☎029-243-7010　　029-243-7018問 FAX

問　　　   こども課こどもＧ　☎52-1111　内線138本庁

市内保育園等給食食材の放射性物質測定結果について

ジパング倶楽部特別会員制度について

下水道へ接続のお願い
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　国民年金保険料は所得税法および地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され
ます。
　控除の対象となるのは、令和2年中（令和2年1月1日から令和2年12月31日）に納められた保険料の
全額です（令和2年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の
対象となります）。
　また、ご家族（配偶者やお子様等）の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国
民年金保険料に加え、その保険料もあわせて控除が受けられます。

　本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告
の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
　このため、日本年金機構から、次のスケジュールで「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が
対象者宛てに発送されますので、お手元に届きましたら、大切に保管し、年末調整や確定申告の際に使
用してください。

※国民年金制度は、税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも
心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう。

　上下水道料金の支払いには、便利で安心な口座振替をご利用ください。
　振替日に指定口座から自動的に料金が納入されますので、支払いに行く手間や、払い忘れの心配もあ
りません。ぜひ、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。振替日に振替がで
きなかった場合、再振替は行っていませんので、ご注意ください。

１　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。
２　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
３　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。

　 常陸大宮市水道お客さまセンター　☎52-0427問

問　　　   医療保険課医療・年金G　　　☎52-1111　内線166
　　　   ねんきん加入者ダイヤル　　　☎0570-003-004（ナビダイヤル）
　　　   ※050から始まる電話の場合　☎03-6630-2525

本庁

国民年金保険料の社会保険料控除について

上下水道料金の支払いは口座振替をご利用ください

発送時期 対象者

令和2年11月上旬 令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方

令和3年2月上旬
令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方
※令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方は除

きます。
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【建設工事等（定期受付）】
１　対象

・建設工事・・・1件あたり130万円以上
・建設コンサルタント業務・・・1件あたり

50万円以上
２　申請方法

　茨城県土木部監理課において、茨城県およ
び県内市町村による入札参加資格申請共同受付
を行いますので、茨城県入札参加資格電子申請
システムによる電子申請等により申請してくださ
い。

３　受付期間
　　令和2年11月4日(水) ～令和2年12月4日(金)
４　有効期間
　　令和3年4月1日～令和5年3月31日
５　受付窓口

　今回は、受付窓口が以下のとおり変更となっ
ていますので、ご注意願います。

　送付先：〒141-8672
東京都品川区大崎1丁目2-1
大崎フロントタワーオフィス9階

※詳細については、茨城県土木部監理課（☎029-
301-4334）までお問い合わせください。

　大宮都市計画道路の変更案を作成するにあた
り、都市計画法の規定に基づく公聴会を開催しま
す。公聴会で意見を述べることを希望する方は、
公述申出書を提出してください。申出者が多数の
場合は、意見内容を考慮のうえ公述人を選定しま
す。なお、公述人がいない場合は、開催しません。

【申出期間および関係図書閲覧期間】
○日時　令和2年11月9日（月）～令和2年11月17日（火）
　　　　8:30 ～ 17:15（期間内必着）
　　　　※土・日曜日を除く。　
○場所　県都市計画課または市都市計画課
　　　　（各ホームページでも閲覧可）
※申出書は閲覧場所に備え付けまたは各ホーム

ページからダウンロードできます。
【公聴会】

【物品調達等（追加受付）】
１　対象

・物品購入・・・1件あたり80万円以上
・製造請負（印刷を含む）・・・1件あたり

130万円以上
・役務の提供等・・・1件あたり50万円以上

２　申請方法
　常陸大宮市総務部財政課において、入札参加
資格申請受付を行いますので、常陸大宮市競争
入札参加資格受付システムによる電子申請等に
より申請してください。

３　受付期間
　　令和2年11月1日(日)～令和2年11月30日(月)
４　有効期間
　　令和3年4月1日～令和4年3月31日

※詳細については、市ホームページもしくは財
政課までお問い合わせください。

　 茨城県入札参加資格共同受付センター
　 ☎03-5935-5588
問

　 ①市案件＝市都市計画課駅周辺整備事業推進室
　 　☎52-1111　内線257・252・253
　 ②県案件＝県都市計画課　
　 　☎029-301-4588
　 　※詳細および最新の情報は、各問合せ先ホー

