
～ Information ～
お知らせと情報

98 広報かすみがうら　令和 4 年 7 月 20 日 広報かすみがうら　令和 4 年 7 月 20 日

くらしのお知らせ

新型コロナウイルス関連情報

生活支援情報
ホームページ

事業支援情報
ホームページ

お盆期間中の施設の休館

　令和 2年 4月 1日（基準日）時点で、「恩給法に
よる公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法
による遺族年金」などを受ける方（戦没者などの妻
や父母）がいない場合に、次の順番による先順位の
遺族 1人に特別弔慰金を支給します。
①�令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援
護法による弔慰金の受給権を取得した方

②戦没者などの子
③戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
　※�戦没者などの死亡当時、生計関係を有しているな

どの要件により、順番が入れ替わります。
④上記以外の戦没者などの三親等内の親族
　�※�戦没者などの死亡時まで引き続き 1年以上の生計

関係を有していた方に限ります。
支給：額面 25万円、5年償還の記名国債
�請求期限：令和 5年３月 31日金
※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）

戦没者などの遺族に対する特別弔慰金

お盆期間中（8月 13日土〜 16日火）のごみ収
集と自己搬入は、通常どおり行います。詳細は、「ご
み収集カレンダー」をご確認ください。
自己搬入受付時間は、次のとおりです。
時間：午前 8時 30分〜午後 4時 30分（日除く）
場所：霞台クリーンセンターみらい
　　　（小美玉市高崎 1824-2）
問�環境保全課（霞ヶ浦庁舎）

お盆期間中のごみ収集と自己搬入

【新型コロナウイルスワクチン情報】
▶�追加接種（4回目）を実施
　3回目接種から 5カ月以上経過し、次に該当す
る方を対象に、追加接種（4回目）を行っています。
　3回目までに接種したワクチンの種類に関わら
ず、ファイザー社または武田／モデルナ社ワクチン
を使用します。
❶ 60歳以上の方　※事前申請は不要
　�3 回目接種から 5カ月以上となる時期に応じて
接種券を発送します。電話またはWEBでご予約
ください。
❷ �18歳以上59歳以下で基礎疾患を有する方・
　重症化リスクが高いと医師が認める方
　�事前申請が必要です。窓口で申請書を配布してい
ます。必要事項を記入し窓口へ持参・郵
送してください。「いばらき電子申請・届
出サービス」からも申請できます。
　窓口：�健康づくり増進課（かすみがうらウエルネ

スプラザ）、千代田窓口センター（千代田
庁舎）、霞ヶ浦窓口センター（霞ヶ浦庁舎）、
中央出張所

※�申請の際、「基礎疾患を有する方」に当てはまること
を証明するための診断書などは不要です。
※�基礎疾患の範囲などの詳細は、ホームページ
をご覧ください。
▶追加接種（3回目）を実施
　2回目接種から 5カ月以上経過した 12歳以上の
方を対象に、追加接種（3回目）を行っています。
　対象者は接種券が届き次第、予約ができます。
　1・2回目と異なるワクチンでも接種が可能です。
※�12 歳以上 17歳以下の方は、ファイザー社ワクチン
のみとなりますので、接種協力医療機関をご
予約ください。
※詳細は、ホームページをご覧ください。
≪接種会場≫
①�市集団接種会場（かすみがうらウエルネスプラザ）
②接種協力医療機関
③県大規模接種会場（産業技術総合研究所）
≪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�

【自宅療養者などを支援】
▶食料品の配送支援
　市では、新型コロナウイルスに感染し自宅療養中
のため、宅配やインターネット配送などによる食料
品などの購入が困難な世帯を対象に、食料品などの
配送支援を行っています。
※�県の「自宅療養者向けの配食サービス」をすでに受
けている方は対象外です。
※詳細は、ホームページをご覧ください。
▶パルスオキシメーターの貸し出し
　市では、新型コロナウイルスに感染し自宅療養中
の方を対象に、パルスオキシメーターを貸し出して
います。希望する方は、電話でお申し込みください。
※県から貸与を受けている方は対象外です。
※詳細は、ホームページをご覧ください。
問�健康づくり増進課�☎ 029-898-2312
▶��宿泊施設での療養
　県では、新型コロナウイルスに感染した軽症者な
どを対象に、宿泊施設での療養を受け入れています。
問�茨城県新型コロナウイルス療養施設担当
☎ 029-301-5134
【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月以降に、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）も対象です。
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
申請期限：8 月 31日水　※延長しました
※�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）

