詳細は村ホームページをご覧になるか
役場総務課までお問合せください。

変色したビニールや保存状
態の悪いもの等
◇回収日
月下旬
※申込者に後日連絡
◇場所 稲敷農協旧安中支店︑
水郷つくば農協コンポスト
センター
◇ 委託先 ︵公社︶農林振興公社
◇費用 登録料 １戸当たり
１０００円︑回収料 農ビ
１ｋｇ当たり 円・農ポリ
１ｋｇ当たり 円
◇申込期限 ２月 日︵金︶
※回収日当日の申込みは不可︒
◇申込・問合せ 役場経済課

※ページ構成上募集がない月もあります。

：

：

児童館では︑小学校の放課

後に大谷時計台児童館・木原
ワンポイント防災情報
城山児童館・安中小学校で開
設している﹁放課後児童クラ
自動体外式除細動器
ブ﹂の令和２年度入会児童を
︻ＡＥＤ︼について
募集します︒
◇対象児童 仕事や病気等︑
◆ＡＥＤとは？
保護者の事情により放課後
ＡＥＤとは︑突然の心停止
家庭において健全な育成を
︵
心臓突然死︶から命を救うた
受けることができない小学
め︑痙攣をおこした心臓に電
１〜６年生
気ショックを与える装置です︒
◇利用時間 放課後から保護
発見者による胸骨圧迫とＡＥ
Ｄの組み合わせで救える命が
者が迎えに来られる時間ま
増加します︒
で︒︵最長で午後６時 分ま
◆ＡＥＤの使い方は？
での予定︶
①電源ＯＮ︵蓋をあけると自
◇申込方法 各児童館で配布
動的に電源が入ります︶
している﹁入会申請書﹂と家
②電極パッドを貼り自動解析
庭状況に応じた﹁各種証明
を開始
書﹂用紙︵村ホームページで
③
通電︵ショックが不要な場
もダウンロード可︶
を︑加入
合は電気は流れません︶
を希望する児童館に提出し
◎
操作は音声ガイダンスによ
てください︒
り指示され︑電気ショック
が必要かどうかもＡＥＤが
※安中小学校で開設している
判断します︒高度な専門知
放課後児童クラブ﹁安中学
識を必要とせずに操作する
区児童クラブ﹂への加入を
ことができます︒
希望する場合は︑大谷時計
◆ＡＥＤの設置場所は？
台児童館に必要書類を提出
村では村内の小・中学校を
してください︒
含めた公共施設など カ所に
◇申込期間 ２月 日︵金︶〜
Ａ
ＥＤを設置しています︒
３月 日︵月︶午前 時〜午
設置場所につい
後６時 分
ては︑村公式ホー
※土・日を除きます︒
ムページに掲載し
◇問合せ 大谷時計台児童館︑ ています︒
︵第 回・終わり︶
木原城山児童館
２１

４５

１０

公共機関等の電話番号はお知らせの
最終ページに掲載しています。

放課後児童クラブ
入会児童募集

３０１０

農ビ・農ポリ適正回収
村では︑使用済み農業用ビ
ニール・ポリエチレンの回収
を行います︒排出事業者単位
で回収委託者との契約が必要
となりますので︑期限までに
お申し込みください︒詳細は
後日お申込みいただいた農家
の方宛てに通知いたします︒
◇回収できるもの 遮光シー
ト︑カンレイシャ︑マルチ
フィルム︑肥糧袋︑苗箱等
※農ビ︑農ポリは分別してく
ださい︒
◇回収できないもの 糸入り
農ビ︑マイカ線︑畦シート︑
ブルーシート︑その他の特
殊資材︑ホース類等の一部︑

２

４５

広報みほに広告を掲載しませんか
２

１枠２，
７００円〜（先着）
２１

お知らせ

１１

２６

１１

（広告欄）
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パブリックコメント
を募集します
村では︑次の２つの計画に
ついて︑ご意見︵パブリックコ
メント︶を募集します︒
◎第７次美浦村総合計画︵案︶
︻企画財政課︼

