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　市内の消費需要を喚起し、個人消費や顧客の拡大、ひいては地域経済の活性化を図るため「小美玉市元気
再生プレミアム商品券」を販売します。
　１０，０００円で１１，０００円分が買えるお得な商品券です。

特別販売日 通常販売日
○日時：８月４日（日）９：００～１６：００まで
○場所：商工会本所　　　　　　　　部室 1111-3
　　　　商工会小川支所　　　　　　小川 4-11
　　　　生涯学習センターコスモス　高崎 291-3

○日時：８月５日（月）以降平日
○場所：商工会本所（９：００～１７：００）
　　　　商工会小川支所（９：３０～１６：００）

○販売対象者：１６歳以上の小美玉市民・市内事業所勤務者及び通学者
○販　売　額：１冊１０，０００円（１１，０００円相当額）
　　　　　　　※１人１００，０００円まで購入できます。
○有 効 期 限：平成２５年８月４日（日）～平成２６年１月３１日（金）
○取　扱　店：市内で本事業に協賛し、｢小美玉市元気再生プレミアム商品券取扱店｣ の ｢ポスター｣ 及び
　　　　　　｢のぼり旗｣ が掲示されている事業所

教えてください！！教えてください！！
あなたの街の言い伝えあなたの街の言い伝え

　生涯学習センターコスモスでは、館誕生２０周年を記念して、夢と希望がいっぱいのコスモス
２０歳（はたち）記念事業を企画中です。
　その一つとしてこの地区に伝わる昔話や言い伝えをもとにした舞台を作ることになりました。題
材となる玉里の昔話や地名にまつわる話を募集しています。皆様、ぜひご応募ください。
【募集内容】玉里地区にまつわる話　原稿用紙４～１０枚（１６００～４０００字程度）
【応募資格】小美玉市民または在勤、以前に住んでいた方またはゆかりのある方
【応募方法】①窓口へ持参（生涯学習センターコスモス　高崎２９１－３）
　　　　　②郵便（〒３１１－３４３３　高崎２９１－３　生涯学習センターコスモス）
　　　　　③Ｅメール（gakushu@city.omitama.lg.jp）
【賞　　金】優秀作品採用者……1名　3万円　　準優秀作品採用者…若干名　5千円
　　　　　※採用された作品の著作権は記念事業実行委員会に帰属します。
　　　　　　本作品の中へ引用するため、脚色することがあります。あらかじめご了承ください。
【募集期間】８月１５日（木）まで　８月２２日（木）に発表、８月末に表彰

豊かな自然に恵まれたこの地の新しい物語を作りましょう。
私たちや子どもたちの未来のために！

小美玉市元気再生プレミアム商品券発売開始小美玉市元気再生プレミアム商品券発売開始
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【問い合わせ】 商工会　　　　　　　　　☎：48-0244
商工観光課　商工観光係　☎：48-1111（内線 1161）

【問い合わせ】
生涯学習センター  ☎：26-9111　　　　　　　　　
 FAX：26-9261　　　　　　　　　
 E メール：gakushu@city.omitama.lg.jp
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対象者 該当要件（○印）・更新時期（◎印）

小　児
○出生の日から小学校３年生の学年末の児童で、父母または扶養義務者のそれぞれの所
　得が、所得制限を超えない児童
◎更新：毎年誕生月の下旬（１日生まれの方は誕生月の前月下旬）

妊産婦

○母子手帳の交付を受けた妊産婦
※対象医療機関は産科・婦人科のみです。ただし産科・婦人科からの紹介状があれば他
　の診療科受診の場合でもマル福助成の対象になります。
※母子健康手帳の交付を受けた月の１日から出産があった月（または妊婦でなくなった
　とき）の翌月末日まで
◎更新：なし

重度心身障がい者
（一定以上の障がい

のある方）

○身体障がい者手帳１級、２級の交付を受けている方
○身体障がい者手帳３級（内部障害）の交付を受けている方
○療育手帳（判定Ａ以上）の交付を受けている方
○療育手帳（判定Ｂ）で、かつ身体障がい者手帳３級の交付を受けている方
○特別児童扶養手当１級の支給対象の児童
○障がい年金１級の受給権者
※６５歳以上で一定以上の障がいのある方は、後期高齢者医療保険に加入することによ
　り、マル福を受けることができます。
※すでにマル福に該当していた方が、６５歳を迎えるときは、後期高齢者医療保険への
　加入手続きを行うことで、マル福を継続できます。
※手帳の返却・回収など、該当要件に当てはまらなくなったときは届出が必要になりま
　す。
◎更新：毎年６月下旬

ひとり親家庭

○母子・父子家庭の１８歳未満の子、障がいのある２０歳未満の子及び２０歳未満で高
　校在学中の子とその親
○両親のいない子とその子を監護、養育する関係にあるご家族の方
○父親（母親）が、一定以上の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている状態
　にある家庭の１８歳未満の子または障がいのある２０歳未満の子及び２０歳未満で高
　校在学中の子とその母親（父親）
※婚姻などひとり親家庭でなくなったときや該当要件に当てはまらなくなったときは届
　出が必要になります。
◎更新：毎年６月下旬

医療福祉費支給制度（マル福）のご案内
　お子さんの健康の保持及び健全育成、さらには少子化対策の充実やひとり親家庭並びに一定以上の障がい
者における社会的、経済的及び精神的負担に考慮し、医療負担の軽減と健康の保持を図ることを目的として、
医療機関で自己負担しなければならない費用の一部を県と市が一体になって助成している制度です。

　上記、小児医療福祉費支給制度（マル福）が非該当となったお子様を対象に、小美玉市独自の小児医療福
祉費支給制度（通称：マル特）を設け「㊕医療福祉費受給者証」を発行しています。
　また、マル福では対象者が小学校３年生までですが、１０月１日よりマル特では児童（中学校３年生の学
年末）まで対象年齢が拡充され、医療費助成方法も「償還払い」から「現物給付」に変わります。（詳しくは
右記、助成方法を参照）

対象者 該当要件・期間

小児

　小　児
○出生の日から小学校３年生の学年末までの児童で、所得制限により県補助制度
　のマル福を受けられない方。
◎更新：毎年誕生月の下旬（1日生まれの方は誕生月の前月下旬）

※児　童

○小学校４年生から中学校３年生の学年末（３月３１日）まで。県制度のマル福
　を受けていない方。所得制限はありません。
　※平成２５年１０月１日から拡大され対象となります。
◎更新：なし（有効期限：中学校３年生の学年末３月３１日まで）

【医療福祉費支給制度（マル福）とは】

【医療福祉費支給制度（小美玉市独自制度：マル特）とは】
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【助成内容】
　医療機関での窓口自己負担は
　外来：医療機関ごとに１日６００円、月２回（１，２００円）までになります。
　入院：医療機関ごとに１日３００円、月３，０００円までになります。
◇調剤薬局での自己負担はありません。
◇重度心身障がい者は外来・入院ともに自己負担はありません。
◇健康保険の対象にならない入院時の食事代、健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料等はマル福の対
象にはなりません。
◇学校（幼稚園・保育園等を含みます）の管理下で負傷したときなどは、原則としてマル福・マル特を使
わずに「保険証」だけを提示して受診してください。窓口で支払った医療費については後日、学校で加
入している「日本スポーツ振興センター災害共済」制度に申請をしてください。
◇健康保険が対象となる医療に対する自己負担分がマル福の対象です。

