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例年、市の申告会場は混雑し、相談に来られた方がお待ちいただく状況になっています。混雑により新型コ
ロナウイルスの感染リスクが高まることを防止するため、令和 2年分所得税または令和 3年度市・県民税の申
告相談を市の会場で受ける方は、事前予約が必要となります。
　申告会場での感染防止や混雑緩和、待ち時間短縮のため、事前予約をお願いします。なお、予約のない方が
当日来場された場合、申告相談を受けることができませんので、ご理解とご協力をお願いします。
【申告会場・日程】　

※�事前予約の方法や申告相談の詳細な情報は、広報 1月号（1月 20日）や市ホームページで掲載予定です。

会場 期間（土日㊗は除く）※休日相談を1日実施 休日相談日
中央出張所（働く女性の家） 2月 10日水～ 2月 21日日 2 月 21日日
あじさい館 2月 18日木～ 3月 15日🈷 3 月 7日日
千代田庁舎 2月 24日水～ 3月 15日🈷 3 月 7日日

新型コロナウイルスの感染防止対策のため申告相談が事前予約制になります
問�税務課（千代田庁舎）

　市では、新型コロナウイルス感染症による影響がある中、子どもを出産し育児に取り組む子育て
世帯に対して、経済的な負担軽減を図り、子どもの健全な育成を支援するため、給付金を支給します。
【対象となるお子さん】
令和 2年 4月 28日から令和 3年 4月 1日までに生まれ、出生後初めての住民登録がかすみがうら市のお子さん
【給付を受ける方】
対象となるお子さんと同一世帯の父または母で、お子さんの出生日から申請日まで、引き続きかすみがうら市
に住民登録がある方 (申請日までに市外へ転出された方は給付を受けられません )
【給付金額】対象となるお子さん 1人につき 10万円 (受取方法は申請者名義の口座へ振り込み )
【申請方法】※給付を受けるには申請が必要です

❶郵送申請：申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で返送してください。
❷窓口申請：�申請者の本人確認書類(氏名・住所が記載)および申請者名義の振込先口座がわかる書類(口座番号・

口座名義人・ふりがながすべて記載 )の写しとはんこを持参し、窓口で申請してください。
※窓口：千代田窓口センター、霞ヶ浦窓口センター、中央出張所、保健センター（かすみがうらウエルネスプラザ）

新生児へ特別定額給付金を支給します
問�健康づくり増進課　☎ 029-898-2312

重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方が検査を希望する場合、費用の一部を助成します。
【対　象　者】市内に居住しかつ住民登録があり、次のいずれかに該当する方

　　　　　   ❶令和 3年 3月 31日時点で 65歳以上の方� � � � � �
❷慢性閉塞性肺疾患や慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾病などの基礎疾患のある方

　　　　　�※❶または❷に該当の場合でも、発熱などの症状や濃厚接触者など保健所による検査対象者は除く。
【申込方法】電話で申し込み　☎ 029-898-2312（健康づくり増進課）🈷～金：午前 9時～午後 5時
【申込期間】令和 3年 3月 26日金まで（定員になり次第終了）
【検査日時】1 月 12、18、25日／ 2月 1、8、15、24日／ 3月 1、8、15、22、29日：午前 9時～正午
【検査方法】受検会場（かすみがうらウエルネスプラザ内）で指定日に唾液採取�※車の場合はドライブスルー方式
【自己負担】PCR検査 3,000 円（年度内に 1回のみ）
※検査結果は４～５日後に自宅へ郵送。陽性の場合は、保健所の指導により、隔離や療養生活が必要となります。

高齢者などへの新型コロナウイルス感染症検査費用の一部を助成します
問�介護長寿課（千代田庁舎）
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市の公式観光アプリをリリース

交通事故相談所のご案内

おすすめグルメスポットやイベ
ント情報が確認でき、最新情報を
プッシュ通知でお知らせします。
市内の飲食店で利用可能なお得な
サービス付き。無料で利用できま
すので、ご活用ください。
問�観光課 (霞ヶ浦庁舎 )

