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　小美玉市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等、物品購入・役務の提供等の入札参加資格申
請受付を次のとおり行います。市の競争入札等に参加できるのは、資格審査の結果、競争入札参加資格者名
簿に登録された方に限られます。

【申請区分】
　次のように区分して申請してください。
　　１.建設工事
　　２.測量・建設コンサルタント等
　　３.物品購入・役務提供等
【有効期間】
　平成19年6月1日から平成21年5月31日までの2年間
【申請方法等】
　１.受付期間　平成19年2月1日から平成19年2月28日まで（土・日・祝日を除く）
　２.申請方法　郵送又は持参とします
　　（1）郵送の場合
　　　ア 受付の有効　　受付期間内必着とし、受付期間を過ぎたものは無効とします
　　　イ 郵送の方法　　郵送方法は問いません（宅配便も可）
　　　　　　　　　　 　封筒の表に「入札参加資格申請書在中」と朱書きしてください
　　　　　　　　　　　　　〒319－0192　小美玉市堅倉835　
　　　　　　　　　　　　　　小美玉市役所　管財検査課　宛
　　（2）持参の場合
　　　ア 提出場所　　　小美玉市役所2階　総務部管財検査課
　　　イ 受付時間　　　午前9時から午後4時まで（正午から午後1時までを除く）

　詳細な内容については、市の公式ホームページ又は管財検査課窓口で配布している要領等をご覧ください。

★投票日　3月4日(日)　　★告示日　2月25日(日)

　<立候補予定者説明会>

　　と　き　2月13日（火） 午後1時30分～　ところ　小美玉市役所2階　第2･第3会議室

平成19・20年度入札参加資格審査申請受付平成19・20年度入札参加資格審査申請受付

小美玉市農業委員会委員一般選挙小美玉市農業委員会委員一般選挙

管財検査課　契約係　 ☎４８－１１１１ 　内線1232【問い合わせ】

総務課　 ☎４８－１１１１ 　内線1282【問い合わせ】
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市放課後児童クラブ指導員(臨時職員)募集市放課後児童クラブ指導員(臨時職員)募集

国道６号千代田石岡バイパスの
オープンハウス開催

市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集

参考：月別家賃表（18年度）

住宅名

市営ハトリ第2団地 羽鳥2909－5
3LDK 16,800円 20,400円 24,100円 27,900円

2LDK 13,200円 16,000円 18,900円 21,800円

所在地 間取り 収入月額
 0円～

123,000円

収入月額
123,00１円～
　153,000円

収入月額
150,001円～
　178,000円

収入月額
178,001円～
　200,000円

都市整備課　建築指導係　☎４８－１１１１　内線 1161【申込み・問い合わせ】

　市営ハトリ第2団地が2戸（4-1-3号室 2LDK、4-2-5号室 3LDK）空きましたので入居者を募集します。
入居者の決定は、市営住宅入居者選考委員会で書類選考を行った後、該当者の抽選とします。
　申請書類は都市整備課でお渡しします。

募集期間　2月1日～2月28日（但し、土・日曜日、祝日を除く）

入居申込みの資格
　①市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

　②現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

　③現に住宅に困窮していることが明らかなものであること。

　④収入基準にあてはまること（収入基準となる収入月額は20万円以下です。）

　⑤裁量階層（60歳以上又は60歳以上と18歳未満のみの世帯、心身に障害のある方がいる世帯、
　　小学校就学前の子供がある場合など）の収入基準となる収入月額は、26万8千円以下です。

　⑥収入月額は、次の計算で求めることができます。
　　（世帯全員の年間所得金額―控除額）÷12カ月

　⑦県税及び市町村税を滞納していないこと。

　この制度は、交通事故による災害を受けた場合の救済を目的とする、任意加入の共済制度です。平成19年度
分の受付を2月1日より始めます。各世帯あてに申込書を郵送しますので、ご希望の方は会費とともに、下記の窓
口で申込みください。
（※住民登録の関係上、申込書が届かない方についても窓口で申込みが出来ます。）
　共済期間は毎年3月31日で終了しますので、現在加入している方も、継続を希望する場合には平成19年度分
の加入申込みが必要です。なお、4月1日以後に加入申込みをした場合は、共済期間が加入申込日の翌日からと
なります。

会　　費　大人900円、中学生以下500円

受付窓口　市役所　環境課、小川総合支所　生活環境課、玉里総合支所　生活環境課、羽鳥出張所、四季の里出張所

県民交通災害共済の加入受付がはじまります！県民交通災害共済の加入受付がはじまります！県民交通災害共済の加入受付がはじまります！県民交通災害共済の加入受付がはじまります！

環境課　　　　　　　　　　☎４８－１１１１　内線1143・1144
小川総合支所　生活環境課　☎４８－１１１１　内線2121・2122
玉里総合支所　生活環境課　☎４８－１１１１　内線3221・3222

【問い合わせ】
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　市放課後児童クラブは、授業終了後、仕事などで家に保護者のいない小学生（１年～３年）が楽しく安全に
過ごせる場所として、市が設置している児童クラブです。
　ここで子どもたちと一緒に遊んだり、生活の指導などをしてくれる人を募集します。

小美玉市臨時職員
雇用期間は６か月で、以後の更新は可。

月曜日から金曜日及び小学校休業日 
日曜・祝日・年末年始は休みです。
（土曜日は、交替勤務となります。）

時給 1,000円　（支給日は翌月10日振込み）

小川児童クラブ ・　玉里児童クラブ

４月２日(月)から

2月28日(水)

