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お知らせ版

今年も新型コロナウイルス感染症防止対策のため、令和 3年分所得税または令和 4年度市・県民税の申告相
談を市の会場で受ける方は、事前予約が必要になります。
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。

※�事前予約の方法やその他申告相談に関する詳細は、広報 1月号（1月 20日発行）やホームページをご覧ください。

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日木～ 2月 23日水㊗ 2月 23日水㊗

あじさい館 2月 24日木～ 3月 15日火 ���3 月　6日日
千代田庁舎 2月 25日金～ 3月 15日火 ���3 月　6日日

　新型コロナウイルス感染症による影響を受けた子育て世帯を支援するため、新たな給付金を支給します。申
請の手続きが必要な方へ申請書類を送付していますので、期限までに申請してください。

【対　　象】�①令和 3年 9月分の児童手当（本則給付）の支給対象となるお子さん
　　　　　②�令和 3年 9月 30日時点で高校生（平成 15年 4月 2日から平成 18年 4月 1日生まれ）のお子

さん／保護者の所得額が児童手当（本則給付）の支給対象となる金額と同等未満の場合
　　　　　③�令和 3年 9月以降令和 4年 3月 31日までの間に生まれ、児童手当（本則給付）の支給対象とな

るお子さん（新生児）
【支給金額】�対象のお子さん 1人につき 10万円
【支給方法】金融機関の口座へ振り込み
　　　　　①は令和 3年 9月分の児童手当の支給を受けている口座、②③は申請時に指定された口座
　　　　　◎�支給対象者は、お子さんの保護者のうち、生計を維持する方に支給します。（児童手当（本則給付）

の受給者もしくはそれに準ずる方）
　　　　　◎公務員の方、高校生※1 や新生児の保護者の方は、申請の手続きが必要となります。
　　　　　　※1高校生および平成 15年 4月 2日から平成 18年 4月 1日生まれのお子さん

【申請期限】令和 4年 3月 31日木
※詳細は、ホームページをご覧ください。

令和 4年 3月をもって廃校となる千代田地区の 4小学校（上佐谷小、七会小、新治小、志筑小）の利活用に向
けた取り組みについて、地区説明会を開催します。
また、地域の皆さんとの意見交換の場も設ける予定ですので、ふるってご参加ください。

【説明内容】
・各小学校のこれまでの経過について
・廃校後の各小学校の利活用について
・質疑、意見交換

対象地区 日程 開始時間 場所
七会小地区 1月 25日火

午後 7時 千代田講堂
新治小地区 1月 26日水
志筑小地区 1月 27日木
上佐谷小地区 1月 28日金

問�公共施設等マネジメント
　�推進室（千代田庁舎）

令和 3年分の申告相談は事前予約制です 問�税務課（千代田庁舎）

令和 3年度子育て世帯への臨時特別給付金 問�子ども家庭課（千代田庁舎）

廃校予定小学校の利活用についての説明会を開催
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甲種防火管理者の資格取得講習会を開催します。
学校や病院、工場、事業所、その他多数の人が出入
りし、勤務または居住する一定規模以上の防火対象
物は、防火管理者を定め、防火について管理するよ
う消防法令に定められています。
講習日：2 月 17日木、18日金（2日間受講）
場　所：千代田講堂
定　員：50 人（定員になり次第締め切り）
申込方法：ホームページから電子申請
受付開始：1 月 17日🈷午前 8時 30分から
※�感染症の影響により、変更または中止になる場合が
あります。
問�消防本部予防課�☎ 0299-59-0119

新規甲種防火管理者資格取得講習会

相談のお知らせ

全国一斉生活保護相談会

　茨城青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議
会は、生活保護に関する電話相談会を開催します。
日時：1 月 30日日／午前 10時～午後 4時
電話：�0120-052-088
　　　（当日のみの専用臨時フリーダイヤル）
※相談無料です。秘密は厳守します。
問�茨城青年司法書士協議会�☎ 0294-73-0575

日   時： 2 月 2日水／午前 10時～正午・午後 1時
～ 4時　※電話予約：1月 28日金締切

場   所：関東信越税理士会土浦支部事務局
�����������（土浦市中央 1-11-19）
対象者： 給与所得者・年金受給者で年収 600 万以

下の方
持ち物： 源泉徴収票、各種所得控除証明書、マイナ

ンバーカード、振込先口座が分かるもの
問�関東信越税理士会土浦支部事務局
☎ 029-824-5055

税理士による無料還付申告相談

水道管や蛇口が凍結しやすい時期です。特に気温
がマイナス 4度以下になると、凍結による水道管
の破裂事故が多くなります。水道管が破裂したとき
は、バルブ（メーターボックス内）を閉め、近くの
市指定給水装置工事店に修理を依頼してください。
※�市指定給水工事店は、ホームページをご覧いただく
か、上下水道課水道担当までお問い合わせください。
問�上下水道課�☎ 029-897-1111

