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茨城町土採取事業規制条例が
施行されます
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行政書士無料相談会
「円満な相続がしたい」「会社を立ち上げたい」「必要
な許認可はなにか」など、暮らしのなかでお困りのこと
はありませんか。行政書士が、親切・丁寧に皆さまのお
悩みをお聞きし解決の促進を図ります。
▶日時 8月20日（月） 午後１時〜４時
▶場所 茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」 ２階会議室３
３
▶相談員 茨城県行政書士会 水戸支部会員
▶その他 事前申込不要
01
【問合せ先】水戸支部事務局 木村 ☎029−251−3101
行政相談窓口
「どこの窓口に申請してよいか教えてほしい」「分か
か
て
りづらい道路案内標識を改善してほしい」など、困って
、
いること、望んでいることはありませんか。こんな時、
行政相談委員にご相談ください。
町では、総務大臣から委嘱された２人の行政相談委員が
活動しており、今月は次のとおり、行政相談を行います。

るInstagramを利用した
フォトコンテスト）」で
入賞した作品３点と、ドローンで撮影した写真をポ
ストカードにしました。
町内で撮影されたすてきな写真を使ったポスト
カードを活用して、大切な方に町の魅力を伝えま
しょう！
【問合せ先】秘書広聴課
☎029−240−7126（直通）
町

お知らせ

行政相談、行政書士相談を
開催します

城

い ばらき

町

茨

2018.
８ 広報

城

・納期限までに納付しましょう。
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涸沼自然公園売店
「いととんぼ」オープン記念
いととんぼポロシャツ販売！

▶日時 8月27日（月）午後１時〜４時
▶場所 茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」２階会議室３
▶行政相談委員：石井
▶行政相談委員
石
敏幸 ☎029−292−0263（代）
海
海老澤 栄子
▶その他 事前申込
事前申込不要、無料
【問合せ先】町民協
【問合せ先】町民協働課 ☎029−291−8802（直通）

お知らせ

介護慰労金支給申請を
受け付けます

在宅で、寝たきりや認知症の高齢者等を介護している
家族に対し、家族の身体的・経済的負担の軽減を図るた
め、慰労金を支給します。
▶基準日 平成30年7月31日（火）
▶支給対象 次の①から③すべてに該当する方
①65歳以上の高齢者を在宅で介護している方
②平成30年度町民税非課税の世帯であること
③介護保険制度において、要介護４または５の認定が、
平成29年８月１日から平成30年７月31日までの期間
中継続している方
▶支給条件 平成29年８月１日から平成30年７月31日
までの間に介護保険サービスを利用しなかった方（た
だし、７日以内のショートステイの利用を除く）
▶支給額 10万円
▶申請期日 8月31日（金）まで
▶申請方法 長寿福祉課（４番窓口）で申請してください。
▶持参するもの 介護保険証、印鑑、申請者（介護者）
本人の口座がわかるもの
【問合せ先】長寿福祉課 ☎029−291−8407（直通）
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茨城県立児童センター こどもの城
（大洗町磯浜町8249−4）※現地集合現地解散
▶定員 80人
▶対象 子の年齢 年長児から中学２年生まで
▶参加費 １世帯500円
▶申込方法 下記までお問い合わせください。
▶申込期限 ８月24日（金）まで
【問合せ先】社会福祉法人茨城県母子寡婦福祉連合会
☎029−221−8497

(株)三愛ガスサプ
(株)三愛ガスサプライ関東では、事業拡張に伴い新た
に従業員を募集します。
に従業員を募集しま
▶勤務場所 (株)三
(株)三愛ガスサプライ関東茨城事業所
茨城中央工業団地７−16
▶仕事内容 LPGの充填作業・製品検査
▶就業時間 午前８時30分〜午後５時30分
休日（日・祝祭日・隔週土曜）
▶要 件 等 要普通免許・未経験者歓迎・年齢不問
▶募集人数 若干名
採用時期及び賃金などの詳細は、(株)三愛ガスサプ
ライ関東までお問い合わせください。
※㈱三愛ガスサプライ関東は、東証一部上場の三愛石
油㈱が100％出資する企業です。
【問合せ先】(株)三愛ガスサプライ関東
人事担当 黒崎
☎029−219−0161
茨城町商工観光課 ☎029−240−7124（直通）

