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お知らせ版

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、必ず事前予約を行ってください。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・期間

▶時間
20 分単位での案内です。当日の進捗状況により、案内が前後する場合があります。
午前の部：午前 8時 40分～ 11時 40分　午後の部：午後 1時～ 4時 20分
▶事前予約の方法
　①インターネット予約
　　次のURL または二次元コードから予約システムにアクセスし、予約してください。
　　http://kasumigaura.rsvsys.jp/
　②電話予約
　　受付時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分（土日㊗除く）
　�　かすみがうら市役所（0299-59-2111）に電話し、内線1150～ 1152を指定してください。
　　電話予約は繋がりにくいことが予想されますので、インターネット予約をご活用ください。
※申告相談に関する詳細は、ホームページや広報 1月号をご覧ください。

　市では、国の方針に基づき、順次 3回目の接種を実施しています。接種対象者には接種券を郵送しますので、
接種開始時期を確認し予約してください。また、3回目は1、2回目と異なるワクチンでも接種が可能になります。
▶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/
▶接種会場
　◉市集団接種
　　かすみがうらウエルネスプラザ
　◉市個別接種（接種協力医療機関）
　◉茨城県大規模接種
　　産業技術総合研究所（つくば市東 1-1-1）
※詳細は、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

令和 3年分申告相談の事前予約はお済みですか 問�税務課（千代田庁舎）

新型コロナウイルスワクチン 3回目接種

予約システム

◆接種券が届き次第、予約ができます。
2回目

接種完了時期
接種券
発送予定日

3回目
接種開始予定日

��6 月中
発送済み

1月 24日から
��7 月中

2月 1日から
��8 月中
��9 月中 2月 22日 3月 1日から
10月中 3月 22日 4月 1日から
11月中 4月 22日 5月 1日から
12月中 5月 24日 6月 1日から

問�健康づくり増進課�☎ 029-898-2312
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摘みたてのイチゴを味わってみませんか？
　農家の皆さんが愛情を込めて育てたイチゴが食べご
ろを迎え、市内のイチゴ農園では、摘みたてのイチゴ
を味わうことができます。
◉「かすみがうら市イチゴ」でWEB検索
◉�千代田果樹観光協会�☎�0299-59-2116

使ってみませんか？かすみがうら市アプリ
　ホームページの最新情報や防災行政無線の放送内容
が、スマホやタブレットにプッシュ通知されるアプリ
です。災害時に役立つ他、感染症情報やごみ
の分別、広報電子版なども確認できます。

冬の省エネに取り組みましょう

2 月は、省エネルギー月間です。家庭や職場でで
きる対策を考えてみませんか？
冬はエネルギーの使用が増える季節です。少しの
工夫でできる省エネルギーへの取り組みを紹介しま
すので、積極的に取り組んでみましょう。
◆�省エネルギーとは、｢エネルギーを効率的に使うこと｣
「無駄に使っているエネルギーを省くこと」です。
◉�暖房で暖まった空気を循環させたり、カーテンを
使用して暖房効果を高める。
◉�パソコンやテレビを使用しないときはこまめに消
したり、画面の明るさを下げるなど調整する。
◉�お風呂は家族で間隔を空けずに入浴したり、ふた
をしてお湯の熱を逃がさないようにする。
◉�温水洗浄便座は熱を逃がさないようふたを閉め、
出かける前や就寝前はタイマーなどの節電モード
を上手に使う。
問�環境保全課（霞ヶ浦庁舎）

「はたちの献血」キャンペーン

日本では、10歳代から 30歳代の献血者数がこ
の 10年間で約 35％も減少し、このまま減少が進
むと、血液の安定供給に支障をきたすおそれがあり
ます。今後も患者さんに血液を安定的に届けるため
には、今まで以上に若い世代の献血への理解と協力
が不可欠です。この機会に献血に行ってみませんか。
※�詳細は、ホームページをご確認ください。
問�健康づくり増進課�☎ 029-898-2312

意見公募を行います

計画の策定にあたり、多くの市民の皆さんからの
ご意見をお待ちしています。
①第2次市総合計画後期基本計画（案）
閲覧場所：�政策経営課（千代田庁舎）、情報政策課

（霞ヶ浦庁舎）、中央出張所
　　　　　◎ホームページから閲覧も可能
募集期間：2 月 16日水～ 3月 1日火
問�政策経営課（千代田庁舎）
②市行財政改革基本方針（案）
③市行財政改革アクションプラン（案）
閲覧場所：�政策経営課（千代田庁舎）、情報政策課