道路の凍結防止対策として、12月初旬～ 3月下
旬に融雪剤を幹線道路や急勾配の生活道路、橋など
の凍結しやすい場所182カ所（千代田地区96カ所、
霞ヶ浦地区 86カ所）に設置します。
設置した融雪剤は、行政区長をはじめ、市民の皆
さんもご利用いただけます。凍結時には散布のご協
力をお願いします。
※�融雪剤の散布方法や注意事項などの詳細は、ホーム
ページをご覧ください。
問�道路課（霞ヶ浦庁舎）

リサイクルブックについて

図書館で不要になった資料（一般書、児童書、雑
誌）を無料で皆さんに提供します。
提 供 日：毎週土・日曜日（1月 15日土から）
受付時間：午前 10時～午後 3時
場 所：あじさい館西側の屋外（職員通用口前）
提供冊数：1 人 1日 10冊以内

【注意事項】
①図書館の休館日や雨天時は提供できません。
②�予約や「この本を提供してほしい」などの要望は、
受け付けできません。
③マスク着用など、感染拡大防止にご協力ください。
④持ち帰り用の袋をご用意ください。
⑤�混雑する時は、人数を制限する場合があります。
問�図書館�☎ 029-897-0647

学校（保育所・幼稚園などを含む）の管理下におけ
る事故（負傷など）については、学校などで加入する
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が、医
療福祉制度（マル福）より優先されます。
受診する場合は、学校などでけがをしたことを医
療機関などに申し出て、健康保険証のみを提示して
ください。後日、学校などを通じて日本スポーツ振
興センター災害共済給付制度へ請求してください。
 【注意事項】
◎�日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の範
囲外の場合で、医療福祉費助成の対象となる方は、
市役所窓口で償還払いの申請をしてください。
◎�日本スポーツ振興センター災害共済給付制度と医
療福祉制度（マル福）を併用した場合は、医療福祉
費の返還が必要となりますのでご注意ください。
問�国保年金課（千代田庁舎）

学校などでけがをしたら

　一般財団法人自治総合センターの宝くじ社会貢献
広報事業「コミュニティ助成事業」を活用して、地
域防災のリーダーである消防団の災害対応力の充実
強化を図るため、避難所などへの搬送を目的とした
担架や林野火災などの災害で使用する消火資器材
（ターポリン担架42台、ジェットシューター21機）
を整備しました。

※�コミュニティ助成事業の詳細は、自治総合センター
のホームページをご覧ください。
問�消防本部消防総務課�☎ 0299-59-0119

宝くじ助成金で消防団の備品を整備

あじさい館のご案内

　あじさい館では、洋風と和風
2種類のお風呂があり、１週間
ごとに男湯と女湯が入れ替わり
ます。それぞれのお風呂にラジ
ウム鉱石が入っており、サウナ
室にはドライサウナとミストサウナが完備されてい
ます。寒さが身に染みるこの季節、お風呂で日々の
疲れを癒してみませんか。
時間：�午前10時～午後9時（最終受付は8時30分）
料金：市内 200円／市外 520円
※�市内居住者で 65 歳以上、中学生以下、障害者手帳
や療養手帳を持っている方などは無料

【集会室でカラオケが 1曲 100 円で利用できます】
新曲もありますので、ぜひご利用ください。
時間： 午前 10時～午後 2時、午後 3時～ 6時
休館日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）
問�あじさい館�☎ 029-897-0511

パソコンやスマホでテレワークなどのスキルを学
ぶオンデマンド型中心の研修を無料で受講できま
す。事前説明会を開催しますので、テレワークに興
味がある方は、ご参加ください。
対象：市内の企業の方、個人事業者、個人
日時：1 月 19日水／午後 6時から
※�プロジェクトの内容や申込方法などの詳細は、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）

デジタル人材育成プロジェクト

自宅前から通院や買い物などのお出かけに利用で
きる乗合タクシーを運行しています。利用にあたっ
ては、事前登録（無料）をお願いします。
運賃：１乗車 600円

【回数乗車券の販売について】
販売窓口： 乗合タクシー車内、市地域公共交通会議

事務局（政策経営課内）
販売価格：3,000 円（300円× 10枚つづり）
※1枚単位でも購入できます。
※�従来の 1枚 100 円の回数乗車券は、令和 4年 9月
30日まで使用できます。
問�政策経営課（千代田庁舎）

