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平成 26年 2月 27日　お知らせ版 1

【問い合わせ】 収納対策課　収納特別対策係　☎：48-1111（内線 1186・1187）

クレジットカードで市税の納付が
できるようになります

【利用に必要なもの】①インターネットに接続可能な環境（パソコン・スマートフォン・携
帯電話等）

②納付書（クレジットカード納付に必要な情報が記載されているもの）
③クレジットカード（上記のブランドのもの）

市では、平成２６年４月からインターネットを利用して、以下のブランドのクレジット
カードで市税が納付できるようになります。パソコンや携帯電話から「Yahoo！公金支払い」
ポータルサイトに接続して、必要な情報を入力することにより、納期内であれば自宅や外
出先から２４時間いつでも簡単に納付することができます。

【利用できる税目】固定資産税、軽自動車税、市・県民税（普通徴収）、国民健康保険税
※ただし、次の場合はご利用できません。
①納期限を過ぎたとき　　　　　　　②税額が１００万円以上のとき
③前納報奨金の交付をご希望のとき　④口座振替納税をご利用のとき

【手数料】クレジットカードでの納付には決済手数料が発生します。
金額については、４月に小美玉市ホームページ等でご案内しますので、ぜひご覧
ください。
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○新しい保険証は３月１８日（火）頃から郵送します。
○安全・確実にお届けするために、『簡易書留郵便』で郵送します。
○新しい保険証が届きましたら、保険証に書かれている内容を必ずご確認ください。（旧保険証は、裁断等の
処理をして破棄していただくか、市役所・各総合支所・各出張所まで返還をお願いします）

平成２６年４月１日平成２６年４月１日から
国民健康保険証国民健康保険証が新しくなります

４月２日（水）～７日（月） 市役所医療保険課窓口での受け取りとなります。

４月８日（火）以降

美野里地区の世帯…市役所医療保険課
小川地区の世帯……小川総合支所総合窓口課
玉里地区の世帯……玉里総合支所総合窓口課
それぞれの窓口でのお受け取りとなります。

お受け取りの際には、本人確認のため運転免許証あるいは旧保険証が必要となりますのでご持参ください。

※不在でお受け取りできなかった場合は、次の方法でお受け取りください。

【問い合わせ】
配達時に不在でお受け取りできなかった場合は、
　石岡郵便局コールセンター　☎：22-6211（４月１日（火）まで）
　医療保険課　国保年金係　　☎：48-1111（内線 1102・1103・1109）（４月２日（水）以降）

【問い合わせ】 小美玉市選挙管理委員会事務局　☎：48-1111（内線 1282・1283）

に立候補を予定している方へ小 美 玉 市 長 選 挙
小美玉市議会議員補欠選挙

投票日時４月１３日（日）
午前７時～午後６時まで

立候補予定者説明会等を下記日程で行いますので、ご確認ください。

小美玉市長選挙 小美玉市議会議員補欠選挙

選任すべき人数 １人
１人

（１月１０日現在の欠員数）

立候補予定者説明会

【日時】３月１４日（金）
午前１０時～

【場所】小美玉市役所　本庁舎
２階　第２・第３会議室

【日時】３月１４日（金）
午後２時～

【場所】小美玉市役所　本庁舎
２階　第２・第３会議室

立候補予定者書類
事前審査

【日時】３月２５日（火）
午前１０時～

【場所】小美玉市役所　本庁舎
２階　第２･３会議室

【日時】３月２５日（火）
午後２時～

【場所】小美玉市役所　本庁舎
２階　第２･３会議室

立候補届出日
（告示日）

【日時】４月６日（日）
午前８時３０分～午後５時

【場所】小美玉市役所　本庁舎
２階　第２･３会議室

その他 立候補予定者説明会の際、「立候補の手引き」代金１，０００円をご持参ください。
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資源ごみを持ち去っている者や、不審な車輌を目撃した場合には、環境課へご連絡ください。日時、場所、
資源ごみの種類、ナンバーなど分かる範囲で結構です。
市では、持ち去り行為を防止するために、パトロールを実施するなどして監視体制を強化しています。

地区名 委託業者名
小川地区 小川運輸　有限会社
美野里地区 株式会社　協同企業 ㈲茨城クリーンサービス
玉里地区 有限会社　玉里クリーン

ごみ集積所からのごみ集積所からの
資源ごみ持ち去り行為資源ごみ持ち去り行為はは犯罪犯罪です！です！

条例では、ごみ集積所に出された資源ごみの所有権は市にあり、市または市が回収を委託している業者以
外の者が、ごみ集積所から資源ごみを持ち去った場合は、犯罪行為（せっとう罪）になります。

ごみ集積所に出された資源ごみが、市に回収される前に何者かに持ち去さられてしまうといったケースが
多発しています。市民の皆様のご協力により回収した資源ごみは、市の貴重な収入源でもあるため、このよ
うな持ち去り行為は絶対に見過ごせないものです。

■資源ごみの主な対象物
新聞紙、ダンボール、雑誌、缶類、びん、ペットボトルなど

■持ち去り行為は犯罪です！

■持ち去り行為を見かけたら

■資源ごみを回収している業者
資源ごみの回収は、市が委託する業者が行っています。
委託業者の収集運搬車には、車の側面に黄色地に黒字で ｢小美玉市家庭ごみ回収車｣ と
表示してあります。

小美玉市家庭ごみ回収車

イメージ図

【問い合わせ】 環境課　廃棄物対策係　☎：48-1111（内線 1144・1145）

現在はパスポートの記載事項（氏名・本籍地の都道府県）に変更が生じた場合、パスポートを
新しく作り直すか、記載事項を訂正するか、どちらかを選択することになっていますが、平成
２６年３月２０日（木）以降は、旅券法の一部改正に伴い、「記載事項の訂正」は廃止され、「記載事項変更旅券」
という新たな方式のパスポートの発給が開始されます。法改正の詳しい内容については、県旅券室・市役所
市民課窓口に問い合わせいただくか、または以下の外務省ホームページをご確認ください。

