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お知らせ版

市政の重点課題や新たな行政課題に迅速かつ的確に対応し、より効率的・効果的な行政運営を図るため、行
政組織・機構の一部を見直しました。
【主な見直しの内容】

▶�行政改革に関する事務を情報政策課に移管し、行財政改革・公共施設等マネジメント推進室を「公共施設等マ
ネジメント推進室」に室名を変更
▶政策経営課から秘書に関する事務および情報広報課から広報に関する事務を移管し、「秘書広報課」を新設
▶情報政策事務および行政改革に関する事務を行うため、「情報政策課」を新設
▶自然災害が多発する中で、防災に対する社会的な関心と要請の高まりに対応するため、「危機管理課」を新設
▶交通安全・防犯に関する事務を市民協働課に移管し、生活環境課を「環境保全課」に名称を変更
▶地域未来投資推進課が霞ヶ浦庁舎に移動し、地方創生事務を政策経営課に移管
▶学校教育課があじさい館に移動

4 月 1日から市役所の組織・機構が変わりました
問�政策経営課（千代田庁舎）
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【令和３年度　組織構造図】
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くらしのお知らせ 募集のお知らせ

大切な愛犬に狂犬病予防注射をしましょう。狂犬
病は、犬だけではなく人にもうつる病気で、発症し
た場合ほぼ 100％死に至ります。犬の登録と狂犬
病予防注射は、狂犬病予防法で義務付けられていま
す。狂犬病予防注射は毎年必ず受けましょう。
集合注射に係る費用
❶新規登録：2,000 円　※登録済みの場合は不要
❷予防注射料：3,000 円
❸注射済票交付手数料：400円

問�環境保全課（霞ヶ浦庁舎）

飼い犬登録と狂犬病予防集合注射

自衛官募集

自衛官幹部候補生を募集します。
受付期限：4月 28日水
試験期日：5月 8日土、9日日（一次試験）
※�申し込みなどの詳細はお問い合わせください。
問�自衛隊茨城地方協力本部土浦地域事務所
☎ 029-821-6986

Information ～お知らせ～Information ～お知らせ～

相談のお知らせ

ごみ収集と搬入について

4月 1日から、ごみの出し方や収集曜日が変わり
ました。詳細は令和 3年 2月に各戸配布
したごみ収集カレンダーや市ホームページ
をご覧ください。
ゴールデンウィーク期間中の家庭ごみの収集は、
通常どおり行います。また、霞台クリーンセンター
みらいへの自己搬入の受け付けも、通常通り月曜日
から土曜日（祝日含む）の午前 8時半から
午後 4時半までとなります。
問�環境保全課（霞ヶ浦庁舎）

イベントのお知らせ

観光帆引き船先行操業

日時：�5 月 1日土、2日日	 	 	 	
�1 便目：午後 1時～ 2時（定員 15人）　��
2 便目：午後 2時～ 3時（定員 15人）

料金：大人2,000円、小人1,000円（未就学児無料）
予約：電話またはウェブによる事前予約（先着順）
　　　募集期間：4月 19日🈷～ 28日水
※�電話予約は、平日午前 8時半から午後 5時 15
分までの受け付けとなります。
※�新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、中止や延期になる場合があります。
問�観光課（霞ヶ浦庁舎）

証明書発行がさらに便利に

かんたん窓口サービスが始まります
マイナンバーカードをお持ちの方は、「住民票」

「印鑑登録証明書」の申請書を記入せずに取得する
ことができ、待ち時間の短縮につながります。コン
ビニ交付サービスと同様にかんたんな操作で、証明
書が取得できます。利用するには、利用者証明用パ
スワード（4桁の数字）が必要です。
利用開始日
�4 月 20日火から
平日 午前 8時半～午後 5時 15分（土日㊗を除く）
設置場所
千代田窓口センター、霞ヶ浦窓口センター
中央出張所
問�市民課（千代田庁舎）
証明手数料にキャッシュレス決済が利用できます
手数料の支払いに、電子マネーを利用することが
できます。
利用開始日
�4 月 20日火から
平日 午前 8時半～午後 5時 15分（土日㊗を除く）
設置場所
千代田窓口センター、霞ヶ浦窓口センター
中央出張所、税務課（千代田庁舎）
電子マネーの種類
楽天 Edy、nanaco、WAON、QuicPay、交通系
電子カード（Suica、PASMOなど）
注意事項
◎電子マネーのチャージ（入金）はできません。
◎�残高不足の場合は、他の手段でのお支払いをお願
いします。
◎現金との併用での支払いはできません。
※詳細は市ホームページをご覧ください。
問�税務課（千代田庁舎）

