
と　　き　7月6日（日）　小雨決行　予備日　7月13日（日）

　　　　　午前5時　美野里公民館前出発（午前4時40分集合）

　　　　　　玉里文化センター　4時20分出発（午前4時00分集合）

　　　　　　小川文化センター　4時30分出発（午前4時10分集合）

　　　　　　その後、一度美野里公民館に集合します。

と こ ろ　福島県北塩原村　雄国沼ハイキングコース（約９㎞）

募集人員　160名

　　　　　※道幅も狭く、全体を通してアップダウンが多いため、
　　　　　　健康に自信のある方を募集します。

参 加 料　2,700円

　　　　　※説明会時にお預かりします。

申込方法　6月14日（土）～22日（日）の午前9時～午後8時までに最寄りの公民館

　　　　　（小川公民館、美野里公民館、玉里公民館）へお申込みください。

　　　　　1人2名様まで申込めます。

　　　　　※お子さまの参加は小学校高学年（5・6年生）以上とさせていただきます。
　　　　　　なお、お子さまのみの参加はできません。

　　　　　※電話、ファックス、メールでの受付はしませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　　※定員を超えた場合は抽選を行います。

抽選日及び説明会

　　　　　6月27日（金）　午後7時30分～

　　　　　美野里公民館大会議室

【各公民館の受付曜日】
　●小川公民館　毎日
　●美野里公民館　毎日（ただし、水曜日・祝日は休館）
　●玉里公民館　毎日（ただし、月曜日・祝日は休館）

666
Omitama  Public  Information

川
野里

里
小 美 玉

広報 小美玉 発行日 20.5.29

No.26

〒319-0192 小美玉市堅倉835番地　TEL 0299-48-1111　FAX 0299-48-1199　●ホームページ http://www.city.omitama.lg.jp/



2 お知らせ版　平成 20年 5月 29日

平成20年度 おみたまおみたまおみたま

　一人ひとりが地域社会を支える重要な一員としての役割を認識し、心身ともに健康で、
より豊かで潤いのある生活を送るために“ハーモニー学級”を開講します！

【受講期間】
　７月～平成21年２月
【年間プログラム】
　第1回　開級式・講演会
　　　　　　～男女共同参画社会の形成に向けて～
　　◆７月６日（日）午後２時～
　　◆小美玉市小川文化センター　小ホール
　　◆講師：水戸市男女共同参画推進団体

　第2回　ワーク・ライフ・バランス
　これからの生き方・働き方を考える
　　◆７月13日（日）午後３時～
　　◆レイクエコー　茨城県女性プラザ
　　◆講師：堀田　力 氏
　　　　　〈弁護士・（財）さわやか福祉財団理事〉

　第3回　レイクエコーフェスティバル
　 ～男女が生き生きと暮らすことが出来る

新たな社会をめざす～
　　◆10月12日（日）午後１時30分～
　　◆レイクエコー　茨城県女性プラザ
　　◆講師：三屋　裕子 氏〈スポーツプロデューサー〉

　第４回　チャレンジ支援シンポジウム2008
　男女共同参画社会の形成にむけて
　　◆11月
　　◆県南地方総合事務所管内
　　◆講師：未定

　第５回　次世代育成支援事業
　～未来を担う子どもたちのために～
　　◆12月７日（日）午後１時 ～
　　◆レイクエコー　茨城県女性プラザ
　　◆講師：未定

　第６回　芸術鑑賞　宝塚歌劇 宙組公演
ミュージカル＆グランドレビュー

　　◆12月20日（土）
　　◆東京宝塚劇場

　第７回　女性のエンパワーメント支援
　 新しい女性の生き方セミナー
　～女性の社会参画力をたかめるために～
　　◆平成21年１月25日（日）午後１時～
　　◆レイクエコー　茨城女性プラザ
　　◆講師：未定

　第８回　閉級式・講演会
　　◆平成21年２月22日（日）午後１時30分～
　　◆四季文化館（みの～れ）

　　　公開講演会開催予定　乞うご期待♪♪

【募集対象】
　◇市内在住または、市内に勤務する男女（定員40名）
【費用】
　◇受講料は無料です。ただし、見学等に要する諸
　　経費は、実費負担となります。
【応募方法】
　◇はがき、FAX、Eメールにて、氏名、住所、電話番
　　号を記入のうえ、小美玉市市長公室　企画調
　　整課男女共同参画係までお申込みください。
【募集期間】
　◇６月20日（金）　〈郵送の場合は当日消印有効〉
　　※募集定員になり次第、締切とさせていただきます。

◆ 申込み・問い合わせ ◆
小美玉市市長公室　企画調整課男女共同参画係
TEL48-1111(内1232)　FAX48-1199
E-mail　kikaku@city.omitama.lg.jp

児童扶養手当 特別児童扶養手当



平成 20年 5月 29日　お知らせ版 3

おみたま

社会福祉課（玉里総合支所内）　児童福祉係　☎４８－１１１１　内線3227（児童扶養手当）
　　　　　　　　　　　　　　障害福祉係　☎４８－１１１１　内線3122（特別児童扶養手当）

【問い合わせ】

※上記の手当を受けるには、請求の手続きを行うことが必要です。

【認定を受けている方へのお知らせ】 
　現在この手当を認定されている方は、8月中に現況届（児童扶養手当受給者）または所得状況届
（特別児童扶養手当受給者）を提出していただきます。現況届（所得状況届）の用紙は、8月上旬ごろ
郵送でお手元にお届けします。

父親と生計をともにしていない児童のために

■手当を受けられる方
　　日本国内に住んでおり（外国人含む）、次のいず
　れかにあてはまる児童を養育している母親、また
　は母親に代わって児童を養育している方。
　　老齢福祉年金以外の公的年金の受給者は除か
　れます。

　※ここでの「児童」は、18歳以下の子どもを指しま
　　す（18歳に達する日以後最初の3月31日まで）。
　　ただし身体や精神に障害のある場合は、20歳
　　未満まで手当てが受けられます。