若干名

特に資格は問いませんが、集団の子ども達を相手にしますので、子ども好きな方、
子育て経験や子育て支援の現場にいた方などを歓迎します。

履歴書（顔写真付き）を市社会福祉課の児童福祉係まで、ご持参ください。
（来館の前に下記へご連絡ください）

市放課後児童クラブ指導員(臨時職員)募集市放課後児童クラブ指導員(臨時職員)募集市放課後児童クラブ指導員(臨時職員)募集市放課後児童クラブ指導員(臨時職員)募集

雇 用 形 態

勤 務 条 件
（原　　則） 

賃　　　金

勤 務 場 所

資　　　格

採 用 人 数

勤務開始日

手　続　き

提 出 期 限

勤務日

小学校休業日
土曜日
春・夏・冬休み
振替休日など

午前８時～午後6時
（休憩時間含）
（早番、遅番の時間あり）

平　　　日 午後2時～6時

勤務時間

項　　　目 内　　　容

〒319-0132　小美玉市部室1106　(四季健康館内) 
社会福祉課　児童福祉係　 ☎４８－０２２１ 　内線4207【問い合わせ】

　千代田石岡バイパス事業は、国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所が事業主体となり、かすみがう
ら市市川地先から石岡市東大橋地先までの延長5.8Km区間で実施しています。事業に着手以来、測量・地質調
査、埋蔵文化財調査、用地取得等を鋭意進めており、平成16年7月には、起工式を開催し本格的な工事に着手し
ています。
　このたび、関係地権者および近隣住民の方々に、この事業の進捗状況および今後の事業予定についてオープ
ンハウス方式での説明会を実施します。

　※オープンハウスとは… ご来場いただいた方々に個別に説明、質問にお答えするものです。

実施日　①2月25日（日）　午前11時～午後4時まで
　　　　　石岡市茨城3丁目16番25　グリーンパレス石岡
　　　　②2月27日（火）　午後3時～ 7時まで
　　　　　石岡市東石岡4-6-24　石岡市東地区公民館

担　当　国土交通省(調査2課・用地2課・工務2課)　
　　　　　茨城県　　小美玉市　　石岡市　　かすみがうら市

【問い合わせ】

　国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所
　　☎０２９－２４３－５１３１
　小美玉市役所　玉里総合支所　都市建設課
　　☎４８－１１１１
　　　内線3231・3232

国道６号千代田石岡バイパスの
オープンハウス開催

国道６号千代田石岡バイパスの
オープンハウス開催

国道６号千代田石岡バイパスの
オープンハウス開催

市営住宅入居者募集

県民交通災害共済の加入受付がはじまります！県民交通災害共済の加入受付がはじまります！
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地域振興課　☎４８－１１１１　内線 1221【問い合わせ】

小川公民館    ☎５８－３１１１
美野里公民館    ☎４８－１１１０
玉里総合文化センター（玉里公民館） ☎２６－９１１１　

【問い合わせ】

と　 き　3月1日（木）午後7時～8時30分
　　　　（受付開始：午後6時30分）
と こ ろ　四季文化館（みの～れ）風のホール
講　師　西村 ミチ江 氏（日立市塙山学区住みよいまちをつくる会会長）

　　　　　《プロフィール》
　　　　　　　昭和57年度より日立市塙山学区住みよいまちをつくる会において、
　　　　　　まちづくりの実践者として同会の発展に尽力している。
　　　　　　　同会の活動は、日立市内のコミュニティ活動の推進役ばかりでなく、
　　　　　　県内外のコミュニティ集団の牽引役として大きな注目を集めている。
　　　　　　　平成9年度「ふるさとづくり大賞」（内閣総理大臣賞）受賞

入場料　無料
定　員　120名　※定員になり次第締め切りとさせていただきます。

と　 き　2月18日（日）
　　　　開 場　午後1時
　　　　開 演　午後1時30分

と こ ろ　四季文化館（みの～れ）　森のホール

講　師　柳本　晶一　氏 （全日本女子バレーボールチーム監督）
　　　　大阪府大阪市出身
入場料　無料

その他　未就学児・小学生の入場は、ご遠慮ください。

　　　　託児スペースを準備しています。（2月11日までに申込みが必要です。）
　　　　※未就学児（1歳から6歳まで）から小学校低学年（1,2年生）までを対象に実施します。

　小美玉市教育委員会では、広い視野から文化や教育を展望するような今日的な課題をテーマに講演会を
実施します。今回は、全日本女子バレーボールチーム監督 柳本晶一氏をお招きし、バレーボールを通しての
さまざまな経験談をお話していただきます。
　ほかでは聞けない、興味深いお話が伺えるのではないかと思います。みなさまのご来場を心よりお待ちして
おります。

「小美玉市文化講演会」～人生、負け勝ち～「小美玉市文化講演会」～人生、負け勝ち～

「住民主役のまちづくり」 ～ 私たちにできること ～「住民主役のまちづくり」 ～ 私たちにできること ～

小美玉市誕生記念

おみたまふるさと塾閉講式記念講話

小美玉市美野里支部文化協会祭

スキー＆スノーボードツアー
参加者募集

「お父ちゃんの台所」～楽しい料理づくり～
参加者募集
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期　　間　3月11日（日）～3月18日（日）
と  こ  ろ　四季文化館（みの～れ）
展示部門　書道・絵画・手芸・写真・盆栽・俳句・短歌・パンの花・生け花
　　　　　午前9時～午後5時（3/18は午後3時まで）
発表部門　　合同発表　3月17日（土）（コーラス・オカリーナ・詩吟・大正琴・読書）
　　　　　　民謡民舞　3月18日（日）（民謡民舞連合会）
　　　　　　茶　　会　3月18日（日）（茶道部）

爆笑演芸会：浪曲漫談「玉川カルテット」　歌謡ショー「星 きよし」
と　　き　3月11日（日）　開演　午後2時　開場　午後1時30分
と  こ  ろ　四季文化館（みの～れ）森のホール
入場料金　前売券2,000円　当日券2,500円　全席自由
　　　　　※未就学児の入場はご遠慮ください。
　　　　　※入場券発売中！
入場券取扱場所
　小川文化センター　（午前9時～午後5時：月曜休館）　
　四季文化館（みの～れ）　（午前9時～午後9時：休館日なし）
　美野里公民館　（午前9時～午後5時：水曜休館）　 
　羽鳥ふれあいセンター　（火曜 午後1時～午後5時　水曜･金曜 午前9時～午後5時 土曜 午前9時～正午）
　玉里総合文化センター コスモス　（午前9時～午後5時：月曜休館）