【所得基準】 （単位：千円）

（単位：千円）

合計扶養
親族の数

小児の父母・妊産婦または配偶者（配
偶者になる方も含む） 合計扶養

親族の数

ひとり親家庭の母子または父子 左のいずれかの
方の扶養義務者
（世帯主など）

うち、老人控除対象配偶者
または扶養親族数

うち、老人扶養親族数
または特定扶養親族数

１人 ２人 ３人 １人 ２人 ３人
０人 3,930 ― ― ― ０人 3,016 ― ― ―

10,000 

１人 4,230 4,290 ― ― １人 3,396 3,496 ― ―
２人 4,530 4,590 4,650 ― ２人 3,776 3,876 3,976 ―
３人 4,830 4,890 4,950 5,010 ３人 4,156 4,256 4,356 4,456 
４人 5,130 5,190 5,250 5,310 ４人 4,536 4,636 4,736 4,836 
５人 5,430 5,490 5,550 5,610 ５人 4,916 5,016 5,116 5,216 

　※ただし、小児（小学校３年生まで）については所得基準額を超えている場合でも、小美玉市独自の制度（通
　　称：マル特）を受けることができます。

重度心身障がい者

扶養親族数 本人 配偶者・扶養義務者
０人 5,129 6,287 
１人 5,509 6,536 
２人 5,889 6,749 

【申請手続きに必要なもの（共通）】
　①健康保険証（受給対象者分）
　②印鑑（認め印）
　③総所得金額、扶養人数、所得控除が記載されている証明書（小美玉市で所得情報の確認ができない方）　
　　※『所得（課税）証明書（扶養人数が確認できるもの）』や『源泉徴収票』など
【その他対象者ごとに必要な書類等】
　◇ひとり親家庭　…『戸籍謄本』、『児童扶養手当証書』など
　◇妊　　産　　婦　…『母子健康手帳』
　◇重度心身障がい　…『身体障がい者手帳』、『障がい年金証書』、『療育手帳』など
【申請場所】
　◇小美玉市役所　医療保険課　堅倉８３５
　◇小川総合支所　総合窓口課　小川４－１１
　◇玉里総合支所　総合窓口課　上玉里１１２２

【助成方法について】
　◇県内の医療機関で受診する場合は「保険証」と「受給者証」を提示すれば、上記内容のとおり自己負担
　　額を超えた分については、マル福・マル特の助成（現物給付）が受けられます。ただし「マル特」受給
　　者は１０月診療分からの助成方法になります。９月診療分までは下記の県外で受診する場合と同様の「償
　　還払い」の手続きになります。
　◇県外の医療機関で受診する場合は、「保険証」を医療機関の窓口に提示し、一時立替払いを行い、後日医
　　療保険課窓口で支給申請後、指定口座に振込み（償還払い）になります。
【該当要件について】
　◇小美玉市に住所がある方で、国民健康保険や社会保険に加入をしていること。
　◇対象者ご本人、対象者のご家族、対象者の生計を維持する方の所得が基準額以下であること。下記の「所
　　得基準」をご確認してください。ただし、所得の確認年度は、申請の時期により異なる場合がありますので、
　　詳細についてはお問い合わせをお願いします。

【問い合わせ】 医療保険課　医療福祉係　☎：48-1111（内線 1108）
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後期高齢者医療保険料が『特別徴収』になっている方後期高齢者医療保険料が『特別徴収』になっている方
及び１０月から『特別徴収』になる方へ及び１０月から『特別徴収』になる方へ

「平成２５年度　後期高齢者医療保険料　保険料額決定通知書　兼　
特別徴収開始通知書」をお送りします

　後期高齢者医療の保険料は、年金からの差し引き（特別徴収）、または市役所からお送り
する納付書（普通徴収）により個人（被保険者）ごとに納付をいただくことになっています。
　今回は、特別徴収されている方（１０月から特別徴収が開始する方も含む）に「平成
２５年度　後期高齢者医療保険料　保険料額決定通知書　兼　後期高齢者医療保険料　特
別徴収開始通知書」をお送りしますので、お知らせします。
　なお、発送は８月９日の予定です。

※保険料額の算定
　後期高齢者医療制度に加入をされている方のその年度（４月～翌年３月分）の保険
料は、確定申告などにより決定した所得金額を基に、７月に算定を行っています。（今
回送付する「平成２５年度　後期高齢者医療保険料　保険料額決定通知書　兼　後期
高齢者医療保険料　特別徴収開始通知書」は、７月に保険料の算定を行い、平成２５
年度の保険料額が決定したことで、特別徴収による保険料納付額のお知らせするもの
です）

特別徴収について
○特別徴収に伴う年金受給額について
　原則、年金を受給している方は、年金からの差し引きにより保険料を納付することにな
りますので、支給される年金は、保険料が差し引かれた金額となります。
○特別徴収される保険料について
　①４月・６月・８月分の年金から特別徴収される保険料は、前年度の保険料額をもとに
　　暫定的に算定された仮徴収額となります。
　②１０月・１２月・２月分の年金から特別徴収される保険料は、７月の保険料額の算定
　　により決定した、その年度の保険料額から①の『仮徴収額』を差し引いた残りの保険
　　料額です。

年金の受給月 ４月分 ６月分 ８月分 １０月分 １２月分 翌年
２月分

特別徴収と
なる保険料

【仮徴収額】 【その年度の保険料】―【仮徴収額】

その年度（４月分～翌年３月分）の保険料

※次のような場合は特別徴収にはなりません。
　・年金受給額が年額１８万円未満の方
　・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の２分の１を超える方
　・複数の年金を受給している方で、法令により特別徴収が優先される年金が上のいずれ
　　かに該当する方
　・納付方法変更申出書を提出されている方（口座振替になります）など
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【問い合わせ】 医療保険課　医療福祉係　☎：48-1111（内線 1106）

※「後期高齢者医療保険」に切り替わる被保険者が世帯主の方で、世帯に「国民健康保険」に加入者がいる
　場合には、国民健康保険税の納税義務者が世帯主となっていることで、国民健康保険税と後期高齢者医療
　保険料の２種類の納付書が届きます。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

国民健康保険税

保険税 1 保険税２ 保険税 3 保険税４ 保険税５ 保険税６ 保険税７ 保険税８ 保険税９ 保険税10

後期高齢者医療保険料

保険料１ 保険料２ 保険料３ 保険料４ 保険料５ 保険料６ 保険料７

○「国民健康保険」から「後期高齢者医療保険」に切り替え（７５歳到達年）年の保険料納付例

後期高齢者医療保険料に関するＱ＆Ａ（問い合わせが多かったご質問）

７５歳になったことで「国民健康保険」から「後期高齢者医療保険」に切り替わりま
したが、国民健康保険税を納めるようになっていて、新たに後期高齢者医療保険料の

納付書も届きました。後期高齢者医療保険に加入しても、国民健康保険税を納める必要があ
るのですか？二重納付にはならないのですか？

はい。国民健康保険税も納めていただく必要があります。 国民健康保険税は、あら
かじめ７５歳の誕生日で「後期高齢者医療保険」に切り替わることを見込んで、この

被保険者の税額を計算していますので、二重に納付（過納）になっていることはありません。
（ただし、障がい認定を伴う、後期高齢者医療保険加入のときは国民健康保険税が再計算さ
れます）
　同じ納入期限の納付書がお手元にある場合でも、以下の条件で計算がされています。