（霞ヶ浦庁舎）、中央出張所
　　　　　◎ホームページから閲覧も可能
募集期間：2 月 16日水～ 3月 1日火
問�情報政策課（霞ヶ浦庁舎）

自動車税減免申請出張窓口を開設

障害者手帳や療育手帳などの交付を受けている方
で一定要件を満たす場合、申請に基づき自動車税が
減免になる制度があります。減免申請の出張窓口を
開設しますので、利用される方は土浦県税事務所に
必ず事前連絡してください。
日時：3 月 1日火
　　　午前 10時～正午、午後 1時～ 3時
場所：社会福祉課（千代田庁舎）
※�感染症の影響により、中止する場合があります。最
新情報は、土浦県税事務所にお問い合わせください。
問�土浦県税事務所収税第一課�☎ 029-822-7205

2 月 7 日🈷から、市内の移動に利用できる乗合
タクシーが、WEBでも予約できるようになります。
利用方法
①電話またはWEBで専用 IDを発行申請
②専用 IDとパスワードの通知が郵送
③�専用 IDとパスワードで予約サイトにログイン
④日時や行き先を選択して予約

※これまで通り電話予約も受付しています。
※乗合タクシーの利用には利用者登録が必要です。
問�政策経営課（千代田庁舎）

乗合タクシーのWEB予約を開始

学生のお得な定期券「スクールパス」

霞ヶ浦広域バスでは、通学定期券よりお得な特別
割引定期券「スクールパス」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㈱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
販売窓口
　①関鉄観光バス㈱　土浦駅前サービスカウンター
　②関鉄グリーンバス㈱　石岡営業所・鉾田営業所
　③かすみがうら市役所霞ヶ浦庁舎
　④�御菓子司吉田屋（ベイシア玉造店前）
※�詳細は、ホームページをご覧ください。
問�政策経営課（千代田庁舎）

樹木の管理にご協力ください

道路上への樹木の張り出しは、歩行者や車両の通
行の妨げになります。道路沿いの樹木や雑草につい
ても原則は土地所有者で管理していただくことにな
りますので、安全確保のためにも樹木や雑草の管理
をお願いします。
伐採などをする場合は、歩行者や車両の安全を十

分確保し、事故や転落などに注意してください。電
線などがある場所での作業は感電などの危険を伴う
ため、東京電力やNTTに連絡してください。
東京電力 ☎ 0120-995-007
NTT     �☎ 113（固定電話の場合）� � �

☎ 0120-444-113（携帯電話の場合）
問�道路課（霞ヶ浦庁舎）

茨城空港からのお知らせ

「IBR マイエアポートクラブ」の公式スマホアプ
リが好評配信中です。空港利用などで貯まるポイン
ト制度やプッシュ通知による最新情報のお知らせな
ど、茨城空港をもっと「お得に」「身近に」「便利に」
利用できます。
アプリをダウンロードして、茨城空港から素敵な

空の旅をお楽しみください。
※詳細は、茨城空港ホームページをご覧ください。
問�茨城県空港対策課�☎ 029-301-2761

石綿による疾病の労災補償制度

労働者が石綿（アスベスト）による疾病と認定さ
れた場合は、各種給付を受けることができます。
心当たりのある方は、お問い合わせください。

問�茨城労働局労働基準部労災補償課
☎ 029-224-6217

国や県が実施する統計調査に従事する統計調査員
として登録いただける方を募集しています。
要件：�①満 20歳以上�②市内在住�③責任を持って

調査ができる�④調査上知り得た情報を漏ら
さない�⑤税務・警察・選挙に直接関係がな
い�⑥暴力団と関係がない

報酬：2 ～ 5万円（調査内容により異なります）
※�詳細は、お問い合わせいただくか、ホームページを
ご覧ください。
問�政策経営課（千代田庁舎）

登録統計調査員の募集

　湖北環境衛生組合では、会計年度任用職員（一般
事務）の任用登録制度を開始します。組合ホームペー
ジから詳細を確認できますので、任用を希望する方
は、登録を行ってください。
問�湖北環境衛生組合庶務課�☎ 0299-22-6092