と　　き　3月9日（金）～11日（日）
　　　　　※9日夜8時30分出発

と  こ  ろ　志賀高原スキー場

参  加  料　19,500円（バス代、宿泊料、保険料）

宿  泊  先　湯田中温泉　ホテル穂波館

主　　催　小美玉市体育協会　美野里スキー部　

申込み・問い合わせ　希望ヶ丘公園管理センター
　　　　　☎47－0167

キャッチフレーズ【早寝・早起き・朝ごはん】

朝ごはんは1日の始まりです。
1日に最低1回は家族で食卓を囲みましょう。

と　　き　2月11日(日)午前9時30分～午後1時
と  こ  ろ　小川公民館
メニュー　デコレーション押し寿司
　　　　　実だくさんスープ
　　　　　フルーツポンチ
参  加  者　家族そろってご参加ください。
　　　　　どなたでも、1人でも参加できます。
参  加  料　無料
申込締切　2月5日
主　　催　青少年を育てる小美玉市民の会　家庭部会
申込み・問い合わせ　生涯学習課（小川総合支所内）
　　　　　☎48－1111　内線2221

小美玉市美野里支部文化協会祭小美玉市美野里支部文化協会祭小美玉市美野里支部文化協会祭

スキー＆スノーボードツアー
参加者募集

スキー＆スノーボードツアー
参加者募集

スキー＆スノーボードツアー
参加者募集

「お父ちゃんの台所」～楽しい料理づくり～
参加者募集

「お父ちゃんの台所」～楽しい料理づくり～
参加者募集

「お父ちゃんの台所」～楽しい料理づくり～
参加者募集

事務局　鈴木    ☎４６－１８６２
文化振興課（小川総合支所内） ☎４８－１１１１　内線2241【問い合わせ】



6 お知らせ版　平成 19年 1月 25日

　　　　　デコクラフト（粘土）で
お部屋にアクセント
　　　　　デコクラフト（粘土）で
お部屋にアクセント
　　　　　デコクラフト（粘土）で
お部屋にアクセント
　　　　　デコクラフト（粘土）で
お部屋にアクセント
　粘土を使って花を作り、鏡に飾ってみませんか？
　簡単にステキなお部屋のアクセントが出来ます。

と　　 き　2月24日（土）午前9時～正午
と  こ  ろ　羽鳥ふれあいセンター
講　　師　桑原　ふき　先生
参  加  費　1,500円
募集人員　15名
申  込  み　2/7（水）、2/9（金）、2/14（水）
　　　　　午前9時～午後5時まで
　　　　　2/10（土）
　　　　　午前9時～正午まで
　　　　　2/13（火）
　　　　　午後1時～午後5時まで
　　　　　羽鳥ふれあいセンターへ参加費を添え
　　　　　てお申込みください。　　
問い合わせ　羽鳥ふれあいセンター
　　　　　☎４６－４７４８

霞ヶ浦の冬鳥を観察しよう！霞ヶ浦の冬鳥を観察しよう！霞ヶ浦の冬鳥を観察しよう！霞ヶ浦の冬鳥を観察しよう！
　霞ヶ浦は冬鳥の宝庫です。玉里文化センター付
近の霞ヶ浦湖岸で冬越ししている水鳥や林の中の
鳥を観察します。双眼鏡がなくても、フィールドス
コープで見ることができます。

と　　 き　2月25日（日）　※雨天中止
と  こ  ろ　玉里文化センター付近の霞ヶ浦
日　　程　美野里公民館前集合　午前8時10分
　　　　　（玉里文化センターまでは市バスで移動します）
　　　　　　玉里文化センター駐車場集合　午前9時
　　　　　美野里公民館解散　午後12時30分
持  ち  物　水筒、双眼鏡（持っている方）
参  加  費　無料
対 象 者　市民ならどなたでも。ただし小学校低学
　　　　　年までは保護者同伴。
主　　催　美野里生物の会
申込期限　2月15日までに下記に電話でお申込み
　　　　　ください。
申込み・問い合わせ　大地　☎４６－０１１０
　　　　　矢口　☎４６－３３４５

親子で和菓子作り教室親子で和菓子作り教室親子で和菓子作り教室親子で和菓子作り教室
　親子で春の和菓子をつくってみませんか？

と　　 き　2月17日（土）　午前10時～正午
と  こ  ろ　羽鳥公民館
講　　師　高橋　義彦　先生
参  加  費　親子で1,200円
募集人員　親子で20組（先着順）
申  込  み　2/8(木)、2/12(月)　
　　　　　午前9時～午後5時まで
　　　　　2/10(土)、2/13(火)
　　　　　午前9時～正午まで
　　　　  羽鳥公民館へ参加費を添えてお申込み
　　　　　ください。
持  ち  物　エプロン、三角巾、筆記用具
問い合わせ　羽鳥公民館
　　　　　☎４６－１５１９

　小美玉市がある霞ヶ浦沿岸は、日本でも有数の大型貝塚が密集し、
縄文時代、貝塚文化ともよべる独特の文化が発達しました。しかしそ
の後、衰退の一途をたどっていきます。いかに霞ヶ浦の貝塚文化が衰
えていき、その後の弥生時代、人間がどのように生活を復興させていっ
たのかを考える展示です。ぜひ、皆様のご来館をお待ちしております。

期　　間　3月11日（日）まで
と  こ  ろ　第1会場　玉里史料館  テーマ「消え行く貝塚文化」
　　　　　第2会場　小川資料館  テーマ「農耕社会の誕生」
記念行事
①記念講演会1　「関東地方における農耕社会の成立と特色」
　講　　師　小倉淳一氏（法政大学専任講師）
　と　　 き　2月25日（日）　午後2時
　と  こ  ろ　小川公民館
②記念講演会2　「弥生文化成立前夜の東関東―縄文貝食民と弥生再葬墓の世界―」
　講　　師　小林青樹氏（國學院大學栃木短期大學助教授）
　と　　 き　3月4日(日)
　と  こ  ろ　玉里総合文化センター
③貝塚探訪　2月18日（日）
　　　　　　午前9時から（午後2時ころ終了予定）
　集合場所　玉里総合文化センター
　　　　　　※市内の主だった貝塚遺跡を探訪して歩きます。2月
　　　　　　　　　　2日までに玉里史料館まで電話、ファックス等で住
　　　　　　　　　　所、氏名、電話番号を添えてお申込みください。
④展示解説会　3月11日（日）
　　　　　　玉里史料館　午前11時から
　　　　　　小川資料館　午後1時30分から
　　　　　　※学芸員が本参考展示の見どころを案内します。
問い合わせ　　玉里史料館　☎　２６－９１１１
　　　　　　　　　　　　FAX２６－９２６１
　　　　　　小川資料館　☎　５８－５８２８
　　　　　　　　　　　　FAX３７－１３７１

