
～ Information ～

県民交通災害共済は、加入者が交通事故により災
害に遭われた場合に、治療実日数に応じた共済見舞
金を支払う相互共済制度です。万が一の交通事故に
備え、ご家族みんなで加入しましょう。
対 象 者：本市に住民登録されている方
年 会 費：�900 円（中学生以下 500円）�

※ �9月30日以降に申し込まれた場合は、
半額となります。

共済期間：�令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31日
※ �4 月 1 日以降の加入は、申込日の翌
日から 3月 31日までとなります。

申込方法：�会費を持参の上、千代田窓口センター、
生活環境課（霞ヶ浦庁舎）、中央出張所で
お申し込みください。

　　　　※�午前 8時半～午後 5時 15分�
（土、日、㊗を除く )

※�詳細は市ホームページをご覧ください。
問��生活環境課 (霞ヶ浦庁舎 )

｢県民交通災害共済｣加入受け付けの開始

お知らせと情報

くらしのお知らせ

【市民生活を支援】
▶かすみエールプレミアム商品券
��　市内の対象店舗で使用できる「かすみエール
プレミアム商品券」の使用期限は、3月 14日日
です。期限内に使用をお願いします。
※�使用期限が「令和 2年 12 月 31 日」と記載さ
れたプレミアム商品券 ( 第 1弾 ) についても、
3月 14日日まで使用できます。
※�商品券の使用可能な店舗はホーム
ページをご確認ください。

　問�地域未来投資推進課（千代田庁舎）
【子育て世帯を支援】
▶かすみがうら市新生児特別定額給付金
��　子どもを出産し、育児に取り組む子育て世帯に
対して、子どもの健全な育成の応援と経済的な負
担軽減を図るため、1人につき、10万円を支給
します。
対象者：�令和 2年 4月 28日～�

令和 3年 4月 1日生まれの方
問�健康づくり増進課☎029-898-2312
▶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）
【感染症予防対策】
▶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共に、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。
▶発熱などの症状がある方は
�　かかりつけ医などの身近な医療機関に電話連絡
をした上、受診してください。かかりつけ医など
がいない場合は、受診・相談センターにご相談く
ださい。
茨城県庁 ���☎ 029-301-3200

　土浦保健所 ☎ 029-821-5342（平日）

新型コロナウイルス感染症情報

生活支援情報
ホームページ

事業支援情報
ホームページ

令和 3年かすみがうら市成人式の中止に伴い、
コロナ禍で仕事や学業などに励む新成人を応援する
ために、新成人応援特別給付金を支給します。対象
者には、2月上旬に申請書類を発送しましたので、
期限内に申請をお願いします。
対象者
�平成 12 年 4 月 2 日から平成 13 年 4 月 1 日まで
に生まれた方のうち、次のいずれかに該当する方。
❶�令和２年 11月 1日時点で、本市に住民登録され
ている方

❷�本市に住民登録はされていないが、令和３年１月
５日（中止決定日）までに生涯学習課へ成人式の
出席の申し出を行った方

❸�令和 2年 11 月 2 日から令和 3年 1 月 10 日ま
でに、本市に転入の届け出を行った方

申請方法
�市から送付した申請書に必要事項を記入の上、本人
確認書類の写しと振込先口座確認書類の写しを添付
し、返信用封筒にて郵送申請してください。
申請期限　
3 月 12日金必着
支給額　2 万円
※�支給方法などの詳細は生涯学習課ホー
ムページをご覧ください。

問�生涯学習課☎ 029-897-0511

かすみがうら市新成人応援特別給付金

令和 2年中に、市民や事業者の皆さんなどから、
新型コロナウイルス感染症対策として、市立小・中
学校へさまざまな寄付をいただきました。感染予防
や拡大防止のため、活用させていただいていただき
ました。