　お盆期間中（８月 13日土〜 16日火）の各施設
の休館日は、次のとおりです。（庁舎窓口は通常開庁）
▶13 日土休館：やまゆり館子育てルーム
▶13 日土、14 日日休館：稲吉児童館、新治児童館
▶14 日日休館：大塚児童館、やまゆり館
▶�15 日🈷休館：あじさい館福祉館、霞ヶ浦公民館、図
書館、千代田公民館、歴史博物館、第１常陸野公園
（B&G海洋センター含む）、わかぐり運動公園、多目
的運動広場、体育センター、戸沢公園運動広場、交
流センター（2階かすみキッチン）、古民家江口屋、
水族館、あゆみ庵、民家園、雪入ふれあいの里公園

※�詳細は、各施設にお問い合わせください。

募集のお知らせ

秋の読書週間の作品を募集

　図書館では、読書週間（10月 27日木〜 11月 9
日水）の作品を募集します。応募作品は、10 月 1
日土から 11月 10日木まで、図書館本館入口通路
付近に展示します。ご応募をお待ちしています。
応募資格：市内在住・在勤の方
応募内容：読書感想文 1人 1編
　　　　　（400字詰原稿用紙 5枚以内）
　　　　　標語 1人 3句以内
応募方法：�住所、氏名、性別、電話番号、勤務先（在

勤の場合）を明記し、図書館本館へ郵送
または持参

応募締切：�9 月 15日木（厳守）
※題材は自由です。応募作品の返却はありません。
※�他のコンクールで受賞した作品は応募できません。
問�図書館�☎ 029-897-0647

次の手当を受給している方は、現況届の提出が必
要です。提出がない場合は、受給できなくなります。
▶児童扶養手当
　提出期限：8月 1日🈷〜 31日水（土日㊗除く）
　提 出 先：子ども家庭課（千代田庁舎）
▶�特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉
手当・在宅障害児福祉手当

　提出期限：8月 1日🈷〜 31日水（土日㊗除く）
　提 出 先：社会福祉課（千代田庁舎）
◉ �8月18日木は働く女性の家、8月19日金は霞ヶ
浦窓口センター（霞ヶ浦庁舎）でも受け付けます。

　（午前 9時 30分〜午後 4時 30分受付）
※現況届の他、必要に応じて提出する書類があります。
※受給資格のある方には別途お知らせします。
※ 2年間この届け出をしないと受給資格を失います。
問�子ども家庭課（児童扶養手当）
　�社会福祉課（特別児童扶養手当ほか）

現況届の提出をお忘れなく

お知らせ版 7月号（7月 5日発行号）訂正とお詫び
　1ページ目右下「一部過疎」の旧町村名に誤りがありました。
【誤】旧里見村 →【正】旧里美村　
【誤】旧山形町 →【正】旧山方町
【誤】旧小川村 →【正】旧緒川村　 訂正してお詫びします。

有料広告欄



募集のお知らせ

「うにゃ」が誕生日をお祝い

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。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、観光課までご応募ください。
対象：�市内在住の 9月 1日〜 30日生まれの方
※当日は、必ず応募者の参加をお願いします。
※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）

心配ごと相談

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。
▶8月 10日水／午後 1時 30分〜 3時／
　働く女性の家
▶8月 24日水／午後 1時 30分〜 3時／
　かすみがうらウエルネスプラザ
※予約は不要です。上記の場所へ直接お越しください。
問�市社会福祉協議会�☎ 029-898-2527