新入学児へランドセルを贈呈

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和 4
年 4月に小学校または義務教育学校へ入学する新
1年生の児童を対象に、入学祝い品（ランドセル）
を無償で贈呈します。
贈呈対象
令和 4年の入学式時点で、市内在住の見込みがあ
る児童または市立学校へ入学する市外の児童が対象
です。対象世帯には個別に通知します。
贈呈時期
�毎年１月～２月に開催する各学校の入学説明会で贈
呈を予定しています。なお、特別支援学校や市外の
学校へ入学する児童には、学校教育課（あじさい館）
で個別に贈呈します。
※�詳細は市ホームページをご覧ください。
問�学校教育課 ☎ 029-886-3327

移送サービス費支給のお知らせ

タクシー利用料金助成事業の見直しにより、福祉
タクシー制度を廃止し、4月より新たに介護保険の
要支援・要介護認定を受けている方を対象とする移
送サービス費の支給（償還払い）を開始します。
対 象 者：要支援・要介護認定を受けている方
支 給 額：�１カ月に利用したタクシー運賃の 5割

に相当する額（上限 1万円）
申請方法：�市町村特別給付申請書に利用したタク

シー運賃の領収書（レシート可）を添付
の上、介護長寿課に提出して
ください。

問�介護長寿課（千代田庁舎）

タクシー利用助成券の申請受け付け

令和 3年度の申請を受け付けています。
対象者（市に住所があり、以下のいずれかに該当）
◎ 60歳以上で運転免許証を持たない方
◎身体障害者手帳 1級・2級の方
◎療育手帳A以上の方
◎精神障害者手帳 1級・2級の方
申請方法
❶申請書提出による申請
�申請書は、市ホームページや政策経営課、霞ヶ浦
窓口センター、中央出張所の窓口で取得できます。
はんこをご持参ください。

❷市ホームページからの申請
※�制度を改正しましたので、詳細は市ホー
ムページをご覧ください。

問�政策経営課（千代田庁舎）

住宅リフォーム助成事業

市内の施工業者を利用して、個人住宅のリフォー
ム (改修・改築 )を行う方に、10万円を上限として、
経費の 10％を助成しています。今年度から混雑緩
和のため、2回に分けて募集します。
一次募集：随時募集しています
二次募集：9月 1日水から
※�上限に達し次第、募集を終了します。
※�申請などの詳細は市ホームページをご
覧ください。
問�地域未来投資推進課（霞ヶ浦庁舎）

月　日 時　間 会　場

5月
7日
金

9:30 〜 9:40 清水公民館
10:00 〜10:10 逆西 11区お祭り広場
10:40 〜11:00 大塚団地公民館
11:20 〜11:30 下原公民館
11:50 〜12:00 角来公民館
12:20 〜12:30 鹿野山公民館

5月
10日
🈷

9:30 〜 9:40 上佐谷農村集落センター
10:00 〜10:10 下佐谷農村集落センター
10:30 〜10:45 中佐谷生活改善センター
11:15 〜11:30 上稲吉農村集落センター
11:50 〜12:00 下稲吉公民館

5月
１１日
火

9:20 〜 9:30 市役所千代田庁舎
9:50 〜10:00 横堀農村集落センター
10:20 〜10:30 上志筑公民館
10:50 〜11:00 高倉公民館
11:20 〜11:30 中志筑農村集落センター
11:45 〜11:55 下志筑公民館
12:10 〜12:20 幕ノ内生活改善センター

5月
１２日
水

9:30 〜 9:40 上土田観音寺
10:00 〜10:10 市川田園都市センター
10:25 〜10:35 新治小学校
10:50 〜11:00 東野寺農村集落センター
11:20 〜11:30 新治生活改善センター
12:00 〜12:30 働く女性の家駐車場

5月
13日
木

9:30 〜 9:50 旧 JA下大津支店倉庫前
10:20 〜10:40 旧牛渡地区公民館
11:10 〜11:20 坂有河集落センター
11:40 〜12:00 市役所霞ヶ浦庁舎

5月
14日
金

9:30 〜 9:50 旧 JA安飾支店倉庫前
10:10 〜10:20 柏崎コミュニティセンター
10:40 〜10:50 岩坪集落センター
11:10 〜11:25 農村環境改善センター駐車場
11:45 〜11:55 根本前原公民館

