お知らせ

４月の納税

平成3 ・32年度 茨城町入札
平成31
参加資
参加資格追加受付のお知らせ

平成31・32年度茨城町入札参加資格の追加受付を、
次のとおり実施します。詳しくは、町ホームページをご
覧いただくか、下記までお問い合わせください。
▶申請区分 物品及び役務の調達
▶受付期間 平成31年4月1日
（月）
〜4月26日
（金）
※当日消印有効
▶申請先 茨城町財政課 契約・財産管理グループ
【問合せ先】財政課 契約・財産管理グループ
☎０２９−２９７−５００５（直通）

○固定資産税
○介護保険料

・新年度、最初の納税になります。固定資産税の全
期前納納付書は下記納期限まで使用可能です。
・口座振替は茨城町指定の金融機関窓口にてお申
し込みください。

納期限は ５月７日（火）

お知らせ
町内在住の方もご利用できます
町内在
お知らせ

平成3
平成31年ゴールデンウィーク
期間中
期間中の水戸市休日夜間緊急
診療所の診療
診療所

▶診療について（４月27日（土）〜５月６日（月））
期間中の診療は下記のとおりです。4月27日(土）、
4月30日(火)から５月２日(木)までは、昼間の診療を
行いませんので、ご注意ください。
月

4

5

日
27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
(曜日) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土) (日) (月)
昼間
夜間

〇

〇

〇

〇

〇

〇
昼

〇

間

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

夜

間

診療科

内科・小児科・
外科・歯科

内科・小児科

受付時間

9：00〜11：45
13：00〜15：15

19：30〜
22：15

▶場所 水戸市休日夜間緊急診療所
（水戸市笠原町993-13）
▶電話番号 内科・小児科・外科
☎０２９−２４３−８８２５
歯科
☎０２９−２４３−８８４０
▶注意事項
健康保険証をお忘れの場合、診療費は全額自己負担とな
ります。救急診療所ですので、継続的な治療・長期間の投
薬は行いません。後日、かかりつけ医を受診してください。
茨城子ども・おとな救急電話相談
受 診 相 談 や 医 療 機 関 案 内 は、♯ 8 0 0 0（ 子 ど も）、
♯7119（おとな）にて24時間対応しています。
【問合せ先】水戸市保健センター
☎０２９−２４３−７３１１

精神障
精神障害者保健福祉手帳
（1級）を
お持ちの方も医療福祉費支給制度
お持ち
（マル の対象となります
（マル福）

重度心身障害の方を対象とした医療福祉費支給制度（マ
重度心身障害の方
ル福）は、現在、身体障害者手帳（1級、2級、3級の内部障
ル福）は、現在、身体
害）をお持ちの方、療育手帳（ⒶまたはＡ）をお持ちの
害）をお持ちの方
方、障害年金1級を受給している方を対象としています
が、平成31年4月1日から精神障害者保健福祉手帳（1級）
をお持ちの方も対象となります。
所得判定（下表「所得制限額の目安」参照）でマル福に
該当する方には、「申請案内通知」を送付しますので、必
要書類を持参のうえ申請手続きをお願いします。
●所得制限額の目安
扶養親族数
0人
1人
2人

本 人
512万9千円
550万9千円
588万9千円

配偶者・扶養義務者
628万7千円
653万6千円
674万9千円

上表の金額未満の場合に受給者証が交付されます。
※本人または配偶者・扶養義務者のうち所得が高い方で
所得判定を行います。
※本人の扶養親族１人につき38万円加算、配偶者・扶養義
務者の扶養親族１人につき21万3千円を加算します。
※所得から定額控除8万円を差し引いて判定します。
【問合せ先】保険課 医療年金グループ
☎０２９−２４０−７１１３（直通）
お知らせ

㻵 㼚㼒㼛㼞㼙㼍㼠㼕㼛㼚 情報

１期
１期

茨城空
茨城空港からのお知らせ

茨城空港では、ゴールデンウィークの４月27日（土）か
ら５月１日（水・祝）までの５日間で、「茨城−香港」を結
ぶチャーター便が運航されます。茨城−香港間のチャー
ター便は、茨城空港開港以来、初めての運航となります。
この機会にぜひ、「アワビ」や「ふかひれ」などのグルメ
や100万ドルの夜景を楽しめる香港へお出かけください。
【問合せ先】茨城空港利用促進等協議会事務局
（茨城県政策企画部交通局空港対策課内）
☎０２９−３０１−２７６１