■手当の額
　1人のとき　月額　41,720円（Ｈ20年4月現在）
　2人のとき　月額　46,720円（Ｈ20年4月現在）
　3人以上のとき1人につき月額3,000円を加算　 
　※受給者および同居している方の所得により減額
　　または停止される場合があります。

児童扶養手当・特別児童扶養手当

ご存じですか？

児童扶養手当児童扶養手当児童扶養手当 特別児童扶養手当特別児童扶養手当特別児童扶養手当

　・父親が婚姻を解消している

　・父親が死亡している

　・父親が一定障害の状態にある

　・父親が生死不明の状態

　・父親が引き続き1年以上遺棄している

　・父親が引き続き1年以上拘置されている

　・母親が婚姻によらず出産した

障害のある児童のために

■手当を受けられる方
　　日本国内に住んでおり（外国人含む）、20歳未 
　満で次のいずれかにあてはまる児童を養っている
　父親または母親、または父母に代わって児童を養
　育している方。

　※児童が障害による公的年金を受けることができ 
　　るとき、施設などに入所しているときなどは、手
　　当を受けることができません。

■手当の額
　特別児童扶養手当1級
　1人につき　月額　50,750円（Ｈ20年4月現在）
　特別児童扶養手当2級
　1人につき　月額　33,800円（Ｈ20年4月現在）
　※受給者または同居している方の所得が一定以
　　上になると、手当の支給が停止されます。

特別児童扶養手当1級～重度の障害～
・身体障害おおむね1級または2級程度
・養育手帳の判定がⒶまたはＡ程度の知的障
害または同程度の精神障害
特別児童扶養手当2級～中度の障害～
・身体障害がおおむね3級程度
・療養手帳の判定がＢ程度の知的障害または
同程度の精神障害
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※平成20年度の前半が低かった場合は、６月・８月の天引き額は増額の調整がされます。

　平成19年度から引き続き平成20年度介護保険料を特別徴収（年金天引き）されている方は、介護保険料額の平準
化のため６月・８月の天引き額が変更になります。これに伴い平成20年度介護保険料額仮徴収額通知書を６月上旬ご
ろ送付します。

65歳以上の方の介護保険料の
特別徴収（年金天引き）のお知らせ

◎特別徴収（年金天引き）の平準化について

Ｑ．介護保険料の平準化とはどういうこと？

Ａ．これまで、保険料が特別徴収（年金天引き）される時に、年度の前半と後半で保険料の額に大きな差が出てきてし
まうことがありました。これは、介護保険法により、仮徴収額は前年度２月期と同額を天引きすることになっていたから
です。しかし、法の改正により仮徴収額の増額・減額の調整ができるようになりました。そこで、６月と８月の介護保険
料額を増減し、10月以降の保険料を本来の金額（年額の1/6）に近づけて天引きするように調整しました。これにより年
度内での保険料の変動が小さくなり、次年度以降の天引き額が均一になります。これを平準化といいます。

【平成20年度】
○前半と後半の天引き額の合計がほぼ同額
　となるように、６・８月の天引き額を調整

【平成21年度】
○天引き額がほぼ同額になります

（注）今回の平準化は世帯員の平成20年度市民課税状況等が平成19年度と変わらないことを前提としていますので、世帯員の市民
　　税課税状況等が変わった場合は、仮徴収（４・６・８月）と本徴収（10・12・２月）の額が均等にはなりませんのでご承知ください。

 《平成２０年度の前半の介護保険料が高かった場合の平準化》

【平成20年度】
○６・８月の天引き額を調整しない

【平成21年度】
○前半と後半で天引き額に差が出てしまいます。

《平準化しなかった場合》

・後半の天引き額は９月下旬に通知します。

２月の天引き額が引き継がれます

4月 6月
前　半

8月 10月 12月
後　半

2月

仮徴収仮徴収 本徴収本徴収

4月 6月
前　半

8月 10月 12月
後　半

2月

仮徴収仮徴収 本徴収本徴収

２月の天引き額が引き継がれます
前半と後半の天引き額の差

4月 6月
前　半

8月 10月 12月
後　半

2月

仮徴収仮徴収 本徴収本徴収

4月 6月
前　半

8月 10月 12月
後　半

2月

仮徴収仮徴収 本徴収本徴収

｛
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仮徴収 本徴収 仮徴収 本徴収

仮徴収 本徴収 仮徴収 本徴収

　小川・玉里地区の指定ごみ袋につきましては、市内指定ごみ袋統一のため、販売価格が従来の45ℓ（10枚
入り）150円から200円、30ℓ（10枚入り）120円から150円にそれぞれ変更となります。なお、変更時期につき
ましては小売店の在庫がなくなり次第切り替わっていきます。

小川・玉里地区にお住まいの方へ

《指定ごみ袋の販売価格》

45ℓ（10枚入り）

30ℓ（10枚入り）

指定ごみ袋の規格

150円

120円

変　更　前

200円

150円

変　更　後

※変更前の指定ごみ袋についても従来通りご利用いただけます。

　美野里地区の指定ごみ袋の規格が40ℓから45ℓに、20ℓから30ℓにそれぞれ変更
になります。また、以前より市民の方がたから指定ごみ袋が破れやすいとの指摘がありま
した点については厚みの変更及び袋の間口を広げることで対応しております。

美野里地区にお住まいの方へ

《指定ごみ袋の規格》

40ℓ
20ℓ

変　更　前

45ℓ
30ℓ

変　更　後

※なお、変更時期につきましては現在使用されているごみ袋の在庫がなくなり次第切り替わっていきます。
※変更前の40ℓ・20ℓの指定ごみ袋についても従来通りご利用いただけます。

皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

市民生活部　環境課　☎４８－１１１１　内線1144【問い合わせ】

介護福祉課　介護保険係（玉里総合支所内）　☎４８－１１１１　内線3115～3117【問い合わせ】

★天引きの対象者かどうかについては、年金保険者（社会保険庁や共済組合など）により決定されます。
★受給年金が18万円以上の方でも、下記のような場合、一時的に納付書で納めていただく場合があります。