交通事故の損害賠償や示談の進め方などでお困り
のことがありましたら、お気軽にご相談ください。
相談は無料です。また、事前予約制で弁護士相談

も行っています。
◆�県南地方交通事故相談所　※火曜日は閉所
　(土浦市真鍋 5-17-26　土浦合同庁舎内 )
　☎ 029-823-1123
　相談時間 (土日㊗、年末年始除く )
　平日：午前 9時～正午、午後 1時～ 4時 45分
問�茨城県生活文化課　☎ 029-301-2842

国では、マイナンバーカードの普及促進を図るた
め、カードを取得していない方を対象に、新たに交
付申請書を令和 3年 3月末までに順次送付します。
申請するには、交付申請書に写真を貼付の上、同
封の封筒で郵送または窓口へ提出してください。交
付申請書に記載されている二次元コードをスマート
フォンなどで読み取って申請することもできます。
なお、市民課では希望者に対し、写真撮影および
オンライン申請のお手伝いをしています。
【申請場所】　
市民課窓口 (千代田庁舎、霞ヶ浦庁舎、中央出張所 )
【受付時間】(土日㊗、年末年始を除く )
平日🈷～金午前 8時半～午後 5時 15分
【必要なもの】
本人確認書類 (運転免許証や健康保険証など )
※申請から出来上がるまでに約 1カ月かかります。
問�市民課（千代田庁舎）

マイナンバーカード未取得者へ再送付

通学定期券購入費の一部助成

県内や県外の大学・専修学校などに鉄道を利用し
て通学する学生の保護者を対象に、通学定期券の購
入費の一部を助成します。
【助成要件】
❶�鉄道を利用して大学院、大学、短期大学、専修学
校（予備校など正規の修業年限が 1年未満の学校
は除きます）または高等専門学校に通う学生の保
護者（申請者）であること
❷学生とその保護者が市内に住民登録があること
❸��学生の年齢が 18歳以上 30歳以下であること
【対象となる定期券】
❶�東日本旅客鉄道株式会社、その他の鉄道会社が発
行する通学定期券 (Suica 定期券、磁気定期券、
モバイル Suica 定期券、その他 ICカード定期券 )　�
❷定期券の有効期限が令和2年 4月 1日以降のもの　
【申請方法】
所定の申請書に必要事項を記入し、下記の添付書類
とはんこを持参の上、政策経営課(千代田庁舎2階)
の窓口で申請をしてください。
❶学生証の写しまたは在学証明書の写し
❷�通学定期券の写しまたは通学定期券の購入内容が
確認できる書類
❸�申請書は政策経営課窓口、市ホーム
　ページからもダウンロードできます。
問�政策経営課 (千代田庁舎 )

小規模工事等契約希望者登録の申請

市発注の小規模建設工事について、入札参加資格
審査申請をしていない事業者 (法人や個人事業主 )
が、必要書類を提出することにより、受注者決定の
ための見積り合わせの際に、指名対象となります。
なお、本登録申請は、必ずしも指名されることを
保障するものではありません。
また、令和３・４年度入札参加資格審査申請済み
の事業者は、小規模建設工事も指名対象になります。
【対象工事】
設計価格 (税込 )130万円以下の建設工事
【申請対象者】
市内に本店を有する法人または個人事業主で、入札参
加資格審査申請 (建設工事 )を申請していない事業者
【必要書類】
❶小規模工事等契約希望者登録申請書
❷市税の納税証明書（納税証明書 (その２))
❸�希望する業種を履行するために必要な資格、免許
などを証明する書類の写し

【申請受付期間】（土日㊗・入札日を除く）
2月 1日🈷～ 3月 1日🈷
午前 9時～正午、午後 1時～ 4時
※申請書類を郵送または持参してください。
【有効期限】
令和 3年 4月 1日～令和 5年 3月 31日
※以降 2年ごとに更新申請が必要になります。
問�検査管財課（千代田庁舎）