移動に乗合タクシーはいかがですか

使ってみませんか？市公式アプリ

市の情報が満載のアプリを活用してみませんか。
市公式アプリは、ホームページの最新情報や防災行
政無線の放送内容がプッシュ通知でスマホやタブ
レットに届きます。また、災害時に役立つ他、新型
コロナウイルス感染症情報やごみの分別などのお役
立ち情報、広報かすみがうら電子版を「いつでも」
「どこでも」「手軽に」入手することができる、とて
も便利なアプリです。
※詳細は、ホームページをご覧ください。
問�秘書広報課（千代田庁舎）

道路の凍結防止にご協力ください

水道管の凍結について

マイナンバーカードは、個人による国への申請が
原則ですが、市では、写真撮影およびオンライン申
請をお手伝いしています。
場所： 市民課窓口（千代田庁舎、霞ヶ浦庁舎、中央

出張所）
時間：午前8時30分～午後5時15分（土日㊗除く）
持ち物： 本人確認書類（運転免許証、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申請のお手伝い

有料広告欄
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講座内容（担当課） 利用団体（人数）
消費者トラブルと対処法
（市民協働課）

志筑小学校
（18人）

環境にやさしいエコライフ
（市民協働課）

霞ヶ浦南小学校
（67人）

かすみがうら市の歴史を知ろう
（生涯学習課）

古典を学ぶ
（24人）※ 2回開催

行政区活性化のために
（市民協働課）

柏崎行政区
（5人）

防災対策について
（危機管理課）

大塚団地行政区
自主防災会（21人）

インターネット契約トラブル
（市民協働課）

千代田中学校
（62人）

知っておきたいインターネット
トラブル（市民協働課）

新治小学校
（15人）

最近の消費生活相談事例
（市民協働課）

消費者友の会
（16人）

市では、「みんなでつくる連携と協働のまちづく
り」による「開かれた市政運営」を目指し、市から
の情報提供の場、そして広く市民の皆さんから意見
をいただく場として「まちづくり出前講座」を実施
しています。現在、42の講座メニューがあります
ので、ご利用ください。

【まちづくり出前講座とは】
　市民（行政区・市民団体・学校・企業などの 5
人以上の団体）は、「出前講座メニュー」から講座
を選び、申し込みができます。申し込んだ講座の担
当部署の職員などが希望する会場に出向き、講師と
して講座内容の説明や意見交換をします。

【申し込み先】市民協働課
【令和 3 年度出前講座実績（12 月 10 日時点）】

【出前講座のメニューについて】
　「講座メニュー」はホームページに掲載していま
すので、ご利用ください。
問�市民協働課（霞ヶ浦庁舎）

出前講座をご利用ください

↑防災対策について ↑行政区活性化のために

【新型コロナウイルスワクチン情報】 
▶�追加接種（3回目接種）の実施について
　市では、国の方針に基づき、順次 3回目の接種
を実施します。接種対象者には接種券を郵送します
ので、予約開始時期を確認し予約してください。
※3回目は、1、2回目と異なるワクチンでも接種可能
▶�予約方法
◉電話予約（コールセンター）
　029-853-0771�午前9時～午後5時（土日㊗除く）
�◉WEB予約（パソコン・スマホ）
　https://jump.mrso.jp/082309/
問�健康づくり増進課�☎ 029-898-2312

【生活困窮世帯を支援】
▶�新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
　令和 3年 12月より、次の内容を変更しました。
①申請期限が 3月 31日木まで延長になりました。
②�令和 4年 1月以降、新たに申請する方で社会福
祉協議会が実施する「緊急小口資金」および「総
合支援資金（初回）」の特例貸付を利用し終えた
方（利用し終える方）も対象になりました。
③再支給の申請が可能になりました。
申請：社会福祉課窓口に申請書を提出または郵送
※�詳細は、ホームページをご覧ください。
問�社会福祉課（千代田庁舎）

【高齢者などを支援】
▶ PCR検査費用の一部助成（電話予約必須）
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：本市に住民登録があり、いずれかに該当する方
　　　（発熱症状のある方などは除きます）
◎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（㎏）÷身長（m）÷身長（m）

電話予約：�午前 9時～午後 5時（土日㊗除く）

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）

検査日 予約受付期間
1 月�17 日🈷 1月���4 日火～ 14日金
1月 24日🈷 1月 17日🈷～ 21日金
1月 31日🈷 1月 24日🈷～ 28日金

新型コロナウイルス感染症情報