ムページをご覧ください。

問

建設工事および建設コンサルタント業務
に係る入札参加資格申請について

都市計画道路の変更に係る公聴会の開催
について

物品調達等に係る入札参加資格申請について

　　　  財政課契約・管財Ｇ
　　　  ☎52-1111　内線374
　　 zaisei@city.hitachiomiya.lg.jp

本庁問

広報常陸大宮・ホームページ
掲載広告募集中！

【広報紙】　半枠（45mm×85mm）、
　　　　　全枠（45mm×175mm）

【ホームページ】　バナー広告
＊詳しくはホームページをご覧いただくか、

本庁秘書広聴課（☎52-1111 内線307・312）
までお問い合わせください。

URL  http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/

①市案件 ②県案件

案件 都市計画道路3路線 都市計画道路2路線

日時
11月24日（火）
13:30 ～
※受付は13:00から

11月24日（火）
15:30 ～
※受付は15:00から

場所 おおみやコミュニティセンター　多目的ホール

公述申
出書の
提出先

常陸大宮市都市計画課
〒319-2292
常陸大宮市中富町
3135-6

茨城県都市計画課
〒310-8555
水戸市笠原町978-6

提出
方法

11月17日(火)（必着）までに直接または郵送
で提出してください。※土・日曜日を除く。
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　常陸大宮市では、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止する
ため、通学路等に面する危険ブロック塀等の撤去工事費用の一部を補助します。

１　補助の対象となるブロック塀等（危険ブロック塀等）
　倒壊の危険があり、かつ、当該倒壊によって通学路及び緊急輸送道路を通行する者に危険を及ぼす
恐れがあると市長が認める組積造または補強コンクリートブロック造の塀が対象となります。

２　補助金の交付の対象となる事業
　以下の要件を全て満たす危険ブロック塀等の全部を撤去する工事であって、常陸大宮市に本店、支
店または営業所を有する建設業者、解体工事業者が施工する事業が対象となります。

　　・常陸大宮市内に存すること
　　・道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること
　　・販売を目的とする土地に存するものでないこと
　　・建築基準法第9条第1項または7項の規定による命令の対象となっていないこと
　　・既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀が存していた敷地内に存するものでないこと

３　補助の対象者　危険ブロック塀等の所有者または共有者

４　補助金の交付額
　　次のア～ウに掲げる金額のうち、最も低い額
　　（１）補助対象経費（補助事業に要する額）の2/3
　　（２）撤去する危険ブロック塀等の延長×14、000円/m×2/3
　　（３）100,000円（上限額）

５　事前相談
　補助金の交付申請の前に必ず事前相談を行ってください。現地調査を行い、補助の対象となるブロッ
ク塀等に該当するか判定します。

６　申込方法
　事前相談で危険ブロック塀等に該当することを確認を受けた方は、所定の申請書に必要書類を添え
て、本庁都市計画課に提出してください。

７　申込期間　令和2年11月30日まで

　下記のイベントにつきまして、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から「中止」とすることとい
たしました。
　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
におかれましては残念なご報告となりますが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
○中止となったイベント

問　　　   都市計画課　住宅・営繕Ｇ　☎52-1111　内線254本庁

令和2年度危険ブロック塀等撤去補助事業について

イベント中止のお知らせ

イベント名 開催時期 問合せ先

道の駅みわ「北斗星新そばまつり」 令和2年11月23日 道の駅みわ★北斗星　　　　　☎58-3939

緒川物産センターかざぐるま「秋の大感謝祭」
（新そば祭り、芋まつり） 令和2年11月中旬 緒川物産センターかざぐるま　☎56-3880

御前山ダム自然満喫体験2020 令和2年11月29日 地域創生部御前山支所　　　　☎55-2111
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　常陸大宮市では、会計年度任用職員を次のとおり募集します。
　詳しくは市ホームページをご覧ください。

【本庁税務徴収課募集分】
　１　募集職種　一般事務
　２　業務内容　課税資料の整理・点検、システムへのデータ入力、申告相談会場の受付・誘導
　３　募集人員　7名
　４　任用期間　令和3年1月15日～令和3年3月31日
　５　勤務時間　8:30 ～ 17:15（休憩1時間）
　６　勤務日数　週4日
　７　給　　与　時給897円～ 983円　※交通費は別途規定により支給
　８　募集期間　令和2年11月2日～令和2年11月16日

【地域創生部各支所募集分】
　１　募集職種　一般事務
　２　業務内容　窓口業務、所得税・住民税申告相談業務
　３　募集人員　各支所1名
　４　任用期間　令和3年1月12日～令和3年3月31日
　５　勤務時間　9:00 ～ 16:00（休憩1時間）
　６　勤務日数　週5日
　７　給　　与　時給897円～ 983円　※交通費は別途規定により支給
　８　募集期間　令和2年11月2日～令和2年11月16日