　①65歳になった
　②年度途中で年金の受給が始まった
　③他市町村から転入してきた
　④保険料額が増額または減額になった
　⑤年金受給額が減った、差止となった　など

☆天引きが開始・再開される方には、市から「特別徴収開始通知書」をお送りしています。

※満65歳となり天引き対象者として把握されてから、おおむね６か月後に天引きが開始されます。

◎特別徴収（年金天引き）について
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　乳がんは女性のがんとしてかかる率が 1位となっており、早期発見・早期治療が重要です。また、子宮がんは死亡
率が減少しているにもかかわらず、最近では 20代の若い世代の発症が増えています。年に 1回は検診を受けましょう。
　「しこり」等、自覚症状がある方・毎年精密検査になる方は各自医療機関で受診してください。また今年度、人間ドッ
ク・医療機関で受診される方は受けられません。

検診会場 四季健康館 小川保健相談センター 玉里保健福祉センター

問い合わせ ４８－０２２１
（内線 4004、4006）

５８－１４１１
４８－１１１１

（内線 3310、3311）

受付時間 午後 0時15分～午後1時

検診内容 子宮がん・乳がん検診 乳がん検診 子宮がん検診 子宮がん・乳がん検診

日　　程

7月  6日（日）
7月14日（月）
7月15日（火）
7月19日（土）

7月12日（土）

7月23日（水）
7月24日（木）
7月25日（金）
7月26日（土）

7月16日（水）
7月17日（木）

８月以降の日程については右表に一覧を掲載しています。

各検診の一日定員数が決まっていますので、ご希望の受診日にならない場合があります。ご了承ください。

子宮がん
検診

乳がん検診

視触診 超音波
検診

マンモ
グラフィ

個人負担金 500 円 500 円 500 円 500 円

20～29 歳 ○

30～39歳 ○ ○ ○

40～56歳 ○ ○ ○

57歳以上 ○ ○ ○

（75歳以上、身障手帳1・2級、療育手帳 Aのつく方、生活保護の方は無料）

〈乳がん検診の対象者〉
・30～39歳の方
　視触診と超音波検診のセット検診になります。

・40～56歳の方
　マンモグラフィは2年に1回になりますので、昨
　年受診者は超音波検診のみの検診になります。

・57歳以上の方
　視触診とマンモ
グラフィのセット
検診で２年に１回
となります。平成
19年度乳がん検診
の未受診者が受け
られます。
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平成20年度
申込みが必要な方

平成19年度 子宮・乳がん検診を未受診の方は、ご希望の会場
へお申込みください。

平成20年度
 申込みが必要でない方

平成19年度 子宮・乳がん検診を受診された方は、後日問診票を
送付します。
ただし、乳がん検診を希望する57歳以上の方で、平成18年度受
診された方（平成19年度未受診）は申込みの必要がありません。

乳がん検診を希望する57歳以上の方で、平成19年度受診された方は乳がん検診の受診ができません。

申込期間 6月18日（水）～27日（金）
平日 午前8時30分～午後5時30分

　ご希望の検診会場へお問い合わせください。

検診会場 四季健康館 小川保健相談センター

問い合わせ ４８－０２２１
（内線 4004・4006） ５８－１４１１

受付時間 午後 0時 15分～午後 1時
検診内容 子宮がん・乳がん検診 子宮がん・乳がん検診

日　　程

9/  9（火）
9/10（水）
9/11（木）
9/12（金）
9/13（土）

9/  8（月）

　対象検診日に近くなりましたら広報紙で申込みのお知らせをします。

※その他の検診等については、3月13日発行の広報「おみたま」3月号に成人保健事業年間予定表が折り込んでありますのでご確認ください。

 厚生労働省からのお願い

　6月から 7 月にかけて、下記の地域において「国民生活基礎調査」が実施されます。この調査は、保健、
医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政推進のための資料を得る重要な
調査です。調査内容を他に漏らすことや目的外に使用することは固く禁じられていますので、ご協力いた
だいた世帯に迷惑がかかることはありません。調査員が訪問する際にはご協力をお願いします。

調査地域　小塙地内の一部
問い合わせ先　茨城県水戸保健所　　　　☎０２９－２４１－０１００
　　　　　　　小美玉市役所企画調整課　☎４８－１１１１
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　平成20年度は後期高齢者医療制度に加入する直前に加入していた医療保険や加入の種類により、保険料
の徴収開始時期や納め方が変わってきます。

　農地転用とは、農地を住宅用地や工場用地、道路、植林、駐車場、資材置き場などの用地に転換することを
いいます。転用する場合には、事前に農地法による転用の許可が必要です。農業用施設用地として転用する場
合には、その面積が２アール未満であれば届出、２アール以上であれば許可が必要です。
　また、農地を一時的な資材置き場、作業員宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり、許可が
必要です。
　許可を受けずに工事に着手すると、農地法に違反することとなり、厳しい罰則が定められており、県知事が工
事を中止させ、元の農地に復元させることがあります。必ず許可を受けてから着工しましょう。
　転用についての申請手続きや疑問については農業委員会事務局までご相談ください。

　平成20年10月以降も年金から徴収される方には、再度、保険料に関する通知書（保険料額決定通知
書、特別徴収開始通知書、）が送られます。
　年金から徴収されない方は、納付書や口座振替などにより、個別に納付していただきますが、前年の
所得額が確定する月からの徴収となります。徴収開始にあたっては、保険料に関する通知書（保険料額
決定通知書、保険料納入通知書）が送られます。

〇国民健康保険に加入されていた方

　被用者保険の被保険者本人と確認次第、保険料の徴収が開始されます。前年の所得額が確定する月
からの保険料徴収となり、納付書や口座振替などにより、個別に納付していただきます。徴収開始にあた
っては、保険料に関する通知書（保険料額決定通知書、保険料納入通知書）が送られます。
　平成20年10月からは、年金からの保険料徴収が開始されます。年金から徴収される方には、再度、保険
料に関する通知書（特別徴収開始通知書）が送られます。

