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令和３年度の婦人科検診
集団検診の受け方が大きく変わります Ｐ２・３
後期高齢者医療制度の
被保険者証（保険証）
を郵送します

《写真》
Ｐ４・５

避難情報がわかりやすく変わりました Ｐ１４・１５

大きなカラダにみほーすもびっくり！
元横綱稀勢の里・荒磯親方が表敬訪問
（村長室にて／６月４日撮影）

令和３年度の婦人科検診

令和３年度の婦人科検診
集団検診の受け方が大きく変わります
９－８８５－１８８９
■問合せ 健康増進課（保健センター内）☎０２９－８

１ 集団検診は完全予約制、申し込みは郵送で抽選となります。
２ ７月初旬に集団検診申込書を郵送します。申し込みが必須となります。
３

自己負担金が変更
（増額）となります。
集団検診の申込方法

７月初旬に２０歳以上の方へ「令和３年度婦人科検診（集団）申込書」
を郵送します。申込書の赤枠部分を漏れな
くご記入いただいたうえで、同封の返信用封筒に入れて投函してください。
※令和３年８月１３日（金）消印有効
《注意》骨粗しょう症検診も予約が必要です。骨粗しょう症検診を受診したい方は必ずお申込みください。

集団検診実施日
【会場】美浦村保健センター
受

婦人科検診
１０月２２日（金）
１０月２３日（土）
１０月２５日（月）
１０月２６日（火）
１０月２７日（水）

付

時

間

午前１０時～１
０時３
０分
乳がん

午後０時３０分～１時２
０分
乳がん・子宮頸がん

乳がん・骨粗しょう症

乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症

乳がん

乳がん・子宮頸がん

乳がん・骨粗しょう症

乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症

１０月２８日（木）
１１月１４日（日）
１１月１５日（月）
骨粗しょう症単独検診

受

１１月１７日（水）

午前９時３０分～１１時２０分

付

時

間
午後１時～２時５
０分

▶受付時間について
・受付時間は、「密」を避けるため、抽選後割り振りをさせていただきます。
・骨粗しょう症検診以外は、同日に受診できるように抽選を行います。
・子宮頸がん検診を希望しない方は、原則午前に割り振られます。
・子宮頸がん検診の開始時間は午後１時３
０分からです。

抽選から受診の流れ
郵便申込

抽

選

当選者…婦人科検診票（検診日・受付時間が記載されます）等を郵送します。
検診日にそれを持参して受診してください。
落選者…落選通知を郵送します。個別検診をご検討いただくか、集団検診に
空きがある場合は予約を随時受付けますので、保健センターまでお
問合せください。

※抽選結果の確定は９月上旬頃を予定しています。
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令和３年度の婦人科検診

個別検診の申込方法
①受診前に保健センターで、受診券の申請をしてください。
（受診券発行・受診期間：令和４年３月３１日まで）
②その後、指定医療機関にて予約をお取りください。
◀村ホームページ
③検診当日、自己負担金を医療機関にお支払いください。
子宮頸がん・乳がん検診
※指定医療機関については、村ホームページをご覧ください。
（医療機関検診）
受診券交付の際にも一覧表をお渡しします。

検診内容・対象者・自己負担金
検

診

内

容

自己負担額

対象者※１

子宮頸部細胞診
子宮頸がん検診

乳がん検診

集団

個別

８００円

１，
６００円

実施なし

２，
１００円

子宮頸部および体部細胞診
（医師の判断で実施）

２０歳以上の女性

超音波検査
（エコー）

３０～５６歳女性

７００円

１，
３００円

マンモグラフィ
（Ｘ線）
２方向※２

４０～４９歳女性

１，
２００円

１，
８００円

７００円

１，
３００円

５００円
（４０歳無料）

実施なし

マンモグラフィ
（Ｘ線）
１方向※２ ５０歳以上の女性
骨粗しょう症検診

かかとの超音波検査

２０歳以上の女性

※１年齢は令和４年３月３１日時点。
※２マンモグラフィは２年に１回の受診となります。

▼下記対象者へ、無料で検診を受けることができるクーポン券を 5 月中旬頃に送付しています。
集団検診・個別検診どちらでもご利用になれます。ぜひご利用ください。
クーポン券種類