１　日　　時　令和2年12月5日（土）　13:30 ～ 15:00
２　場　　所　緒川総合センター　会議室
３　対　　象　市内の小学生と保護者
４　募集人数　小学生10名と保護者
５　参 加 費　お子さん1人につき500円（木製オーナメント2個分の材料費）
６　講　　師　「もりとわ」の皆さん
７　内　　容　「もりとわ」は日本の木、茨城県の木で、ものづくりをしている子育て世代のママさん
達のグループです。使うのは、主に杉・ヒノキの間伐材。子供たちの未来に想いを馳せ、「森」と「ひと」
の橋渡しをしています。日本の森のこと、森の働きのお話会の後、木を使ったクリスマス飾りをみんな
で作ります。是非お気軽にご参加ください！
８　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。
９　申込期限　令和2年11月20日（金）締切
※参加の際には、マスク着用・検温・手指の消毒等へのご協力をお願いします。
※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があります。
※申込書には親子ともにご記入ください。

緒川公民館・親子ワークショップ「森のお話と間伐材を使ったクリスマス飾り作り」　
参加者募集！

会計年度任用職員の募集について

募　　集

　　　   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

　　　   税務徴収課市民税Ｇ　☎52-1111　内線232問 本庁

き　り　と　り（FAXの際はきりとり不要）

森のお話と間伐材を使ったクリスマス飾り作り参加申込書
氏名（ふりがな） 住所 電話番号 性別 生年月日

〒

〒

　　・　 常陸大宮市教育委員会生涯学習課緒川分室　☎56-5111（緒川分室）　　56-5112問申込 FAX
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　美和運動公園を発着とし、桧沢地域の紅葉した山々や城址を見ながらハイキングします。綺麗な景色
を見ながら日頃の運動不足を解消し、休日を満喫しませんか？

１　日　　時　令和2年11月29日（日）8:30集合　12:30解散（予定）※予備日12月6日（日）
２　場　　所　美和運動公園駐車場
３　行　　程　美和運動公園駐車場発着（桧沢地域を歩く　全約10㎞のコース）
４　対 象 者　どなたでも参加できます。　※小学生以下は保護者同伴
５　募集人数　50名（先着順）
６　参 加 費　500円　※保険代含む（当日徴収）
７　持 ち 物　汗拭きタオル、飲み物、マスク、軽食
８　服　　装　山道を歩くのに適した格好
９　申込方法　申込書に必要事項を記入のうえ、文化スポーツ課窓口に直接またはFAXでお申し込みください。
10　申込期間　令和2年10月26日（月）～定員に達するまで
11　そ の 他　コース内、一部険しい箇所がありますので、途中から初級と上級のコースに分かれてご

案内をします。態度決定は、当日朝7:00以降に事務局携帯電話（090-8859-4581）まで、
参加者各自でお問い合わせください。

　新型コロナウイルスの影響で、中止になる可能性もございますので、予めご了承ください。

１　日　　時　令和2年12月11日（金）　9:30 ～ 11:30
２　場　　所　緒川総合センター　創作室、または屋外　
３　対　　象　市内に在住または在勤の方
４　募集人数　8人
５　参 加 費　材料費　2,000円（鉢代含む）
６　内　　容　クリスマスやお正月に彩りを添える、華やかな「ハボタンの寄せ植え」をグリーンアド

バイザーの小瀬梅子先生が楽しく丁寧にご指導くださいます。はじめての方も安心して
お気軽にご参加ください！

７　講　　師　グリーンアドバイザー　小瀬　梅子　先生
８　持 ち 物　花バサミ・土入れ・使い捨て手袋（参加者には持ち物の詳細を後日通知します）
９　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。
10　申込期限　令和2年12月1日（火）まで
※参加の際には、マスク着用・検温・手指の消毒等へのご協力をお願いします。
※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があります。

氏名（ふりがな） 住所 電話番号 年齢
〒

〒

ふるさと再発見ハイキング～桧沢の秋と歴史を満喫編～

クリスマス＆お正月を彩るハボタンの寄せ植え講座　参加者募集！

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）

ふるさと再発見ハイキング参加申込書

クリスマス＆お正月を彩るハボタンの寄せ植え講座参加申込書
氏名（ふりがな） 住所 電話番号 性別 生年月日

〒

〒

　　・　 　　 文化スポーツ課文化・スポーツＧ　☎52-1111　内線343問申込 本庁

　　・　 常陸大宮市教育委員会生涯学習課緒川分室　☎56-5111（緒川分室）　　56-5112問申込 FAX
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　グラウンドゴルフ交流大会を下記のとおり開催します。
　土曜日（雨天は翌日の日曜日）なので子供、社会人も参加可能です。たくさんの方をお誘いし、楽し
く「和気あいあいと 仲間づくり、健康づくり」に交流しましょう！