〇被用者保険の被保険者本人であった方

　普通徴収の方には手間がかからず便利で安心な口座振替がおすすめです。ご希望の方は各金融機
関で預金通帳、通帳の届出印をお持ちになって手続きをしてください。

★納付には口座振替が便利です★

医療保険課　医療福祉係　☎４８－１１１１　内線1105～1107【問い合わせ】

小美玉市農業委員会事務局　☎４８－１１１１　内線1502【問い合わせ】
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　現在、児童手当を受給している方に、6月中旬に「現況届」の用紙を送付します。これは、受給者の前年の所
得、扶養の状況など必要事項を確認するための届けです。受給の資格があっても6月30日までに現況届を提
出せず、手続きをしなかった場合には、6月分からの児童手当が受けられなくなりますので、忘れずに提出し
てください。
　※今年の１月１日に小美玉市に住民登録のなかった方は、今年の１月１日現在居住していた市町村の発行する児童手当用所得
　　証明書（平成19年中の内容）が必要です。
　※前年所得要件に該当せず、手当てが受けられなかった方も、該当する場合がありますのでお問い合わせください。

〈児童手当とは〉
　12歳到達後の最初の３月31日までの間にある児童（小学校修了前の児童）を養育している方に支給されま
す。ただし、前年（1月から5月までの月分の手当てについては前々年）の所得が一定額以上の場合には、児童手当
は支給されません。また、手当ては申請がないと支給されません。申請の翌月分から支給開始となります。
３歳未満…対象児童すべて一律月額10,000円
３歳以降…第１子　5,000円　　第２子　5,000円　　第３子　10,000円

社会福祉課（玉里総合支所２階　福祉事務所内）児童福祉係　☎４８－１１１１　内線3226・3227【問い合わせ】

社会福祉課 児童福祉係　☎４８－１１１１　内線3226・3227【問い合わせ】

　四季の杜保育園（第二太陽保育園）の開園に伴い、入園希望者を募集します。

開園予定日　平成20年８月
募 集 人 数　60名
所　在　地　小美玉市堅倉（四季健康館向い）
募 集 人 数　０歳児…５名　１歳児…10名　２歳児…10名
　　　　　　３歳児…10名　４・５歳児…25名
募 集 期 間　６月２日（月）～20日（金）
　　　　　　平日、午前８時30分～午後５時30分
入所申込方法　玉里総合支所・小川総合支所・四季健康館の各窓口で
　　　　　　入所申込書をお渡ししますので、必要な書類をそろえて提出してください。
必要な書類　・就労証明書…給与所得（パートを含む）の方
　　　　　　・自営業申立書…自営業（農業を含む）の方（民生委員の確認印が必要です）
　　　　　　・源泉徴収票（平成19年分）…給与所得のみの方
　　　　　　・確定申告書の写し（平成19年分）…確定申告をされた方
　　　　　　・出産の場合…母子手帳または予定日がわかる書類

①家庭外労働：家庭外で仕事をすることが普通で児童の保育ができない。
②家庭内労働：家庭内で児童と離れ家事以外の仕事をすることが普通で児童の保育ができない。
③親のいない家庭：死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない。
④母親の出産等：親の出産前後（産休期間中）病気、負傷、心身に障害があり、児童の保育ができない。
⑤病人の看護等：家庭にいる病人や、心身に障害のある人を親がいつも看護しており、児童の保育ができない。
⑥家庭の災害：火事や風水害、地震などに遭い家を失ったり破損したため、復旧の間児童の保育ができない。

保育所の入所要件
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医療センターの指定管理者では、眼科の診療を行う医師を新たに確保しました。
そこで、今まで月曜日と金曜日の午前中だけとなっていた、眼科の診療日を次のとおり拡大します。
医療センターは、市民の皆さまへ良質な医療サービスの提供を果たすため、引続き医師の確保に努めます。

問い合わせ　医療センター　☎５８－２７１１ 【管理運営：指定管理者 医療法人 幕内会】　
　　　　　　保健福祉部 医療保険課 地域医療推進係　☎４８－１１１１　内線1105

7月のほけんがいど7月のほけんがいど

― 6月から ― “眼科の医師を新たに確保”
～小美玉市医療センターからのお知らせ～

※白内障の手術にも対応します。※全体の診療体制は、4月17日発行の広報「おみたま」４月号のP24でご案内しています。

月
午前

杉山 浩司
栗原 勇大

杉山 浩司
栗原 勇大

［手術日］
杉山 浩司
栗原 勇大

井上 和徳 井上 和徳 井上 和徳 井上 和徳 井上 和徳 井上 和徳 井上 和徳

午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後
火 水 木 金 土 日

県や国等のお知らせ
●母子保健事業

●成人保健事業

と　き 事業名（受付時間） 対　象　者 と　こ　ろ
1 火 育児相談（9：30～ 11：00） 乳幼児と保護者 四季健康館
3 木 10か月児健診（13：00～ 13：30） 美野里（平成19年7～ 8月生） 四季健康館
4 金 ハローベビー教室：妊娠編（9：15～ 9：30）妊婦及びご家族 玉里保健福祉センター
9 水 2歳児歯科健診（13：00～ 13：30） 美野里（平成18年4～ 5月生） 四季健康館
11 金 3歳児健診（13：00～ 13：30） 美野里（平成17年1～ 2月生） 四季健康館
15 火 1歳 6か月児健診（13：00～ 13：30） 小川・玉里（平成18年11～ 12月生） 玉里保健福祉センター
23 水 育児相談（9：30～ 11：00） 乳幼児と保護者 玉里保健福祉センター
29 火 4か月児健診（13：00～ 13：30） 小川・玉里（平成20年2～ 3月生） 小川保健相談センター