学校の感染症対策に支援をいただきました

令和 2年 12月 31日現在
※�多くの皆さんから寄付をいただいておりますが、
公表を希望されない方の掲載は省略とさせていた
だきました。
問�学校教育課（霞ヶ浦庁舎）

４月 18日日に開催予定の｢第 31 回かすみがう
らマラソン兼国際ブラインドマラソン｣は、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、十分な安全衛生
対策や各関係機関のイベント開催指針などを満たせ
ていないことから中止としました。ご理解のほど、
よろしくお願いします。
※詳細はホームページをご覧ください。
問��かすみがうらマラソン大会事務局
☎ 029-893-5515
問��スポーツ振興課☎ 029-897-0511

第 31回かすみがうらマラソン中止について

受入日 寄贈者（敬称略）
寄付・寄贈品 / 寄付先の小中学校

4 月
6日

圓明院
▶布マスク 40枚 /上佐谷小学校
▶布マスク 160枚 /千代田中学校

4月
21日

佐藤自動車
▶アルコール消毒液 3L×1本 /七会小学校

4月
24日

有限会社ソーイングスタジオセキグチ
▶布製マスク 700枚 /下稲吉小学校

4月
24日

寄贈者の希望により非公開
▶手指消毒液一斗缶 3缶 /市立全小・中学校

5月
7日

有限会社歩
▶不織布マスク 500枚 /上佐谷小学校

5月
10日

株式会社ナガヤマスポーツ
▶不織布マスク 50枚 /千代田中学校

5月
11日

有限会社ソーイングスタジオセキグチ
▶布製マスク 500枚 /下稲吉東小学校

6月
8日

こぴーらんど
▶図書券 7,500 円 /霞ヶ浦南小学校

6月
8日

佐藤自動車
▶�アルコール消毒液 5Ｌ× 3本、手指消毒
用容器１本 /七会小学校

6月
9日

小松﨑�尊
▶�ペーパータオル 1 箱、フェイスガード
50個 /霞ヶ浦南小学校

7月
1日

株式会社梶本
▶衝立 220個 /市立全小・中学校

8月
下旬

かすみがうら市更生保護女性会
▶手作りマスク357個 /霞ヶ浦南・霞ヶ浦北
志筑・新治・七会・上佐谷小学校

10月
13日

甲田�博厚
▶不織布マスク 2,000 枚 /下稲吉小学校

11月
1日

株式会社シンドウ
▶ビニールシート2m×50m/下稲吉小学校

12月
21日

寄贈者の希望により非公開
▶加湿器 20台 /下稲吉東小学校

茨城県農地中間管理機構では、農地を借り受け、
地域の担い手（農業者など）へ転貸しています。
▶農地を【貸したい】方
　対象：農地の所有者
　�市農林水産課で相談後、貸借可能な農地であるか
確認を行います。

　その後、機構が借受希望者を探します。
▶農地を【借りたい】方
　対象�：農地の貸し借りが可能な方 (農業者など )
　�市農林水産課で相談後、｢借受希望申込書｣に必
要事項を記入し提出してください。

　その後、機構が希望する農地を探します。
▶経営規模の縮小や離農をお考えの方
　�経営規模の縮小や離農を考えている方は、その後
の農地活用方法をご相談ください。なお、果樹や
ハウスなどの施設がある農地でも相談可能です。

問�農林水産課（霞ヶ浦庁舎）

農地を貸したい方、借りたい方

かすみがうら
マラソン HP

有料広告欄
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お知らせと相談
～ Information ～

くらしのお知らせ

毎月 1人限定で、かすみがうにゃが誕生日をお
祝いに行きます。家族や友達へのお祝い、もちろん
本人からの応募も可能です。応募する際は、応募者
の氏名、住所、電話番号、メールアドレスと誕生日
の方の氏名、住所、生年月日などを記載の上、観光
課にご応募ください。
対象：�市内在住の 4月 1日～ 30日生まれの方
※当日は応募者の立ち会いをお願いします。
※応募者の居住地は問いません。
※詳細はホームページをご覧ください。
問�観光課（霞ヶ浦庁舎）