１　日　　時　令和2年11月14日（土）※雨天は翌日（集合・受付・開会 8:15 ～ 14:30解散予定）
２　場　　所　御前山ダム公園（上伊勢畑1506-2）
３　主　　催　御前山ニュースポーツクラブ 会長　河野　八枝子
４　後　　援　茨城県グラウンドゴルフ協会 会長　山崎　常枝
５　募集人数　140名※定員になり次第締め切ります。
６　参加資格　一般参加・未経験者・大歓迎・会員（いずれも体温37度以下の方）
７　参 加 費　400円（保険、賞品、参加賞、消毒液等コロナ対策に係る費用）
　　　　　　　県グラウンドゴルフ協会員にはダイヤモンド賞有
８　持 ち 物　マスク、飲み物、タオル、帽子、用具、食事など各自持参してください
９　申込方法　申込書に必要事項を記入のうえ、下記申込先へ直接お申し込みください。
10　申込期限　令和2年11月7日（土）
11　そ の 他　当日は3密回避のため、ソーシャルディスタンスを確保し、マスクの着用・消毒を行います。
　　　　　　　家族に感染リスクのある方の参加は自粛をお願いします。

　「シナプソロジー」とは「2つのことを同時に行う」といった普段慣れない動きで脳に適度な刺激を
与え、活性化を図ります。加齢によって身体的機能や認知機能が低下し、要介護の一歩手前にある状態
である「フレイル」を早期に予防するために運動や食生活について学習します。

１　日　　時　令和2年11月14日(土)　10:00 ～ 11:30　受付9:30 ～
２　場　　所　旧大場小学校　2階サロン室（常陸大宮市小野451）　
３　主　　催　常陸大宮市総合地域スポーツクラブひたまる25
４　対 象 者　どなたでも参加できます。
５　参 加 費　500円（会員は半額）　
６　参加人数　20名
７　持 ち 物　運動のできる服装、飲み物等※参加の際には、マスクの着用をお願いします。
８　申込方法　参加申込書に必要事項を記入のうえ、直接またはFAXでお申し込みください。
９　申込期限　11月1日より定員になるまで
10　主　　催　スポーツクラブひたまる25

グラウンドゴルフ交流大会の開催について

シナプソロジーとフレイル予防講習会

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）

御前山ダムグラウンドゴルフ交流大会参加申込書

シナプソロジーとフレイル予防講習会参加申込書

氏名 住所 連絡先 生年月日 年齢 クラブの
有無 予備日の可否

県グラウウンド
ゴルフ協会員
は○を記入

〒

〒

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

氏名（ふりがな） 住所 電話番号 性別
〒

〒

　　・　 御前山ニュースポーツクラブ　会　長　河野　八枝子　☎・　55-3158
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　副会長　小野　利雄　　☎55-2352

問申込 FAX
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受付 : 10:00 – 17:00 （土日休み）

大宮公民館

１ 日 時 １２月５日（土）・１２月１９日（土）１３：３０～１５：３０
２ 場 所 大宮公民館 講座室
３ 講 座 名 「おさらいワード＆エクセル講座」
４ 講 師 ユーアップ株式会社
５ 募集人数 １０ 名 ※申込者多数の場合は、抽選となります。
６ 応募対象 常陸大宮市在住または市内に勤務している方
７ 受 講 費 無 料
８ 持 ち 物 筆記用具
９ 申込方法 下記申込書に必要事項をご記入のうえ、各公民館へ直接お持ちいただくか、