問

答

75 歳
到達月

国民健康保険税
有資格月数

後期高齢者医療保険料有資格月数

国民健康保険税の分割の一部が後期高齢者医療保険料と重なる期間

（後期高齢者医療保険）
後期高齢者医療保険は、７５歳の誕生月（または障がい認定月）から料金が月
割計算（後期高齢者医療保険料＝年間保険料賦課額÷１２×有資格月数）され
ています。上記の場合には、後期高齢者医療保険料の月割保険料を７回にわけ
て納付するようになります。

（国民健康保険税）
国民健康保険税は、７５歳の誕生月（または障がい認定月）の前月分までが
課税計算（月割：国民健康保険税＝年間保険税賦課額÷１２×有資格月数）
されています。下記の場合、国民健康保険税の月割保険税を１０回にわけて
納付するようになるので、後期高齢者医療保険料と一部重なる期間が生じる
ことになります。

※上記の表は一例です。内容の差異やその他の条件付加によって納付条件や方法等が異なります。
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【対象者】
第１期……生後１２ カ月～２４ カ月に至るまで（１歳児）
第２期……小学校入学前の 1 年間（保育園・幼稚園年長児）
　　　　　（平成１９年４月２日～平成２０年４月１日生まれ）
【接種期限】
平成２６年３月３１日まで
【接種費用】
無料（接種期限を過ぎると有料になります）

【対象者】
平成１３年４月２日～平成１４年４月１日生まれ
（幼児期に三種混合または、二種混合を 3 回以上接種した小学校 6 年生）
【接種期限】
平成２６年３月３１日まで
【接種費用】
無料（接種期限を過ぎると有料になります）

【対象者】
１期…生後６カ月～９０カ月
２期…９歳以上１３歳未満
【接種回数】
１期初回…６～２８日間隔で２回
１期追加…１期終了後おおむね１年後１回
２期………１回
【接種費用】
無料（接種期限を過ぎると有料になります）
※接種の差し控えにより第１期・第２期の接種機会を逃した平成７年４月２日～平成１９年４月１日生    
　まれの方は満２０歳まで接種できます。

【各予防接種の受け方】
◆予防接種指定医療機関にて個別接種
◆麻しん風しん混合、二種混合、日本脳炎をご希望の方で予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳をお持
　ちのうえ、下記の問い合わせ先にお越しください。

二種混合（ジフテリア・破傷風）予防接種

麻しん風しん混合（MR）予防接種

日本脳炎予防接種

麻しん風しん・二種混合・麻しん風しん・二種混合・
日本脳炎の予防接種を受けましょう日本脳炎の予防接種を受けましょう

【問い合わせ】
四季健康館　　　　　　☎：48-0221
小川保健相談センター　☎：58-1411
玉里保健福祉センター　☎：48-1111（内線 3310）
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　６月１４日、厚生科学審議会副反応部会が開催され、子宮頸がん予防ワクチンの副反応について審議
が行われました。この結果、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛がワクチン接種後に見
られたことから、定期接種を積極的に勧奨すべきでないとされました。
　これに伴い小美玉市では子宮頸がん予防ワクチンの接種について積極的な勧奨を差し控えることとな
りました。なお、接種を希望される方については、これまでどおり定期接種として接種できますが、下
記の副反応について医師とご相談のうえ、十分理解して接種を受けてください。

【子宮頸がん予防ワクチン接種のリスク】
◎比較的軽度の副反応は、一定の頻度で起こることが知られています
　ワクチン接種後に見られる主な副反応としては、発熱や接種した部位の痛み・腫れ、注射の痛み・恐怖・
興奮などをきっかけとした失神などがあります。
◎まれに重い反応もあります
　副反応については、接種との因果関係は不明ですが、持続的な痛みを訴える重篤な副反応が報告されており、
その発生頻度等については調査中です。

【ワクチン接種後の注意】
　注射針を刺した直後から、強い痛みやしびれなどが生じた場合は、すぐに申し出てください。
ワクチン接種後に、注射による痛みなどをきっかけとして失神することもありますので、接種後３０分程度は、
イスに座るなどして様子をみるようにしてください。

副作用の名前 主な症状

アナフィラキシー
呼吸困難、じん麻疹などを症状とする重いアレルギー
（約９６万接種に１回）

ギラン・バレー症候群
両手・足の力の入りにくさなどを症状とする末梢神経の病気
（約４３０万接種に１回）

急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）
頭痛、嘔吐、意識の低下などを症状とする脳などの神経の病気
（約４３０万接種に１回）

【問い合わせ】
四季健康館　　　　　　☎：48-0221
小川保健相談センター　☎：58-1411
玉里保健福祉センター　☎：48-1111（内線 3310）

子宮頸がん予防ワクチンの子宮頸がん予防ワクチンの
有効性とリスクを正しく理解しましょう有効性とリスクを正しく理解しましょう

白河診療所
８月の臨時休診日

８月１４日（水）～１６日（金）まで
は臨時休診日となります。ご了承ください。

白雲荘　臨時休館日
○８月１４日（水）～１６日（金）まで
　機械点検清掃のため。
○８月１７日（土）・１８日（日）は入浴
はできません。ご了承ください。

【問い合わせ】 白雲荘　☎：26-4126【問い合わせ】 白河診療所
☎：53-0014
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　現在、この手当の認定を受けている方には、８月上旬に郵送で各届出の用紙を送付します。

　この届出が提出されないと、8月分以降の手当の支給が止まってしまい、提出がされないまま２年を経過
してしまうと、認定が取り消されてしまいます。必ず 8月中に提出してください。

児童扶養手当・特別児童扶養手当を

認定されている方へ

●期限内に、必ず提出しましょう！

障がいのある児童のための手当です。
【提出書類】
①所得状況届
②特別児童扶養手当の証書
　※お手元にない場合は窓口でお申し出ください。
③在舎証明書
　※児童が養護学校の寄宿舎に入所している方のみ。
④平成２５年度課税証明書
　※平成２５年１月２日以降当市に転入された方のみ。
　※手当支給のために受給者または同居している方の
　　所得を確認するための大切な届出です。必ず提出
　　してください。

父または母と生計をともにしていない児童のため
の手当です。
【提出書類】
現況届
※世帯内容により、添付していただく書類が同封
　されていますので、確認してください。
※所得の限度額により手当が全額支給停止されて
　いる方も、必ず提出してください。