と　き 事業名（受付時間） 対　象　者 と　こ　ろ
1 火 胃がん・大腸がん検診、腹部超音波検査（7：00～ 9：30） 要予約（申込締切 6月17日）

小川保健相談センター2 水
胃がん・大腸がん検診（7：00～ 9：30） 要予約（申込締切 6月17日）3 木

5 土 胃がん・大腸がん検診、腹部超音波検査（7：00～ 9：30） 要予約（申込締切 6月17日）
四季健康館

6 日 子宮がん・乳がん検診（12：15～ 13：00） 要予約（詳細は、P6・7をご確認ください。）
特定健診、健康づくり健診、結核・肺がん
検診、前立腺がん検診、肝炎検査
（9：30～ 11：30、13：00～ 14：30）

該当者（詳細は、おみたま4月号、お知らせ
版5月号でお知らせしてあります。） 小川保健相談センター7 月

8 火 胃がん・大腸がん検診（7：00～ 9：30） 要予約（申込締切 6月17日） 四季健康館
10 木 こころの健康相談（9：30～ 10：00） 希望者※要予約 小川保健相談センター
12 土 乳がん検診（12：15～ 13：00） 要予約（詳細は、P6・7をご確認ください。）小川保健相談センター
14 月

子宮がん・乳がん検診（12：15～ 13：00） 要予約（詳細は、P6・7をご確認ください。）四季健康館15 火
16 水

子宮がん・乳がん検診（12：15～ 13：00） 要予約（詳細は、P6・7をご確認ください。）玉里保健福祉センター
17 木

こころの健康相談（9：30～ 10：00） 希望者※要予約 四季健康館
19 土 子宮がん・乳がん検診（12：15～ 13：00） 要予約（詳細は、P6・7をご確認ください。）四季健康館
22 火

特定健診、健康づくり健診、結核・肺がん
検診、前立腺がん検診、肝炎検査
（9：30～ 11：30、13：00～ 14：30）

該当者（詳細は、おみたま4月号、お知らせ
版5月号でお知らせしてあります。） 四季健康館

23 水
24 木
25 金
26 土
23 水

子宮がん検診（12：15～ 13：00） 要予約（詳細は、P6・7をご確認ください。）小川保健相談センター
24 木
25 金
26 土

31 木 こころのデイケア（9：30～ 10：00） 希望者※要予約 四季健康館
玉里保健福祉センター
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県や国等のお知らせ県や国等のお知らせ県や国等のお知らせ

問

平成２０年度「県政ふれあいバス」参加者募集！

平成20年度「いばらき若者塾」受講者募集！

コース名・実施日

一般 コース
7月23日（水）

親子ふれあい
コースＡ
7月25日（金）

親子ふれあい
コースＢ
8月6日（水）

見学施設 対　象 発着場所 発着時間 定　員

吉田正音楽記念館
天心記念五浦美術館

工業技術センター
アクアワールド大洗水族館

畜産センター
霞ヶ浦環境科学センター

水戸合同庁舎

那珂市 中央公民館

常陸大宮市役所

水戸合同庁舎

笠間市営 荒町駐車場

小美玉市役所

一　般 30人

30人

30人

小中学生・
保護者

小中学生・
保護者

集合   8：50　　出発   9：00　　帰着 17：00

集合   9：30　　出発   9：40　　帰着 16：30

集合   8：10　　出発   8：20　　帰着 16：40

集合   9：10　　出発   9：20　　帰着 15：40

集合   8：20　　出発   8：30　　帰着 17：10

集合   9：10　　出発   9：20　　帰着 16：30

そ の 他　（１）参加申込み多数の場合は抽選で決定します。
　　　　　　　また、同一コースに対する複数のはがきによ
　　　　　　　る申込みは不可とします。
　　　　　（２）参加費は無料です。
　　　　　（３）昼食や飲み物、筆記用具等は各自用意し
　　　　　　　てください。
　　　　　（４）雨天決行とします。

　　茨城県県北地方総合事務所 県民生活課
　　県政ふれあいバス担当　
　　〒301－0802　水戸市柵町1－3－1
　　☎029－225－2490

参加対象　【一般コース】
　　　　　　15歳以上の県内居住者（中学生は除く）
　　　　　【親子ふれあいコース】
　　　　　　県内居住の小中学生とその保護者（子ども
　　　　　　のみ、大人のみは不可）
　　　　　※全てのコースにおいて、県職員は対象外
申込方法　往復はがきに必要事項（住所、氏名、電話番号、年齢、
　　　　　性別、職業又は学年、希望日、コース名及び発着場所）
　　　　　　を記入のうえ、下記宛先までお送りください。
　　　　　なお、１枚のはがきで４名まで申込みできますが、必
　　　　　　要事項は参加希望者全員分をご記入ください。
申込期限　６月27日（金）

　・地域及び職域、学校または青少年団体等において、
　 いばらき若者塾事業後もその経験を生かして青少年
　 活動、国際交流活動、社会貢献活動等を活発行う意
　 思のある方
　・心身が健康で協調性に富み、事業の計画に従って規
　  律ある団体生活ができる方
　・事業に対して理解と関心がある方　　
　・全日程に参加できる方
募集人数　20名程度
応募期限　6月30日（月）当日消印有効
申 込 先　※応募用紙は、小美玉市生涯学習センターに
　　　　　　備えてあります。また、下記ホームページから
　　　　　　ダウンロードできます。
　　　　　※応募の際は必ず「募集要領」をご覧ください。

　　いばらき若者塾事業実行委員会
　　（茨城県知事公室女性青少年課内）
　　☎029－301－2183
　　URL http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/

bugai/josei/josei.htm

　いばらき若者塾では、明日の茨城を担う青年リーダー
を養成するため県内各地からリーダーとなる意欲のある
青年を集め、自己啓発、海外研修、地域活動研修等の多
彩なカリキュラムによる研修を行います。