対象者生年月日

子宮頸がん検診

平成１２年４月２日～平成１３年４月１日生まれ

乳がん検診（マンモグラフィ２方向）

昭和５５年４月２日～昭和５６年４月１日生まれ

集団検診における感染症対策について
皆さまに安全・安心して検診を受診していただくために、以下の対策を講じています。感
染しない、感染させないためにも受診者の皆さまのご協力が不可欠です。ご理解、ご協力
いただきますようお願いいたします。
・３密（密閉・密集・密接）を回避するため、来所時間を分散し完全予約制で実施します。
・受診者間の距離を確保するとともに、検診に要する時間を可能な限り短縮します。
・職員はアルコール消毒液により入念に手指消毒を行います。また、受診者が触れる箇所
を定期的に消毒し、環境衛生に努めます。
・入館前に検温・健康状態の確認を実施いたします。発熱等、健康状態によっては受診を
お断りする場合がございますのでご了承ください。
・会場では室内は、適宜換気を行い、職員、受診者ともに、マスク着用を原則とします。
・受診者は体温調整しやすい服装かつマスク着用のうえご来所ください。
・入口等にアルコール消毒液を用意しますので、入館（室）時と退館（室）時のほか、検診中
も適宜手指消毒をお願いします。
・新型コロナウイルスに感染すると重症化しやすい高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患
の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方は、
感染リスクも考慮し受診をご検討ください。
・感染症の流行状況により、検診が中止または変更となる場合がございます。
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後期高齢者医療制度の被保険者証（保険証）を郵送します

後期高齢者医療制度の
被保険者証（保険証）を郵送します
７月末日までに簡易書留で郵送します
有効期間は令和３年８月１日～令和４年７月３１日までの１年間です。
※後期高齢者医療保険料に未納がある場合は、新しい保険証の有効期間が
短くなる場合がありますので、保険料の納め忘れにはご注意ください。

今年の保険証は

“みどり色”です

◎医療費の自己負担割合について
被保険者が負担する医療費の割合（自己負担割合）は、
「１割」または「３割」です。前年中の所得（住民税課税
所得）をもとに判定されます。

自己負担割合が「３割」と判定された場合でも…
自己負担割合が「３割」と判定された場合でも、次の基準収入額適用申請の条件のいずれかに該当する方は、
申請により「１割」になります。該当者には通知しますので、必ず申請をしてください。
・同一世帯に被保険者が１人のみの場合、被保険者本人の収入が３８３万円未満の方
・同一世帯内に被保険者が２人以上いる場合、被保険者の収入の合計が５２０万円未満の方
・同一世帯に被保険者が１人のみで、かつ同じ世帯に７０歳以上７５歳未満の方がいて、被保険者と７０歳以上
７５歳未満の方の収入の合計が５２０万円未満の方

◎医療費の支払限度額について
１カ月に支払う医療費の限度額は所得区分により異なります。

現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ、区分Ⅱ、区分Ⅰに該当する方は…
所得区分が「現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ」もしくは「区分Ⅱ」
「区分Ⅰ」に該当する方は、国保年金課に申請をす
ると自己負担限度額等が減額されます。申請後に交付される「後期高齢者医療限度額適用認定証」を、保
険証と合わせて医療機関等の窓口に提示してください。
・現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ…水色の限度額適用認定証が交付されます。すでに認定証を所有しており８月以
降も引き続き該当となる方には、新しい認定証を保険証と一緒に郵送します。これに関する手続は不要
です。新たに該当となる方には、通知および申請書を郵送しますので申請をしてください。
・区分Ⅱ、区分Ⅰ…黄色の限度額適用認定証が交付されます。すでに認定証を所有しており８月以降も引
き続き該当となる方には、新しい認定証を保険証と一緒に郵送します。これに関する手続きは不要です。
新たに該当となる方には、通知および申請書を郵送しますので申請をしてください。