図書除菌機を設置（本館・分館）

図書館の本を安心して読んでいただくため、本館
と分館に図書除菌機を設置しました。
1度に 6冊の本を約 30秒で除菌できます。
＜使い方＞
❶�除菌室ドアを開け、本の中央部� � �
分を開き、固定のバーに掛ける
❷�除菌室のドアを閉じ、ドア上部� � �
にあるスタートボタンを押す
❸除菌が完了したら本を取り出す
問�図書館　☎ 029-897-0647

❶

❷

旧陸海軍の史料収集のお知らせ

茨城郷土部隊史料保存会では、旧陸海軍に関する
史料の収集や保存、展示を行っています。遺品や写
真などの史料をお持ちの方は、連絡をお願いします。
問�茨城郷土部隊史料保存会 ☎ 029-254-3520

コロナ差別に関する電話相談

新型コロナウイルス感染症の感染者やその家族、
最前線で命を守ってくれている医療従事者などへの
差別 (誹謗中傷、いじめ、嫌がらせ )は、絶対に行っ
てはいけません。差別は許されるものではなく、負
のスパイラルをもたらし、人を傷つけること以外何
も生み出しません。コロナ差別の加害者にならない
よう正しい知識や冷静な行動、思いやりのある行動
をしましょう。もしも、コロナ差別を受けたり、見
かけたりしたら、相談窓口までご相談ください。
◆�県民向け：特設人権相談窓口
　☎ 029-301-2613( 平日：午前 9時～午後 5時 )
◆�学校関係向け：いじめ・体罰解消サポートセンター
　☎029-823-6770(平日：午前9時～午後4時半)
問�茨城県福祉指導課　☎ 029-301-3135

ブックポストを設置

かすみがうらウエルネスプラザの玄関付近に、新
たにブックポストを設置しました。図書館で借りた
本やDVDなどを図書館に行かなくても返却できま
す。その他に図書館本館、千代田
分館、大塚児童館、中央出張所に
も設置しています。
問�図書館　☎ 029-897-0647

イベントのお知らせ

アクアワールド大洗水族館リニューアル

「癒し」「可変性」「新たな夜の魅力」をテーマに
開館以来初のリニューアル。クラゲ大水槽や新たな
VR展示、夜限定オーシャンナイトライブなど、新
しい魅力を体感してください。さあ新世海！
問�アクアワールド茨城県大洗水族館　
☎ 029-267-5151

展示会のお知らせ

徳川斉昭と弘道館・偕楽園

水戸藩 9代藩主徳川斉昭によって創設され、日
本遺産にも認定された弘道館と偕楽園は、斉昭の独
創性が発揮された、他に類を見ない施設です。斉昭
に関する資料を交えてその特色を紹介します。
開催期間　１月 31日日まで
休　館　日　�月曜日 (祝日の場合はその翌日 )、� �

年末年始 (12月 29日～ 1月 1日）
開館時間　午前９時半～午後５時
入　館　料　( ) 内は 20人以上の団体料金
�一般 350円 (290 円 )、満 70歳以上 170円 (140
円 )、大学生 180円 (140 円 )、高校生以下無料
問�茨城県立歴史館　☎�029-225-4425　

インフルエンザの感染予防
【流行前のワクチン接種】
インフルエンザワクチンは、感染後に発症す
る可能性を低減させる効果と、発症した場合の
重症化防止に有効とされています。
【外出後の手洗い】
流水やせっけんによる手洗いは、手に付いた
ウイルスを取り除く有効な方法です。アルコー
ル製剤による手指消毒も効果があります。
【適度な湿度の保持】
空気が乾燥すると、気道粘膜の防御機能が低
下し、感染症にかかりやすくなります。加湿器
などで湿度（約 60％）を保つことが効果的です。�
【十分な休養とバランスの取れた栄養摂取】
抵抗力を高めるために、十分な休養とバラン
スのとれた栄養を取ることを心掛けましょう。
【人混みへの外出を控える】
流行時期は人混みへの外出を控え、やむを得
ず外出する際は、マスクを着用しましょう。
問�健康づくり増進課�☎ 029-898-2312