・計画名 第２期美浦村子ど
も・子育て支援事業計画
・計画期間 令和２年度〜令
和６年度
・計画構成 計画策定の基本
事項︑現況と課題︑子ど
も・子育て支援事業の実施
︽共通事項︾
◇募集期間 ２月 日︵月︶
〜
２月 日︵月︶
◇計画の閲覧場所 役場企画
財政課︑役場子育て支援課︑
中央公民館窓口︑保健セン
ター︑みほふれ愛プラザ
＊詳細については︑美浦村公
式ホームページにも掲載し
ます︒
◇意見提出方法 役場企画財
政課・子育て支援課宛てに
パブリックコメント用紙を
持参・郵送・ＦＡＸ︵０２

ームページからもダウンロ
ードできます︒
※
﹁村民﹂とは︑次に掲げるも
のをいいます︒
①村内に住所を有する者
②村内に事務所又は事業所を
有する個人及び法人その他
の団体
③村内の事務所又は事業所に
勤務する者
④村内の学校に在学する者
⑤本村に対して納税義務を有
する個人及び法人その他の
団体
⑥前各号に掲げるもののほか︑
手続に係る事案に利害関係
を有する個人及び法人その
他の団体
◇問合せ 第７次美浦村総合
計画︵案︶は役場企画財政課︑
第２期美浦村子ども・子育
て支援事業計画︵案︶は子育
て支援課
不法滞在・不法就労外国人

ますが︑依然として︑多くの
不法滞在外国人がいるものと
思われます︒不法滞在ではな
いかと思われる外国人が近く
に住んでいたり︑又は働いて
いる︒こんな様子を見たり聞
いたりした際は︑稲敷警察署
や最寄りの駐在所︑又は東京
出入国在留管理局へ情報提供
をお願いします︒
◇情報提供先 稲敷警察署☎
０２９ ８９３ ０１１０

相続登記はお済み
ですか月間

茨城司法書士会では︑２月
を﹁相続登記はお済みですか
月間﹂として︑相続登記に関
する相談を県内の各司法書士
事務所において無料で実施し
ます︒
事
※前に予約が必要です︒
◇期間 ２月の１カ月間
土
※・日・祝日を除きます︒
◇相談内容 相続登記に関す
る相談
◇申込・実施場所 県内の各
司法書士事務所
◇問合せ 茨城司法書士会☎
０２９ ２２５ ０１１１

令和２年２月号

広報みほ
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の情報提供をお願いします

茨城県は︑退去強制手続を
執られた外国人の不法就労先
として︑平成 年以降４年連
続で全国最多となっています︒
茨城県警察では︑不法滞在外
国人の検挙・摘発を進めてい

（広告欄）

−

−

村では︑第７次美浦村総合
計画について︑策定を進めて
います︒このたび計画︵案︶を
作成しましたので︑この案に
対する村民︵※︶の皆様のご意
見を募集します︒
◇計画︵案︶の概要
・計画名 第７次美浦村総合
計画
・計画期間 令和２年度〜令
和 年度
・計画構成 基本構想・重点
戦略・基本計画
−

−

−

２４

１０

９ ８８５ ４９５３︶で
送付するか︑右記の閲覧場
所に設置してある回収箱へ
入れてください︒また︑い
ばらき電子申請・届出サー
ビス︻美浦村︼︵美浦村公式
ホームページからリンクし
ています︒︶から意見を送信
することもできます︒
＊パブリックコメント用紙は︑
各閲覧場所に用意していま
す︒その他︑美浦村公式ホ

２７

◎第２期美浦村子ども・子育
て支援事業計画︵案︶
︻子育て支援課︼
村では︑第２期美浦村子ど
も・子育て支援事業計画につ
いて︑策定を進めています︒こ
のたび計画︵案︶を作成しまし
たので︑この案に対する村民
︵※︶の皆様のご意見を募集し
ます︒
◇計画︵案︶の概要