手作り講座

縄文の闇、弥生の光縄文の闇、弥生の光縄文の闇、弥生の光縄文の闇、弥生の光

平成18年度参考展示

自然観察教室

手作り講座

2月・3月のおはなし会2月・3月のおはなし会

■ ■ ■

家庭で出来るお手軽マッサージ家庭で出来るお手軽マッサージ
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　　　　　デコクラフト（粘土）で
お部屋にアクセント

霞ヶ浦の冬鳥を観察しよう！

親子で和菓子作り教室

縄文の闇、弥生の光

Library information

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

2月・3月のおはなし会2月・3月のおはなし会2月・3月のおはなし会2月・3月のおはなし会

・  2月10日（土） 午前10時30分～
・  2月24日（土） 午前10時30分～ 
・  3月10日（土） 午前10時30分～ 
・  3月24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
玉里総合文化センター　１階　和室

・  2月 3 日（土） 午前10時30分～
・  3月10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　和室

・  2月24日（土） 午前11時～
・  3月24日（土） 午前11時～

　誰にでも手軽に簡単に出来るマッサージの方法、1日の疲れを回復するお風呂上りの全身ストレッチ
を学びましょう！

と　　 き　2月25日（日）　午前10時～正午

と  こ  ろ　農村環境改善センター

講　　師　小村　和博　先生

参  加  費　無料

募集人員　15名（先着順）

申 込 み　2/13（火）、2/17（土）、2/20（火）
　　　　 午前9時～正午まで
　　　　 2/14（水）、2/16（金）、2/21（水）
　　　　 午前9時～午後5時まで
　　　　 　農村環境改善センター窓口へ直接お申込みください。
　　　　　※電話やファックス、メール等での申込みは受付しま
　　　　　　　せんのでご了承ください。
問い合わせ　農村環境改善センター
　　　　 ☎４９－１０１１

開館
時間

3　月
日 月 火 水 木 金 土

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

2　月
日 月 火 水 木 金 土

7

14

21

28

1

8

15

22

2

9

16

23

3

10

17

24

6

13

20

27

＊■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。

5

12

19

26

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

4

11

18

25

家庭で出来るお手軽マッサージ家庭で出来るお手軽マッサージ家庭で出来るお手軽マッサージ家庭で出来るお手軽マッサージ
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①小 川 会 場 …小川総合支所 裏側の建物1階
　　　　　　　　　※ 旧 小川町役場 裏側の建物1階（旧 水道課・下水道課があった場所）

②美野里会場 … 美野里公民館2階会議室
　　　　　　　　　※ 旧 美野里町公民館の　2階会議室

③玉 里 会 場 … 玉里総合支所 1階玄関ロビー
　　　　　　　　　※旧 玉里村役場 １階の玄関ロビー

①給与所得者の方で、年末調整が済んでいない方
②農業・営業・不動産の所得がある方
③土地や建物を売却した方
④医療費控除を受ける方
⑤一時所得や雑所得があった方
⑥一定のローンでマイホームを新・増築 又は 購入された方（住宅借入金等特別控除）

◆ 小川会場は前回までの小川文化センターから、上記の場所へ変更となりました。
◆ 美野里会場は前回までの庁舎２階の会議室から、上記の場所へ変更となりました。
　 また、美野里地区の羽鳥公民館会場は廃止となりました。

◆ 申告書の通知がなくても所得の内容やその年の状況で、住民税や所得税の申告が
　 必要な場合があります。ご不明な場合は別途お問い合わせください。

　例年実施しております住民税の申告と所得税の申告については下記のとおり開催します。
　なお、開催期間の『午前の受付』は各会場とも来場者が集中するため大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなる
ことが予想されますのであらかじめご了承ください。

1. 実　施　場　所

① 2月16日（金）～3月15日（木）の平日

　 ※2月17日（土）および2月25日（日）は通常通り実施します。

② 受付時間 … 午前8時30分～午後4時

　 ※3月2日(金)と3月9日(金)に限って、午後の受付時間を午後7時まで延長します。
　 ※申告会場内の警備の都合上、早朝から特に開場し受付を開始することはしません。

③ 相談時間…【午前の相談】 午前9時から開始し、11時までに受付した方が終了するまで
　 　　　　　【午後の相談】 午後1時から開始し、 4 時までに受付した方が終了するまで

　 ※3月2日(金)と3月9日(金)は、午後の相談を午後7時までに受付した方の終了までとします。
　 ※ 午前11時までに受付をされた方でも、当日の混雑状況により午後の相談となる場合があります。

2. 実　施　期　間

3. 申告が必要な方（例）

※ 各会場とも共通

※ 小美玉市内 3箇所 で実施

平成１８年分の住民税・所得税の申告がはじまります 平成１８年分の住民税・所得税の申告がはじまります 平成１８年分の住民税・所得税の申告がはじまります 
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平成１８年分の住民税・所得税の申告がはじまります 

① 玉里地区の方については、税務署の管轄が土浦税務署から水戸税務署へ変更になりました。
　 このため、税務署で申告相談される方は水戸税務署が開設する署外会場（茨城県職業人材育成センター）でお
　願いします。

② 事業所得者（農業・営業・不動産）の方については、あらかじめ収入と支出の内訳を費目ごとに集計し『収支内
　 訳書』へ記載したうえで、申告されますようお願いします。

③ この申告内容が平成19年度の市県民税や国保税等の算定基礎となりますので収入が無かった方も申告されま
　 すようお願いします。

④ 申告会場の場所や休日の開催方法など、これまでとは一部違いがありますのでご注意ください。

印鑑・給与、年金源泉徴収票・支払証明書・国民年金保険料領収書・生命保険料及び損害保険料
控除証明書・口座番号がわかるもの・医療費控除を受ける場合は病院や薬局等の領収書など

上記『主なもの』のほか、事業の収入と支出がわかるものなど

上記『主なもの』のほか、建物の登記簿謄本・住民票抄本・年末残高証明書・業者との契約書
（ケースによりご用意いただく書類に違いがありますので不明な場合は事前にお問い合わせ下さい。）