～健康コラム～

詳細はこちら→



～まちのわだい～ ～新型コロナウイルス情報～

KSC なかよしスポーツクラブ所属「スポーツ鬼
ごっこアンダー 9（低学年）」が、10 月 25 日開催
の茨城県大会で 2位の成績を収め、11月 22 日開
催の全国大会出場 ( 成田市 ) への切符を勝ち取りま
した。しかし、茨城県内の新型コロナウイルスの急
速な感染拡大を受け、チームスタッフや子どもたち
との協議を重ねた結果、苦渋の決断でしたが、全国
大会への出場を「辞退」しました。
「今は気持ちを新たに、次の全国大会に出場でき
るよう、チーム一丸となってより一層練習を頑張っ
ています」とチームスタッフが話してくれました。

12月 3日、霞台厚生施設組合新広域ごみ処理施
設「霞台クリーンセンターみらい」(小美玉市高崎 )
で「火入れ式」が開催されました。
焼却施設が完成したことから、炉に火を入れ、運
転期間中の安全を祈願するために行われました。
今後は、市民の皆さんの安全と良好な生活環境に
配慮した施設運営を行うため、令和３年３月 15日
🈷の本格稼働に向けて試運転が行われます。

ホームページ
環境にやさしい
植物油インキ使用

広 報 誌 を
アプリで読む

「スポーツ鬼ごっこ」全国大会出場を獲得し
たが、感染拡大を受け出場を辞退

新広域ごみ処理施設で「火入れ式」開催 新型コロナウイルス感染症情報

【子育て世帯を支援】
▶ひとり親世帯臨時特別給付金
�　�　ひとり親世帯を支援するため、臨時特別給付金
を支給します。対象者により、申請が必要になる
場合があります。
　申請期限：３月１日🈷
　問�子ども家庭課（千代田庁舎）
【事業者を支援】
▶「新しい生活様式」に対応した事業者支援
�　�　感染予防対策に係る施設整備費やＥＣサイト構
築費用などに対し、上限 20万円（補助率４分の
３）の補助を行い、「新しい生活様式」の構築を支
援します。
　申請期限：２月 26日金
　問�地域未来投資推進課（千代田庁舎）
▶かすみがうら市事業継続給付金
�　�　売り上げが前年同月比で 30％以上 50％未満
減少している市内事業者に対し、国の持続化給付
金を受けている（申請予定含む）方を除き、一律
20万円を支給します。
　申請期限：１月 15日金
　問�地域未来投資推進課（千代田庁舎）
▶固定資産税の軽減
�　�　厳しい経営環境に直面している中小企業者など
を対象に、令和３年度の事業用家屋と償却資産に
係る固定資産税を軽減します。
　申請期限：2月１日🈷
　問�税務課（千代田庁舎）
【感染症予防対策】
▶非接触検温検知器の設置
　�　市では、市民の皆さんが安心して市役所にお越
しいただけるよう、非接触検温検知器を 1月中
に設置します。カメラの前に立つと数秒で測定し、
モニターに表示されます。
　赤色：37.5 度以上　緑色：37.5 度未満
▶いばらきアマビエちゃんの登録
　�　ガイドラインに沿って感染防止に取り組んでい
る事業者を応援するとともに、陽性者が発生した
場合に、その陽性者と接触した可能性がある方に
対して注意喚起の連絡をすることで、感染拡大の
防止を図ることを目的としたシステムです。
　�　登録で感染拡大の防止にご協力ください。

生活支援情報
ホームページ

事業支援情報
ホームページ
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