パスポートの訂正の制度が変わりますパスポートの訂正の制度が変わりますパスポートの訂正の制度が変わりますパスポートの訂正の制度が変わります

【問い合わせ】

市民課　窓口・記録係　☎：48-1111（内線 1114）
県旅券室　　　　　　　☎：029-226-5023
外務省ホームページ　　パスポート－ Passport A to Z
　　　　　　　　　　　http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/
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「公共下水道施設」は、豊かな自然環境と衛生的で快適な暮らしを守りま
す。水路や河川の汚濁の主な原因の一つは、家庭からの生活雑排水です。
このような汚濁の原因を解消し、水路や河川の環境をより良くするため
にも、公共下水道への接続にご理解とご協力をお願いいたします。

市では供用開始後３年以内に下水道へ接続いただいた方には、接続にあ
たり（新築を除く） 補助金の交付または、融資斡旋により金融機関から融
資を受けた方に対し、市が利子補給等、必要な資金の助成を行っています。
詳しくは、下水道課にお問い合せください。

・悪臭がなくなります。
・側溝がきれいになり、ハエや蚊などの害虫が減ります。
・水路などへの生活雑排水の排出がなくなり、地域の環境衛生が向上します。
・便槽の溜まり具合や汲み取りを気にする必要がなくなります。
・浄化槽が不要になるため、その維持管理の手間がなくなります。

●水洗化した場合の利点

●水洗化改造工事は３年以内に

●排水設備工事は指定工事店へ

●排水設備工事資金の助成制度

下水道本管が道路内に布設され、使えるようになった地区に家屋を所有
している方は、下水道の法律により３年以内に汲み取り便所を水洗トイレ
に改造し、風呂、台所、浄化槽などの汚水、雑排水を下水道に流れるよう
に（排水設備工事）しなければなりません。

下水道への接続工事（排水設備工事）をするときは、市が指定した「指
定工事店」が行うことになっています。指定工事店以外が工事を行うと無
資格工事となり、基準不適格によるやり直しや罰則が科せられます。

下水道へ接続のお願い下水道へ接続のお願い
下水道が整備された区域の皆様へ

衛生的で快適な生活を実現するために

【問い合わせ】 下水道課　業務管理係　☎：48-1111（内線 2121・2122）
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以上のことに注意して下水道
を使用してください。
また、宅地内の汚水ますは定
期的に掃除してください。

下水道のルールを守りましょう！下水道のルールを守りましょう！
下水道はみんなの財産です。下水道の機能を十分に発揮するには下水道を正しく上手に
利用しなければなりません。ルールを守って大切に使いましょう。
正しい使い方をしないと下水道が詰まったり、浄化センターの処理能力が落ちてしまい
ます。

１．調理くず、てんぷら油などの廃油を流さないでください。
・油を使ったときは鍋やフライパンを一度紙でふき取ってから洗いましょう。
・野菜くずなどを排水口に流さないでください。
・米のとぎ汁は庭の植木にかけて肥料にしましょう。

２．トイレットペーパー以外のものを流さないでください。
ティッシュペーパーや紙おむつなどの衛生用品の多くは水に溶けにくいものです。トイ
レに流すとトイレの詰まりの原因となります。

３．お風呂の排水口に付着した髪の毛をそのまま流さないでください。
下水管の詰まりの原因になりますので、こまめに取り除いてください。

４．アルコールやガソリンを流さないでください。
アルコールなどの揮発性の高い危険物を流すと下水道管の中で爆発したり、管を損傷し
たりする恐れがあります。

マンホールやますに土砂や廃油、木片などを捨てると下水道管やますが詰まったり、ポ
ンプ場の故障の原因になります。

５．マンホールにごみや土砂を捨てないでください。

６．雨水は流さないでください。
市の下水道は汚水専用なので、雨水は流さないでください。誤って接続してしまうと雨
天時にマンホールからあふれてしまう可能性があります。

７．下水管の近くには植樹しないでくだ
さい。

下水管に樹根が侵入し、詰まりや破損の原因
になります。
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【問い合わせ】 健康増進課　小川保健係　☎：58-1411（直通）

運 動 実 技

栄 養 講 話

健康チェック

この教室は、運動と食事面からあなたの健康づくりをサポートする教室です。健康運動指導士・管理栄養士・
保健師等が、家庭でも続けられるように日ごろの生活習慣を見直すお手伝いをします。
生活習慣を見直したい方・これから運動を始めたい方・運動をしていてもイマイチ効果がでない方はぜひ
ご参加ください。日ごろ健康づくりに励んでいる方も、この機会により安全で効果的な方法を再確認してみ
てはいかがでしょうか。
３カ月で、見ため年齢・体年齢マイナス５歳を目標にしてみましょう。 

【講　　師】健康運動指導士・管理栄養士　　花谷　遊雲子　先生
現在、マーメイド・ジャパン（シンクロナイズドスイミング日本代表）や東芝バスケットボール部等スポ
ーツ選手のサポートを中心に活躍している先生です。スポーツ栄養学を得意とし、体の内側から「キレイ」
をつくるために必要な運動と栄養を指導してくれます。

【募集人員】 ２５名（４０歳～７４歳までの方で６回以上出席できる方）※初めての方優先
【申込期間】３月１３日（木）～１９日（水）　平日　８：３０～１７：１５
　　　　　（期間中でも定員となり次第締め切りとなります）
【料　　金】１，０００円（参加費＋保険料　※初回の教室時に集めます）
【申込方法】電話または直接窓口でお申し込みください。