ひきこもりや心理、精神、障害年金、法律などの
相談を、相談員がお受けします。
▶8月 20日土／午後 1時 30分／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 ）

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。
▶8月 18日木／午後 1時／働く女性の家
▶8月 25日木／午後 1時／あじさい館
※8月 1日🈷午前 8時 30分から予約開始
問�社会福祉課（千代田庁舎）

法律相談（要予約／電話受付順 ）

相談のお知らせ

お知らせと相談
～ Information ～

※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更または中止となる場合があります。
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あゆみ庵運営委員会の会員を募集

主な活動内容は、土曜日・日曜日・祝日の抹茶給
仕サービスの提供やあゆみ庵内の清掃作業、備品管
理です。（年会費無料）
対象：�市内在住で月 1・2回程度協力いただける方
問�あゆみ庵運営委員会事務局（観光課・霞ヶ浦庁舎）

ふれあい生涯学習フェア参加団体募集

　今年度は、リアル（対面）とオンラインを組み合
わせた生涯学習フェアを開催します。日々の成果を
披露するために、ぜひご参加ください。
▶オンライン発表（歌や踊り、演奏）
　収 録 日：10月 1日土、2日日
　収録方法：事務局が準備する機材で発表を収録
　公開方法：�事務局で収録した動画を編集し、12

月以降に YouTube 上で公開予定
▶展示発表（作品紹介や団体紹介）
　展示期間：10月 15日土、16日日
　展示場所：あじさい館
　展示方法：作品展示や活動内容を発表
参加資格：市内で活動する団体
申込期限：8 月 19日金まで
※�フェアをサポートしてみたい方や地域貢献に興味が
ある方など、実行委員を随時募集しています。
問�生涯学習課�☎ 029-897-0564

　市内で「空き家を所有している方」または「相続
などにより市内で所有する可能性がある方」に、不
動産・建築・法務の専門家が相談をお受けします。
日時：�10 月15日土午後1時30分〜（1組30分）
場所：働く女性の家
申込期間：�8 月 8日🈷〜 9月 9日金（先着 5組）
申込方法：�電話または受付窓口（市民協働課）で予

約し、一週間以内に申込書を提出
問�市民協働課（霞ヶ浦庁舎）

空き家無料相談会 （ 要予約 ）

親子すこやか宿泊研修の参加者募集

県内の母子家庭の親子が、広く地域を超えて交流
と楽しい体験ができる宿泊研修です。
日時：�10 月 8日土午後 2時〜 9日日午後 1時
場所：水戸市少年自然の家（水戸市全隈町 80-1）
定員：50 人（定員を超えた場合は抽選）
対象：年長児〜中学 2年生とその母親
費用：1 世帯 500円
申込期限：9月2日金(電話でお申し込みください）
※現地集合、現地解散です。遅刻、早退はできません。
問�茨城県母子寡婦福祉連合会�☎ 029-221-8497

イベントのお知らせ

県南エリアのイベント情報

日時：7 月 31日日、8月 7日日
1回目：8時 30分〜（受付：8時〜 8時 15分）
2回目：10時 15分〜（受付：9時 45分〜 10時）
場所：歩崎桟橋（畔の駅コハン前湖岸）
料金：1 人 3,000 円（カヌー 1式、保険料含む）
予約：事前WEB予約
※詳細は、観光協会ホームページをご覧ください。
問�観光課（霞ヶ浦庁舎）

かすみがうらフェスタ 2022
～カヌーイベント～

　会場内には特設ステージや
子ども広場が設けられる他、
水合戦や模擬店など、子ども
たちが楽しめる場所が盛りだくさんです。
　家族や仲間と思い出づくりに出かけませんか。
日時：8 月 6日土午後 1時 30分〜 8時 45分
場所：�つくばみらい市総合運動公園
　　　（つくばみらい市小張 1770）
※詳細は、ホームページをご覧ください。
問�つくばみらい市商工会�☎ 0297-58-1700