研修プログラム　
　第１回　1泊2日（8月23日～24日）開講式・基調講演・コミュ
　　　　　ニケーションスキルトレーニング・リーダー養成ワー
　　　　　クショップ・県政出前講座　など
　第２回　1泊2日（9月13日～14日）まちづくり・地域おこ
　　　　　し事例講座・企画の立て方進め方講座・事業の
　　　　　企画立案演習　など
　第３回　5泊6日（10月7日～12日）海外研修（ベトナム・
　　　　　ハノイ）現地青年との共同ボランティア作業、
　　　　　相互文化交流　など
　　　　　※別途、海外研修の事前オリエンテーション
　　　　　　を実施（9月27日）
　第４回　1泊2日（11月1日～2日）各地域での地域活
　　　　　動の実践のための企画立案　など
　　　　　※別途、事業の実践を県内各地域で実施（11
　　　　　　月～2月）
　第５回　1泊2日（3月7日～8日）事業実施報告会・次年度
　　　　　の地域活動計画策定記念講演・開講式　など
参加者負担金　10万円（旅券発行手数料その他の経費は別
　　　　　途にかかります。）　
応募資格　次の条件を満たす方
　・茨城県内に在住または通勤、通学し、平成20年4月1日
　  現在で18歳以上40歳未満の方
　 （ただし、県外に在住する学生で、県内に本籍があり将
　　来本県で活動予定者の方も含む。）

　県民の皆さまに県の施設等を見学していただき、県政に対する理解と関心を深めていただくために実施します。

申
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対 象 者　育児、介護等で退職し、再就職を希望して　
　　　　　いる方（20名）
日時・内容　6月12日（木）午前10時～正午
　　　　　　　　　　　　　・働くことの意義とは
　　　　　　　　　　　午後１時～３時
　　　　　　　　　　　　　・職業適性検査
　　　　　6月19日（木）午前9時30分～午後0時30分
　　　　　　　　　　　　　・敬語の使い方、電話対応
場　　所　土浦市男女共同参画センター
　　　　 　（土浦市大和町9番2号　ウララ2　7階）
参 加 費　無料（無料保育あり）

　　　（財）21世紀職業財団茨城事務所
　　　☎029－226－2413

受験資格　昭和62年4月2日～平成3年4月1日生まれの者
試験の程度　高等学校卒業程度
受付期間　6月24日～7月1日（土・日曜日は除く）
試 験 日　1次：9月7日（日）　
　　　　　2次：10月16日～23日までの間の指定する1日
試験種目　1次：教養、適正、作文
　　　　　2次：人物試験、身体検査

　　　関東信越国税局　人事第二課　試験係
　　　〒330－9719　埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
　　　さいたま新都心合同庁舎1号館　
　　　☎048－600－3111　内線2095・2097

平成20度税務職員
（国家公務員採用Ⅲ種（税務））採用試験

「再就職準備セミナー」参加者募集
　厚生労働省主唱の「第50回水道週間」は、6月1日から
１週間、全国的に展開されます。
　この水道週間にちなんで、水道に関する理解を深めて
いただき、水の大切さを知っていただくため、作文・図画・
習字・標語の作品を募集します。

作文の部　資格　小学生・中学生　
　　　　　字数　小学1～3年生　800字以上　
　　　　　　　　小学4～6年生　1,200字以上
　　　　　　　　中学生　　　　1,600字以上
図画の部　資格　小学生・中学生 
習字の部　資格　小学生に限ります。　　　　　
　　　　　題材　小学1～3年生「みず」
　　　　　　　　小学4～6年生「水道週間」
標語の部　資格　どなたでも
　　　　　題材　水道に関するもの
応募期限　7月10日（木）　当日消印有効
送 り 先　〒102－0074
　　　　　東京都千代田区九段南4－8－9水道会館内
　　　　　日本水道新聞社　水道週間懸賞募集係
発　　表　9月上旬（予定）
後　　援　厚生労働省

　　日本水道新聞社
　　☎03－3264－6724

「第50回水道週間」協賛懸賞募集

●仕事を依頼する人は最初の原材料等の引渡しの時ま
　でに、内職者に対して、委託者の名称、所在地、工賃の
　支払方法などについて、文書で示す必要があります。

●仕事を依頼する人は、内職者に対して、原材料の受け
　渡しの都度、委託業務の内容、工賃単価、工賃の支払い
　期日、納品の期日等を文書で示す必要があります。

●仕事を依頼する人は、内職者に対して、物品を受領する
　都度、受領した物品の数量、その年月日を文書で示す
　必要があります。

●仕事を依頼する人は、内職者に対して、工賃を支払う都
　度、支払った工賃の額、その年月日を文書で示す必要
　があります。

　以上のことが行われていない場合には、匿名で結構です
ので、茨城労働局労働基準部賃金室（水戸市宮町1－8－
31、☎029－224－6216）に情報の提供をお願いします。

内職をしている皆さんへ

対 象 者　高校生及び、看護職を目指す方
　　　　　看護学生及び、全ての看護職員
日時・会場　つくば会場　6月22日（日）午後1時～5時
　　　　　　　　　　　つくば国際会議場（大会議室101、102）
　　　　　水戸会場　　7月19日（土）午後1時～5時
　　　　　　　　　　　ホテル テラス ザ ガーデン 水戸
実施内容　求人情報提供、就職面談、茨城県ナースセン
　　　　　ター求職登録、e－ナースセンターを活用して
　　　　　みよう！、看護職進学相談　
参加方法等　参加無料。求職者の事前申込み・予約は不要。
　　　　　入退場自由。

　　社団法人　茨城県看護協会・茨城県ナースセンター
　　☎029－221－6900

第1回いばらき看護職合同進学・就職説明会

申問

問

問

　県では、県民の皆さまに県政に対する理解を深めてい
ただくとともに、県民の声を県政に反映させることを目的
として、ご要望に応じ、職員が各種の集会場等に出向き、
県の施策等をわかりやすく説明しています。
　今般、講座メニューの見直しを行いましたので、ぜひ、こ
の機会にご利用ください。

県政出前講座テーマ　208テーマ
　　　　　主な新規テーマ：犯罪被害者の支援、ケータイ
　　　　　の危険性と利用のルール、学校・家庭・地域連
　　　　　携、市民農園のすすめ、県域統合型 GIS ほか
対　　象　参加人数が概ね20名以上の集会等（参加費
　　　　　を徴収するなど、収益的事業として実施する
　　　　　場合などは対象外）
経　　費　県職員の派遣費用は不要（会場設営の費用
　　　　　等は申込者負担）
申込方法　希望テーマを選んでいただき、「県政出前講
　　　　　座注文書」にご記入のうえ、郵送、電話、ファッ
　　　　　クス、Ｅメールでお申込みください。