FAXまたはメールにてお申し込みください。
10 申込期限 １１月２０日（金）※ 開講等の案内は後日応募者全員に通知します。

大宮公民館では、一般の皆様を対象に、文書作成ソフト

Word（ワード）と表計算ソフトExcel（エクセル）の基本的な操

作から両ソフトの連携までを復習・習得する「おさらいワード

＆エクセル講座」を開講します。年賀状作りや写真入りの文

書、住所録作成など日常生活に役立つ講座です。お気軽に

ご参加ください。

なお、新型コロナウィルスの感染状況により延期または中

止になる場合があります。

ふりがな
男 ・ 女

生年月日

氏 名

昭和

年 月 日

平成

住 所
〒

自宅電話

在勤の方
（勤務先名） 携帯電話

申込・問 大宮公民館 TEL 52-0673 FAX 53-6807
E-mail om-kouminkan@city.hitachiomiya.lg.jp
山方公民館（TEL 57-2903  FAX 57-3990） 美和公民館（TEL 58-2142 FAX 58-2817）
緒川公民館（TEL 56-5111  FAX 56-5112） 御前山公民館（TEL 55-2116 FAX 55-2771）
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詳しくは市ホームページをご覧ください
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ni

【主催・お問い合わせ】 常陸太田市山下町４１１９ 常陸太田合同庁舎1階

いばらき就職支援センター県北地区センター（ジョブカフェけんぽく )

TEL ０２９４－８０－３３６６

【共催】 常陸大宮市・ハローワーク常陸大宮

【詳細】 元気いばらき就職面接会ホームページ

http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/r1genki.html 参加企業は10月末に公開予定

元気いばらき就職面接会 検索

 事前に紹介状を発行しますので，ジョブカフェまた

はハローワークにて予約をお願いいたします。

 雇用保険の求職活動実績になります。

 内職相談は電話予約も可能です。

（ ０２９４－８０－３３６６）

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、当面接会を中止とする場合もございますので、予めご了承ください。

※当日はマスクの着用をお願いします。

※発熱等体調に不安がある場合は，恐れ入りますがご来場をお控えくださいますようお願いいたします。

茨城県内の事業所約10社が参加。

予約制のため効率よく複数の面接

も可能です。

当日会社説明を聴くだけの方も歓

迎。

内職相談コーナーもあります。

【日時】 11月25日（水）

午後1時30分～3時30分（受付 午後1時～）

【会場】 くりえーとセンター大宮
多目的ホール

（常陸大宮市工業団地１－３４）

◎常陸大宮駅から車で約15分◎ 参加費無料！

イベント
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相　　談

　令和元年10月に襲来した台風19号により、市
内では多くの歴史資料が被災しました。個人のア
イデンティティーや心のよりどころとなる記録や
記憶を守り伝える活動の一環として、文書館では
家や地域の歴史を伝える古文書や書画、写真、民
具などの救出活動を行いました。それらの活動の
経過やクリーニング、消毒などの保全を行った資
料を展示します。大切な資料を災害から守るため
の日頃の備えについて改めて考えてみませんか。

１　期　　間　令和2年11月14日（土）～
　　　　　　　12月27日（日）※月曜・祝日休館
２　開館時間　9:00 ～ 16:30
３　場　　所　文書館　エントランスホール
　　　　　　　※入場無料

　人には皆人権があります。それぞれが個人とし
て人権が尊重されなければなりません。しかし、
残念ながら女性に対する人権侵害が依然として発
生しており、深刻な社会問題となっています。
　法務省と全国人権擁護委員連合会は、夫・パー
トナーからの暴力やストーカーなど女性をめぐる
様々な人権問題に積極的に取り組むことを目的と
して、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化
週間を実施し、悩みを持った女性からの相談に応
じます。
　秘密は守られますので、安心してご相談くださ
い。

【全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間】
１　期　　間　令和2年11月12日（木）～
　　　　　　　18日（水）までの7日間
２　受付時間　8:30 ～ 19:00
　　　　　　　※土・日曜日は10:00 ～ 17:00
３　電話番号　0570-070-810
　　　　　　　（全国共通ナビダイヤル）
４　相 談 員　人権擁護委員・法務局職員

　茨城県身体障害者福祉協議会では、身体に障碍
がある方が、幸せな結婚ができるよう、予約制の
結婚相談を行っています。
　また、各種相談では、身体障碍者の就労をはじ
め、生活全般について相談できます。

○日時　月～金曜日10:00 ～ 15:00
　　　　※年末年始を除く

　新型コロナウイルスの影響を受ける、またはそ
の恐れがある市内の中小企業者等に対し、事業者
支援制度を案内するための相談窓口を設置してい
ます。それぞれの支援事業には申請期限等があり
ますので、申請方法など不明な点がありましたら、
早めにお問い合せください。

１　設置場所　本庁2階　多目的室
２　相談内容　

①セーフティネット保証4号・5号等認定申
請などの融資制度

　　②国の持続化給付金の申請相談
　　③国の家賃補助給付金の申請相談
　　④県のいばらきアマビエちゃん登録・相談
　　⑤市地域経済持続支援金申請受付及び相談
　　⑥市飲食事業者支援金申請受付及び相談
　　⑦市観光バス利用促進事業受付及び相談