みらいフェスタ

　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。
▶8月 26日金／午後 1時 30分〜 3時 30分／
　かすみがうらウエルネスプラザ
問�霞ヶ浦地区地域包括支援センター�☎ 029-833-0331

楽だカフェ（認知症カフェ）

就労に悩む 15歳から 49歳までの方とその家族
からの相談をお受けします。
▶�8月 8日🈷／午後 1時〜 4時／勤労青少年ホーム
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 （3 日前までに要予約 ）

家庭において子どもが健全に成長発達していくた
めの養育や育成などに関する相談をお受けします。
▶�🈷〜金（㊗除く）／午前 8時 30 分〜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 ）

結婚を希望する方に出会いの場を提供します。
▶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
※�🈷〜金（㊗除く）午前 8時 30 分〜午後 5時 15 分
または上記の開設時間内に電話で事前予約が必要。
問�市婚活サポートセンター�☎ 029-897-1111

結婚を希望する方を応援（60 歳以下）

教育支援相談 （ 要予約 ）

配慮が必要な子どもたちの保護者を対象に、相談
員が発達や就学などの相談をお受けします。
▶8月 10日水／午後 1時〜 5時／あじさい館
▶8月 24日水／午後 1時〜 5時／あじさい館
問�学校教育課 ☎ 029-886-3327

有料広告欄有料広告欄
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くらしのお知らせ
～ Information ～

窓口延長　千代田庁舎：毎週木曜日午後 7時まで
対応窓口　市民課、納税課、税務課、国保年金課

納税は口座振替が便利です
�預貯金口座から納期限の日に自動で振替納付が
できるため、納め忘れもなく安心です。
スマホ決済アプリ（PayPay、LINEPay、PayB）
�いつでもどこでも簡単に市税などが納付できる
ため、とても便利です。
問�納税課（千代田庁舎）

納期限

2022年 August�8月
日 月 火 水 木 金 土
31 1

納期
2 3 4

延長
5 6

閉庁
7
閉庁

8 9 10 11
閉庁

12 13
閉庁

14
閉庁

15 16 17 18
延長

19 20
閉庁

21
閉庁

22 23 24 25
延長

26 27
閉庁

28
閉庁

29 30 31
納期

1 2 3

※ �8月11日は祝日のため、閉庁となりますので、
ご注意ください。

広報かすみがうら　令和 4 年 7 月 20 日

あじさい館では、市内の文化団体などが作成した絵画や写真、陶芸、工芸品の芸術作品などを月替わりで展示していま
すので、ご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��問�生涯学習課　☎029-897-0564

8 月
作 品 展 示

▼期間 7月26日火~8月28日日

❖�フォト霞ヶ浦
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消 費 生 活 ホ ッ ト ラ イ ン 【見守り新鮮情報第 421 号】

蜂の巣駆除で思わぬ高額請求
【事例】
５㎝大の蜂の巣を見つけたので、インターネット

で調べた業者に電話した。料金を確認すると「蜂の
巣 1個で 4,000 円、他の処置をしても 2万円まで」
と言われたので依頼した。
作業終了後、巣を 1個だけ見せられて「これ以

外にも巣が 2個あった」と言われ、合計 11万円の
明細を見せられた。2個の巣は見せて
もらえていない。車で銀行に連れて行
かれて支払ったが、高額すぎるのでは
ないか。（60歳代女性）
【ひとこと助言】
◉�落ち着いて駆除業者を探しましょう。また、日頃
から自分で駆除する方法や信頼できる事業者を調
べておくと安心です。