−

１１

す︒家族同士の交流を通して︑ 科学博物館入館料の割引の特
お互いに励まし合い︑支え合
典を受けられます︒必要書類
うことを目的としています︒
︵Ｎ・ＰＡＳＳ申込書︑証明写
ぜひご参加ください︒
真︵ ミリ× ミリ︶︑運転免
※参加無料・申込不要
許証等現住所が確認できるも
◇日時・会場
のの写し︶を郵送先までご送
① 月 日︵土︶午後１時 分
付 く だ さ い︒申 請 書 類 を 受 付
〜３時 分・阿見町本郷ふ
後︑２週間ほどで申請者様宛
れあいセンター
にパスを発送します︒また︑お
②３月 日︵土︶午後１時 分
急ぎの方には地域相談セン
〜３時 分・みほふれ愛プ
ターで即時発行します︒
ラザ
◇郵送先・問合せ 成田国際
◇問合せ 役場福祉介護課
空港︵株︶地域共生部共生グ
ループ︵〒２８２ ８６０
１成田市成田国際空港内Ｎ
ＡＡビ ル︶☎０ ４ ７ ６ ３
４ ５８５８

Ｎ・ＰＡＳＳの申請が
便利になりました

２

成田国際空港︵株︶が発行す
る成田空港パスポート︵Ｎ・
ＰＡＳＳ︶が郵送で申請でき
るようになります︒これまで
はＮ・ＰＡＳＳ申請のために
窓口までお越し頂く必要があ
りましたが︑１月以降は郵送
での申請に変更します︒これ
を機会にＮ・ＰＡＳＳをご申
請頂き︑お気軽に空港をご利
用ください︒Ｎ・ＰＡＳＳは︑
村内在住の 歳以上の方︵中
学生を除く︶に発行している
パスで︑①空港内店舗の割引
や記念品サービス︑②駐車場
料金の割引サービス︑③航空

−

−

育児休暇中及び育児
中看護職の懇話会

３５

子育て中の未就業看護職に
今後の仕事や生活設計に必要
な情報を提供し︑看護職とし
て仕事復帰ができるよう就業
支援を行います︒
また︑育児休業復帰後の看
護職にはスムーズに職場に慣
れることができるよう︑定着
促進を目的とした相談支援を
行い︑参加者の不安などを自
由に話せる情報共有の場を提
供します︒

◇実施主体 公益社団法人茨

城県看護協会・茨城県ナー

就業していて育児

スセンター

県看護協会・茨城県ナース
センター☎０２９ ２２１
７０２１

いばらき企業説明会

定課☎０２９ ２２４ ６
２１８または県内各ハロー
ワーク

16

令和２年２月号

広報みほ

◇対象者

休業中の看護職︑育児休業

２０２０

３５︶

−

茨城労働局と茨城県は︑令
和３年３月大学院等︵大学院・
大学・短大・高専・専門学校︶
の卒業予定者及び卒業後３年
以内の方︵令和２年３月大学
等卒業予定者を含む︒︶を対象
に企業説明会を開催します︒
なお︑学生の方の事前申込
みは不要です︒
◇土浦会場
▼日時 ３月３日︵火︶午後１
時〜３時 分
＊参加企業⁝ 社
▼場所 ホテルマロウド筑波
︵土浦市城北町２ ２４︶
◇水戸会場
▼日時 ３月 日︵火︶午後１
時〜３時 分
＊参加企業⁝ 社
▼場所 ホテルレイクビュー
水戸︵水戸市宮町１ ６
１︶
◇問合せ 茨城労働局職業安