所得区分

自己
負担
割合

現役並み
所得者

Ⅲ
Ⅱ

３割

Ⅰ
一般
区分Ⅱ
区分Ⅰ

住民税課税所得額
※前年中の所得（住民税課
税所得）をもとに判定

外来＋入院
（世帯単位）

課税所得６９０万円以上の方

２５２，
６００円＋（医療費－８４２，
０００円）×１％【多数回１４０，
１００円】

課税所得３８０万円以上の方

０００円）×１％【多数回 ９３，
０００円】
１６７，
４００円＋（医療費－５５８，

課税所得１４５万円以上の方

０００円）×１％【多数回 ４４，
４００円】
８０，
１００円＋（医療費－２６７，

課税所得１４５万円未満の方
１割

外来
（個人単位）

住民税非課税世帯
（Ⅰ以外の人）
住民税非課税世帯
（年金収入８０万円以下など）

１８，
０００円
【年間上限１４４，
０００円】※

５７，
６００円
【多数回４４，
４００円】
２４，
６００円

８，
０００円
１５，
０００円

※年間上限額は、８月から翌年７月までの累計額に対して適用されます。
※多数回は、過去１２カ月に４回以上、高額療養費の支給があった場合の４回目以降の額となります。
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後期高齢者医療制度の被保険者証
（保険証）を郵送します

保険料の計算について
後期高齢者医療制度の保険料は個人ごとに算定され、一律に定額が賦課される「均等割額」と、所得の
状況に応じて賦課される「所得割額」の合計となります。
１年間の保険料額
(１００円未満切捨て)
※上限は６４万円

均等割額

＝

４６，
０００円

所得割額

＋

（総所得金額等－基礎控除額）
×８．
５０％

※前年中の総所得金額等により、各種軽減措置が受けられる場合があります。

均等割額の軽減
世帯内の「後期高齢者医療制度加入者」と「世帯主」の所得の合計額が次の条件を満たす場合は、均等割額が
軽減されます。
世帯の合計所得額

軽減割合・軽減額

① ４３万円+１０万円×(給与所得者等の数－１)以下

７割※

３２，
２００円

② ４３万円+１０万円×(給与所得者等の数－１)+(２
８万５千円×被保険者数)以下

５割

２３，
０００円

２割
③ ４３万円+１０万円×(給与所得者等の数－１)+(５
２万円×被保険者数)以下
※①については見直しが行われ、令和３年度の年間保険料額は７割軽減になります。

９，
２００円

被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置の見直し
後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険（社会保険）の被扶養者であった方は、所得割額の負担
はなく、制度に加入してから２年を経過する月までの間に限り、均等割額が５割軽減されます。
※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。

保険料の納め方
年金からの天引き（特別徴収）
年金の受給額が年間１８万円以上の方は、原則として年金から天引きされます。
（２カ月ごとの徴収）
※届出により、口座振替に変更できます。

口座振替や納付書による納付（普通徴収）
年金の受給額が年間１８万円未満の方や、年度途中に資格を取得した方等は、口座振替や納付書により
納付してください。
（納付書は７月中旬に年間分を送付）
※これまで国民健康保険を口座振替にしていた方も、改めて口座振替の手続きが必要です。

お問合せ

《保険料の算定等について》茨城県後期高齢者医療広域連合事業課☎０２９－３０９－１２１３
《保険料の納付について》役場国保年金課☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６