特別児童扶養手当 児童扶養手当

〈作業時の注意事項〉
　１. 電線や電話線のある箇所の作業は、危険を伴う場合がありますので、事前に最寄りの東京電力（株）　
　　  または NTT 各支店に連絡し、立会いのもとで行ってください。
　２. 作業にあたっては、通行する車両・自転車及び歩行者の安全確保と樹木からの転落防止などに十分ご　
　　  注意ください。
　３. 道路交通を止めて作業する場合は、石岡警察署への道路交通法の手続きが必要となりますのでご相談　
　　 ください。

道路へ張り出している道路へ張り出している
樹木・雑草は刈っておきましょう樹木・雑草は刈っておきましょう

　現在、車道や歩道の一部において、樹木の張り出しや雑草などの繁茂による通行の妨げや防犯上危険な箇
所が見受けられます。枝の張り出し、倒木が原因で車両や歩行者に事故が発生した場合、当該樹木の所有者
が責任を問われる場合がありますのでご注意ください。

　①観賞用樹木の枝や生垣が、車道や歩道に張り出している。
　②枯れ木や折れ枝、雑草などによる通行障害がある。（またはそのおそれがある）
　③竹林の繁茂による通行障害がある。（またはそのおそれがある）

　このような樹木の所有者には、トラブルにならないよう樹木・雑草の伐採や枝払いをお願いします。
　また、普段の管理に加え、強風や大雨の後には特にご注意ください。

重　要

【問い合わせ】

児童扶養手当
子ども福祉課　子ども福祉係（玉里総合支所内）　☎：48-1111（内線 3228）
特別児童扶養手当
社会福祉課　障がい福祉係（玉里総合支所内）　　☎：48-1111（内線 3122）

【問い合わせ】 市道について　管理課　維持補修係　　　　　☎：48-1111（内線 1434）
県道について　水戸土木事務所　道路管理課　☎：029-225-4061
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　三洋電機が２００５年９月から２００９年２月にかけて製造した三洋電機タテ型洗濯乾燥機の２品番
において、基盤に搭載した部品が使用中にまれに高温となり発煙・発火に至る可能性があると判明しま
した。
　そのため、三洋電機では無料で当該基盤を交換する修理を実施します。住民の皆様はご自宅の洗濯機
を確認し、対象の場合は使用を中止して下記の窓口までご連絡ください。

品　　番 製造番号

AWD-E105ZA すべて対象

AWD-E105ZB  600001 ～ 604000

※各ご家庭で使用している家電製品のリコール情報については、下記を参照してください。
○各家電メーカーのホームページ
○Nite（ナイト）独立行政法人　製品評価技術基盤機構のホームページ（社告・リコール）
　 http://www.nite.go.jp/ または「nite」で検索

【電話での受付】
タテ型洗濯乾燥機相談室　☎：0120-34-9180（フリーダイヤル）　９：００～１７：００（平日）
　※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
　※携帯電話・PHS からでもご利用できます。なお一部の IP 電話からはご利用になれません。
【ホームページからの受付】

三洋電機　機種品番検索 で検索

　まず「機種（品番）検索」から、対象機種（品番）の確認をお願いします。部分交換の対象機種の場合は、
受付フォームに進みます。

三洋電機タテ型洗濯乾燥機の三洋電機タテ型洗濯乾燥機の
一部製品リコール一部製品リコール

小美玉市消防本部からのお知らせ小美玉市消防本部からのお知らせ

【リコール対象製品】

【問い合わせ】 消防本部　予防課　危険物係　☎：58-4541
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金婚のご夫婦に記念品をお贈りします金婚のご夫婦に記念品をお贈りします
　市では、今年金婚（結婚５０周年）を迎えられるご夫婦に記念品を贈呈します。該当す
ると思われる方は、申出書に必要事項をご記入の上、各福祉事務所窓口まで提出してくだ
さい。
　詳細は次のとおりです。

【対　象　者】市に住民票がある方で、昭和３８年１月１日から昭和３８年１２月３１日まで
に婚姻届を提出したご夫婦

【受付期間】８月１日（木）～ １２月２７日（金）
【受付窓口】
・四季健康館内　福祉事務所美野里支所
・小川総合支所　福祉事務所小川支所
・玉里総合支所　介護福祉課
※申出書は各窓口にあります。どの窓口からでも提出できます。
※印鑑（認印可）が必要となりますのでご持参ください。
【注　　意】
・申出書の提出がない場合、該当者であっても記念品を贈呈できませんのでご注意くださ
い。なお、金婚該当かどうか確認が必要な場合は、介護福祉課までお問い合わせください。

・ 小美玉市に本籍のないご夫婦は、戸籍謄本の添付が必要となります。

　取引または証明に使用するはかりは、２年に１回定期検査を受けなければなりません。
　最寄りの会場で必ず受検しましょう。
　なお、所在場所での検査を希望される場合は、茨城県指定定期検査機関による所在場所検査ま
たは計量士による巡回検査制度もありますので、詳細は下記までお問い合わせください。

【日時・会場】
○小川地区　　　８月２６日（月）　小川総合支所　防災倉庫前
○玉里地区　　　８月２７日（火）　玉里総合支所　庁舎前駐車場
○美野里地区　　８月２８日（水）　小美玉市役所　庁舎前駐車場
午前　１０：３０～１２：００　午後　１３：００～１５：００
【当日持参するもの】
① 手数料（１台当り５２０円～３，０００円位）
② 受検通知ハガキ
③ はかり （分銅・おもりも必ず持参）
【問い合わせ】
◎茨城県指定定期検査機関
　一般社団法人茨城県計量協会　☎： 029-225-7973
◎茨城県計量検定所指導課　　　☎： 029-221-2763
◎小美玉市役所　商工観光課　　☎： 48-1111（内線 1161・1162）

はかりの定期検査

【問い合わせ】 介護福祉課　高齢福祉係　☎：48-1111（内線 3111・3112）
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【期　　日】１０月１７日 ( 木 )
【会　　場】太平洋クラブ＆アソシエイツ美野里コース
【主　　催】小美玉市体育協会
【主　　管】小美玉市ゴルフ連盟
【参加資格】小美玉市民・市内事業所に勤務する者
【参　加　料】２，０００円
【プレー費】９，５００円（昼食・ドリンク付）
【競技規則】・日本ゴルフ協会競技規則
　　　　　・小美玉市民ゴルフ大会競技規則
【競技方法】新ぺリア方式１８ホールストロークプレー
【申込方法】所定の申込書により参加料を添えて、下記の場所へ申し込みください。
　　　　　◇玉里Ｂ＆Ｇ海洋センター内　　　　　　　　　☎：26-5761
　　　　　◇スポーツ振興課窓口（小川総合支所内）　　　　☎：48-1111（内線 2251）
　　　　　◇希望ヶ丘公園　　　　　　　　　　　　　　　☎：47-0167
　　　　　※１人での申し込みは４名まで可能です。
【申込期間】９月２日（月）～９月２５日（水）９：００～１７：００まで
　　　　　※定員（１６０名）になり次第締め切ります。