うにゃに誕生日を祝ってほしい方を募集

相談のお知らせ

不動産、家庭の問題、相続、消費者問題、交通事
故などについて、弁護士が無料でアドバイスします。
▶ 3月 11日木／午後 1時／働く女性の家
▶ 3月 25日木／午後 1時／あじさい館
※ 3月 1日🈷午前 8時半から予約開始
問�社会福祉課（千代田庁舎）

法律相談 (要予約／電話受付順 )

家庭において子どもが健全に成長発達していくた
めの養育や育成、養護、DV、虐待、非行などに関
するご相談をお受けします。
▶�🈷～金（㊗除く）／午前 8時半～午後 5時／� �
千代田庁舎
問�子ども家庭課子ども未来室（千代田庁舎）

家庭児童相談 (要予約 )

配慮が必要な子どもたちの保護者の方を対象に、
相談員が専門的な立場から、発達に関する相談や就
学などについてのご相談をお受けします。
▶ 3月 10日水／午後 1時～ 5時／霞ヶ浦庁舎
問�学校教育課（霞ヶ浦庁舎）

教育支援相談 (要予約 )

ひきこもりや心理、精神、障害年金、法律などの
相談を、相談経験のある相談員がお受けします。
▶ 3月 27日土／午後 1時半／やまゆり館
問�市社会福祉協議会　☎ 029-898-2527

なんでもかんでも相談 (要予約 )

市民の方の悩みや不安などに対して、相談員が助
言や関係機関の紹介を行います。
▶ 3月 10日水／午後 1時半／働く女性の家
▶ 3月 24日水／午後 1時半／あじさい館
問�市社会福祉協議会　☎ 029-898-2527

心配ごと相談 (要予約 )

市婚活サポートセンターでは、結婚に関する相談
業務や結婚を希望される方の出会いの場などを提供
しています。まずはご相談ください。
▶毎週水／午後 1時～ 8時／霞ヶ浦庁舎
▶毎週日／午前 10時～午後 5時／霞ヶ浦庁舎
問�市婚活サポートセンター　☎ 029-897-1111

結婚相談 (要予約 )

働きたいのに働けない、就職活動のやり方が分か
らないなど、就労に悩む方のご相談をお受けします。
▶ �3 月 8日🈷／午後 1時～ 4時／� � �
勤労青少年ホーム（稲吉 2-6-25）

※ 15歳～ 39歳までの方とその保護者
問�いばらき県南若者サポートステーション
☎ 029-893-3380

就労相談 (要予約 )

認知症の方やその家族、地域住民、専門職など、
誰でも気軽に参加でき、和やかに集う「カフェ」です。
集まって語り合うことで、悩みごとなどを共有し

てホッと一息できる場所です。ひとりで悩まず、ま
ずは参加してみませんか。
【燦々サンシャイン】※中止の場合あり
▶ 3月 19日金／午後 1時半
問�サンシャインつくば ☎ 029-897-0101
【プルミエールひたち野】
▶ 3月は中止
問�プルミエールひたち野 ☎ 029-833-3300�

語り場「らくだカフェ」

感染者やその家族、医療従事者などへの差別は許
されません。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）☎ 029-301-2613
学校関係（いじめ・体罰）☎ 029-823-6770

コロナ差別に関する電話相談

※感染症の影響により、中止となる場合があります。

　霞ヶ浦広域バスでは、通常の通学定期券よりもさ
らにお得な特別割引定期券を販売しています。
利用できる方
学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、
大学、高等専門学校および関鉄グリーンバス ( 株 )
の指定する各学校に通学する児童、生徒、学生
料金
1 カ月 1万円または 3カ月 3万円
発売窓口
❶�関鉄観光バス㈱　土浦駅前サービスカウンター
❷�関鉄グリーンバス㈱　石岡営業所・鉾田営業所
❸かすみがうら市役所霞ヶ浦庁舎
❹�御菓子司吉田屋（ベイシア玉造店前）
問�政策経営課（千代田庁舎）

