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お知らせ

　県民交通災害共済は、加入者が交通事故に遭い病院等
で治療した場合、治療実日数に応じた見舞金を給付する
相互共済制度です。
　なお、令和元年度加入者の共済期間は令和2年3月31
日までです。継続加入のお手続きはお早めに！
▶共済期間
　令和２年4月1日（水）～令和３年3月31日（水）
（令和２年４月１日以降加入の場合、申込日の翌日から
令和３年３月31日まで）
▶加入受付開始日　令和2年2月３日（月）～
▶加入要件　茨城町に住民登録がある方
▶会費　大人900円、
　　　　中学生以下（令和２年４月１日現在）500円　
　※９月30日以降に申込まれた方は半額となります
▶申込方法　会費を添えて町民協働課（茨城町役場２階
15番窓口）までお申し込みください。
　【問合せ先】町民協働課
　　　　　　 ☎０２９－２９１－８８０２（直通）

令和２年度　県民交通災害共済募　集

　みんなで楽しくガーデニングについて学びませんか？
季節の草花を使った寄せ植え方法など実践を交え楽しく
学び、家庭や地域を花で埋め尽くしましょう。
▶日時　3月11日（水）午前10時～正午
▶場所　茨城町桜の郷コミュニティセンター
　　　 （茨城町桜の郷3114－9）
▶内容　季節の寄せ植え教室～春編～
▶講師　柴田　しず江先生

▶募集人数　30人
▶参加費　3,000円（花苗等実費）
▶持ち物　薄手の手袋、園芸用はさみ、作品を持ち帰る
ための段ボール
▶応募条件　町内外在住は問いません。楽しくお花を楽
しめる方ならどなたでもOK！園芸初心者の方ももち
ろん大歓迎です！
▶申込期限　2月25日（火）午後５時まで
※申込期限を過ぎてからキャンセルされる場合、花苗の
お引取りをお願いします。お引取りの際、参加費をお
支払いください。

▶申込方法　下記まで電話かメールでお申し込みくださ
い。メールの場合は①氏名②住所③日中連絡可能な電
話番号を必ず記載してください。

　【申込・問合せ先】町民協動課
　　　　 ☎０２９－２９１－８８０２（直通）
　　　　 メール：kyoudou@town.ibaraki.lg.jp

Happy Gardenプロジェクト
～いばらきまちを花いっぱいのまちに～
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お知らせ

　町が所有する施設に自動販売機を設置する事業者につい
て、一般競争入札で公募します。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。
▶申請受付期間　1月14日（火）～2月10日（月）
　【申請・問合せ先】財政課　契約・財産管理グループ　
　　　　 ☎０２９－２９７－５００５（直通）

町有施設自動販売機設置に係る
一般競争入札

【【【【【【申請申請申請申請申請請申請申申 ・問・問・問・問・問・問合せ合合合せ合せ合せ合せ合せ合 先】先】先】先】先】先】
　　 ☎☎☎☎☎☎☎☎０２０２０２０２０２０２９－９－９－９－９－９－９

お知らせ

　茨城県立聴覚障害者福祉センター　やすらぎでは、難
聴相談会を開催します。
▶日時　2月9日（日）午後1時30分～3時30分
▶場所　茨城町駒場庁舎講座室（茨城町駒場450）
▶申込方法　FAXまたはメールで、①氏名②日中連絡可
能な電話番号を記載し、茨城県立聴覚障害者福祉セン
ター　やすらぎ（FAX：029-247-1369、メールアド
レス：info@center-yasuragi.or.jp）宛てにお送りく
ださい（当日参加も可能です）。

　【問合せ先】社会福祉課
　　　　　　 ☎０２９－２４０－７１１２（直通）

令和元年度難聴相談会
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お知らせ

　ひぬまスポーツCOMでは、だれもが気軽にスポーツ
に取り組めるよう定期スポーツ活動やヨガ教室・太極拳
教室を開催しています。
　今回は、町内でビーチボールバレーを愛好している
方々の協力により、このスポーツを体感できるイベント
を開催します。スポーツが好きな方や興味がある方は、
ぜひお越しください。
▶日時　2月21日（金）午後７時～
▶場所　茨城町立明光中学校体育館
▶参加費　無料
▶持ち物　体育館シューズ
▶その他　毎週金曜日午後７時から９時まで、明光中学
校体育館において、活動をする参加者も募集していま
す。バドミントンや卓球など、一緒にスポーツを楽しみ
ませんか。定期的に参加したい方は、ご連絡ください。
　【問合せ先】ひぬまスポーツCOM
　　　　　　 ☎０９０－４５９１－８２２４

ビーチボールバレーを
楽しみませんか

【問合せ先】町民協
　　　　　　 ☎０２
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募　集

　カロリーを抑えた食事とウォーキングは、メタボ予防
に効果的です。健康診断の結果が気になる方、体重の増
加が気になる方、カロリーを抑えた食事に興味のある方
はぜひご参加ください。
▶日時　2月26日（水）午前９時30分～午後１時30分  
　　　 　　　　　　　  （受付：午前９時10分～）
▶場所　茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」
　　　　２階　栄養指導室
▶対象　町内在住の方　※運動制限のない方
▶定員　20人　※定員になり次第、締め切らせていただきます。
▶参加費　無料
▶持ち物　米一合、エプロン、三角巾、タオル、飲料水
　　　　　※動きやすい服装、靴で参加してください。
▶申込方法　電話または健康増進課窓口で、お申し込みください。
▶申込期間　２月３日(月)～２月20日(木)
　【申込・問合せ先】健康増進課
　　　　　　　　　 ☎０２９－２４０－７１３４（直通）