「自分を知ろう！血圧 ･体重 ･体脂肪 ･体内年齢 ･骨密度測定、わたしの記録」
測定で体の状態を知り、日々の記録で自分と向き合う時間を大切にしましょ
う。

４月 　８日（火）、１６日（水）、２３日（水）、３０日（水）

５月 １４日（水）、２８日（水）

６月 １１日（水）、２５日（水）

９月 ２４日（水）

【日　　時】全９回　１３：００～１５：００（初回のみ１３：００～１５：３０）

【会　　場】小川保健相談センター（小川２－１）

ヘルスアップ教室　参加者募集
春はデトックスの季節です！春はデトックスの季節です！

カラダの内側から「キレイ」と健康を目指しましょう♪カラダの内側から「キレイ」と健康を目指しましょう♪

４０歳からの

※デトックス…ここでは冬に溜め込んだ脂肪や老廃物等を体の外に出すという意味で使っています。

【内　　容】 「楽しくて効果のでるストレッチ・筋力トレーニング・ウォーキング」
ケガをしない安全な方法を学びます。効果を感じながら楽しく学べます。

「どう選ぶ？どう食べる？バランスのとれた食事・間食を上手に摂るコツ／
話題の糖質制限！よいところと注意点」
食事は健康な体をつくる基本です。基本を再確認しましょう。個別相談もで
きます。
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健康づくり・仲間づくり・生きがいづくりを目的にターゲットバードゴルフ教室を開催します。
【日　　時】３月２８日（金）、２９日（土）、３０日（日）の３回　９：３０～１２：００
【場　　所】四季の里　ターゲットバードゴルフ場（部室１０６９）
【対　象　者】市内在住の方
【参　加　費】１，０００円（用具代等）　※３月２８日（金）に徴収します。
【持　ち　物】ピッチングウェッジ（貸し出しクラブあり）、運動靴
【申込締切】３月２０日（木）
【主　　催】小美玉市体育協会　小美玉市ターゲットバードゴルフクラブ
【申込方法】電話で下記連絡先までお申し込みください。
【問い合わせ】クラブ会長　久保田晴信　　　　　　　　☎：46-1473

教育委員会スポーツ振興課（小川庁舎内）☎：48-1111（内線 2253）
希望ヶ丘公園管理センター　　　　　　　☎：47-0167
玉里運動公園（玉里 B&G海洋センター）　☎：26-5761

ターゲットバードゴルフ教室参加者募集！ターゲットバードゴルフ教室参加者募集！ターーゲゲッットトババードゴゴルルフフ教教室参加加者者募募集集！ターーゲゲッットトババードゴゴルルフフ教教室参参加加者者募募集集！

生涯学習・スポーツインフォメーション

平成２５年度市民講座受講生修了作品展平成２５年度市民講座受講生修了作品展

【日時】３月１５日（土）～２５日（火）
（月曜・祝日休館）
９：００～１７：００
※最終日は１５：００まで

【場所】生涯学習センターコスモス
　　　（高崎２９１－３）
【内容】３Ｄアート（アメリカンシャドーボック

ス）、楽しい絵手紙

【日時】３月１８日（火）～２５日（火）
（水曜・祝日休館）
９：００～１７：００
※最終日は１５：００まで

【場所】美野里公民館（堅倉８３５）
【内容】手まり教室、プラントドール、グラスアート、

フラワーアレンジメント、パソコン活用講座、
袋物、初めての川柳短期講座、裂き織り、木目
込みふくろう親子

ファミリークッキング「お父ちゃんの台所」にご参加ください！

【日　　時】３月２３日（日）　９：００～１５：００（受け付け　８：３０～）
【場　　所】玉里保健福祉センター　栄養指導室（上玉里１１２２）
【メニュー】鶏肉のトマト煮込み・かぼちゃのサラダ・卵スープ・デザート

※メニューは変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
【参　加　費】無料
【持　ち　物】エプロン、三角巾、筆記用具、スリッパ
【募集人数】２０組（定員になり次第締め切ります）　※参加者は男性・女性を問いません。
【指  導  者】小美玉市食生活改善推進員
【申込期間】３月１３日（木）～１８日（火）
【申込方法】生涯学習センターコスモスまでお電話ください。

※ファクス、メールでのお申し込みは受け付けできません。

　「青少年を育てる小美玉市民の会　家庭部会」では、「早寝・早起き・朝ごはん」をキャッチフレーズに、
家族団らんの仲良く楽しい食事を目指してファミリークッキングを開催します。
　美味しくて、簡単に作れるメニューなので、料理の体験や家族との思い出作りに、お子様・お孫様と一緒
にお気軽にご参加ください。

玉里公民館 美野里公民館

【問い合わせ】 生涯学習課　生涯学習センター 　☎：26-9111（直通）

お母ちゃんも
大歓迎！
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医療法人財団　古宿会　小美玉市医療センター／水戸中央病院