学生のためのお得な定期券「スクールパス」

火災による死傷事故を防ぎ財産を守るために、火
の取り扱いには十分注意しましょう。また、住宅用
火災警報器は、市火災予防条例で設置が義務付けら
れていますので、ご家族の大切な命を守るために、
住宅用火災警報器を設置しましょう。
▶春季全国火災予防運動期間
　3月 1日🈷～ 7日日
問�消防本部予防課☎ 0299-59-0119

春季全国火災予防運動期間

市の広報誌や市ホームページを利用して、会社や
お店の宣伝などをしてみませんか。令和 3年度の
有料広告の受け付けをしています。
▶広報誌の有料広告
　◉広告料・規格
　�１回半枠１万円(タテ45ミリ×ヨコ86ミリ)、
全枠２万円 (タテ 45ミリ×ヨコ 177ミリ )

　※原稿の色は白黒となります。
▶ホームページバナー広告
　◉広告料　１カ月（１枠）６千円
※�広告審査を行いますので、掲載希望月
の１カ月前までにお申し込みください。

問�情報広報課（霞ヶ浦庁舎）

広報誌や市ホームページの有料広告のご案内

募集のお知らせ

ごみ処理施設が「霞台クリーンセンターみらい」
への移行に伴い、新治地方広域事務組合「環境ク
リーンセンター」および「老人福祉センターふれあ
いの里」は閉鎖・閉館となります。
▶環境クリーンセンターの閉鎖
�3 月 13 日土午前 11 時 45 分までのごみの自己
搬入の受け付けで閉鎖となります。

▶老人福祉センターふれあいの里の閉館
3 月 12日金の業務で閉館となります。
問�新治地方広域事務組合�環境クリーンセンター��
☎ 0299-59-4649

施設の閉鎖・閉館について

最新情報をプッシュ通知でお知らせし、暮らしや
手続き、イベント情報などのお役立ち情報をお届け
します。市公式アプリを利用し
てみませんか。
問��情報広報課 (霞ヶ浦庁舎 )

市の最新情報は市公式アプリで

App�StoreGoogle�Play

「市国土強靭化地域計画」、「市自転車活用推進計
画」、「市地域公共交通計画」の策定に向けた意見公
募を実施します。翌年度以降の交通施策をはじめ、
各基本計画の施策について、皆さんのご意見をお寄
せください。
意見募集期間
２月 19日金～３月 4日木
閲覧場所
市ホームページ、政策経営課（千代田庁舎）、
情報広報課（霞ヶ浦庁舎）、中央出張所
問�政策経営課（千代田庁舎）

意見を募集します

有料広告欄

10 11



【消費生活のお困りごと】
▶�悪質商法、架空請求などの契約トラブル、商品サー
ビスの安全性など消費生活に関するご相談は何で
も承ります。
時間　午前 9時～正午／午後 1時～ 4時
❶🈷火木金�場所：霞ヶ浦庁舎
❷水　　　�場所：勤労青少年ホーム
問�かすみがうら市消費生活センター（霞ヶ浦庁舎）
☎ 029-897-1111

暮らしのお知らせ
～ Information ～

　昔の霞ヶ浦は、10カ所を超える湖水浴場があり
ましたが、水質悪化が進み、昭和 48年の夏を最後
に全ての湖水浴場が閉鎖されました。霞ヶ浦の水質
は、昭和 40年代後半から霞ヶ浦流域での人口増や
産業活動の進展などに伴い汚濁が進行し、アオコに
よる悪臭が社会問題となりました。近年、水質は少
しずつ改善したものの、環境基準を上回っています。
主な汚れの原因として、炊事や洗濯、入浴など家庭
からの生活排水が大きな割合を占め
ています。
　霞ヶ浦浄化対策 10カ条を守り、
霞ヶ浦の水質浄化に努めましょう。
【私たちにできる霞ヶ浦浄化対策10カ条】
❶�台所では、三角コーナーの設置や水切りネットな
どで細かいごみを取り除きましょう。