主　な　も　の

※  事業所得者

　  住宅借入金等
※
　  特 別 控 除

※ 下記はあくまで一例です。申告の内容により違いがあります4. 持参いただくもの

5. そ　の　他

①住民税の申告、一般的な所得税の申告についてのお問い合わせ先は…
　小美玉市役所　税務課 市民税係
　　☎４８－１１１１　内線1124・1123

②所得税、消費税、贈与税の申告全般についてのお問い合わせ先は…
　水戸市北見町１－１７　水  戸  税  務  署
　　☎０２９－２３１－４２１１

6. 申告に関する問い合わせ

7. 実施の詳細について ◆ 申告会場の場所や休日の開催方法など、これまでとは一部違いがありますのでご注意ください。

会   場   名

場　   　所

受付の期間

受付の時間

相談の時間

受付の内容

茨城県職業人材育成センター小川総合支所 裏側の建物1階 玉里総合支所１階玄関ロビー美野里公民館２階会議室

水戸税務署玉里会場美野里会場小川会場

2月16日～3月15日の平日 
※ ただし、2/17（土）および 2/25（日）は平常通り開催します

2月1日～3月15日の平日
※但し、2/18・2/25の日曜は開催

午前9時～午後4時

時間内に受付を
した方の終了まで

◆ 全ての所得税申告
◆ 消費税申告
◆ 贈与税申告

午前8時30分～午後4時 
※ただし、3/２（金）と ３/９（金）に限って 『午後の受付』 を午後7時まで延長します

《午前の相談時間》　午前9時から相談を開始し、11時までに受付をした方が終了するまで
《午後の相談時間》　午後1時から相談を開始し、４時までに受付をした方が終了するまで
※ただし、3/2（金） と 3/9（金）の 『午後の相談』 は午後7時までに受付をした方が終了するまで

◆ 全ての住民税申告
◆ 一般的な所得税申告
　（白色の 農・工・商 事業者や不動産所得がある申告、還付申告全般）
※消費税申告と贈与税申告は、市の3会場では受付できませんので水戸税務署で申告願います
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立延・中根・下田・宮田
 稲荷坪・野田本田・新林

下吉影宿・荒地・本田・貝谷・南原
古新田・百里自営・開拓・清水頭

本田町・中田宿・大町・川岸
橋向・横町・坂下

羽木上・幡谷・山野・田中台
小川ニュータウン
地区指定なし

※受付時間を午後7時まで延長
地区指定なし

※受付時間を午後7時まで延長
地区指定なし

※受付時間を午後7時まで延長

地区指定なし
※受付時間を午後7時まで延長

地区指定なし
※受付時間を午後7時まで延長

地区指定なし
※受付時間を午後7時まで延長

与沢・倉数川前
倉数川向・与沢百里

上鶴田・下鶴田
竹原下郷・中野谷

野田古新田・隠谷・鷺沼
伏沼・世楽

堅倉・仲丸・大曲・西明地

金谷久保・脇山・高場

駅前・旭・市営住宅・花館

十二所・大谷・中峰

東平・羽刈前・羽鳥

小岩戸・先後・張星

竹原・小曽納・中台

上馬場・竹原中郷
希望ヶ丘・花野井

西郷地・清風台・橋場美

上小岩戸・部室・納場・寺崎

羽刈・北浦・五万堀

江戸・江戸住宅・大笹

柴高・長砂・三箇・高田・手堤

佐才・上吉影

外之内・川戸・山川

飯前・前原・上合・前野

坂上・二本松・下馬場・小塙

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

下玉里・川中子

下玉里・川中子

高崎

高崎

栗又四ケ・東田中

栗又四ケ・東田中

栗又四ケ・東田中

栗又四ケ・東田中

田木谷

田木谷

上玉里

上玉里

上玉里

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

会   場   名

場　   　所

2月16日

2月17日

2月18日

2月19日

2月20日

2月21日

2月22日

2月23日

2月24日

2月25日

2月26日

2月27日

2月28日

3月  1日

3月  2日

3月  3日

3月  4日

3月  5日

3月  6日

3月  7日

3月  8日

3月  9日

3月10日

3月11日

3月12日

3月13日

3月14日

3月15日

閉　　場

閉　　場 閉　　場 閉　　場

閉　　場 閉　　場 閉　　場

閉　　場 閉　　場 閉　　場

閉　　場 閉　　場 閉　　場

閉　　場 閉　　場 閉　　場

閉　　場 閉　　場 閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

閉　　場

茨城県職業人材育成センター小川総合支所 裏側の建物1階 玉里総合支所１階玄関ロビー美野里公民館２階会議室

地区指定なし

 

 

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

 

通常通り受付（地区指定なし）

 地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

 

 

 地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

 

 

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

地区指定なし

水戸税務署玉里会場美野里会場小川会場

8. 地区の指定日について ◆ 申告会場の場所や休日の開催方法など、これまでとは一部違いがありますのでご注意ください。

通常通り受付（地区指定なし）

通常通り受付（地区指定なし） 通常通り受付（地区指定なし） 通常通り受付（地区指定なし）

通常通り受付（地区指定なし） 通常通り受付（地区指定なし） 通常通り受付（地区指定なし）

バス停
市民プール入口

水戸税務署からのお知らせ



平成 19年 1月 25日　お知らせ版 11

茨城新聞社

茨城県庁三の丸庁舎

中央郵便局

LIVIN

至笠間

至土浦 至大洗

至土浦 至日立JR常磐線
JR水戸駅

いばらき就職支援センター

変電所

三の丸
ホテル

那　珂　川

税務署

JR水郡線JR常陸青柳駅踏切市場

至　　号

市民プール
体　育　館

水府橋

至　　号

バス停バス停
市民プール入口市民プール入口
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育成センター（ ）349
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申告は自宅やオフィスからインターネットを利用して申告できるe-Taxで !
　「国税電子申告・納税システム（e－Tax）を使用すれば、申告会場や金融機関に直接行かなくても、申告・
納税ができます。（そのための手続きが必要になります。）
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して、簡単に申告データを作成することができます。
　利用開始のための手続きやe－Taxソフトに関する質問については、e－Taxホームページまたはヘルプデスクへ。

申告書の作成は便利なホームページで !
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、所得税の確定申告書、青色申告決算書・収支