整形外科　古俣  正人（日本整形外科学会認定専門医）

からだに吸収されるからだに吸収される
ボルト ( ねじ ) で行う骨折手術！？ボルト ( ねじ ) で行う骨折手術！？

こんなとき想像するのは、 製のボルト ( ねじ ) や板 ( プレート ) で固定を
する手術ではありませんか？

生体内吸収性材料と呼ばれるこの材料は、

骨折手術に使うには強度が十分とはいえず、

あまり適さないとされてきました。

しかし近年、強度増加などの改良が進み、

安心して使用できるようになってきました。

この材料の最大のメリットは、“骨が接
つ

いた後に

抜く必要がない”ということです。

実は手術で埋められた金属は、必ずしも抜かなくてもよい例が多いのですが、患者さんに

とっては“体のなかに金属がある…”という抵抗感が残って、抜く手術を希望されることも

珍しくありません。今回ご紹介する『生体内吸収性材料』で治療ができると、再手術を行う

デメリットを避けることができます。

また、金属と比べて不安が多くなってもいけませんので、従来の治療法と同等の安全性が

あると判断された骨折に対してのみ使用するようにしています。金属を

使用した場合と比べ手術後のリハビリが遅れることはありませんので

安心して治療を受けていただきたいと思います。

実際のレントゲン

イメージ図

金属で固定した
実際のレントゲン骨折直後のレントゲン

ませんか？

ゲン

しかし最近、体内に溶けて吸収される
もので、骨折の手術を行うことができるように　
なってきました。

金属

お り いお り いった話の お り いお り い

【問い合わせ】 医療センター　　　　　　　　☎：58-2711
医療保険課　地域医療推進係　☎：48-1111（内線 1107）

現在も一般的には金属を用いた手術が行われています。
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●母子保健事業

とき ところ 事業名（受付時間） 対象者

3 木 四季健康館 ４か月児健診（13：00 ～ 13：30） 美野里（平成 25 年 10 月～ 11 月生）

4 金 四季健康館 ハローベビー教室：妊娠編（9：15 ～ 9：30）妊婦及びご家族

7 月 小川保健相談センター １０か月児相談（9：30 ～ 10：00） 小川・玉里（平成 25 年 5月～ 6月生）

8 火 四季健康館 育児相談（9：30 ～ 11：00） 乳幼児と保護者

9 水 玉里保健福祉センター ２歳児歯科健診（13：00 ～ 13：30） 小川・玉里（平成 23 年 9月～ 10 月生）

15 火 小川保健相談センター ３歳児健診（13：00 ～ 13：30） 小川・玉里（平成 22 年 10 月 6日～ 11 月生）

18 金 四季健康館 １歳６か月児健診（13：00 ～ 13：30） 美野里（平成 24 年 8月～ 9月 20 日生）

●成人保健事業

とき ところ 事業名（受付時間） 対象者

10 木 小川保健相談センター こころの健康相談（9：30 ～ 11：00） 希望者※要予約

17 木 玉里保健福祉センター こころのデイケア（9：30 ～ 10：00） 希望者※要予約

24 木 四季健康館 こころのデイケア（9：30 ～ 10：00） 希望者※要予約

平日の漏水当番については、
お客様センター（☎ 36-8811）
までお問い合わせください。

当番日
小川地区・美野里地区 玉里地区
当番業者名・連絡先 連絡先

３月　１日 （有）宮川建設 48-1709

湖北水道企業団
☎ 24-3232

３月　２日 亀山建設（株） 58-2901
３月　８日 倉田電気商会 58-2909
３月　９日 （株）小林工業 48-2375
３月１５日 （株）内藤工務店 58-2050
３月１６日 （有）マツカワ設備工業 46-2154
３月２１日 （株）内田工業 54-0041
３月２２日 興和工業（株） 49-1103
３月２３日 （株）本田工業 54-0158
３月２９日 （株）美野里建設 47-0780
３月３０日 （株）岡建設 58-3572

　市防災行政無線の戸別受信機の設置については、平成２６年度末の市内全域完了
を目指しています。設置希望のお申し込みは随時受け付けていますので、申請がお
済みでない方は、お急ぎください。

備えて安心‼　戸別受信機

【問い合わせ】 防災管理課　危機管理室　☎：48-1111（内線 1014）

４月のほけんがいど

３月の漏水修理当番
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４月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

３月

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

３月２７日はさくらの日です。
日本さくらの会が１９９２（平
成４）年に制定しました。さくら
と「３（さ）×９（く）＝２７」
の語呂合わせです。
日本の歴史や文化、風土と深く
関わってきた桜を通して、日本の
自然や文化について関心を深めて
もらうことを目的にしています。

『日本桜の名所１００選　東京』主婦
の友社２０１０．３
『さくら百科』永田洋、浅田信行、石
川晶生、中村輝子
『日本の春桜撮影ガイド』中橋富士夫
『日帰り・一泊関東周辺桜・花名所と温泉めぐりの旅』、『この桜、
見に行かん　日本の桜ベスト３０』宮嶋康彦
『日本列島桜紀行』、『日本桜めぐり ３８の天然記念物と１１６名
所ガイド』小林義雄

小川図書館では、４月１日から、発行してから１年を過ぎた雑誌を、随時配布することになりました。

さくらの日

雑誌を配布します

桜に関する図書

図書館 インフォメーション

Ａコース
３月６日・２０日　４月３日・１７日

Ｂコース
３月１３日・２７日　４月１０日・２４日

＜移動図書館ふれあい号運行予定表＞

巡　回　場　所 時　間
　

小
川
・　

　