❷�天ぷらなどの廃油は、リサイクルとして回収を推
進しましょう。また、回収が困難な場合は使い切
るか、固化剤を使ってごみとして出しましょう。
❸�鍋や皿の汚れは、ゴムべラで落としたり、紙で拭
いてから適量の洗剤で洗いましょう。アクリルタ

ワシを利用しましょう。
❹�台所の調理くずは、コンポストなどで堆
肥にして使いましょう。

❺�お風呂の残り湯は、有効に使いましょう。
❻�水路や側溝などを定期的に清掃しましょう。
❼�川や湖、側溝にごみを捨てないようにしましょう。
❽�庭木や草花、菜園などへの肥料や農薬は、使い過
ぎないようにしましょう。

❾�下水道などへの接続や高度処理型浄化槽を設置し
ましょう。

❿�浄化槽は、定期的に保守点検、清掃、法定検査を
実施しましょう。

※�コンポスト・生ごみ処理容器の設置、下水道の接
続 (上下水道課 )、高度処理型浄化槽の設置には補
助制度があります。詳細はお問い合わせください。

【きれいな霞ヶ浦を目指すため】
　私たち一人ひとりが環境に配慮し、日々のライフ
スタイルを少しずつ変えていくことが大切です。地
球環境保全のために「モッタイナイ」の
くらしを心掛けましょう。
問�生活環境課（霞ヶ浦庁舎）

～霞ヶ浦の水質浄化について考える～

湯たんぽによる低温やけどに注意
　金属製の湯たんぽを、タオルなどで３重に巻いて
足の下に置いて寝たら、左足のくるぶしがひりひり
してやけどをしていた。
▶ひとこと助言
◉�低温やけどは、心地よく感じる程度の温度でも、
皮膚の同じ部分に長時間接触することで発生しま
す。湯たんぽの種類に関わらず発生する恐れがあ
り、状況によっては重症化することもありますの
で、注意が必要です。
◉�タオルやカバーで包んでも、湯たんぽを長時間体
に接触させると低温やけどをする恐れがあります。
◉�特に就寝中の低温やけどを防ぐために、湯たんぽ
は布団を暖めるだけに使用し、布団が暖かくなっ
たら、湯たんぽを取り出して就寝しましょう。
◉�低温やけどは、見た目より重症の場合があります。
痛みや違和感があるときは、すぐに医療機関を受
診しましょう。

消費生活ホットライン

消費生活セ
ン タ ー HP

ご存知ですか？  国民年金の任意加入制度
　20 歳から 60 歳になるまでの 40 年間の全期間
保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年
金（令和２年４月分からの年金額 781,700 円（満
額））が支給されます。
　しかし、国民年金保険料の納め忘れなどにより、
保険料の納付期間が 40 年に満たない場合は、60
歳から 65歳になるまでの間に国民年金に任意加入
し、保険料を納めることにより、満額に近づけるこ
とができます。
　また、外国に在住する日本国籍を持つ方も、国民
年金に任意加入することができます。
　任意加入は、外国に在住する日本国籍を持つ方で、
20歳以上 65歳未満の方を除き、保険料の納付方
法は、口座振替が原則となります。
▶手 続 き 先：�国保年金課（千代田庁舎）、霞ヶ浦

窓口センター、中央出張所
▶必要なもの：�口座番号などが分かるもの、金融機

関への届出印、基礎年金番号または
マイナンバーの分かるもの

問�国保年金課（千代田庁舎）

国民年金マメ知識

口座振替は、市税などを金融機関などの預貯金口
座から納期限の日に自動振替で納付ができます。納
期ごとに金融機関などに行く手間が省け、納め忘れ
もなく安心です。一度手続きをすると毎年継続され
ますので、とても便利です。
スマホ決済アプリ（PayPay、LINEPay、PayB）は、