　4 ～ 5歳になると、集団生活のルールを理解し、
お友達とコミュニケーションを通して一緒に遊ぶ
ことができるようになってきます。また体全体を
使った遊びのほか、はさみや鉛筆も上手に使い手
先の器用な動きもできるようになってきます。お
子さんのことばや成長発達について心配な事があ
れば、公認心理師が相談をお受けいたします。事
前に予約をして相談してください。

１　日　　時　令和2年12月15日（火）
　　　　　　　13:00 ～ 16:00
２　場　　所　総合保健福祉センター「かがやき」
３　相 談 員　菅野ひろみ公認心理師
４　申込方法　電話でご予約ください。3名を超

えたときは、別日程となりますの
で、あらかじめご了承ください。

　 常陸大宮市文書館　☎52-0571問

　 水戸地方法務局人権擁護課問

エントランス展示「災害から資料を守る―令和元年東
日本台風の被災資料保全活動から―」を開催します

あなた一人で悩んでいませんか～女性の
人権ホットライン～

身体碍害者のための無料結婚相談・各種
相談について

新型コロナウイルスに伴う事業者向け相
談窓口について

4歳児、5歳児のための子育て相談

　　　  新型コロナウイルス相談窓口
　　（2F多目的室 9:00から17:00）  ☎55-8063
本庁問

　 一般社団法人茨城県身体障害者福祉協議会
　 ☎029-243-7010　　029-243-7018
問

FAX

　　 　　　健康推進課母子保健Ｇ　☎54-7121問 かがやき
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－「広報  常陸大宮  お知らせ版」　次回の発行は11月10日（火）です。－

　マリッジサポーターは、茨城県知事から委嘱を受けて、若者の出会いの相談や仲介などを行うボラン
ティアです。
　結婚を希望される方のご相談にマリッジサポーターがお答えします。
　親御さんのみの相談も受けつけます。
　※相談費用、登録料はかかりません。

♥ 常陸大宮会場
　 令和2年11月15日（日）10:00 ～ 15:00
　 おおみやコミュニティセンター（常陸大宮市北町400-2）
　 ◎常陸大宮会場は、市で毎月第3日曜日に開催している日曜結婚相談会との合同相談会になります。
　 　日曜結婚相談会についてのお問い合わせは市役所こども課まで。（☎52-1111　内線138）
　 ※次回は12月13日（日）に大子会場でいばらきマリッジサポーター結婚相談会が開催されます。
♥ 予約方法　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のメールアドレスまで予約をお願いしま

す。 ibarakimarisapokenpoku1@gmail.com
予約の際、①住所、②氏名、③電話番号、④月日、⑤希望時間（10:00 ～ 14:00から希望）
をお伝えください。受付完了しだい、予約したメールアドレスに返信します。
なお、相談定員を超えた場合は、予約時間の変更をお願いします。

♥ 持ち物　身上書、写真（L判）※プロフィールの作成を希望される方
主催：マリッジサポーター県北地域活動協議会
共催：茨城県、（一社）いばらき出会いサポートセンター、常陸太田市、常陸大宮市、大子町

○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。

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◆　11/1 ～ 11/29 ＊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）

11/1 小泉医院 ☎52-0116 佐野医院 ☎84-1616 桜井循環器科内科 ☎63-5131
3 エヌ・ティークリニック ☎55-8865 坂本クリニック ☎92-1166 休診
8 志村大宮病院 ☎53-1111 塩谷医院 ☎88-2055 吉永医院 ☎63-2303

15 岡崎外科医院 ☎52-0547 滝田内科医院 ☎82-2544 今井医院 ☎63-0320
22 丹治医院 ☎53-2115 佐藤医院 ☎96-2841 さとう耳鼻咽喉科クリニック ☎64-3341
23 緒川クリニック ☎54-3331 七合診療所 ☎82-2781 もてぎの森「メディカルプラザ」☎64-1122
29 大曽根内科小児科 ☎52-0302 林田医院 ☎88-2056 桜井循環器科内科 ☎63-5131

いばらきマリッジサポーター結婚相談会

　 マリッジサポーター　小室　久子　☎ 080-1199-9559 ※お問合せは12:00～14:00の間でお願いします。問

そろそろ
婚活したい…

息子に早く
結婚してほしいのですが…