　　茨城県政策審議室　調整担当
　　〒310－8555　水戸市笠原町978番地6
　　　☎029－301－2030
　　FAX029－301－2039
　　Eメールseisakushingi2@pref.ibaraki.lg.jp
　　ホームページアドレス
　　　http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/bugai/

seisaku/demae/top.htm

県政出前講座のご案内

問

申問

初めてのエアロビクス体験初めてのエアロビクス体験
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　県では、育児などのために離職した女性の再就職の支
援を行っています。
　県内に居住する女性で利用資格を満たす方を対象に、
再就職の職業訓練受講費用の2分の1の額を、10万円を
限度に助成します。（受講できる職業訓練は、県で指定し
た講座のみとなります。）
　受講修了後は、カウンセリングや職業紹介、サークルな
どにより、再就職決定まで支援します。応募方法や指定講
座一覧等については、県労働政策課までお問い合わせく
ださい。「子育てママ再就職支援事業ホームページ」でも
詳細をご覧いただけます。

　　県労働政策課　☎029－301－3645
　　子育てママ再就職支援事業ホームページ
　　（県労働政策課ホームページ内）
　　http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/

rosei/mama/index.html

平成２０年度
子育てママ再就職支援事業　利用者募集

リズムに合わせてたのしく体を動かしましょう！

と　　き　6月25日（水）　午後7時～9時
と こ ろ　農村環境改善センター　多目的ホール
講　　師　横田　美幸 先生
参 加 費　400円
募集人員　20名（先着順）
　　　　　※ひとり２名まで申込めます。

申込期間　6月12日（木）～21日（土）
　　　　　午前９時～午後８時
　　　　　（※ただし、16日（月）は休館日）
　　　　　農村環境改善センターへ参加費を添えて
　　　　　お申込みください。
　　　　　☎４９－１０１１
持参するもの　運動のできる服装、室内用運動靴
　　　　　飲み物、大きめのタオル、ヨガマット

初めてのエアロビクス体験初めてのエアロビクス体験初めてのエアロビクス体験

当番日

  1日

  7日

  8日

14日

15日

21日

22日

28日

29日

  5日

  6日

12日

13日

19日

20日

21日

26日

27日

平日の漏水当番については水道局（☎48－1111）までお問い合わせください。

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

㈱大栄

㈲広瀬商事

㈱出沼興業

本田工業㈱

㈲山口水工

倉田電気商会

㈲広瀬商事

㈱小塙工務店

本田工業㈱

㈲永作設備

倉田電気商会

㈱内田工業

㈱小塙工務店

亀山建設㈱

㈲永作設備

倉田電気商会

中村工業㈱

㈱内田工業

☎５８－５８５１

☎５３－０８３３

☎５８－２４６７

☎５４－０１５８

☎５８－０１２９

☎５８－２９０９

☎５３－０８３３

☎５８－３３３８

☎５４－０１５８

☎５８－２８１９

☎５８－２９０９

☎５４－００４１

☎５８－３３３８

☎５８－２９０１

☎５８－２８１９

☎５８－２９０９

☎５８－３０２５

☎５４－００４１

㈲大和田建設

㈱スズヤ

㈲マツカワ設備工業

金藤水道工事店

㈲長谷川設備

㈱鶴亀

仲田鋼建㈱

㈱大健

興和工業㈱

㈲大和田建設

㈱川名工務店

㈲マツカワ設備工業

㈱常陸開発工業

㈲長谷川設備

㈱小林工業

㈱岡藤

仲田鋼建㈱

㈱クボタ総建

☎４８－３３５１

☎４６－０００７

☎４６－２１５４

☎４８－４４４０

☎４６－０５５３

☎４７－０８８１

☎４６－０３１６

☎４７－００１２

☎４９－１１０３

☎４８－３３５１

☎４６－０３０５

☎４６－２１５４

☎４９－１４６６

☎４６－０５５３

☎４８－２３７５

☎４６－１４７２

☎４６－０３１６

☎４６－０００６

湖北水道
企業団 
☎24－3232

連絡先

6
月

7
月

問

手作り講座
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7月
日 月 火 水 木 金 土

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

小　川　図　書　館 平日 午前9時30分～午後6時      
 土日 午前9時30分～午後5時      
玉　里　図　書　館 全日 午前9時30分～午後6時      
美野里公民館図書室 全日 午前9時30分～午後10時

小美玉市図書館・図書室カレンダー

開館
時間

＊■は小川図書館･玉里図書館の休館日です。
＊■は美野里公民館図書室の休館日です。
＊■は全館･全室の休館日です。
＊■は小川図書館の休館日です。
＊■は玉里図書館の休館日です。
＊■は小川図書館の蔵書点検日（休館）です。
＊■は玉里図書館の蔵書点検日（休館）です。

施　設　名
小川図書館    ☎58－5828

玉 里 図 書 館    ☎26－9111

美野里公民館図書室    ☎48－1110

　蔵書点検のため、下記の期間、小川図書館、玉里図書館は休館します。
利用者の皆さまにはご不便をおかけしますが、休館中は他の図書館・図書
室をご利用ください。
　小川図書館：６月１日（日）～15日（日）　
　玉里図書館：６月17日（火）～７月１日（火）