内訳書や消費税等の確定申告書が作成できます。このコーナーで作成した申告書などはプリントアウトし、

添付書類と併せてそのまま提出できます。ぜひご利用ください。

【交通機関のご案内】
○JR常磐線　「水戸駅北口」から徒歩20分

○JR水郡線　「常陸青柳駅」から徒歩5分

○バ　　ス　「水戸駅北口②番バス停のり場」から
　　　　　　「市民プール入口」下車　徒歩6分

　ヘルプデスクのご利用時間については、今後変更する場合もありますので事前にe－Taxホームページで
確認してください。

国税庁ホームページのアドレス　　http://www.e-Tax.nta.go.jp

国税庁ホームページのアドレス　　http://www.nta.go.jp

　毎年、期限間近になりますと窓口は大変混雑しますので、申告書はご自分で記載し、お早めに郵送等により
水戸税務署（〒310－8666水戸市北見町1－17）までご提出ください。

○水戸税務署及び大町会場（県住宅供給公社内）は開設しませんので、ご注意ください。

水戸税務署からのお知らせ水戸税務署からのお知らせ水戸税務署からのお知らせ

ヘルプデスク電話番号　　☎０５７０－０１５９０１　利用時間：平日　午前９時～午後５時
e　こ　く   ぜ    い

申告会場のご案内申告会場のご案内申告会場のご案内

申告会場案内図

2月1日からは 茨城県職業人材育成センター
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　県政モニター制度は、広く県民の皆さんのご提案やご意見を組織的・継続的にお聞きし、県の行政施策
の企画・立案・実施の参考にしようとするものです。
　一県民としての自由な立場から、県政に対して率直なご意見やご提言をお寄せください。

活動の内容　（1）県政について自由な意見や提案を通信用紙または電子メールにより提出
　　　　　　（2）アンケート調査への協力
　　　　　　（3）モニター会議への出席（年2回）
　　　　　　（4）施設見学会への参加（年1回）
　　　　　　　　※各県政モニターへは、県民グラフ誌「フォトいばらき」等を郵送します。
　　　　　　　　※会議等に出席された際には、交通費相当額を県で負担しますが、意見の提出や、アン
　　　　　　　　　ケート調査協力に対する謝礼は有りません。

任　　期　２年間 （平成19年委嘱の日から平成21年3月末日迄）
募集人員　50名
応募資格　（1）県内にお住まいの20歳以上の方
　　　　　（2）公務員、地方公共団体の議会の議員でない方
　　　　　（3）国・市町村のモニター及びインターネットモニターと兼務にならない方
　　　　　（4）過去５年間に県政モニターを経験していない方

選　　考　応募用紙の記載内容を参考に選考し、４月上旬までに通知します。
応募方法・締切　「県政モニター応募用紙」に所定事項を記入のうえ、下記あてに郵送・FAX・電子メール・
　　　　　　　   電子申請のいずれかの方法で応募してください。
　　　　　　　   応募用紙は、県のホームページからもダウンロードできます。

応募締切　2月28日（水）　（当日消印有効）
応募先　〒310-8555　水戸市笠原町978番の6
　　　　　茨城県広報広聴課　県政モニター担当　宛　
　　　　　　FAX０２９－３０１－２１６８　Ｅメール koho2@pref.ibaraki.lg.jp

業務内容　①アンケートの回答②意見・要望等の報告③研修会等への出席
募集人員　県内で23名　※結果は4月上旬頃に本人に通知
任　　期　依頼日～平成20年3月31日
応募資格　①20歳以上②国、地方公共団体の議員または職員以外③他の食生活モニター予定なし　　
　　　　　④原則として平成18年度食料品消費モニターでない方
謝　　金　謝礼あり（金額未定）
応募締切　2月28日（水） （当日消印有効）
応募方法　往復はがきまたはメールにて①郵便番号②住所③氏名④年齢（平成19年4月1日時点）⑤性別
　　　　　⑥職業⑦電話番号⑧簡単な応募動機を記載して応募してください。
応  募  先　〒310-0061　水戸市北見町1－9
　　　　　　茨城県農政事務所　消費生活課　消費経済係　　
　　　　　　　Ｅメール monitor_shousei@kanto.maff.go.jp

平成19年度  県政モニター募集！平成19年度  県政モニター募集！平成19年度  県政モニター募集！

平成19年度  食料品消費モニター募集！平成19年度  食料品消費モニター募集！平成19年度  食料品消費モニター募集！

県広報広聴課    ☎029-301-2123（直通）
県北地方総合事務所県民生活課 ☎029-225-2490（直通）【問い合わせ】

茨城農政事務所　消費生活課　消費経済係　☎０２９－２２１－２１８５【問い合わせ】

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

と　　き　2月24日（土）午後1時30分開演
と  こ  ろ　ひたちなか市文化会館　大ホール
　　　　  ひたちなか市青葉町1丁目1番
出　　演　茨城県警察音楽隊
　　　　　茨城県警察カラーガード隊
演奏予定曲等　○刑事ドラマ  テーマ集
　　　　　○ラプソディー  イン  ブルー
　　　　　○ディズニー  メドレー
　　　　　○ふれあいコーナー　　　　ほか

○屋外設置式のガス機器であれば、一酸化炭素中毒による死亡事故を予防することができます。 
　屋外設置式のガス機器や安全機能（不完全燃焼防止機能）が付いているガス機器であれば、
　一酸化炭素中毒による死亡事故を予防することができますので、取替をおすすめします。
　詳しくは、メーカーまたはご利用のガス会社・LPガス販売店までお問い合わせください。
　また、ガス警報器を設置すると事故防止により効果的です。

経　済　産　業　省
原子力安全・保安院
http:///www.meti.go.jp/ 

お ま わ り さ ん の コ ン サ ー ト

ガス事故を防ぐための注意事項

　県では、女性の方を対象に生き方や働き方を考えるセミナーを開催します。
　皆さんの積極的なご参加をお待ちしています。

と　　き　2月17日（土）　午後1時30分～3時
と  こ  ろ　つくば国際会議場
内　　容　テーマ  仕事探しのヒントと面接のポイント
講　　師　就職ジャーナリスト　岡本　武史氏
　　　　※講演終了後、希望者を対象にジョブカフェいばらきによる
　　　　　キャリアカウンセリングを行います。
申込方法　電話またはファックスで2月15日までに申込んでください。
申込み・問い合わせ　県女性青少年課　☎　０２９－３０１－２１７８
　　　　　　　　　　　　  FAX０２９－３０１－２１８９