ヘルシークッキング&
ウォーキング教室

樹木、宿根草など、合わせて600種類以上の花苗を扱う、
広い庭を配する欧風造りの一軒家のガーデンショップ
で、寄せ植え教室やギャザリング教室を開催。自分で造り
上げる楽しさを知って、そしてもっと気軽に、あまり手を
加えなくても楽しめるガーデニングを提案している。
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情報
２月の納税

○国民健康保険税　　　　８期
○介護保険料　　　　　　６期
○後期高齢者医療保険料　８期
・下記納期限までに銀行、コンビニまたは役場窓
口で納付しましょう。
・便利な口座振替を利用しましょう。

納期限は３月２日（月）

2020年農林業センサスへの
ご協力をお願いします

納期限

2020
ご協力

お知らせ

・農林水産省では、令和２年２月１日現在で、「2020
年農林業センサス」を実施します。
・この調査は、今後の農林業の政策に役立てるために５
年ごとに実施される極めて大切な調査です。
・令和２年１月中旬から、統計調査員が農林業を営んで
いる方々を訪問し、調査票に農林業の経営状況などの
記入をお願いしますので、ご協力をお願いします。
・統計調査員は、茨城県知事から任命されており、「調
査員証」を必ず携行しています。
・調査票に記入された事項については、統計以外の目的
には使用されません。
・調査に関する詳しい情報は、農林水産省のホームペー
ジをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2020cp/
皆様の調査へのご理解・ご回答をよろしくお願いし
ます。
　【問合せ先】企画政策課
　　　　　　 ☎０２９－２１５－８００３（直通）

困ったら 一人で悩まず行政相談

ます。
【問合せ先】企画政
　 　 　  ☎０２

困ったお知らせ

　毎日の暮らしの中で、「手続きが分かりにくい」「どこ
の窓口に申請してよいか教えてほしい」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。
　相談は無料・秘密厳守です。事前申し込みは不要です
ので、お気軽にご利用ください。
▶日時　２月17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　敏幸
　　　　　　　　☎０２９－２９２－０２６３（代表）
　　　　　　　　海老澤　栄子
　※行政書士無料相談会も同日開催します。
　【問合せ先】町民協働課
　　　　　　 ☎０２９－２９１－８８０２（直通）

町の防災行政無線が聞き取れなかった場合
防災行政無線テレフォンサービス
☎０８００－８００－８８４８（通話料無料）

防災行政無線などを用いた
情報伝達訓練 (試験放送 )を
実施します
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お知らせ

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、情報伝達訓
練を行います。この訓練は、全国瞬時警報システム（Jア
ラート）（※）を用いた訓練で、町内の防災行政無線屋外ス
ピーカー及び防災ラジオから、訓練放送が流れます。
▶日時　2月19日（水）午前11時頃
▶訓練で行う放送試験
・上りチャイム音
・「これは、Ｊアラートのテストです。」×３回
・「こちらは、防災いばらきです。」
・下りチャイム音
※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急
情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝え
するシステムです。

　【問合せ先】総務課 ☎０２９－２４０－７１２５（直通）

心身に障がいをお持ちの方へ
自動車税減免申請の出張窓口開設

0

５

で
の

情報情報情報情報情報情報情報を、を、を、を、を、をを、国か国か国か国か国か国か国からららららららら
するするするするするするするるシスシスシスシスシスシステムテムテムテムテムテムテムでででででででで

【【【【【【【問合問合問合問合問合問合問 せ先せ先せ先せ先せ先せ先】総】総】総】総】総】総総総務課務課務課務課務課務課務

心心心心心心心身身身身身身身にににににに
自自自自自自自動動動動動動動動車車車車車車お知らせ

　茨城県では、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手
帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方のた
めに使用する自動車で、障害等級が一定の要件を満た
し、障がい者の方ご本人もしくは障がい者の方と生計を
一にする方が所有する自動車について、申請により自動
車税（種別割）及び自動車税（環境性能割）を減免する
制度を設けています。
　減免申請は、管轄の県税事務所において年間を通じて
受付をしていますが、下記の日程で減免申請の出張窓口
を開設しますので、ご利用ください。
　手続きに必要な書類などの詳細については、事前に水
戸県税事務所までお問い合わせください。
※新車、中古車新規登録に係る減免や自動車税（環境性能
割）の減免については、登録日から30日以内に管轄の水
戸県税事務所自動車税分室でお手続きをお願いします。

▶受付日時　2月18日（火）
　　　　　　午前10時～午後4時（正午～午後1時を除く）
▶受付場所　茨城町役場　1階ロビー
　【問合せ先】水戸県税事務所
　　　　　　 収税第一課 ☎０２９－２２１－６６０５
茨城県税務課ホームページ：
http://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/kikaku/zeimu.html

水戸税務署からのお知らせ
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水水水水水水水戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸税税税税税税税お知らせ

　事業者を対象とした消費税軽減税率制度説明会を開催
します。
▶日にち 　1月27日（月）、2月27日（木）、3月23日（月）
▶時間　①午前９時30分～10時30分　②午前11時～正午
　　　　③午後１時30分～２時30分　④午後３時～４時
▶場所　関東信越厚生局　茨城事務所
　　　　２階共用大会議室（水戸市北見町1-11）
▶参加費　無料
▶申込方法　予約不要（先着順）
▶定員　40人程度
　※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
　【問合せ先】水戸税務署　法人課税第一部門　
　　　　　　 ☎０２９－２３１－４２０３
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