小川図書館・玉里図書館休館のお知らせ

Library information

6月・7月のおはなし会6月・7月のおはなし会6月・7月のおはなし会6月・7月のおはなし会

・  6月28日（土） 午前10時30分～
・  7月12日（土） 午前10時30分～ 
・  7月26日（土） 午前10時30分～ 

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

小川図書館
小川図書館　２階　多目的室

玉里図書館
生涯学習センター　１階　和室

・  6月14日（土） 午前10時30分～
・  7月12日（土） 午前10時30分～
美野里公民館図書室
美野里公民館　2階　講座室

・  6月28日（土） 午前11時～
・  7月26日（土） 午前11時～

　リズムストレッチで日ごろの運動不足を解消し、足腰をきたえませんか？
40代から70代まで楽しく活動しています！

日　　時　水曜日　午前10時～正午（月3回）
場　　所　農村環境改善センター　多目的ホール
講　　師　日下　玲子　先生
会　　費　月2,000円

自主講座　

問い合わせ
　田代 ☎４７－０９７０
　髙橋 ☎４６－１１６０

6月
日 月 火 水 木 金 土

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

3

10

17

24

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29



※防火教室および救急講習会等については、随時各消防署にお
　いて受付を行っておりますので、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

火災の問い合わせ　☎５８－０１１９(自動音声案内)
病 院 の 照 会 等　各消防署へ電話にてお問い合わせください。

平成20年
小美玉市管内における火災・救急出場件数

区　　分

火　　災

救　　急

4月中 累　計

1

108

62

17

18

11

11

541

357

63

67

54

急　　病

交通事故

一般負傷

そ  の  他

小美玉市消防本部　〒311-3423　小美玉市小川 43-2　
　　　　　　　　　　☎５８－４５４１　FAX５８－１１９０

【問い合わせ】

救命講習会を受講しましょう救命講習会を受講しましょう救命講習会を受講しましょう救命講習会を受講しましょう救命講習会を受講しましょう

連
絡
先

　わが国では、年間約250億膳の割り箸が使われるというお話はご存じ
ですか。「マイ（私の）箸」を持つことで小さなエコが大切な自然を守る第
１歩になるかもしれません。

「もったいない」とは、ものを大切にするこころ。「もったいない」とは、ものを大切にするこころ。
～「マイ箸」で小さなエコ～

◎新しい心肺蘇生法
　消防署で行っている普通救命講習会では、新しい心肺蘇生法（AEDの取り扱い）を皆さんに指導します。（AEDと
は心臓に電気ショックを安全にあたえるための機器で、心臓発作による突然死などへの救命にはとても有効です。）

◎救命講習会修了者数
　小美玉市のAEDを取り入れた救命講習会（平成18年5月から）の受講者数は、平成20年4月30日現在（2年間）
で、2,143人です。これは、1年間に1,000人のペースですが、一般の方の参加ということになると約半分になります。
（小美玉市における15歳以上人口の約2.2％）
　救命講習会は、技術を維持するために3年に一度再講習
を受けなければなりません。

◎「救える命」を救うために
　下の表は、心停止から除細動までの時間と病院退院率を
示したものですが、退院率50％の場合でみると、除細動まで
の時間は、心臓マッサージをしない場合は5分ですが、心臓
マッサージをすれば8分になります。小美玉市救急隊の平均
到着時間が約7分ですので、心臓マッサージを実施すれば
それだけ命が助かる確率が高くなります。
　まずは、身近な人の命を救うため救命講習会を受講しま
しょう。
　救命講習会は、住民の方の要望により実施しております
ので、5～10人位のグループでも開催しますので気軽にお
申込みください。

心停止から除細動までの時間と病院退院率

0　 1　 2　 3　 4　 5　 6　 7　 8　 9　10　11　12　13　
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1分、除細動が遅れるごとに
救命率は7～10％減少する

心臓マッサージを行えば、
救命率の減少は3～4％となる

50％50％

時間経過（分）

病
院
退
院
率（
％
）

心臓マッサージ＋早期除細動

“AED First”

は し

ぜん ばし

はし
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6月・7月のおはなし会6月・7月のおはなし会
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休日診療当番医(外科)

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,002人（－43）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,845人（－17）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,157人（－26）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,373戸（＋16）

人口と世帯数 （平成20年5月1日現在）

・市県民税 第1期分・全期

・国民健康保険税　第2期分（暫定）

・介護保険料 第2期分（暫定）

（※納期限は、6月30日となっています。）

6月の納税・納付

緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎23－3515
緊急診療所（内科・小児科）

6月22日・29日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

6月21日・22日・28日・29日
◆受付　午後７時～10時30分

休　日

夜　間

 6月 6月 6月

(　　）は前月比

 6月 6月 6月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分

日

22

29

  外　　　科

田中クリニック

山王台病院

（石岡市）

（石岡市）

☎（23）2288

☎（26）3130

市長と直接お話をしてみませんか？　

　※対話は1人30分程度でお願いします。
　※前日までに電話でご予約のうえ、おいでください。

と　き　6月27日（金）午前10時～正午

ところ　市役所1階　相談室

【予約・問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48-1111　内線1221

対話の日対話の日対話の日 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。 ※は弁護士が相談に応じます。
事前にご予約ください。

行政についての要望や苦情を伺います。
相談は無料で秘密は厳守されます。

行 政 相 談

【問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48－1111　内線1221

7月 2日
午後1時30分～4時30分

7月 9日
午後1時～4時

7月16日
午後1時～4時

7月23日
午後1時30分～4時30分

　社会福祉協議会本所
　☎３７－１５５１
※社会福祉協議会小川支所
　☎５８－５１０２
　社会福祉協議会美野里支所（四季健康館内）
　☎３６－７３３０
※社会福祉協議会本所
　☎３７－１５５１

【問い合わせ】 社会福祉課（玉里総合支所内）　社会福祉係
☎48-1111　内線3224

人権相 談
人権問題等でお困りのことがありましたら、お気軽に
ご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。相
談は無料で、秘密は守られます。

7月18日（金） 小川保健相談センター

午前10時～午後3時
7月 2 日

7月 9 日

7月17日

午前10時～正午
玉里総合支所2階　相談室
小出智惠子　相談委員
午後1時30分～3時30分
小川保健相談センター
中島　庸夫　相談委員
午後1時～3時
小美玉市役所1階　相談室
石﨑　渡　相談委員

次回お知らせ版 7月号の発行日は 6月26日（木）です。 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/mobile/index.html

〈編集・発行〉小美玉市役所秘書広聴課
　　　　　　 ☎ 0299－ 48－1111　内線1221