−

−

復 帰 後 １ 年 未 満 の 看 護 職︑

未就業で育児中︵未就業児︶
の看護職
分〜３時

◇研修日時 ３月６日︵金︶午
後１時

５

タ ー 研 修 室Ａ
︵水 戸 市 緑 町

◇場所 茨城県看護研修セン
３
◇内容

看護職の体験談

・育児休業後︑職場復帰した

・子育てに役立つ行政サービ
スについて
・懇話会
名

・就業相談
◇定員

◇申込方法 茨城県ナースセ

ンターホームページより申

込用紙をダウンロードし︑

２

必要事項を記入の上︑郵送

ま た はＦＡＸ
︵０ ２ ９

０４９３︶で送信し
てください︒

２６

２月 日︵木︶必着

公益社団法人茨城

無料託児あり︵要

無料

◇申込期間
◇費用
予約︶

◇その他
◇問合せ

３０

−
３
０

３０

３０

マイナンバーカード
の休日申請補助
休日にマイナンバーカード
の発行を希望する方を対象に︑
写真撮影︵無料︶を行い︑カー
ド申請のお手伝いをします︒
◇実施日時
月 日︵ 日 ︶ ︑
３月１日︵日︶午前８時 分
〜午後０時 分
◇実施場所 役場住民課窓口
◇申請に必要なもの
・本人確認書類 運転免許証
等の顔写真付きの公的身分
証明書︑健康保険証︑年金
手帳等の身分証明書等を組
み合わせて２点
＊顔写真付きの公的身分証明
書１点の場合でも申請は行
えますが︑カードの受取方
法を選択できない場合があ
ります︒
・通知カード︵ ︶
※
・住民基本台帳カード︵ ︶
※
お
※持ちの方のみ
◇問合せ 役場住民課
３０

精神障がい者を家族にもつ
人たちが︑お互いに悩みや心
配事を語り合う会を開催しま

土浦地方家族会

２

−

−

−

−

１０

−

２
７

４０

３０

６３

３
０

−
−

４５

−

１５

２１

３０

３０

１５

２

３０

※土・日・祝日を除きます︒
◇支援額 月額３０００円
難病患者支援費の
ご案内︵３月支給︶ ※申請者個々の金融機関の口
座に振り込みます︒
村では︑難病患者の方に対
◇支給対象月
月〜３月分
し﹁難病患者支援費﹂を年２回
※４月〜９月分の支給該当者
支給︵４〜９月分を９月支給
で８月に申請をしていない
・ 〜３月分を３月支給︶し
方は︑その間が該当であっ
ており︑支給の申請手続きは︑
たことを証明する受給者証
その都度必要です︒
の提示により︑最大で カ
支給の対象となる方は︑申
月分申請できます︒
請期間内に役場福祉介護課で
◇申請・問合せ 役場福祉介
次のとおり申請してください︒
護課
※申請書は︑役場福祉介護課
に配置してあります︒
茨城県の特定最低
◇支給対象者 次のすべての
賃金改正
要件を満たす方︒
・村内に居住し︑住民基本台
特定の業種に従事する労働
帳に記録されていること︒
者とその使用者に適用される
・指定難病特定医療費受給者
最低賃金が改正決定されまし
証の交付を受けていること︒ た︒使用者と労働者が合意し
・第一種社会福祉事業の施設
﹁特定最低賃金額﹂未満の賃金
に入所していないこと︒
で労働契約を結んでも︑その
・生活保護法による扶助を受
賃金は無効とされ﹁特定最低
けていないこと︒
賃金﹂が適用されます︒
◇申請に必要なもの
▼鉄鋼業 時間額９４３円
・ 指定難病特定医療費受給者証
▼はん用機械器具︑生産用機
械器具︑業務用機械器具製
造業 時間額９０５円
▼計量器・測定器・分析機器
・試験機・理化学機械器具︑
医療用機械器具・医療用品︑
光学機械器具・レンズ︑電
２８

・印鑑
・新規︑口座変更︑銀行統廃
合の場合は︑振込先口座の
通帳の写し
◇申請受付期間︵３月支給分︶
２月３日︵月︶〜 日︵金︶

２２４

子部品・デバイス・電子回
路︑電気機械器具︑情報通
信機械器具︑時計・同部分
品製造業 時間額９０１円
▼各種商品小売業 時間額８
７１円
※次の①〜③に掲げる者等は
特定最低賃金の適用が除外
され︑茨城県最低賃金︵時
間額８４９円︶が適用され
ます︒
① 歳未満または 歳以上の者
②雇入れ後６月未満の者であ
って︑技能習得中の者
③清掃︑片付けの業務に主と
して従事する者
◇効力発生日 令和元年 月
日
◇問合せ 茨城労働局賃金室
☎０２９