5月
15日
土

9:20 〜10:00 市役所千代田庁舎
10:30 〜11:30 働く女性の家駐車場
12:10 〜13:00 市役所霞ヶ浦庁舎

5月
17日
🈷

9:30 〜 9:50 新生集落ふるさとコミュニティセンター
10:20 〜10:30 旧志士庫地区第２公民館
11:00 〜11:10 戸沢公園運動広場駐車場
11:40 〜11:50 深谷公民館
12:10 〜12:30 旧霞ヶ浦保健センター

多重債務相談

カードローンや住宅ローンなど借金でお悩みの方
のご相談に応じます。
時間：�🈷～金（㊗除く）� � � � �

午前８時半～正午／午後１時～４時半
問�水戸財務事務所多重債務相談窓口� � �
☎ 029-221-3190
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環境にやさしい
植物油インキ使用

アプリで
読んでみる

～健康コラム～ ～新型コロナウイルス情報～

新型コロナウイルス感染症情報

【子育て世帯を支援】
▶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、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

【高齢者などを支援】
▶ PCR検査費用の一部助成（電話で予約必須）
��　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
本市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方
◎検査日時点で 65歳以上の方
◎�基礎疾患（慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖
尿病、高血圧、心血管疾患など）のある 65歳
未満の方
◎肥満（BMI30 以上）の 65歳未満の方
　BMI ＝体重（kg) ÷身長（m) ÷身長（m)
※�発熱症状のある方や保健所による検査対象の方
は除きます。

電話予約：�平日🈷～金／午前 9時～午後 5時
検査方法：唾液を採取（費用 3,000 円 )
※検査時間は電話の際に決定します。
問�介護長寿課（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
　�　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注意喚起
の連絡をすることで、感染拡
大の防止を図ります。
▶発熱などの症状がある方
�　かかりつけ医などの医療機関に電話連絡の上、
受診してください。かかりつけ医がいない場合は、
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）

生活支援情報
ホームページ

事業支援情報
ホームページ

App�store Google�Play

私たちが毎日食べているお米やパン、麺類に
は、多くの糖が含まれています。糖は小腸から
吸収されて血管の中に入ると、血糖値が上がり
ます。その際、すい臓から分泌されるインスリ
ンが、糖をエネルギーとして消費し、その結果、
糖が減るため血糖値が下がります。
インスリンは血糖値を下げる唯一のホルモン
です。インスリンの他に血糖値を下げるホルモ
ンはありません。
▶糖尿病には、次の２つの原因があります。
①�インスリンが足りない�
ストレス・加齢・遺伝の影響もあります。
②インスリンが効かない
内臓脂肪が多いとインスリンが働きません。
※�血糖値の高い状態が続くと、合併症が起こり
ます。HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）
値が 6.5%（受診勧奨）を超えて放置すると、
糖尿病性腎症・糖尿病網膜症・糖尿病神経障
害を発症し、対策をしないと透析や失明、手
足の壊死（手足の切断）となってしまいます。

保健指導判定値 受診勧奨判定値

空腹時血糖 100㎎ /㎗以上 126㎎ /㎗以上

HbA1c ※ 5.6％以上 6.5％以上

※正常値は 5.5％以下

令和元年度における国保加入者のHbA1c 値
5.6%以上（保健指導）の割合を市・県・国で比
較すると、本市が一番高い結果になっています。

HbA1c　5.6％以上
かすみがうら市国保加入者 77.6％

茨城県国保加入者 68.5％

全国国保加入者 57.0％

※過去１～２カ月の平均血糖値

令和元年度、市国保加入者の糖尿病にかかる
医療費（入院+外来）は、１億８千万円（年間）
となり、生活習慣病医療費の中で、高血圧症に
かかる費用１億２千万円（年間）を抜いて、第
１位となっています。また、市国保加入者の透
析にかかる医療費は、1億３千万円（年間）と
なっています。
◉�年 1回は健診を受け、自分の血糖値を知りま
しょう。保健指導判定値を超えている場合に
は、適切な対策（食事や運動、病院受診など）
を行いましょう。
問�健康づくり増進課�☎ 029-898-2312

～あなたの血糖値は正常値ですか？～

検査日 予約受付期間

4 月 12日🈷 4 月　 5 日🈷～ 9 日金
4 月 19日🈷 4 月 12日🈷～ 16日金
4 月 26日🈷 4 月 19日🈷～ 23日金