臨時職員（給食調理員）を募集します
【職　　名】給食調理員
【勤  務  先】学校給食センター（野田１４７５―１２７）
【勤務内容】学校給食の調理、食器洗浄など
【雇用期間】平成２５年９月１日から平成２６年２月２８日まで
　　　　　  ※期間満了後の再雇用の可能性有り
【勤務時間】８：００～１６：４５（途中１時間の休憩）
【賃　　金】日給６，４００円
　　　　　  通勤手当　※通勤距離（片道２km以上）・勤務日数に応じ支給します。
【募集人員】２名
【資　　格】職務に適しており、安定して勤務が継続できる方
【保　　険】社会保険、労災保険、雇用保険加入
【提出書類】履歴書（市指定の様式）
　　　　　  ※事前に下記までお問い合わせください。
【募集期間】７月２５日（木）～８月１９日（月）

【問い合わせ】
小美玉市ゴルフ連盟事務局
・観光協会　☎：37-1255（飯塚）
・市役所　　☎：48-1111（内線　1132（滑川）・3100（亀山））

【問い合わせ】 学校給食課（給食センター）　☎：56-4855
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○リハーサル
１１/３０（土）１７：００～
○コンサート本番
１２/ １（日）　開演１４：００～
【参加条件】小学校３年生以上の児童及び大人の方
　　　　　指導者練習日及びリハーサル、コンサート本番に参加できる方
【参加費用】無料
【申込締切】９/２９（日）
【受付場所】生涯学習センターコスモス　☎：26-9111
　　　　　※申込時に希望パート（ソプラノ・アルト・テナー・バス）をお伝えください。
【問い合わせ】笛の音楽隊リコーダーコンサート事務局　松沢　☎：090-5445-8639

笛の音楽隊リコーダーコンサート ワークショップ参加者募集笛の音楽隊リコーダーコンサート ワークショップ参加者募集

【リコーダーワークショップ日程】
○指導者練習日（場所：生涯学習センターコスモス）
１０/　 ５（土）１０：００～１２：００　　１０/２６（土）１０：００～１２：００　
１１/１６（土）１０：００～１２：００　　１１/２０（水）１９：００～２１：００
※上記以外にも練習日を設けています。

手作り講座  受講者募集手作り講座  受講者募集　木目込みで作るふくろう親子　木目込みで作るふくろう親子
　初めての方でも木目込みの楽しさを味わうことができます。
【定　　員】１５名　※先着順。定員になり次第締め切ります。
【日　　時】９月６日（金）９：３０～１２：００
【場　　所】羽鳥ふれあいセンター
【費　　用】受講料４００円　材料費２，０００円
【持　ち　物】小ばさみ・筆記用具
【対　　象】市内在住 ･在勤 ･在学の方
【申込方法】受講料と材料費を添えて羽鳥ふれあいセンターへ直接お申し込みください。
　　　　　※電話、FAX、メールでの申し込みは受け付けできません。
【受付期間】８月２３日（金）～３０日（金）　９：００～１７：００　※火曜は午後のみの受付。月 ･祝日休館。

　市ではスポーツ活動を奨励し、スポーツ水準の向上及び振興を図るため、全国スポーツ大会などに出場し
た個人・団体を表彰します。
【表彰対象】　平成２４年９月から平成２５年８月までの間に、国、地方公共団体が主催、共催、後援する全
　　　　　　国大会等へ出場する市内在住の個人・団体。
　　　　　　○小学生、中学生、高校生　　関東大会以上の大会に出場する（した）児童、生徒
　　　　　　○一　般　　全国大会に出場する（した）一般の方
　　　　　　（ただし、県内での予選会を経て、全国大会等の出場資格を得たものに限る）
　　　　　　※表彰者については、スポーツ推進審議会等において審議のうえ決定します。
【申請期限】　８月２７日（火）
　　　　　　所定の用紙に出場大会要項及び県予選等勝ち抜き経過のわかる書類を必ず添付し、下記問い合
　　　　　　わせ先まで提出してください。

スポーツ優秀選手・スポーツ優秀団体表彰スポーツ優秀選手・スポーツ優秀団体表彰

生涯学習・スポーツインフォメーション

【問い合わせ】 羽鳥ふれあいセンター　☎：46-4748

　１２月に生涯学習センターコスモスで行われるリコーダーコンサートに一緒に参加しませんか？今年は ゆ
うくんとマットさん（劇団ＡＣＭ）を読み手に迎え、こどものための音楽ものがたり『ピーターとおおかみ』
を演奏します。たくさんの方の参加をお待ちしています。

【問い合わせ】 スポーツ振興課　振興係（小川総合支所２階）☎：48-1111（内線 2253）
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●母子保健事業

●成人保健事業

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 当番日 小川地区・美野里地区 玉里地区
当番業者名・連絡先 当番業者名・連絡先 連絡先

　８月　３日 亀山建設（株） ☎ 58-2901 　９月　１日（有）宮川建設 ☎ 48-1709

湖北水道企業団
☎ 24-3232

　８月　４日 坪井林業（有） ☎ 47-0707 　９月　７日（有）大和田建設 ☎ 48-3351

　８月１０日（株）小林工業 ☎ 48-2375 　９月　８日 倉田電気商会 ☎ 58-2909

　８月１１日（株）川名工務店 ☎ 46-0305 　９月１４日（株）スズヤ ☎ 46-0007

　８月１３日（株）クボタ総建 ☎ 46-0006 　９月１５日（株）内藤工務店 ☎ 58-2050

　８月１４日（株）出沼興業 ☎ 58-2467 　９月１６日（有）マツカワ設備工業 ☎ 46-2154

　８月１５日（株）スズヤ ☎ 46-0007 　９月２１日（株）内田工業 ☎ 54-0041

　８月１７日（有）マツカワ設備工業 ☎ 46-2154 　９月２２日 興和工業（株） ☎ 49-1103

　８月１８日（有）尾形工務店 ☎ 58-1701 　９月２３日（株）本田工業 ☎ 54-0158

　８月２４日（株）本田工業 ☎ 54-0158 　９月２８日（有）清司工務店 ☎ 48-2389

　８月２５日 金敷電設工業（有） ☎ 48-0211 　９月２９日（株）美野里建設 ☎ 47-0780

　８月３１日（株）岡建設 ☎ 58-3572

９月のほけんがいど

８月・９月の漏水修理当番

とき ところ 事業名（受付時間） 対象者
1 日 玉里保健福祉センター ハローベビー教室 : 育児編（9:15 ～ 9:30） 妊婦及びご家族
3 火 玉里保健福祉センター 育児相談（9:30 ～ 11:00） 乳幼児と保護者
9 月 四季健康館 １０か月児相談（9:30 ～ 10:00） 美野里（平成 24 年 10 月～ 11 月生）
11 水 四季健康館 ２歳児歯科健診（13:00 ～ 13:30） 美野里（平成 23 年 4月 20 日～ 6月 11 日生）
13 金 四季健康館 ３歳児健診（13:00 ～ 13:30） 美野里（平成 22 年 3月～ 4月生）
17 火 小川保健相談センター １歳６か月児健診（13:00 ～ 13:30） 小川・玉里（平成 24 年 1月～ 2月生）
24 火 玉里保健福祉センター ４か月児健診（13:00 ～ 13:30） 小川・玉里（平成 25 年 4月～ 5月生）

とき ところ 事業名（受付時間） 対象者
1 日 小川保健相談センター 子宮頸がん検診（12:15 ～ 13:00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）
2 月