後期高齢者対象の歯科健康診査
高齢者の口腔機能低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯科健康診査を実施します。
◇対 象 者
後期高齢者医療制度の被保険者のうち次に該当する方。
・昭和２０年４月１日～昭和２１年３月３１日生まれの方
・昭和１５年４月１日～昭和１６年３月３１日生まれの方
・昭和１０年４月１日～昭和１１年３月３１日生まれの方
※対象となる方には、茨城県後期高齢者医療広域連合から８月中旬頃に「歯科健康診査のご案内」が
郵送されます。実施医療機関等、詳細はそちらをご覧いただくかお問合せください。
◇受診期間 ９月１日（水）～１２月３１日（金）※１年度１回
◇受診費用 無料ですが、健診に引き続き治療を行う場合、別途料金がかかります。
◇問 合 せ 茨城県後期高齢者医療広域連合事業課 ☎０２９－３０９－１２１２
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む ら の話 題

地域の話題をお待ちしています
■総務課・広報係☎０２９－８８５－０３４０（内）２０５

人が集う場所づくりを！

地域おこし協力隊

初代

就任！

６月８日、村長室において、村では初の就任とな
る『地域おこし協力隊』の委嘱状交付式が行われ、
村川勇介さんと妻の栄子さんに、村長から委嘱状が
交付されました。
※地域おこし協力隊とは？
三大都市圏をはじめとする都市地域から住民票を
異動し、生活の拠点を移したものを地方公共団体
が「地域おこし協力隊員」として委嘱するもので、
隊員は、一定期間、地域に居住して地域ブランド
や地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの
支援を行いながら、地域への定住・定着を図る取
り組みです。

村川さんご夫妻には、大山地内に居住していた
だき、村の課題解決を活動テーマとしながら、行
政ではできなかった柔軟な地域おこし策を展開し
ていただきます。
すでに「美浦村週末カフェ」と称し、キッチン
カーを利用し、大山地内にある旧鹿島海軍航空隊
跡の自動車庫で、美浦村産の農産物等を食材とし
た軽食の販売を開始しております。
土曜・日曜・祝日の午前７時から午後４時まで
営業していますので、ぜひお立ち寄りください。
プ
プロフィール
■前住所

東京都江東区

勇介さんは、大学卒業後、サラリーマンとし
て働く傍ら、ブラックバス釣りのプロとして
活動を始め、霞ケ浦を舞台とした自身の釣り
番組で県内外に霞ケ浦の魅力を発信してきま
した。釣りのプロ活動を続けながら毎年冬に
は、大山スロープにて清掃活動を１０年以上続
けています。
栄子さんは、短大を卒業後、デザイン関係の
仕事に従事し、勇介さんの活動をサポートし
ています。

◎Twitter：美浦村週末カフェ
https://twitter.com/mihoweekendcafe
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おめでとう 美浦所属馬

第２６回

ＮＨＫマイルカップ

手塚貴久 調教師

第１６回

名畑

俊 調教助手

ヴィクトリアマイル

藤沢和雄 調教師

渡部貴文 調教助手

ＧⅠ 優勝！

シュネルマイスター号
５月９日、東京競馬場（１６００ｍ・芝コース）で行わ
れた、第２６回ＮＨＫマイルカップにおいて、美浦トレ
ーニング・センター手塚貴久厩舎所属のシュネルマイ
スター号が優勝しました。
多くのファンから人気を集めスタート。中団に位置
し各馬の様子を伺うようにレースを進める。最終コー
ナーを回りスパートをかけると、前を行くライバルた
ちを猛追。遂には先頭を走るライバルを追い詰め、並
んでゴールラインを駆け抜ける。軍配はシュネルマイ
スター号。見事優勝を果たしました。
シュネルマイスター号の厩務を担当する名畑俊調教
助手は、
「子どもっぽい所がありますが、環境の変化に
も動じない大人びた一面もある馬です。競馬場に着い
てからパドックまでいつも通りといった感じでしたが、
騎手が乗ると気持ちが入りました。レースはラジオで
聞いていましたが、最後の最後で名前が呼ばれて勝っ
たのがわかりました。多くの人気も背負っていたので
正直ホッとしました。」
とのことでした。
シュネルマイスター号の今後のますますの活躍が楽
しみですね。

