
茨城町放課後児童クラブ
児童募集
茨城町
児童募募　集

　令和２年度茨城町放課後児童クラブに入会する児童を
募集します。
▶入会基準　保護者が常時働いているなどの理由で放課
後の時間帯等に児童をみることができない状態にある
世帯。原則として、その他家族（祖父母など）も同様
の状態に限ります。
▶対象児童　小学校１年生から６年生まで
▶定員

▶申込方法　こども課窓口にある申込用紙に記入のう
え、お申し込みください（町ホームページからダウン
ロードも可能です）。
▶受付期間　令和２年1月8日（水）～1月24日（金）
※例年より受付期間が早まりましたので、ご注意ください。
▶料金　平日のみ利用　月額6,000円
　　　　月～土曜日利用　月額8,000円
※詳細は、広報いばらき11月15日号３ページをご覧く
ださい。また、町ホームページ「放課後児童クラブ」
よりご確認いただけます。

　【問合せ先】こども課　子育て支援グループ
　　　　　　 ☎０２９－２４０－７１４４（直通）

確定申告に便利な
ＩＤ・パスワードを取得しましょう

【問合せ先】こども
　　　　 ☎０２

確定申
ＩＤ・パお知らせ

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で
は、ＩＤとパスワードを事前に取得することで、マイナン
バーカードやICカードリーダライタをお持ちでなくて
も、パソコンやスマートフォンで確定申告書を簡単に電
子送信（ｅ－Ｔａｘ）することができます。
　ＩＤ・パスワードはお近くの税務署において５分程度で
発行を受けられますので、ぜひ取得してください（発行
の際、税務署で職員と対面による本人確認が必要で
す）。
　税務署は年明けから混み合いますので、令和元年12月
頃までの取得をお願いします。
※マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタまたはマ
イナンバーカード対応のスマートフォンをお持ちの方
は「マイナンバーカード方式」によるｅ－Ｔａｘが利用
できます。

※ＩＤ・パスワード取得の際は、運転免許証などの顔写真
付きの本人確認書類をお持ちください。

※ＩＤ・パスワード方式は暫定的な対応です。お早めにマ
イナンバーカードの取得をお願いします。

　【問合せ先】水戸税務署
　　　　　 　☎０２９－２３１－４２１１
　　　　　　 〒310－8666　水戸市北見町１－17

児童クラブ名

長岡児童クラブ
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青葉児童クラブ
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Neighboring town
ひたちなか市
　第68回勝田全国マラソン
　２万人を超えるランナーが、ひたちなか市を
駆け抜けます！大会に伴い、午前８時30分か
ら最大午後５時まで、ひたちなか市・東海村の
コース周辺で交通規制が実施されます。皆さま
のご理解、ご協力をお願いします。
▶日にち　令和２年1月26日（日）
　【問合せ先】勝田全国マラソン大会事務局
　　　　　　 ☎０２９－２７２－８４０５

大洗町
　第37回大洗マラソン
　サンビーチ・マイルレース
　大洗の潮風を受けながら、砂浜などのバラエ
ティーにとんだコースを駆け抜けましょう。

▶日にち　令和２年2月2日（日）
▶場所　大洗サンビーチ（大洗町港中央）
▶参加資格　健康で走ることが好きな方
▶参加費　無料
▶申込方法　大洗町生涯学習課へFAXまたは直
接お申し込みください（電話申込不可）。
※大会申込書は、大洗町ホームページから
　ダウンロードできます。
▶種目　親子の部（小学１年生以下、小学２・
３年）、小学の部（男女学年別４・５・６年）、
中学の部（男子・女子）、高校の部（男子・
女子）、一般の部（男子・女子）、壮年の部
（40歳以上・男女混合）

　【問合せ先】大洗町生涯学習課
　　　　　　 ☎０２９－２６７－０２３０
　　　　　　 FAX ０２９－２６７－１０５１
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情報
12月の納税

○国民健康保険税　　　　６期
○介護保険料　　　　　　５期
○後期高齢者医療保険料　６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。

納期限は12月25日（水）

サンタランド協力者募集サンタ募　集

　茨城町青年四季の会では、クリスマスの時期にサンタ
クロースに扮し、町の子どもたちへプレゼントを配布す
るボランティア活動を行っています。今年は、12月24
日（火）の予定です。この活動に協力してくださる方を
募集しています。
▶対象　町内在住・在勤・在学で18歳以上の方
▶定員　若干名
▶申込方法　下記までご連絡ください。
　【問合せ先】茨城町青年四季の会　
　　　　会長 井川武彦　☎０９０－３５９４－７１２２
　　　　　　 （電話受付時間　午後６時～10時）