女性のための生き方・働き方セミナー
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平成19年度  県政モニター募集！

平成19年度  食料品消費モニター募集！

県や国等のお知らせ
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　　　　  ひたちなか市青葉町1丁目1番
出　　演　茨城県警察音楽隊
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演奏予定曲等　○刑事ドラマ  テーマ集
　　　　　○ラプソディー  イン  ブルー
　　　　　○ディズニー  メドレー
　　　　　○ふれあいコーナー　　　　ほか
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　　　　　○ラプソディー  イン  ブルー
　　　　　○ディズニー  メドレー
　　　　　○ふれあいコーナー　　　　ほか

入 場 料　無料
駐 車 場　駐車場に駐車できる台数には限りがありますので、
　　　　　できるだけ公共交通機関をご利用ください。
問い合わせ　県警察本部総務課広報広聴室音楽隊係
　　　　　　☎０２９－３０１－０１１０
　　　　　　内線2525
　　　　　県警察音楽隊
　　　　　　☎０２９－３０１－７０１８

　ガスによる死亡事故の大半は、ガス機器から発生した排気に含まれている一酸化炭素によるものです。一酸化炭
素は毒性が強く、わずかな量でも死に至ることがありますが、日頃からの注意により、事故を防ぐこともできます。

○ガス機器をご使用の際は、「換気扇をまわす」「窓を開ける」など、換気に気を付けましょう。 
　ガスが燃えるには、外からの空気が必要です。
　換気をしない場合、一酸化炭素中毒により死に至る可能性があります。
　換気不足により、最近10年間で、死亡事故を含む64件の事故が発生しています。

○煙突（排気筒）のついたガス機器をご使用の場合、煙突が外れることにより、死亡事故に至る可能性があります。 
　一酸化炭素を含んだ排気が漏れて、中毒により死に至る可能性があります。
　煙突のはずれなどにより、最近10年間で、死亡事故を含む26件の事故が発生しています。
　煙突がはずれていないかなど、日頃からご自身で確認しましょう。

・外れていないか
・穴が空いていないか
・グラグラ動かないか

・鳥の巣や落葉などで
  詰まっていないか

・強風や大雪のあとは、
  はずれ、壊れがないか

○屋外設置式のガス機器であれば、一酸化炭素中毒による死亡事故を予防することができます。 
　屋外設置式のガス機器や安全機能（不完全燃焼防止機能）が付いているガス機器であれば、
　一酸化炭素中毒による死亡事故を予防することができますので、取替をおすすめします。
　詳しくは、メーカーまたはご利用のガス会社・LPガス販売店までお問い合わせください。
　また、ガス警報器を設置すると事故防止により効果的です。
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お ま わ り さ ん の コ ン サ ー トお ま わ り さ ん の コ ン サ ー トお ま わ り さ ん の コ ン サ ー ト

ガス事故を防ぐための注意事項ガス事故を防ぐための注意事項ガス事故を防ぐための注意事項

（第28回茨城県警察音楽隊定期演奏会)

　県では、女性の方を対象に生き方や働き方を考えるセミナーを開催します。
　皆さんの積極的なご参加をお待ちしています。

と　　き　2月17日（土）　午後1時30分～3時
と  こ  ろ　つくば国際会議場
内　　容　テーマ  仕事探しのヒントと面接のポイント
講　　師　就職ジャーナリスト　岡本　武史氏
　　　　※講演終了後、希望者を対象にジョブカフェいばらきによる
　　　　　キャリアカウンセリングを行います。
申込方法　電話またはファックスで2月15日までに申込んでください。
申込み・問い合わせ　県女性青少年課　☎　０２９－３０１－２１７８
　　　　　　　　　　　　  FAX０２９－３０１－２１８９
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女性のための生き方・働き方セミナー女性のための生き方・働き方セミナー女性のための生き方・働き方セミナー

～ガスをご利用の皆様へ～
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　新たに電話を設置したい方に、茨城県水戸県税事務所
では県税滞納により差し押さえた電話加入権を、一般の
方も参加できる一般競争入札により公売します。

入札日時　2月28日　午前10時～
　　　　　※参加者は9時45分までにお集まりください
入札場所　水戸合同庁舎４階会議室（水戸市柵町1丁目3番1号）
持参するもの　印鑑、身分を証明できる物、代金（即納となります）
　　　　　　※代理人は委任状が必要です
　　　　　　※公売物件の有無を、入札前日までに問い
　　　　　　　合わせください。

　　水戸県税事務所　収税第1課
　　　☎029－221－6605

電話加入権の公売
　1人でも多くの障害を持つ方々の就職と企業における雇用の
促進を目的として、下記により就職面接会を開催します。
　就職を希望される障害をお持ちの方、障害者の採用を予定さ
れる企業の参加をお待ちしています。

◆土浦会場
　2月  8日　午後1時～　土浦京成ホテル
◆水戸会場
　2月14日　午後1時～　ホテルレイクビュー水戸

　　ハローワーク石岡（石岡公共職業安定所）
　　　☎26－8141　FAX26－8143

障害者就職面接会

　植木仕事を修得して就職等を希望する高齢者を対象
に講習会を実施します。

期　　間　3月5日（月）～3月9日（金）全5日間
　　　　　午前9時から午後4時
と  こ  ろ　シルバー人材センター会議室
実技会場　常陸風土記の丘　
対  象  者　植木仕事を希望する60歳～64歳の方
定　　員　25名（希望者多数の場合、書類選考）
受  講  料　無料
申込方法　所定の申込書を提出。
申込締切　2月23日まで