グランアレグリア号
５月１６日、東京競馬場（１６００ｍ・芝コース）で行わ
れた、第１６回ヴィクトリアマイルにおいて、美浦トレ
ーニング・センター藤沢和雄厩舎所属のグランアレグ
リア号が優勝しました。
ゲートが開き各馬スタートを切ると中団でレースを
進める。最後の直線、グランアレグリア号はギアを上
げると、あっという間に先頭争いをするライバル達に
並び、さらには置き去りにし悠々と先頭でゴール。５
つ目となるＧⅠタイトルを手中に収めました。
グランアレグリア号の厩務を担当する渡部貴文調教
助手は、
「最近はプライドが高くなったのか、えばって
いる感じ。触ると怒るときがあるんですよ。競馬場に
着いてからはいつも通りでしたが、レースが近づくと、
これから走るんだということがわかり、気持ちが入っ
てカリカリしている感じでした。今回も人気があった
ので一番はホッとしました。」
と語ってくれました。そ
して最後に、
「また取材してもらえるように、これから
も頑張ります。」
と力強くおっしゃられました。
圧倒的な強さで勝利したグランアレグリア号がどこ
まで勝利を伸ばすのか楽しみですね。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、厩舎には訪問せず電話による取材とさせていただいております。
なお、掲載している写真については、以前の取材時に撮影させていただいたものを使用しております。
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ヤングケアラー
■問合せ

健康増進課（保健センター内）☎０２９－８８５－１８８９

ヤングケアラーはこんな子どもたちです
年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を抱え、本来、大人が担うような重いケア責任を引き
受け、家事や家族の世話、介護などを行うことで、自らの育ちや教育に影響を及ぼしている１８歳未満の
子どものことです。長期化すると学業との両立だけでなく、生活することも困難になりかねない状況が
あります。

障がいや病気のある家族に
代わり、買い物・料理・掃除・
洗濯などの家事をしている

家族に代わり、幼いきょう
だいの世話をしている

障がいや病気のあるきょう
だいの世話や見守りをして
いる

目を離せない家族の見守り
や声かけなどの気づかいを
している

日本語が第一言語でない家
族や障がいのある家族のた
めに通訳をしている

家計を支えるために労働を
して、障がいや病気のある
家族を助けている

アルコール・薬物・ギャン
ブル問題を抱える家族に対
応している

がん・難病・精神疾患など
慢性的な病気の家族の看病
をしている

障がいや病気のある家族の
身の回りの世話をしている

障がいや病気のある家族の
入浴やトイレの介助をして
いる

©一般社団法人日本ケアラー連盟／ illustration:Izumi Shiga

お気軽に相談してください
ご自身がご家族のケアや学校との両立で悩みを抱えていたら、気軽に相談してください。また、周囲の
方は近くに困っている人がいたら声をかけてあげてください。支援を必要としているヤングケアラーを
早期に発見し、必要な支援につなげることができるよう、関係機関で連携して取り組んでいきます。

《主な相談窓口》
相談内容

相談窓口

子どもの福祉に関する相談

・児童相談所相談専用ダイヤル
☎０５７０－７８３－１８９

相談内容
生活にお困りの方の相談

・福祉介護課社会福祉係
☎０２９－８８５－０３４０（内）１１１

障がい福祉サービス等の相談

・福祉介護課障害福祉係
☎０２９－８８５－０３４０（内）１１２

高齢者・介護に関する相談

・美浦村地域包括支援センター
☎０２９－８８５－０３４０（内）１３５

就学・進学に関する相談

・美浦村教育相談センター
☎０２９－８８５－７７８８

（なやみいちはやく）

子どものＳＯＳ全般

・２４時間子供ＳＯＳダイヤル
☎０１２０－０－７８３１０
（なやみいおう）

人権問題に関する相談

子ども・子育てに関する相談

・子どもの人権１１０番
☎０１２０－００７－１１０
・健康増進課こども相談係
☎０２９－８８５－１８８９
・子育て支援センター
☎０２９－８８５－６５１１

相談窓口

悩みを抱えず、お気軽に相談してください。
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村民の皆さんによる村づくり活動を応援！