１２
−

６２１６︑

４月

日︵水︶までの

日︵水︶〜２０

※乗馬経験者は申込不可︒
◇期間

２１年３月

分〜４時間程度︶

毎週水〜金曜日︵午前８時

※祝日︑春・夏・冬休み期間
を除きます︒

スポーツ安全保険

名程度︵応募

料として１８５０円︵１年

◇参加費
間分︶
◇募集人数

者多数の場合は抽選︶

◇応募方法 参加ご希望の方

は︑①氏名︵ふりがな︶・

②年齢・③生年月日・④住

所・⑤電話番号を明記のう

え︑Ｅメール︵ miho-riding

︶に て お 申 込 み
@jra.go.jp
ください︒

※詳細についてはＪＲＡホー

−

ムページ︵ http://www.jra.g

８８５ ５９３２

分︒

３
０

最寄りの労働基準監督署

︶をご参照ください︒
o.jp
◇応募期限 ３月４日︵水︶

ＪＲＡ美浦トレー

０４９３美浦村

ニング・センター乗馬苑

◇問合せ
〒３００

大字美駒２５００ ２☎０
２９

※問合せの受付時間・毎週水

−

〜日曜日の午後１時 分〜
４時

場合があります︒

春季全国火災予防
運動

﹃ひとつずつ
いいね！で確認
火の用心﹄

火災が発生しやすい時期を
迎えるにあたり住民一人ひと
りの防火意識を高め︑火災等
の被害から尊い生命や財産を
守るため︑３月１日︵日︶から
７日︵土︶までの一週間︑全国
一斉に﹁春の火災予防運動﹂が
実施されます︒
火災はちょっとした油断や
不注意が原因で発生していま
す︒火の取り扱い︑後始末に
は十分注意しましょう︒また︑
住宅用火災警報器は火災の発
生をいち早く知らせ︑被害を
最小限に防いでくれます︒こ
れを機会に︑もう一度ご家族
やご近所の皆さんと防火に対
する正しい知識を話し合い︑
いざという時の
ために︑共に助
け合える街づく
りをめざしまし
ょう︒
◇問合せ いなほ消防署☎０
２９ ８９２ ０１１９

令和２年２月号
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３
１８

１
０

−

６５

４０

初心者乗馬クラス
参加者募集

１８

３
０

※乗馬指導中は応答できない

−

−

１８

３１

美浦トレーニング・セン
ターでは﹁初心者乗馬クラス﹂
の参加者を募集します︒
◇対象者
〜 歳の美浦ト
レーニング・センター近郊
にお住まいの方で︑１年間
継続して本活動に参加でき
る︑健康状態が良好な方

−

−

３
０

１０

１０

１２

民の方と考えます︒
◇日時 ２月 日︵土︶
開講・午後２時︑開場・午
後１時 分
※入場無料
◇場所 茨城県立江戸崎総合
高等学校大会議室︵稲敷市
江戸崎甲４７６ ２︶
◇内 容 ﹁自 然 災 害 へ の 準 備
と避難対策 自分のいのち
は自分で守る﹂
▼第１部 過去の実例の紹介
▼第２部 災害に対してどの
ように行動すれば良いのか
◇講師 茨城大学名誉教授・
牧野泰彦氏
◇対象 美浦村民︑稲敷市民
など
◇問合せ 江戸崎総合高等学
校☎０２９ ８９２ ２１
０３