四季健康館 住民健診
（9:30 ～ 11:30、13:30 ～ 15:00）

申込不要
希望者は直接健診会場へお越しください。3 火

4 水
四季健康館 総合健診（7:00 ～ 10:30） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）

5 木
5 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
6 金 四季健康館 総合健診（7:00 ～ 10:30） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）
9 月

小川保健相談センター 子宮頸がん・乳がん検診（12:15 ～ 13:00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）10 火
11 水
12 木 四季健康館 こころのデイケア（9:30 ～ 10:00） 希望者※要予約
18 水 小川保健相談センター 子宮頸がん・乳がん検診（12:15 ～ 13:00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）
19 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
19 木

四季健康館 子宮頸がん・乳がん検診（12:15 ～ 13:00） 受診予約済みの方（受診券をお持ちの方）
20 金
24 火
25 水
26 木
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９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

８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

　７月２０日（土）から、小川図書館、玉里図書館の開館時間が９：３０～２０：００になりました。

　第５９回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書を貸し出し中です。
　課題図書は１人１冊まで、貸し出し期間は１週間です。多くの方が利用できるようにご協力をお願い
します。

　小川図書館、玉里図書館は、８月１３日（火）～１５日（木）は、１７：００で閉館します。
　美野里公民館は、８月１３日（火）、１５日（木）は、１７：００で閉館します。
　羽鳥ふれあいセンターは、８月１３日（火）～１５日（木）まで休館します。

開館時間が延長されました

夏休み課題図書

臨時休館のお知らせ

図書館 インフォメーション

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・玉里図書館の図書整理のため休館です。

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

８８
月月･･

９９
月
の
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

・　８月１０日（土）１０：３０～
・　８月２４日（土）１０：３０～
・　９月１４日（土）１０：３０～
・　９月２８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

・　８月１０日（土）１０：３０～
・　９月１４日（土）１０：３０～

美野里公民館図書室
美野里公民館　２階　講座室

・　８月２４日（土）１０：３０～
・　９月２８日（土）１０：３０～

＜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

Ａコース
８月１日・１５日　９月５日・１９日

Ｂコース
８月８日・２２日　９月１２日･２６日
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　消防団員は、地域の安全と安心を守るための活動を行っています。住み慣れた地域を災害から守る。次の
世代が安心して暮らせるようにするために、地域を守るために、今のあなたの力が必要です。
・あなたの想いで、守れる街がある。
・あなたの想いで、救える命がある。
・あなたの想いで、深まる絆がある。

消防団活動について消防団活動について
　消防団は、その地域に住んでいる人や働いている人たちによって構成される消防機関です。普段は一人ひ
とりがそれぞれの仕事を持ちながら、「自分たちのまちを自分たちの手で守りたい」という心で、様々な活動
を行っています。

≪地域の防火・防災の中心的役割を担う消防団の活動を紹介します≫
◆災害発生時
　　・火災発生時の消火活動や鎮火後の見回り
　　・台風など自然災害に対する警戒活動や水防活動
◆その他の活動
　　・祭礼や花火大会の警戒活動
　　・年間を通して消火栓や防火水槽などの点検
　　・火災多発期に夜間巡回広報の実施
　　・火災予防週間時に防火パレードで火災予防の呼びかけ

【台風シーズン前に水防訓練を実施】 【ポンプ操法大会への出場】

消防団員募集
～　消防団　入って広がる　防災の輪　～

【年度初めに新入団員を対象に規律訓練及び資器材の取扱訓練を実施】

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

区　　分 ６月中 累　　計
火　　災 1 18
救　　急 158 961
急　　病 104 637
交通事故 16 87
一般負傷 18 122
そ の 他 20 115

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２５年火災発生・救急出場件数

連　絡　先

【問い合わせ】
消防本部　総務課　☎：58-4541
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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。

　５２回目の測定において、市内各施設では 0.078 ～ 0.167 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 51 回目 52 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