玉
里　

玉里保育園前 　9：30 ～ 10：00

老人ホームハートワン駐車場 10：45 ～ 11：10

野田官舎前　石崎商店駐車場 11：20 ～ 11：50

美
野
里

十二所公民館前 13：30 ～ 14：00

ミーム保育園 ( 羽鳥東 ) 駐車場 14：15 ～ 15：00

エコス美野里店　駐車場 15：10 ～ 15：30

巡　回　場　所 時　間

清風台団地中央公園前 10：30 ～ 11：00

ケアハウスほうせんか駐車場 11：10 ～ 11：40

北浦団地公民館前 13：15 ～ 13：45

江戸住宅コミュニティセンター前 13：55 ～ 14：25

小美玉敬愛の杜　駐車場 14：45 ～ 15：20

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

３
月
３
月･･

４
月
の

４
月
の

お
は
な
し
会

お
は
な
し
会

小川図書館
小川図書館　２階　多目的室

・３月　８日（土）１０：３０～
・３月２２日（土）１０：３０～
・４月１２日（土）１０：３０～
・４月２６日（土）１０：３０～

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

玉里図書館
生涯学習センター（コスモス）１階　和室

・３月　８日（土）１０：３０～
・４月１２日（土）１０：３０～

美野里公民館図書室
美野里公民館図書室　２階　講座室

・３月２２日（土）１０：３０～
・４月２６日（土）１０：３０～

小美玉市図書館・図書室カレンダー

小　川　図　書　館 全日 9：30 ～ 20：00

玉　里　図　書　館 全日 9：30 ～ 20：00

美野里公民館図書室 全日 9：30 ～ 22：00

羽鳥ふれあいセンター 全日 9：30 ～ 22：00

開
館
時
間

＊■は小川図書館・玉里図書館・ふれあいセ

　　　ンターの休館日です。

＊■は美野里公民館の休館です。

＊■は全館休館です。

＊■■は小川・玉里図書館が図書整理のため休館です。
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3 月 1 日～ 7 日は3 月 1 日～ 7 日は春の火災予防運動週間春の火災予防運動週間ですです

市火災予防条例により、平成２０年６月１日からすべての住宅に、住宅用火災警報器の設置が義務付けら
れました。犠牲者の７割以上が逃げ遅れ！！火災を早く見つけることが生死の分かれ目になります。早期発
見のために住宅用火災警報器を設置しましょう！

『消すまでは　心の警報　ＯＮのまま！』ま！』まままま報　ＯＮのま報警報の警心のは　心はでまでますま消す消消消すまでは　心の警報　ＯＮのまま！消すまでは 心の警報 ＯＮのままは 心の警報消す消消 警
全 国 統 一 防 火 標 語

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
４つの対策

３つの習慣

○逃げ遅れを防ぐため
に、住宅用火災警報器
を設置する

○寝具や衣類からの火災
を防ぐため、防炎製品
を使用する

○火災を小さいうちに消
すために、住宅用消火
器等を設置する

○お年寄りや体の不自由
な人を守るために、隣
同士の協力体制を作る

○寝たばこは、絶対やめ
る

○ストーブは、燃えやすいもの
から離れた位置で使用する

○ガスコンロなどのそばを離
れるときは、必ず火を消す

悪質な訪問販売に注意しましょう (>_<)
消防や役所の職員、委託業者を装って家庭に訪れ、強引に高額で購入
させようとする手口が多いようです。消防署や市役所では、消火器や住
宅用火災警報器の販売は一切行っていません。

火
災
予
防
は

身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
!!

尊い命守るために 付けっぺよ！住宅用火災報知器住宅用火災報知器

区　　分 １月中 累　　計

火　　災 2 2

救　　急 164 164

急　　病 108 108 

交通事故 21 21

一般負傷 25 25

そ の 他 10 10

小美玉市管内における火災・救急出場件数＊ＡＥＤの使用法を含めた救急講習会等およ

び防火教室について、随時各消防署におい

て受け付けを行っていますので、受講希望

者は下記までご連絡ください。

◇小川消防署　５８－４６１１
◇美野里消防署　４８－２２６６
◇玉里消防署　５８－０５５５

平成２６年火災発生・救急出場件数

連　絡　先

小美玉市消防本部だより小美玉市消防本部だより小小美美玉玉市市消消防防本本部部だだよよりり

その契約！
ちょっと
待って !!
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市内各施設における環境放射線モニタ測定結果市内各施設における環境放射線モニタ測定結果

単位：マイクロシーベルト／時

　「平成２３年３月１１日に発生し
た東北地方太平洋沖地震に伴う原子
力発電所の事故により放出された放
射性物質による環境の汚染への対処
に関する特別措置法｣ の除染基準 ｢
毎時０．２３マイクロシーベルト｣
を超える施設はありませんでした。

　５９回目の測定において、市内各施設
では 0.074 ～ 0.156 マイクロシーベル
ト／時の測定結果が出ました。市では、
追加被ばく線量 ｢年間 1ミリシーベル
ト以下｣ を目指して放射線対策に取り組
んでいます。追加被ばくの考え方として
は、国により０．２３マイクロシーベル
ト（地上高１m）とされています。

　市内の各施設において、ガンマ線の空間線量を測定した結果は以下のとおりです。なお、保育園 (所 )･ 幼稚
園 ･小学校 ･運動公園の子ども広場は地表より５０ｃｍ、それ以外の施設は１ｍの位置で測定しています。
※測定には ｢ＰＡ－１０００　Ｒａｄｉ (株式会社　堀場製作所 )｣ を使用しています。
※今後も定期的な測定を行い、広報紙、ホームページにて公表するほか、市内各庁舎にも結果を掲示します。
なお、市ホームページにはより詳しい情報が掲載されています。　http://city.omitama.lg.jp/