お知らせ

合併処理浄化槽設置補助金の
希望者を募集します

処
町では、し尿と生活雑排水を一緒に処理できる合併処
用
理浄化槽を設置する方に対して予算の範囲内で設置費用
の一部を補助しています。
国の補助制度が改正されたため、本年度から合併処理
――――――――――――――
浄化槽の老朽化等による更新に対する補助は廃止します。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▶補助内容
補助人槽

お知らせ

任期満了に伴う茨城町長選挙及び議員欠員（欠員１
人）に伴う茨城町議会議員補欠選挙は、４月16日（火）
告示、４月21日（日）投票日の日程で行われます。
▶投票日

補助限度額（１基あたり）

補助対象要件

5人槽

645,000円

延べ床面積 140㎡（約42.35坪）以下のもの

7人槽

772,000円

延べ床面積 140㎡（約42.3５坪）を超えるもの

10人槽

959,000円

台所及び浴室が２か所以上ある場合（二世帯住宅等）

※補助を受ける方のうち、既設の単独処理浄化槽を撤去
する場合、撤去費用の一部（限度額 90,000 円 / 基）
を補助します。
▶受付期間 4 月1 日（月）〜5 月31 日（金）
※閉庁日は除く 午前８時 30 分〜午後５時 15 分
▶申込できる方 公共下水道区域及び農業集落排水事業
実施区域を除く区域において、平成32年２月末までに
――――――――――――――
専用住宅（小規模店舗等を併設の場合は住宅部分の床
面積が総面積の２分の１以上であること）へ高度処理
型合併処理浄化槽（N 型）の設置補助事業が完了でき
る方。ただし次の場合は補助対象となりません。
①販
―――――――――――――――――
売の目的で、合併処理浄化槽付き住宅等を建築する場
合②住宅等を借りている方で、賃貸人の承諾が得られ
ない場合③町税等を滞納している場合④個人住宅を新
築または、建築確認の伴う改築をする場合⑤従前から
――――――――
設置されていた合併処理浄化槽を更新する場合
―――――――――――――――――――――――――――――――
▶申込方法 印鑑をご持参のうえ、
下水道課窓口（10 番）
へ直接お申し込みください。その際、現在の排水の処
理状況、浄化槽を設置する住宅の延べ床面積をうかが
いますので、内容をご確認の上お越しください。
※１ 応募者多数の場合は、抽選となりますので、あ
らかじめご了承ください。
※２ 国の補助制度改正に伴い、補助額や補助対象の
―――――
――――――
変更が想定されます。詳細は下水道課窓口にてご確
―――
認ください。
【問合せ先】下水道課 公共下水道グループ
☎０２９−２４０−７１２７（直通）

4月2 （日）
4月21日
は茨城町長選挙
及び茨
及び茨城町議会議員補欠選挙の
投票日
投票日です！

4月21日（日）

▶投票時間 午前７時〜午後６時
▶投票所

投票所入場券に記載してありますので、

ご確認ください。
▶投票できる方
・平成13年４月22日以前に生まれた方
・平成31年１月15日までに茨城町の住民基本台帳に記
載され、引き続き町内に住んでいる方
※投票日前に茨城町から他の市町村へ転出された方
は、投票できません。
投票の際には、投票所入場券をご持参ください。投
票所入場券が未着の場合または何らかの事情で紛失
した場合でも、選挙人本人であることが確認できれ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

ば投票することができますので、投票所の係員に申

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

し出てください。
期日前投票
４月21日（日）の投票日に投票に行けない方は、期日前
投票ができます。期日前投票を希望する方は、投票所入
場券（未着の場合は不要です）をご持参のうえ、期日前
投票所で投票を行ってください。
▶投票期間 ４月17日（水）〜４月20日（土）
▶投票時間 午前８時30分〜午後８時
▶投票所 茨城町役場期日前投票所
（茨城町役場１階ロビー）
【問合せ先】茨城町選挙管理委員会事務局（総務課内）
☎０２９−２４０−７１２５（直通）

入居のご相談も随時対応しております。ショートステイもご利用できます。
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