◉�作業前に、作業内容と料金を確認し、当初の想定
とかけ離れた金額の場合は、すぐに依頼せず、複
数社から見積もりを取って比較検討するのも良い

でしょう。
◉�巣が大きくなると駆除が難しくなり、費用も高額
になる傾向があります。定期的な点検を行いま
しょう。

◉�請求額に納得できない時は、料金を支払わずに消
費生活センターなどにご相談ください。

▶�その他、不審な電話を受けたときには、すぐに警
察や消費生活センターなどにご相談ください。

【市消費生活センター開設日】
時間：午前 9時〜正午／午後 1時〜 4時
◎🈷火木金 �場所：霞ヶ浦庁舎
◎🈷水　　�場所：勤労青少年ホーム

【その他の消費生活センター電話相談】
◎土日㊗ �電話：国民生活センター���☎ 188

問�市消費生活センター（霞ヶ浦庁舎）
☎ 029-897-1111

消費生活
センター

PoC

8 月  1 日
　固定資産税 2 期
　国民健康保険税 1 期
　後期高齢者医療保険料 1 期

8 月 31 日
　市・県民税 2 期
　国民健康保険税 2 期
　後期高齢者医療保険料 2 期
　介護保険料 3 期

く ら し の 防 災 ガ イ ド

竜巻などの突風は狭い範囲で突発的に発生することが多いため、大雨などに比べると、高い精度で予測する
ことは困難です。竜巻に関する気象情報が発表されたときや実際に竜巻に遭遇したときに、どのような行動を
とるべきか、日ごろから確認しておくことが大切です。

・�竜巻は、発達した積乱雲に伴って発生する激しい
渦巻きです。
・ろうと状や柱状の雲を伴っています。
・台風、寒冷前線、低気圧などに伴って発生します。
・�短時間で狭い範囲に集中して甚大な被害をもたら
します。
　※�被害は、長さ数 km、幅数十m〜数百mの狭い範
囲に集中します。

・移動スピードが非常に早い場合があります。
　※�過去に発生した竜巻の中には、時速約 90km（秒速
25m）で移動したものもあります。

この他、発達した積乱雲は、ダウンバーストやガスフロン
トと呼ばれる破壊的な強風を引き起こすことがあります。

県では、アプリなどで情報発信をしています。
詳細は、県ホームページをご覧ください▶

・真っ黒い雲が近づき、周囲が急に暗くなる
・雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりする
・ヒヤッとした冷たい風が吹きだす
・大粒の雨や「ひょう」が降りだす

　発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑
丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてくだ
さい。また、安全確保にある程度の時間を要する次
のような場合は、早めの避難を心掛けてください。
・人が大勢集まる屋外行事
・テントの使用や子ども、高齢者を含む野外活動
・高所やクレーン、足場などでの作業

竜巻から身を守ろう 問�危機管理課（千代田庁舎）

竜巻とはこのような現象

竜巻の発生時によく現れる特徴
「竜巻注意情報」が発表されたら

イメージ

積乱雲積乱雲

竜巻竜巻被害を受ける範囲
竜巻の移動方向

竜巻の経路

・�本市の情報システム（ウェブやメールな
ど）の停止などに関する情報

・�本市に対するサイバー攻撃などに関する
情報

・�本市の情報資産（住民の個人情報や重要
な行政情報）の流出、漏えいな
どに関する情報
問�情報政策課（霞ヶ浦庁舎）

自 治 体 D X 通 信 【シリーズ⑦ セキュリティ対策の徹底】

情報セキュリティの窓口を設置
近年、社会全体の急激なデジタル化が進んでいますが、同

時にインターネットを介した悪質な攻撃による「情報漏えい」
やネットワークトラブルによる「セキュリティ事故」のリス
クなどが高まっています。
日々進化するさまざまな脅威に対し、市では、令和 4年 6

月に、情報セキュリティポリシーの改正を行い、悪質な攻撃
を未然に防ぐための対策やセキュリティ事故発生時の対応を
見直しました。また、市の情報セキュリティに関するインシ
デント（事故、障害）が発生した時または発生する恐れがあ
る時に、情報などを受け付ける統一的な窓口として PoC（ポッ
ク ) を開設しています。市の情報セキュリティに関する情報
がありましたら、PoCまでご連絡をお願いします。
市民の皆さんも、夏休みやお盆休みといった長期間の休み

の際に、メールなどを利用した悪質な攻撃を受ける可能性が
ありますので、休み明けの学校や会社などでメールを確認す
る際には十分にご注意ください。

PoCで受け付ける情報の例
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