保育園
保育所 58 回目 59 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

ひばり
保育園

1月 7日 2月 5日
0.093 0.089

すずらん
保育園

1月 7日 2月 5日
0.087 0.087

さくら
保育園

1月 7日 2月 5日
0.103 0.113

さくら第２
保育園

1月 7日 2月 5日
0.107 0.099

納場
保育園

1月 7日 2月 5日
0.104 0.098

ミーム
保育園

1月 7日 2月 5日
0.125 0.124

羽鳥
保育所

1月 7日 2月 5日
0.138 0.128

太陽
保育園

1月 7日 2月 5日
0.107 0.106

四季の杜
保育園

1月 7日 2月 5日
0.093 0.093

玉里
保育園

1月 8日 2月 5日
0.102 0.107

玉里第二
保育園

1月 7日 2月 5日
0.092 0.092

小学校 58 回目 59 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

小川
小学校

1月 9日 2月 5日
0.083 0.085

野田
小学校

1月 8日 2月 5日
0.093 0.100

上吉影
小学校

1月 9日 2月 5日
0.096 0.095

下吉影
小学校

1月 8日 2月 5日
0.119 0.113

橘
小学校

1月 8日 2月 5日
0.111 0.102

竹原
小学校

1月 8日 2月 5日
0.112 0.104

羽鳥
小学校

1月 8日 2月 5日
0.122 0.119

堅倉
小学校

1月 8日 2月 5日
0.087 0.121

納場
小学校

1月 8日 2月 5日
0.089 0.087

玉里
小学校

1月 8日 2月 5日
0.101 0.102

玉里北
小学校

1月 8日 2月 5日
0.107 0.104

玉里東
小学校

1月 8日 2月 5日
0.107 0.101

幼稚園 58 回目 59 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

元気っ子
幼稚園

1月 8日 2月 5日
0.151 0.140

竹原
幼稚園

1月 8日 2月 5日
0.112 0.106

羽鳥
幼稚園

1月 8日 2月 5日
0.109 0.098

堅倉
幼稚園

1月 8日 2月 5日
0.105 0.106

納場
幼稚園

1月 8日 2月 5日
0.101 0.096

玉里
幼稚園

1月 8日 2月 5日
0.127 0.124

美野里
幼稚園

1月 8日 2月 5日
0.113 0.111

ルンビニー
学園幼稚園

1月 7日 2月 5日
0.094 0.097

運動施設 58 回目 59 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

小川
運動公園

1月 8日 2月 6日
0.120 0.125

中根野球場
1月 6日 2月 6日
0.077 0.112

下吉影
薬師台球場

1月 6日 2月 6日
0.111 0.128

野田野球場
1月 6日 2月 6日
0.096 0.090

希望ヶ丘
公園

1月 6日 2月 5日
0.145 0.156

改善
センター

1月 6日 2月 5日
0.118 0.114

羽鳥
運動広場

1月 6日 2月 6日
0.144 0.156

納場
運動広場

1月 6日 2月 6日
0.118 0.126

堅倉
運動広場

1月 6日 2月 5日
0.116 0.128

ふれあい
運動広場

1月 6日 2月 6日
0.121 0.126

玉里
運動公園

1月 7日 2月 5日
0.138 0.134

公園 58 回目 59 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

東平
児童公園

1月 8日 2月 5日
0.140 0.120

仲丸池公園
1月 8日 2月 5日
0.122 0.109 

堅倉
わんぱく公園

1月 8日 2月 5日
0.128 0.117 

羽木上
森林公園

1月 8日 2月 5日
0.138 0.126 

横町公園
1月 8日 2月 5日
0.100 0.104 

玉里
ふれあい公園

1月 8日 2月 5日
0.136 0.116 

四季の里
芝生広場

1月 8日 2月 5日
0.129 0.129

中学校 58 回目 59 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

小川南
中学校

1月 8日 2月 5日
0.104 0.103

小川北
中学校

1月 8日 2月 5日
0.072 0.074

美野里
中学校

1月 7日 2月 6日
0.077 0.084

玉里
中学校

1月 8日 2月 5日
0.099 0.093

給食センター 58 回目 59 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

小美玉学校
給食センター

1月 7日 2月 6日
0.102 0.104

玉里学校
給食センター

1月 7日 2月 6日
0.106 0.107庁舎 58 回目 59 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

本庁
1月 8日 2月 5日
0.108 0.102

小川総合支所
1月 7日 2月 6日
0.107 0.104

玉里総合支所
1月 7日 2月 5日
0.106 0.101

小川文化センター
( アピオス )

1 月 8日 2月 5日
0.111 0.105

生涯学習センター
コスモス

1月 7日 2月 5日
0.127 0.127

やすらぎの里
小川

1月 8日 2月 5日
0.124 0.115

単位：マイクロシーベルト／時

【問い合わせ】 防災管理課　放射線対策係　☎：48-1111( 内線 1013･1014)
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※３月１日現在
原子力災害対策特別措置法による出荷制限を受けている農産物は
次の通りです。
①原木しいたけ（露地）　②タケノコ　③あめりかなまず（養殖
は除く）　④うなぎ　⑤ぎんぶな（養殖は除く）　⑥いのしし肉

検 査 件 数：５８件（うち農水産物：０件、学校給食：５８件）検出件数：０件
検出下限値：１０Ｂｑ／ｋｇ　使用機器：ＴＮ３００Ｂベクレルモニター

【検査結果について】
・学校給食食材の検査では、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに全て「不検出（検出下限値未満）」でした。
・学校給食課では、放射性物質の不安解消のために ｢給食使用食材の生産地公表｣ ｢給食まるごと放射能測定｣
　を平成２４年６月１日より実施し、市のホームページで公表しています。

　市では、給食食材及び市民持込の市内産農産物の放射能測定を行っています。なお、測定結果については
市ホームページ及び本庁 1階 ｢放射能物質検査室｣ 前でデータの公表を行っています。

食品放射能測定結果 ( １月測定分 )

食品衛生法の新基準値
(平成２４年４月１日から )