自宅や事務所から外出せずに、いつでもどこでも簡
単に市税などが納付できます。
ご不明な場合は、お問い合わせください。
問�納税課（千代田庁舎）

税金の納付は口座振替やスマホアプリで！
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◆窓口延長　千代田庁舎：毎週木曜日午後7時まで
◎閉　庁　日　土曜日、日曜日、祝日、年末年始
▪納　期　限　　
3月 1日 国民健康保険税 8期
3月 1日 後期高齢者医療保険料 8期
3月 1日 介護保険料 6期

SPORTS INFORMATIONSPORTS INFORMATION
～スポーツインフォメーション～

今月のテーマ

マラソンの由来

シリーズ　環境問題を考える

市役所や税務署、年金事務所などの職員を装い、
医療費・保険料の過払い金や、一部未払いの年金が
あるなど、お金を受け取れると電話をかけてきます。
犯人の指示通りにATMを操作すると、犯人側の口
座にお金が振り込まれるという詐欺です。�
不審な電話を受けた際は、警察までご連絡ください。
土浦警察署 ☎ 029-821-0110
ATMでお金が還付されることは、 絶対にありません。
問�生活環境課（霞ヶ浦庁舎）

還付金詐欺が多発してします

▼知っていますか　マラソンの由来▼
　マラソンの語源は「マラトンの戦い」にあるとい
われています。この戦いで勝利を報告するために、
戦士がマラトンからアテナイ ( 現在のアテネ ) まで
の約 40km の道のりをひたすら走り続けました。
その戦士は、戦果を報告した後、息絶えたそうです。
人々がその功績を称えるため、長距離を走る習慣が
始まり、マラトン（Marathon）を英語読みで「マラ
ソン」と呼ばれるようになりました。( ※諸説あり )
◉昔のフルマラソンは42.195kmではなかった？
　マラソンがオリンピック正式種目として採用され
たのは、古代ギリシアで開催された近代オリンピッ
クの第 1回アテネ大会（1896 年）。そのときの走
る距離は約 40kmでした。「42.195km」の距離が
採用されたのは、第 4回ロンドン大会（1908 年）
です。当時のイギリス王女が「スタートは城の窓か
ら見える宮殿の庭、ゴールは競技場にあるボックス
席の前に設置してほしい」と伝えたことにより、現
在の距離になったといわれています。（※諸説あり）
▼世界中で親しまれるスポーツへと発展▼
　マラソンは、道具を揃える必要がなく、ランニン
グシューズさえあれば誰でも気軽に始めることがで
きるスポーツです。楽しむことはもちろん、健康維

持やダイエットなどの目的として生活にマラソンを
取り入れるなど、世界中で親しまれています。
　毎年 4月に開催される「かすみ
がうらマラソン兼国際ブラインド
マラソン」は、全国から約 2万人
の参加者が集う大きな大会となっ
ています。コースの約 3分の 2を
かすみがうら市が占め、過去には元サッカー日本代
表監督のジーコさんも応援に駆け付けてくれ、大会
は毎年盛り上がっています。
　残念ながら令和 3年の大会は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響で中止となってしまいましたが、
これからの季節は、桜並木や新緑、湖岸の清々しい
風と共に、個人でマラソンを楽しむことができます。
▼スポーツでリフレッシュしませんか▼
○総合型地域スポーツクラブではさまざ
まなスポーツ体験などを実施しています。
ぜひ、参加してみてください。
大和☎ 090-2417-8502（なかよしスポーツ）
高田☎ 090-2420-7846（エンジョイスポーツ）
○市内体育施設を利用してみませんか。
詳細はホームページをご覧ください。
問スポーツ振興課　☎ 029-897-0511
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