湖北環境衛生組合の任用登録制度

元気シニアバンクに登録しませんか

県では、知識や経験、技能を持つおおむね 60歳
以上の方が地域で活躍できるよう、元気シニアバン
クを開設しています。元気シニアバンクに登録した
方は、「茨城シニアマスター」として、県内のさま
ざまな施設や団体などの依頼に応じて活動します。
※詳細は、お問い合わせください。
問�茨城県社会福祉協議会茨城わくわくセンター�
☎ 029-243-8989

有料広告のご案内

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 4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
　�1 回半枠 1万円（タテ 45㎜×ヨコ 86㎜）
　全枠 2万円（タテ 45㎜×ヨコ 177㎜）
　※原稿の色は白黒となります。
ホームページバナー広告
　1カ月（1枠）6,000 円
　（タテ 50ピクセル×ヨコ 150ピクセル）
※�広告審査を行いますので、掲載希望月の 1カ月前ま
でに申請ください。
問�秘書広報課（千代田庁舎）

有料広告欄
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植物油インキ使用
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読んでみる
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新型コロナウイルス感染症情報 【事業者を支援】
▶�事業者支援一時金
　市では、県の「茨城県営業時間短縮要請等関連事
業者支援一時金」に加算給付を行います。
金額：10 万円×県の一時金の受給回数分
　　　※�◎令和 3年 1、2月分�◎ 4～ 6月分�◎ 8、9

月分の計 3回分、上限 30万円
対象：①～④全てに該当する事業者
　　　①�「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支

援一時金」を受給している
　　　②�市内に主たる事業所を有する法人または個

人事業者
　　　③申請時点において、市税に未納がない
　　　④事業収入があり、事業継続の意思がある
期限：3 月 31日木　
※�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）
▶�新しいビジネスモデル構築支援事業補助金
　オンラインでの商品紹介や事業所のテレワーク環
境整備（パソコン、タブレットは除く）、新商品開
発などに取り組む事業者に補助金を交付します。
金額：�対象経費の 4分の 3（上限 20万円）
対象：①～③全てに該当する事業者
　　　①�市内に事業所を有する中小企業者または個

人事業主
　　　②申請時点において、市税に未納がない
　　　③�年度内に本補助金を受給していない
期限：3 月 31日木　※期限内に事業を完了すること
※�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）
【高齢者などを支援】
▶ PCR検査費用の一部助成（電話予約必須）
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）

【子育て世帯を支援】
▶子育て世帯への臨時特別給付金
　給付金の申請手続きが必要な方は、期限までに申
請してください。
対　　象：�平成 15 年 4 月 2 日から令和 4年 3 月

31日までの間に生まれたお子さん
支 給 額：�対象のお子さん 1人につき 10万円
支給方法：�金融機関口座へ振り込み
申請期限：3 月 31日木
※詳細は、ホームページをご覧ください。
問�子ども家庭課（千代田庁舎）
【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
対象：�社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の特

例貸付における「総合支援資金の再貸付」を
利用できなくなった世帯など

※�令和 4年 1月以降、新たに申請する方で「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。
金額：�単身世帯 6 万円、2人世帯 8万円、3人以

上世帯 10万円
※最長 6カ月、1カ月ごとに支給
申請：社会福祉課窓口に提出または郵送
※窓口提出は、平日午前 8時 30分～午後 5時 15分
期限：3 月 31日木
※�詳細は、お問い合わせいただくか、
　ホームページをご覧ください。
問�社会福祉課（千代田庁舎）
【住民税非課税世帯などを支援】
▶�住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金
対象：�①�住民税非課税世帯（世帯員全員が令和 3年

度分の市町村民税均等割が課されていない
世帯または市町村の条例で定めるところに
より市町村民税均等割を免除された世帯）

　　　�②�家計急変世帯（感染症の影響を受けて家計
が急変し、①の世帯と同様の事情にあると
認められる世帯）

申請：�①の世帯は、市が郵送する確認書に必要事項
を記入し、提出。

　　　�②の世帯は、ホームページや窓口にある申請
書に必要事項を記入し、提出。

金額：1 世帯 10万円
※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）

検査日 予約受付期間
2月14日🈷 2月��7日🈷～2月10日木
2月21日🈷 2月14日🈷～2月18日金
2月28日🈷 2月21日🈷～2月25日金