放射線
セシウム

飲料水 10

乳児用食品 50

牛乳 50

一般食品 100

※単位：Bq（ベクレル )/kg
※同一検査品目で、放射性物質が
複数個検出された場合、測定値
欄には最大値を記載します。

【問い合わせ】 農政課　振興係　☎：48-1111( 内線 1152 ～ 1155)
学校給食課　　　☎：56-4855

種　別 検査品目
測定件数 放射性セシウム

総数 検出数 Cs-134 Cs-137 Cs合計

農産物等小計 0 0

学校給食食材小計 58 0

合計 0 0

「まんまるマルシェ」は “日本の風土が生み出す食 ”や “地元食材の恵み ”を体感できるイベントです。映画、
地元産食材を使った模擬店、食に関する絵本の朗読パフォーマンスと盛りだくさんなメニューを用意してい
ます。ご家族、お友だちとお誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。
【日時】３月９日（日）１０：００～１５：００
【会場】生涯学習センターコスモス（高崎２９１－３）
【内容】①ドキュメント映画「天のしずく」上映　辰己芳子 “いのちのスープ ”　（入場無料・座席自由・要整理券）

１０：００～１２：００（開場９：３０）　コスモス文化ホール
※映画は、整理券を事前配布しています。生涯学習センターコスモス
　までお電話ください。
②模擬店の出店
１１：００～１４：００　イベント広場
・地元の食材を使った「食べ物」の販売
・手作りワークショップでテーブル小物を作ろう（要材料費）
③市民による朗読パフォーマンス　～たのしいしょくじ　こころのえほん～
　（入場無料・座席自由）
１４：００～１５：００　コスモス文化ホール
・演出：水戸芸術館専属劇団ＡＣＭ俳優　塩谷亮氏
・市民による「たべることについての絵本の朗読パフォーマンス」をお楽しみください。

【問い合わせ】 生涯学習課　生涯学習センター 　☎：26-9111（直通）

《食》をテーマにしたイベント
おみたま３９プロジェクト

「まんまるマルシェ」「まんまるマルシェ」を開催します「まんまるマルシェ」「まんまるマルシェ」

朗読パフォーマンスの皆さん
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平成２６年度自衛官募集

第 1回警察官採用試験

受験種目 一般幹部候補生

応募資格

１　大卒程度試験
平成２７年４月１日現在、次の各号のいずれかに該当する方。
（１）２２歳以上２６歳未満（学校教育法に基づく大学院の修士課程もしくは専門職大学

院の課程を修了した者、またはこれに相当すると認められる者（平成２７年３月学
位取得見込を含む。以下「修士課程修了者」という）にあっては２８歳未満）の者。

（２）２０歳以上２２歳未満で、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。以下「大学」
という）を卒業した者（平成２７年３月卒業見込の者を含む）。または外国における
学校を卒業した場合で大学卒業に相当すると認められる者。

２　院卒者試験
平成２７年４月１日現在、修士課程修了者で、２０歳以上２８歳未満の者。
※大卒程度試験及び院卒者試験は、併願が可能です。

受付期間 ４月２５日（金）まで（締切日必着）

試験期日
第１次試験：５月１０日（土）　筆記試験

５月１１日（日）　筆記式操縦適性検査（飛行要員希望者のみ）
第２次試験：６月１０日（火）～６月１３日（金）のうち指定する日

試験場
第１次試験：各都道府県ごとに実施します。
第２次試験：陸上・海上・航空自衛隊別に全国の主要都市等で実施します。

その他
第１次試験：筆記試験及び筆記式操縦適正検査（飛行要員希望者のみ）
第２次試験：小論文試験、口述試験及び身体検査（ただし、飛行要員希望者のみ航空身体検

査を実施）

試験区分 受験資格
採用
予定人数

採用年月日

男性警察官 A 昭和６０年４月２日以降に生まれた人で、学校教
育法による大学（短期大学を除く）を卒業した人、
もしくは平成２７年 3月３１日までに卒業見込の
人、または人事委員会がこれと同等と認める人。

１０２名位
平成２７年　４月１日（水）

女性警察官 A １９名位

男性警察官 B 昭和５９年４月２日から平成８年４月１日までに
生まれた人で、警察官 Aの受験資格に該当しない
方（平成２６年１０月１日から勤務可能な人）。

１７名位
平成２６年１０月１日（水）

女性警察官 B ３名位

※詳しくは下記までお問い合わせください。
自衛隊茨城地方協力本部　百里分駐所（小美玉市百里１７０　航空自衛隊百里基地内）　☎：52-1366
自衛隊茨城地方協力本部　募集課　募集班（水戸市三の丸１１－９）　　　　　　　　　☎：029-231-3315

個人の生命、身体及び財産の保護並びに犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まり、
その他公共の安全と秩序の維持のための任務に従事します。

【受付期間】４月１５日（火）まで
※インターネット申込の場合は４月１４日（月）１７：００まで
※受験申込書は警察署または最寄りの交番等で配布しています。

【試験期日】５月１１日（日）
【問い合わせ】石岡警察署　警務課　☎：0299-28-0110

※警察署では、随時「採用説明会」を行っていますので、ご連絡ください。

・・・県や国等のお知らせ・・・
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当アカデミーは、フランス有数のリゾート地クールシュヴェールで毎年開かれる欧州有数の国際音楽アカ
デミーの日本開催版として２００５年から笠間市で開催してきました。世界最高峰の講師によるピアノ、ヴ
ァイオリンのレッスンの一部が一般に公開されるほか、講師や受講生によるコンサートが開かれます。音楽
の風吹く早春の笠間へ、ぜひお越しください。
【開催期間】３月２１日（金・祝）～３月３０日（日）
【クラシック・コンサート】
アカデミー講師として参加している世界トップクラスの演奏家によるコンサートを期間中開催します。演奏
技術、感性ともに超一流の演奏家のコンサートをぜひご堪能ください。