いを有料で借りている方

･児童扶養手当の所得制限の
範囲内にある方

･同一世帯内に村税および使

用料の滞納者がいない方

◇手当の額 月額４０００円

住宅手当申請書︑村税等確

◇申請方法 母子・父子福祉

認同意書︑住居賃貸契約書

の写し︑家賃に係る領収書

の写し︑印鑑︑振込先の分

かるものを持参のうえ︑村

教育委員会子育て支援課へ

直接申請してください︒申

請は支給ごとに毎回必要で
す︒
日︵木︶

◇後期︵３月︶支給分申請期限
３月

て支援課︵役場内︶

◇問合せ 村教育委員会子育

佐貫駅が﹁龍ケ崎市
駅﹂
に変わります

ＪＲ常磐線佐貫駅は︑３月

日︵土︶から﹁龍ケ崎市駅﹂に

な り ま す︒ご 利 用 の 際 は ご 注
意ください︒

新駅名﹁龍ケ崎市駅﹂をよ

ろしくお願いいたします︒

課☎０２９７ ６４

１１

◇問合せ 龍ケ崎市役所企画
１１

善意

３０

︹社会福祉協議会へ︺
○高柳幸子様 使用済切手
○日本テキサス・インスツル
メンツ︵同︶様 使用済切手
○匿名１件 使用済切手・テ
レホンカード
︹善意銀行へ︺
○陶美様 ５千円
○美浦村自然観察会︵野草・樹
木クラブ︶様 １２９５円
○JA水郷つくば女性部様
１万１８０１円
○匿名１件 ２千円
︹ 令和元年台風 号災害義援金︺
○︵株︶橋本ブラシ製作所様
２万２８１８円
○ 日本テキサス・インスツルメン

︹美浦村へ︺
○石井延夫様
万円
︹村の子どもたちの教育へ︺
○︵株︶ユニフード様
万円

１０

ツ︵同︶様 ３万５６３９円
◎ありがとうございました︒
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オレンジカフェ︵認知症

４階 講義講習室
◇内容 人工肛門・人工ぼう
こう保有者のためのオスト
ミー講習会
①外泊・外出時の注意による
こころ構え︑皮膚障害の見
分け方とケア方法︵講師
済生会病院 佐々木信子皮
膚・排泄ケア認定看護師︶
②オストメイト同士の懇談会
③ス ト ー マ 用 装 具 関 係 の 展
示・説明会︵装具関係業者︶
◇参加費 １０００円︵昼食
代含む︶
◇申込締切 ２月 日︵土︶
◇申込・問合せ 日本オスト
ミー協会茨城県支部南部地
区幹事・熊谷信子☎０２９
７ ５ ２ ４ ４ ２ ０︵Ｆ Ａ
Ｘ 兼 用︶︑ ☎ ０ ９ ０ ５ ８
０２ ８３０９
−

１５

：

３０

−

−

母子父子福祉住宅
手当︵３月支給︶

−

江戸崎総合高校市
民講座

１
９

１５

−

−

カフェ︶を開催します
﹃オレンジカフェ﹄とは︑認
知症の方やご家族︑地域の方
や医療・福祉の専門職の方が
気軽に集い︑お茶を飲みなが
ら語らい︑交流ができる場所
です︒また︑参加者同士で悩
みを相談し合ったり︑お互い
の理解を深める場所でもあり
ます︒
予約不要︑参加費無料です
ので︑気軽な気持ちでぜひ一
度お越しください︒
◇日時 ２月 日︵金︶午後１
時 分〜３時 分︵受付午
後１時〜︶
◇場所 地域交流館みほふれ
愛プラザ研修室
◇問合せ オレンジカフェを
推進する会担当 羽太︵はぶ
と︶☎０ ９ ０ ５ ４ ４ ８
９７５９

オストミー講習会
受講者募集

１
４

２８

２２

−

村では︑借家住まいの母子
父子家庭の方に対し︑母子父
子福祉住宅手当を年２回︵９
月と３月︶に支給しています︒
◇対象 美浦村に住所を有し︑
次の要件を満たしている母
子家庭または父子家庭の方
･自家住宅を所有せず︑住ま

１
９

：

３０

−

自然災害による被害が日本
各地で起こっており︑本校周
辺地域でも水害など多くの被
害があったため︑日本各地の
様々な災害を過去の実例をも
とに紹介するとともに︑今後
起こりうる災害に対してどの
ように行動すべきかを地域住