6月 12 日 7月 10 日
0.104 0.118

すずらん
保育園

6月 12 日 7月 10 日
0.094 0.090

さくら
保育園

6月 12 日 7月 10 日
0.100 0.108

さくら第２
保育園

6月 12 日 7月 10 日
0.107 0.099

納場
保育園

6月 12 日 7月 11 日
0.104 0.107

ミーム
保育園

6月 12 日 7月 10 日
0.132 0.126

羽鳥
保育所

6月 12 日 7月 10 日
0.145 0.136

太陽
保育園

6月 12 日 7月 10 日
0.122 0.119

四季の杜
保育園

6月 12 日 7月 10 日
0.120 0.132

玉里
保育園

6月 12 日 7月 10 日
0.114 0.097

玉里第二
保育園

6月 12 日 7月 10 日
0.095 0.096

小学校 51 回目 52 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

6月 12 日 7月 10 日
0.095 0.092

野田
小学校

6月 11 日 7月 10 日
0.114 0.096

上吉影
小学校

6月 12 日 7月 10 日
0.104 0.110

下吉影
小学校

6月 12 日 7月 9日
0.140 0.150

橘
小学校

6月 12 日 7月 10 日
0.110 0.107

竹原
小学校

6月 12 日 7月 9日
0.118 0.117

羽鳥
小学校

6月 12 日 7月 10 日
0.141 0.135

堅倉
小学校

6月 10 日 7月 9日
0.082 0.090

納場
小学校

6月 11 日 7月 10 日
0.088 0.080

玉里
小学校

6月 11 日 7月 10 日
0.116 0.113

玉里北
小学校

6月 11 日 7月 9日
0.117 0.121

玉里東
小学校

6月 11 日 7月 10 日
0.123 0.112

幼稚園 51 回目 52 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

6月 12 日 7月 10 日
0.158 0.159

竹原
幼稚園

6月 12 日 7月 9日
0.114 0.120

羽鳥
幼稚園

6月 12 日 7月 10 日
0.118 0.111

堅倉
幼稚園

6月 10 日 7月 9日
0.111 0.111

納場
幼稚園

6月 11 日 7月 10 日
0.108 0.100

玉里
幼稚園

6月 12 日 7月 9日
0.134 0.119

美野里
幼稚園

6月 12 日 7月 10 日
0.115 0.113

ルンビニー
学園幼稚園

6月 12 日 7月 10 日
0.102 0.096

運動施設 51 回目 52 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

6月 11 日 7月 10 日
0.116 0.132

小川 B&G
海洋センター

6月 11 日 7月 10 日
0.120 0.097

中根野球場
6月 11 日 7月 10 日
0.091 0.082

下吉影
薬師台球場

6月 11 日 7月 10 日
0.135 0.126

野田野球場
6月 11 日 7月 10 日
0.099 0.096

希望ヶ丘
公園

6月 11 日 7月 10 日
0.177 0.151

改善
センター

6月 11 日 7月 10 日
0.133 0.146

羽鳥
運動広場

6月 11 日 7月 10 日
0.193 0.167

納場
運動広場

6月 11 日 7月 10 日
0.142 0.129

堅倉
運動広場

6月 11 日 7月 10 日
0.136 0.130

ふれあい
運動広場

6月 11 日 7月 10 日
0.142 0.129

玉里
運動公園

6月 11 日 7月 10 日
0.153 0.141

公園 51 回目 52 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

6月 12 日 7月 10 日
0.131 0.141

仲丸池公園
6月 12 日 7月 10 日
0.120 0.120

堅倉
わんぱく公園

6月 12 日 7月 10 日
0.117 0.122

羽木上
森林公園

6月 12 日 7月 10 日
0.158 0.151

横町公園
6月 12 日 7月 10 日
0.114 0.110

玉里
ふれあい公園

6月 12 日 7月 10 日
0.130 0.122

四季の里
芝生広場

6月 12 日 7月 10 日
0.133 0.136

中学校 51 回目 52 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

6月 12 日 7月 10 日
0.110 0.108

小川北
中学校

6月 11 日 7月 10 日
0.078 0.078

美野里
中学校

6月 12 日 7月 10 日
0.087 0.082

玉里
中学校

6月 11 日 7月 9日
0.106 0.101

給食センター 51 回目 52 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

6月 12 日 7月 9日
0.116 0.115

玉里学校
給食センター

6月 12 日 7月 9日
0.111 0.122庁舎 51 回目 52 回目

施設名称
測定日 測定日
測定結果 測定結果

本庁
6月 17 日 7月 17 日
0.115 0.106

小川総合支所
6月 12 日 7月 10 日
0.105 0.106

玉里総合支所
6月 12 日 7月 10 日
0.109 0.102

小川文化センター
( アピオス )

6 月 12 日 7月 10 日
0.101 0.108

生涯学習センター
コスモス

6月 11 日 7月 9日
0.134 0.128

やすらぎの里
小川

6月 12 日 7月 10 日
0.130 0.119

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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検 査 件 数：７７件（うち農産物：１２件、学校給食：６５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 ( ６月測定分 )

【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

梅 4 0 不検出 不検出 不検出

ブルーベリー 2 0 不検出 不検出 不検出

ジャガイモ 2 0 不検出 不検出 不検出

キャベツ 1 0 不検出 不検出 不検出

スジモロコ 1 0 不検出 不検出 不検出

アメリカなまず 1 0 不検出 不検出 不検出

井戸水 1 0 不検出 不検出 不検出

農産物等小計 12 0
学校給食食材小計 65 0

合計 77 0

※７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

平成２５年度自衛官募集平成２５年度自衛官募集

○航空学生（海上・航空）
【応募資格】平成２６年４月１日現在、１８歳以上２１歳未満の者（平成５年４月２日から平成８年４月１日までの間に生まれた者）
【受付期間】８月１日（木）～９月６日（金）まで（締切日必着）
【試験期日】一次：９月２１日（土）　二次：１０月１２日（土）～１０月１７日（木）のうち指定する１日
　　　　　三次：１１月９日（土）～１２月１２日（木）のうち指定する 1日
【試  験  場】別途各人に通知
【試験種目】一次：筆記試験及び適性検査　二次：航空身体検査等　三次：操縦適性検査等

○自衛官候補生（男子）
【応募資格】採用予定月の１日現在、１８歳以上２７歳未満
　　　　　  の男子
【受付期間】年間を通じて募集
【試験期日及び会場】受付時に通知
【試験種目】筆記試験、口述試験、適性検査及び身体検査

○自衛官候補生（女子）
【応募資格】採用予定月の１日現在、１８歳以上２７歳未満の女子
【受付期間】８月１日（木）から９月 6日（金）まで（締切日必着）
【試験期日】９月２２日（日）から２６日（木）のうち指定する１日
【試  験  場】別途各人に通知
【試験種目】筆記試験、口述試験、適性検査及び身体検査

○一般曹候補生
【応募資格】平成２６年４月１日現在、１８歳以上２７歳未満の者（昭和６２年４月２日～平成８年４月１日までの間に生まれた者）
【受付期間】８月１日（木）～９月６日（金）まで（締切日必着）
【試験期日】一次：９月１６日（月）・１７日（火）のうち指定する１日
　　　　　  二次：１０月５日（土）～１０月１１日（金）のうち指定する１日
【試  験  場】受付時または受験票交付時に通知
【試験種目】一次：筆記試験及び適性検査　二次：口述試験及び身体検査

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】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
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　那珂湊漁港で行われる、県内最大規模を誇る海上花火大
会です。那珂湊名物水中スターマインは必見。漁港の特性
を存分に活かした、光と水の共演をお楽しみいただけま
す。
【日時】８月１２日（月）
　　　　※雨天時は１３日（火）に順延
【場所】那珂湊漁港
【主催】那珂湊海上花火大会実行委員会
【後援 ･協力等】ひたちなか市　　　　　

那珂湊海上花火大会実行委員会　
☎：029-263-7811

　交流とふるさと意識の高揚、賑わいの創出および本市
の PRを図ることを目的とした市民交流事業です。初日は
陸上自衛隊勝田駐屯地において花火大会が開催されます。
フィナーレを飾るメロディ付きジャンボスターマインは
圧巻で、日本最高峰の芸術をお楽しみいただけます。本祭
りでは市民による手作りのお祭りとして、山車 ･神輿の巡
行やダンスパレードをはじめ、様々なイベントを予定して
います。
【日時】８月２４日（土）～２５日（日）
【場所】JR 勝田駅東口周辺市街区域
【主催】第１９回ひたちなか祭り実行委員会
【後援 ･協力等】ひたちなか市、ひたちなか市観光協会
【その他】公式サイト：http://www.hitachinaka-fes.com/

ひたちなか祭り実行委員会
☎：029-272-0540

　東海村三大まつりの一つである「第３５回東海まつり」
が盛大に開催されます。皆様お誘いあわせのうえ、ぜひご
来場ください。
○花火大会
【日時】８月１０日（土）１９：００～２０：３０

※荒天延期（延期時の開催日は未定）
【場所】阿漕ヶ浦公園
【内容】花火打ち上げ、出店等

※内容は変更になることがあります。
○イベント
【日時】８月１１日（日）１４：００～２０：３０

※荒天中止
【場所】JR 東海駅東大通り
【内容】オープニングセレモニー、東海音頭 ･山車・大人

みこし・子どもみこしなどのパレード、出店等
※内容は変更になることがあります。

東海まつり実行委員会
☎：029-283-2141

第３５回東海まつり
東海村

第２６回那珂湊会場花火大会
ひたちなか市

第１９回ひたちなか祭り・花火大会
ひたちなか市

問

問

問

　先の大戦および広島市と長崎市に投下された原爆による死没者の慰霊と
世界恒久の平和の実現を祈念するため、１分間の黙とうを捧げましょう。

戦没者の慰霊及び平和祈念の黙とうを戦没者の慰霊及び平和祈念の黙とうを

・8月 ６日（火）　 ８：１５（広島市）
・8月 ９日（金）　１１：０２（長崎市）
・8月１５日（木）　１２：００（終戦記念日）

【問い合わせ】 政策調整課　政策調整係　☎：48-1111（内線 1212）

　約４．２ha の敷地一面に咲き誇るひまわり畑を利用した
迷路や、子どもから大人まで楽しめる多彩なショーなど、
見所満載！花火大会も実施します。
【日時】８月２４日（土）
【場所】那珂総合公園及びその周辺
【主催】なかひまわりフェスティバル実行委員会