日時 出演者・内容 料金
３月２２日（土）

１５：００～１６：３０
ザハール・ブロン

大人　１，５００円
小中高１，０００円

３月２３日（日）
１４：００～１５：３０

若林　顕
大人　１，５００円
小中高１，０００円

３月２９日（土）
１５：００～１６：３０

ミハイル・ヴォスクレセンスキー
大人　１，５００円
小中高１，０００円

３月２５日（火）
１６：３０～１８：００

ジュネスコンサート（前期）　講師の推薦を受けた受講生 ５００円

３月３０日（日）
１６：３０～１８：００

ジュネスコンサート（後期）　講師の推薦を受けた受講生 ５００円

※出演者等が変更になる場合があります。
【会　　場】笠間公民館　大ホール（笠間市石井２０６８－１）

笠間市教育委員会（生涯学習課内）　かさま国際音楽アカデミー実行委員会事務局
〒３０９－１７９２　茨城県　笠間市中央３－２－１
　☎：0296-77-1101
FAX：0296-71-3220
URL：http：//www.city.kasama.lg.jp

かさま国際音楽アカデミー
笠間市

問

自殺は「孤立の病」とも言われ、周囲との絆を回
復することが自殺防止につながります。
現在、県では市町村及び各種団体等と連携を図り、

「つながる “ わ ”・ささえる “ わ ” 茨城いのちの絆キ
ャンペーン」を実施しています。
心に悩みを抱えている人がいたら、声をかけてみ
ませんか。
茨城県　保健福祉部　障害福祉課
☎：029-301-3368

　水戸南高校では、生涯学習の一環として、一般社
会人の方を対象にした「特別講座」を開催していま
す。
【募集講座（予定）】英語での異文化間コミュニケー

ション入門、俳句、自然観察、
心理学、テニス入門、パソコン
教室初級・中級

【募集定員】各講座　２０～３０名
【受　講　料】年間３，２４０円（年間２３回開講）
【募集期間】３月１５日（土）～４月４日（金）
【申込方法】３月１５日（土）から本校で配布する

パンフレットで詳しい内容をご確認の
うえ、付属の応募はがきで申し込んで
ください。

水戸南高校　特別講座係
水戸市白梅２－１０－１０
☎：029-247-6173

１月末現在の小美玉市内の事故発生状況
　　　　　　　　　（前年比）
○発生件数，１８件（＋　４）
○死　者　数　　０名（＋　０）
○負傷者数　２３名（＋　６）
○物損件数　９３件（－１９）
※平成２６年１月１日からの累計件数

石岡警察署からのお知らせ

３月は「自殺防止月間」です 水戸南高校　特別講座平成２６年度生徒募集

問

問－
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次回お知らせ版４月号の発行日は３月２７日（木）です。

人口と世帯数（平成２６年２月１日現在）

世帯数………………………２０，１７９戸 ( －２７）

　男　………………………２７，０６４人 ( －３３)

人　口………………………５３，３６７人 ( －７９)

　女　………………………２６，３０３人 ( －４６)

※住民基本台帳法の改正により、平成２４年９月から
外国人住民も含んだ数値になっています。

【問い合わせ】
市長公室　秘書広聴課　広報広聴係
☎：48-1111　内線 1221

より豊かで魅力あるまちづくりのための意見を、市長

に直接お話ししてみませんか？

と　き　３月２８日（金）　１０：００～１２：００

ところ　市役所１階　相談室

　　　※対話は１人３０分程度でお願いします。

　　　※事前にご予約をお願いします。

対話の日

３月１９日　

４月　９日※

社会福祉協議会小川支所

☎：58-5102

３月　５日　

３月２６日※

社会福祉協議会美野里支所

( 四季健康館内 )

☎：36-7330

３月１２日※

４月　２日　

社会福祉協議会本所

☎：37-1551

心配ごと相談
悩んでいること、困っていることなどがありましたら、

お気軽にご相談ください。

相談は無料です。

相談内容：健康、医療、教育、福祉、財産等について

※は弁護士が相談に応じます。事前にご予約ください。

【時間】１３：３０～１６：３０（お一人様２０分）

３月１８日

１３：３０～１５：３０

玉里総合支所　２階　相談室

大山　進　相談委員

３月１９日

１３：３０～１５：３０

小川総合支所　１階　会議室

村尾　實　相談委員

３月２０日

１３：３０～１５：３０

小美玉市役所　１階　相談室

石﨑　渡　相談委員

行 政 相 談

【問い合わせ】
市長公室　秘書広聴課　広報広聴係
☎：48-1111　内線 1221

国の仕事に関する苦情・要望などの相談を伺います。

相談は無料で秘密は厳守されます。予約は不要です。

３３月月 緊急診療（内科・小児科）

緊急診療（石岡市医師会病院内）２３－３５１５

休日

2・9・16・21・23・30

◆受付　午前９時～１１時３０分　

　　　　午後 1時～３時３０分

夜間
1・2・8・9・15・16・21・22・23・29・30

◆受付　午後６時～９時３０分

３３月月 休日診療当番医（外科）

◆受付　午前９時～１１時３０分・午後１時～３時３０分

日 場　　所 住　　所 電話番号

2 石岡市医師会病院 大砂 10528-25 22-4321

9 石岡市医師会病院 大砂 10528-25 22-4321

16 石岡市医師会病院 大砂 10528-25 22-4321

21 山王台病院 東石岡 4-1-38 26-3130

23 斉藤病院 旭台 1-17-26 26-2131

30 府中クリニック 府中 5-11-1 22-2146

（　　）は前月比

行政書士無料相談会
【開催日】３月１８日（火）１３：００～１６：００

予約は不要です。（受付順）

【場所】市役所本庁舎　１階ロビー

【相談内容】遺産分割・相続・遺言関係の相談や

土地活用、国籍、各種契約などに関すること

（必要に応じ、行政書士以外の専門家、専門機関

の紹介なども行います）

【相談員】茨城県行政書士会水戸支部　会員

【問い合わせ】水戸支部事務局　木村　☎：029-251-3101