−

−
１０

３０

−

◇日時 ２月 日︵土︶午前
時〜午後２時 分︵午前９
時 分受付開始︶
◇会場 土浦市社会福祉会館

−

３０

３０

美 浦 村 役 場
みほふれ愛プラザ
子育て支援センター
中 央 公 民 館
中央公民館図書室
文化財センター
光と風の丘公園
保 健 セ ン タ ー
美浦水処理センター
大谷時計台児童館
木原城山児童館
大 谷 保 育 所
木 原 保 育 所
社会福祉協議会
デイサービスセンター
老人福祉センター
シルバー人材センター
消費生活センター
美 浦 村 商 工 会

☎０２９−８８５−０３４０
☎０２９−８８５−６５１１
同上プラザ内
☎０２９−８８５−４４５１
☎０２９−８８５−８４４２
☎０２９−８８６−０２９１
☎０２９−８８５−６７１１
☎０２９−８８５−１８８９
☎０２９−８８５−０７２０
☎０２９−８８５−０５９７
☎０２９−８８５−１０６４
☎０２９−８８５−１５４９
☎０２９−８８５−４４８８
☎０２９−８８５−００３８
☎０２９−８８５−８８８５
☎０２９−８８５−７０８０
☎０２９−８８６−０００７
☎０２９−８８５−７１４１
☎０２９−８８５−２２５０

防災行政無線の放送内容の
自動電話案内サービス
放送内容が聞き取りにくかった場合、音
声で放送内容を確認できます。

☎ ０２９−８
０２９−８８
８５−０
５−００
０１
１０
美浦村防災メール
災害等に関する緊急情報等を
メールで受け取ることができ
ます。ホームページか、右の
ＱＲコードから登録できます。

２月の納税
納期限は３月２日
（月）
です。
固 定 資 産 税 （４期）
国 民 健 康 保 険 税 （８期）
介 護 保 険 料 （８期）
後期高齢者医療保険料 （ ８ 期 ）
（広告欄）
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各種相談
弁護士による
法律相談
心配ごと
相談
美浦村社会福祉
協議会主催

日時

３月２５日（水）午後１時３０分〜４時

※３月２日（月）午前８時３０分より申込受付。

日時

３月２日（月）、１６日（月）
午後１時〜３時

※事前申込がないとお待ちいただく場合があります。

会場・申込先
老人福祉センター☎０２９−８８５−７０８０
▼▼

公共機関等お問合せ一覧

教育相談
美浦村教育相談
センター

行政相談
（予約不要）

障がい者
相談

電話相談 火〜金曜日
来所相談・訪問相談 火〜金曜日（要予約）

時間

火・水・金曜日…午前９時〜午後５時
木曜日…午前９時〜午後４時
相談・予約 光と風の丘公園クラブハウス内
☎・ＦＡＸ ０２９−８８５−７７８８
国の仕事のことなどで困ったときはご相談ください。

日時
会場

２月２８日（金）午前１０時〜正午
役場１階会議室

身体・知的障がい者やご家族の悩み事等何でもご相
談に応じます。

日時

（予約不要）

会場

２月１７日（月）・３月１６日（月）
午後１時〜３時
地域交流館みほふれ愛プラザ

平日、住民課窓口に来られない方へ
◎住民課窓口時間延長
毎月第２・第４水曜日の午後５時１５分〜７時に実施します。
・２月・３月の実施日 ２月１２日・２６日、３月１１日・２５日
・取扱業務 各種証明書の発行、印鑑登録、パスポートの交付、
戸籍届書の預かり、マイナンバー（個人番号）カードの交付、
電子証明書の更新
※転入・転出・転居等の住民登録業務は取扱いできません。
◎住民票の写し・印鑑登録証明書の休日交付（電話予約）
事前に平日・午前８時３０分〜午後５時までに電話予約をい
ただくと、土・日・祝日に証明書を受け取ることができます。
※ご予約の際は証明書を受け取りにくる方がお電話ください。
◇問合せ 役場住民課

美浦村メガソーラー発電量
１２月の発電量 １３８，
８３０ｋWh

累計（今年度）２，
２１０，
８９２ｋWh