那珂市役所商工観光課
☎：029-298-1111（内線 245）

なかひまわりフェスティバル２０１３
那珂市

問
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・・・県や国等のお知らせ・・・

マリッジサポーター結婚相談会

茨城県不妊専門相談センター「グループ（おしゃ
べり会）」

霞ケ浦環境科学センター夏祭り２０１３

排水設備主任技術者試験及び受験者講習会について

※６月末現在の小美玉市内の事故発生状況
　　　　　　　　　（前年比）
発生件数　　７３件（－２０）
死　者　数　　　１名（＋　１）
負傷者数　　９７名（－２６）
物損件数　５４１件（＋７０）
※平成２５年１月１日からの累計件数

石岡警察署からのお知らせ

　昨年の相談会では、多数の相談をいただきました。順次
お見合いやふれあいパーティーの参加等進めております。
結婚を望む方・ご家族の方、お気軽にご相談ください。予
約は不要です。秘密は厳守します。年齢や初婚・再婚は問
いません。
【日　時】8 月２５日（日）１３：００～１６：００
【場　所】石岡市東地区公民館
【持参物】身上書・写真
【相談者】茨城県知事の委託を受けたマリッジサポーター
【相談料】無料
【問い合わせ】
県南地区マリッジサポーター協議会石岡地区交流会
☎：23-3829（大内）
　　090-4002-3565（押止）

【試　験　日】
１０月２２日（火）１３：３０～１５：３０
※受付開始は１２：３０～
【受験者講習会】
９月２０日（金）１３：３０～１６：３０
【会　　場】
ホテル　マロウド筑波（土浦市城北町２－２４）
☎：029-822-3000
【申込締切】
8 月１６日（金）小美玉市役所下水道課（小川総合支所）
必着
【手　数　料】
受験手数料　：２，０００円
講習会手数料：２，０００円（計４，０００円）
【そ　の　他】
受験資格、申込書については、下水道課までお問い合わせ
ください。
【申込・問い合わせ】
下水道課　業務管理係（小川支所内）
☎：48-1111（内線 2121･2122）

　不妊治療を受ける（受けていた）なかで「仕事と治療の
両立について他の人はどうしているのだろう？」「家族・
友人には治療のことを伝えているのかな？」「わかっても
らえなくてつらかった」など、同じ悩みを感じている人と
話をしたい、話を聞いてみたい人たちのグループカウンセ
リングを実施します。なお、ご参加される方の個人情報は
厳守します。
　ひとりで悩まず、お気軽にご参加ください。
【日時及び内容】
「不妊に悩む女性」
９月２２日（日）１４：２０～１６：２０
○現在不妊治療中の方で、治療のステップアップを考えて
　いる時の悩みを持っている方
「治療をやめたが悩んでいる女性」
１１月２４日（日）１４：２０～１６：２０
○治療をやめてはみたが気持ちにまだ迷いがある等、治療
　終了に関連した悩みを持っている方
「不育症に悩む女性」
１月２６日（日）１４：２０～１６：２０
○流産を繰り返し経験している方
【会　　場】水戸三の丸庁舎（旧県庁）
　　　 　　１階　相談室１０１
【定　　員】１０名程度
【スタッフ】
茨城県不妊専門相談センターの助産師 ･不妊カウンセラー
【参　加　費】無料
【申込方法】
開催日の前々日（２日前）までに電話でお申し込みくださ
い。
【申込・問い合わせ】
茨城県産婦人科医会
〒３１０―０８５２　水戸市笠原４８９
☎：029-241-1130（不妊相談センター専用）
　　月～金　９：００～１５：００
URL：http://www.ibaog.jp

【日　時】８月２４日（土）１０：００～１５：３０
【会　場】茨城県霞ケ浦環境科学センター（土浦市沖宿町
１８５３番地）
【内　容】
・センター研究室の一般公開
・クイズラリー
・体験学習（おもしろ科学実験教室、メダカ教室、プラン        
クトン観察教室など）
・環境保全団体等による展示（水質浄化、地球温暖化対策、
エコ農業など）
・飲食コーナー、物産品の販売　など
【入場料】無料
【その他】
･ 当日はセンター駐車場の利用はできません。土浦市おお
つ野地内の臨時駐車場をご利用ください。臨時駐車場から
センターまでは無料送迎バスを運行します。
・土浦駅東口から無料送迎バスを運行します。
【問い合わせ】
霞ケ浦環境科学センター環境活動推進課
☎：029-828-0961　FAX：029-828-0967 
URL：http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/



平成 25年７月 25日　お知らせ版20

 　 0299-48-1111　内線 1222
編集・発行 小美玉市役所秘書広聴課

この広報紙は、環境に優しい大豆インキで印刷しています。

携帯電話から市政情報がご覧になれます。
http://www.city.omitama.lg.jp/m/

次回お知らせ版９月号の発行日は８月２９日（木）です。

人口と世帯数（平成２５年７月１日現在）

世帯数……………………２０，０３３戸 ( ＋　２３）

　男　……………………２７，１０４人 ( ＋　　８)

人　口……………………５３，５０１人 ( ＋　１７)

　女　……………………２６，３９７人 ( ＋　　９)

※住民基本台帳法の改正により、平成２４年８月から
外国人住民も含んだ数値になっています。

（　　）は前月比

８８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

4・11・18・25

◆受付　午前９時～１１時３０分　

　　　　午後 1時～３時３０分

夜間
3・4・10・11・17・18・24・25・31

◆受付　午後６時～９時３０分

８８月月

８８月月

休日診療当番医（外科）

休日診療当番医（歯科）

◆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

4 石岡市医師会病院 大砂 10528-25 22-4321

11 滝田整形外科 府中 2-2-12 23-2071

18 石岡市医師会病院 大砂 10528-25 22-4321

25 斉藤病院 旭台 1-17-26 26-2131

◆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

14 宇野歯科医院 
かすみがうら市

下稲吉 778-1 
59-7710

15 平井歯科医院 国府 3-2-19 22-2473

16 荒川歯科医院 
かすみがうら市

下稲吉 2633-88 
029-833-2222

【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　８月２８日(水 )　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。
　　　※事前にご予約ください。

対話の日

８月の納税・納付

・介護保険料　第３期

・後期高齢者医療保険料　第２期

（※納期限は、９月２日です）

・市県民税　第２期

・国民健康保険税　第４期

～税や料金などの納付は口座振替が便利です～
口座振替は納付忘れや納付場所に行く手間が省けます

８月２０日
１３：３０～１５：３０
玉里総合支所　２階　相談室
大山　進　相談委員

８月２１日
１３：３０～１５：３０
小川総合支所　１階　会議室
村尾　實　相談委員

８月２２日
１３：３０～１５：３０
小美玉市役所　２階　第２会議室
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。

　８月　１日　
　８月２８日※

社会福祉協議会小川支所
☎ 58-5102

　８月　７日※
　９月　４日　

社会福祉協議会美野里支所
( 四季健康館内 )
☎ 36-7330

　８月２１日　
　９月１１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 )

行政書士無料相談会
【開催日】８月２０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