茨城町魅力発信
信
ポストカード

網掛公園からの
満天の星

10月13日（土）午後２時〜 14日（日）午後１時

茨城中央工業団地
三愛ガスサプライ関東 正社員募集

２期
２期
３期
２期

町

▶日時
▶場所

募 集

○町県民税
○国民健康保険税
○介護保険料
○後期高齢者医療保険料

今月号に
差し込んでいます！

城

茨城県母子寡婦福祉連合会では、県内母子家庭のお母
さんとお子さんが地域を越えて交流と楽しい体験ができ
る宿泊研修事業の参加者を募集します。

▶申込期間 ８月１日（水）〜10月31日（水）
本補助金の認定を受けた方は、下記の金融機関におい
て、住宅リフォームローンの金利優遇を受けることがで
きます。詳しくは、各金融機関へお問い合わせください。
◎常陽銀行
長岡支店 ☎029−292−1262
水戸ローンプラザ ☎029−247−6567
◎茨城県信用組合
奥谷支店 ☎029−292−1165
◎水戸信用金庫
茨城町支店 ☎029−292−6611
※審査の結果、ご
※審査の結果、ご希望に添えない場合があります。
【問合せ先】都市整
【問合せ先】都市整備課
☎02
☎029−240−7116（直通）

８月の納税

茨

親子すこやか宿泊研修事業の
参加者募集

町の人口増加と定住促進により、活力あるまちづくり
町の人口増加と定
を推進するため、以下の要件を満たす転入者が100万円
を推進するため、以
以上のリフォーム工事を行った場合、工事金額の４割
以上のリフォーム工
（上限100万円）を工事完了後に補助します。補助対象の
リフォーム工事、申請書類などの詳細については、町
ホームページまたは都市整備課までお問い合わせください。
▶対象 以下の要件をすべて満たす方
①転入日前１年間町外に居住し、平成30年４月１日以降に
住民登録された方または申請日前１年間町外に居住し、
平成31年３月15日までに住民登録され、居住する方
②平成30年度において、年齢が50歳未満である方また
は転入者世帯に18歳未満の構成員がいる方
③申請時において、町税に滞納がない方
▶申込方法 申請書類を添えて都市整備課まで持参する
か、郵送にて提出してください。
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茨城町移住・定住支援補助金
事業のご案内(転入者向け)

涸沼網掛の
船着き場の夕暮れ

平
平成30年6月定例議会において「茨城町土採取事業規
成 0年
成3
年6月
6月定例
定例
例
制条例」
制条
例」
」が
が可
可決さ
され
制条例」が可決され、9月1日から施行となります。これ
により一定規模以上の土採取事業を行う場合は、町の許
に り一
によ
一定規
規模以
以上
可が必要となります。
▶条例の目的
一定規模以上の土採取事業を規制し災害を防止する
とともに採取跡地について緑化等による適正な整備を
図り、自然環境の保全と住民の福祉の増進に寄与する
ことを目的としています。
▶条例の主な内容
対象となる土採取事業
採取する一団の面積1,000平方メートル以上または
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
採取する土量2,000立方メートル以上の土採取事業が
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
対象となります。
ただし他法令により許可を受けた土採取事業につい
ては、適用外となる場合があります。
地元との協議
土採取事業の許可を受けようとする者は、採取場の
隣接地権者の同意及び地元区長の意見書の提出、また
区長等から要請があった場合は、地元説明会を開催す
ることとなります。
保証金の預入制度
土採取事業の許可を受けようとする者は、事業に係る公
共施設の破損や災害の発生防止の担保として、許可申請
の事前協議の後に保証金を預け入れすることとなります。
▶罰則規定
条例に違反した場合、最高で2年以下の懲役または
100万円以下の罰金が科されます。
▶経過措置
以
条例施行前に着手している土採取事業で、施行日以
上
後に合算して採取場の面積が1,000平方メートル以上
さ
または採取する土量2,000立方メートル以上に拡大さ
れた採取場についてはこの条例の適用となります。
通）
【問合せ先】都市整備課 ☎029−240−7116（直通）
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町観光協会（澤秀雄会長）では、いととんぼの刺繍入
りワッペンを施した「いととんぼポロシャツ」を販売し
ます。ドライシルキータッチのさらっとした着心地で、
様々な場面でお使いいただけます。
▶カラー 全７色（白、パープル、ネイビー、赤、
ピンク、ライムグリーン、ターコイズブルー）
▶サイズ Ｓ、Ｍ、Ｌ、LL、３L
▶価格 税込2,000円、３Lのみ税込2,100円
▶購入方法 電話またはFAX（氏名、連絡先、カラー、
サイズ、購入枚数をご記入のうえ）にて、下記までお
申し込みください。
※在庫がある場合にはすぐにお渡しできますが、注文
状況によってはお時間がかかる場合もございますの
で、ご了承ください。
【問合せ先】商工観光課（町観光協会事務局）
☎029−240−7124（直通）
Fax 029−292−6748
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