　　石岡地方広域シルバー人材センター
　　　☎23－3399

植木剪定技能講習会

問

問

問

と　　 き　２月21日（水） 午前9時30分～午後3時 
集合場所　土浦市永井　県立中央青年の家駐車場（小雨決行） 
受　　付　午前9時30分（時間厳守） 
定　　員　100名 
対  象  者   おおむね50歳から70歳代までの方 
参  加  費　100円　当日受付時にいただきます。 
申込方法　往復はがき又は封書で朝日峠ハイキング参加
　　　　　希望、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号
　　　　　を記入し、返信用にはご自分の郵便番号、住
　　　　　所、氏名を記入してください。
　　　　　（1枚のはがきで3名まで申込みできます。）
主　　催　県南地域高齢者はつらつ百人委員会 
協　　賛　ねんりんピック2007茨城実行委員会 
　　 　　　 〒300-0845  土浦市乙戸南1－24－ 24 
    　　県南地域はつらつ百人委員会   石倉
　　　　☎&FAX029－842－8575 

朝日峠展望公園と小町の里ハイキング

問申

問申

　毎日通学できない方でも学べる通信制（単位制）！
　幅広い年代の方が学んでいます。お気軽にお問い合わせください。

受付期間　一般入学　3月15日～3月28日
　　　　　編・転入学　2月16日～2月23日
        　　  ※土曜、日曜、祝日を除く午前9時から午後5時まで

　　県立水戸南高等学校
　　　〒310-0804　水戸市白梅2－10－10
　　　　☎029－247－4284
　　　　http://www.mitominami-h.ed.jp/

水戸南高等学校通信制課程　生徒募集

問

　募集訓練科  定員 訓練期間
　機械技術科  5名 2年
　コンピュータ制御科 4名 2年

応募資格　高卒者（卒業見込みを含む）またはこれと同等
　　　　　以上の学力を有する者
受付期間　3月22日まで　※定員になり次第終了

　　県立土浦産業技術専門学院
　　　〒300-0849　土浦市中村西根番外50
　　　　☎029－841－3551

土浦産業技術専門学院　学院生<随時>募集

問

と　　 き　2月24日（土）午後1時～午後4時
と  こ  ろ　「茨城県立健康プラザ」水戸市笠原町993-2
対　　象　小児心疾患
定　　員　16組（定員になり次第締切り）
内　　容　筑波大学附属病院及び茨城県立こども病院
　　　　　医師による個別相談会
　　　　　1組20分　＊要予約
申込締切　2月22日（木）午後5時まで

　　　県難病相談・支援センター
　　　　　☎029－853－3610

小児心疾患個別相談会

地震発生！そのときどうしますか？
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連
絡
先

※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18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

12月中 累　計

8

161

103

23

17

18

37

1,847

1,117

291

202

237

急　　病

交通事故

一般負傷

そ  の  他

集合住宅/エレベーター
　●ドアや窓を開けて避難口を確保する。
　●避難にエレベーターは絶対使わない。炎に巻き込まれないように階段を使って避難する。

スーパー・デパート
　●かばんなどで頭を保護し、ショーウィンドーや商品などから離れる。柱や窓ぎわに身を寄せ、係員の指示を
　　聞き落ち着いた行動を。

家の中
　●揺れを感じたら、テーブルなどの下に隠れ、身を守る（余裕があれば、手近の座布団などで頭を保護する）。
　●火の始末はすみやかに（コンセントやブレーカー、ガスの元栓の処置も忘れずに）。

劇場・ホール
　●かばんなどで頭を保護し、座席の間に身を隠し、係員指示を聞く。慌てず冷静な行動を。

車を運転中
　●ハンドルをしっかりと握り、除々にスピードを落とし、道路の左側に止めエンジンを切る。揺れがおさまるま
　　で冷静に周囲の状況を確認して、カーラジオで情報を収集する。
　●避難が必要なときは、キーを付けたままドアロックもしない。
　　車検証などの貴重品を忘れずに持ち出し、徒歩で避難。

海岸付近
　●地震を感じたら、直ちに高台へ避難し津波情報をよく聞く。
　　注意報・警報が解除されるまで海岸に近づかない。

路　上
　●その場に立ち止まらず、窓ガラスや看板などの落下物から頭をかばんなどで保護して、空き地や公園などに避難する。
　●ブロック塀や自動販売機などに近づかない。
　●倒れそうな電柱や垂れ下がった電線に注意する。
　●近くに空き地などがない場合は、周囲の状況を冷静に判断して、建物から離れた安全性の高い場所へ移動する。

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】

屋内編

屋外編

地震発生！そのときどうしますか？地震発生！そのときどうしますか？地震発生！そのときどうしますか？
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休日診療当番医(外科)

　

【問い合わせ】

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,593人（+20）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,231人（+15）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,362人（+ 5）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,360戸（+16）

人口と世帯数 （平成19年1月1日現在）

・固定資産税　　　　　第 4 期

・国保税　　　　　　　　　第11期

・介護保険料　　　　　第 6 期

2月中におさめましょう

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）

2月18日・25日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

2月17日・18日・24日・25日
◆受付　午後７時～10時30分

休　日

夜　間

2月2月2月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分
日

18

25

 外　　　科

斉藤病院

府中クリニック

（石岡市）

（石岡市）

☎（26）2131

☎（22）2146

2 月2 月2 月

(　　）は前月比

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。

3月 7日

3月14日

3月20日

3月28日

　社会福祉協議会美野里支所（四季健康館内）
　☎３６－７３３０

※社会福祉協議会玉里本所
　☎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

午後１時～４時

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。

2月 7 日
午後1時30分～3時30分
小川保健相談センター　会議室
中島　庸夫　相談委員

2月19日
午後1時～3時
小美玉市役所1階　相談室
内田　光義　相談委員

2月21日
午前10時～正午
玉里総合支所2階　第2会議室
小出智惠子　相談委員

行 政 相 談

移動児童相談
　18歳未満のお子さまの生活に関することでお悩
みをお持ちの方は、ご相談ください。相談は無料
で、秘密は守られます。

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。
　※電話でご予約の上、おいでください。　

と　　き　3月23日（金）
　　　　　午前10時～午後3時

と  こ  ろ　四季健康館
相談担当　茨城県福祉相談センター

と　き　2月26日（月）午前10時から正午

ところ　市役所2階　応接室

秘書広聴課　市民相談係
☎48－1111　内線1212

【問い合わせ】 社会福祉課（四季健康館内）児童福祉係
☎48-0221　内線4207

【予約・問い合わせ】 秘書広聴課　市民相談係
☎48-1111　内線1212

対話の日対話の日対話の日

次回お知らせ版 3月号の発行日は 2月22日（木）です。 この広報紙は再生紙を使用し、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