政治倫理審査会委員を
公募します

で納付しましょう

納期限

政治倫
公募し募　集

　茨城町政治倫理審査会委員は、政治倫理の確立のため
適切な処理を行う重要な役割を果たすものです。制度に
関心のある方の応募をお待ちしています。
▶職務　町長、副町長、教育長及び議員が、政治倫理基
準・遵守事項に反する行為をした疑いに対して町民か
ら請求があった場合に、当該事実の調査や審査を行い
ます。任期は２年になります。
▶応募資格　地方自治の本旨に理解があり、地方自治法
第18条に定める選挙権を有する町民。ただし、町長、
副町長、教育長及び議員の２親等以内の親族及び同居
の親族は応募できません。
▶募集人数　２人
▶応募方法　履歴書（市販のもの）を作成し、履歴書上
段の欄外に「政治倫理審査会委員応募」と記載の上、
郵送または持参してください。
▶応募締切　令和２年1月10日（金）必着
　【提出・問合せ先】
　　　　　 総務課　行政グループ
　　　　　 ☎０２９－２４０－７１２５（直通）
　　　　　 〒311－3192　茨城町小堤1080

見えない方・
見えにくい方のための福祉機器展

▶申込方法　下記ま
【問合せ先】茨城町
　　　　会長 井川武
　　　　　　 （電話受

見えな
見えにお知らせ

　最新テクノロジーに裏打ちされた福祉機器などを紹介
します。視覚障がい者の方はもちろんのこと、ご家族の
方やボランティアの方、また福祉に興味をもつ方など、
予約は不要ですので、お気軽にお越しください。
▶日時　12月22日（日）午前10時～午後３時
▶場所　水戸駅ビル・エクセル本館６階
　　　　エクセルホール（水戸市宮町１－１－１）
▶入場料　無料
　【問合せ先】社会福祉法人茨城県視覚障害者協会
　　　　　　 ☎０２９－２２１－００９８

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）

「夜の道　危険発見　ハイビーム」
年末の交通事故防止県民運動

ス
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「「「「「「夜夜夜夜夜夜夜夜のののののののの
年年年年年年年年末末末末末末末末末ののののののお知らせ

12月1日（日）～15日（日）
　年末は、日没時間が年間を通じて最も早く、夕暮れ時
から夜間にかけて交通事故の多発が懸念されるほか、忘
年会など飲酒する機会が増え、飲酒運転による事故の発
生も危惧されます。
　交通ルールの遵守と正しい交通マナーを習慣付け、交
通事故の防止に努めましょう。
確認しよう！ 運動の重点
・子どもと高齢者の交通事故防止（特に横断歩行者の保護）
・夕暮れ時と夜間の交通事故防止
・飲酒運転の根絶
　【問合せ先】町民協働課
　　　　　　 ☎０２９－２９１－８８０２（直通）

所得税や住民税の「障害者控除」
「障害者控除対象者認定書」の発行について
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・飲・飲・飲・飲・飲・飲飲飲酒運酒運酒運酒運酒運酒運酒運転の転の転の転の転の転の根絶根絶根絶根絶根絶根絶根絶
【【【【【【問合問合問合問合問合問合合合せ先せ先せ先せ先せ先せ先先】町】町】町】町】町】町町町民協民協民協民協民協民協民協協
　　 　　 　 ☎☎☎☎☎☎☎☎０２０２０２０２０２０２

所所所所所所得得得得得得得税税税税税税税
「「「「「「障障障障障障障障害害害害害害害害害者者者者者者お知らせ

　「障害者手帳」の交付を受けていない満65歳以上の方
で、身体の障がい、または認知症の状態が一定の基準に
該当する場合は、「障害者控除対象者認定書」を発行し
ます。
　所得の申告にあたり、この認定書を提示することで、
「障害者控除」を受けることができます。
▶対象
・茨城町の住民票に記載されている満65歳以上の方、ま
たは茨城町の介護保険第１号被保険者であること。

・介護保険制度の要介護認定（要支援１･２、要介護１
～５）を受けている方

※「障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手
帳」等の交付を受けている方は手帳で控除の申告をす
ることができますので申請の必要はありません。

▶申請者　控除対象者（本人）または親族
▶受付期間　令和元年12月2日（月）～令和２年1月31日（金）
▶申請先　長寿福祉課（１階４番窓口）
▶持参する物　控除対象者の印鑑（親族の申請は、親族
者印が必要）、介護保険被保険者証

　【問合せ先】長寿福祉課
　　　　　　 ☎０２９－２９１－８４０７(直通)

みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう 相手の気持ち
　　未来へつなげよう 違いを認め合う心～
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【【【【【【【問合問合問合問合問合問合せ先せ先せせ先せ先せ先せ先先】長】長】長】長】長】長寿福寿福寿福寿福寿福寿福寿福寿
　 　 　　 ☎☎☎☎☎☎☎０２０２０２０２０２０２
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～考～考～考～考～考～考～考えええええええ
　 未未未未未未未

お知らせ

 昭和23年（1948年）12月10日、国連総会で世界人権
宣言が採択されたのを記念し、毎年12月10日が「人権
デー（Human Rights Day）」と定められました。
　法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権デーを最
終日とする12月４日から10日までを「人権週間」とし
て各種の人権啓発活動を行います。　　　
　人権は自分と同じように他の人にもあります。お互いに
相手の立場を尊重し、豊かな人間関係をつくりましょう。
　【問合せ先】水戸地方法務局　
　　　　　　 ☎０２９－２２７－９９１９
　　　　　　 茨城県人権擁護委員連合会
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