令和４年度の補助金交付
事業を募集します

・政治活動や宗教活動を目的
としない非営利団体
・村内在住者が５人以上在籍
している団体
・活動拠点の事務所の所在地
が村内にある団体

交付できる期間
一団体１年間。
（内容により
最長３年間まで継続可能）

視察研修経費（交通費を除
く）
、慶弔費、飲食費、懇親
会費等
◎団体職員の人件費
補助の趣旨から団体の事務
は団体自ら行ってください。

応募方法
募集期間内に「美浦村補助
金等公募申請書（役場企画財
政課で配布。村ホームページ
からダウンロードも可能）
」を
役場企画財政課に提出（持参）
してください。
事業の内容等によっては他
※
の書類の提出が必要となる
場合があります。
◇募集期間 ８月２日（月）〜
８月 日（火）
受付は午前８時 分〜午後
※
５時（土・日・祝日を除く）

補助金交付の決定

非核平和美浦村宣言推進協議会
■問合せ 総務課☎０２９－８８５－０３４０
（内）
２０５

【開設日】７月２
８日（水）
①午前１
０時～
②午前１
１時～
③午後１時３０分～
④午後２時３０分～
⑤午後３時３０分～
【申込み】美浦村保健センター
☎０２９－８８５－１８８９（完全予約制）

【非核平和パネル展】
◇期間 ８月１日（日）～８月１５日（日）
◇場所 美浦村中央公民館

▶子育て支援センター育児相談でぃ

【開設日】７月６日（火）
①午前１
０時３０分～正午
②午後１時３０分～3時
【申込み】子育て支援センター
☎０２９－８８５－６５１１

▶美浦村保健センター育児相談でぃ

核兵器のない平和な世界は、私たちすべての願いです。
村では昭和６３年に「非核平和美浦村宣言」を行い、以来、
推進協議会を設置し、非核平和パネル展、広島市の平
和記念式典派遣等の活動を行っています。
今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
小学生とその保護者の平和記念式典への派遣を実施す
ることはできませんが、非核平和パネル展は例年どお
り開催する予定です。この機会にもう一度、平和の尊
さについて考えてみましょう。

子育てに関する情報提供と育児に関

する不安や悩みの相談に応じます

平和の尊さ ともに考えましょう

村では、様々な分野で活躍する「村民の皆さんによる村
づくり活動」を応援するため、「公募制度」により補助金を
交付しています。そこで、来年度（令和4年度）の補助金
交付を希望する団体を、次のとおり募集します。
補助金交付の申請は、年度
ごとに新たに申請していただ
きます。継続事業や補助金交
付をすでに受けている団体で
も、指定期間内に申請がない
場合は補助金交付の希望なし
の取扱いとなります。申請の
手続き漏れにご注意ください。

対象となる事業

補助できる金額

村長は、補助金検討委員会
で審査した内容を勘案し、採
択 不･採択を決定します。
なお、採択された補助事業
については、事業の内容、申
請団体名、補助金の額等を広
報みほ等で公表します。
◇問合せ 役場企画財政課☎
０２９ ８８５ ０３４０
（内）２０８

令和３年７月号
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３０

－

広く公益を増進する村民自
身が提案・実施する事業で、
村の施策に合致し、行政に代
わってその目的を果たすこと
が確実に見込まれる事業。

活動事業費の２分の１（上
限 万円。３年目は上限 万
円）
。ただし、次の経費は補助
の対象から除外されます。
◎社会通念上、自己負担また
は会費で賄うべきもの、公
金支出にそぐわない経費
上位団体負担金、交際費、

１０

３１

－

対象となる団体
他の村補助金を受けていな
い団体で、次の全ての要件を
満たす団体。

３０

予
約
制

“マイナンバーカード”
申請をサポートします！
■問合せ

住民課☎０２９－８８５－０３４０（内）
１０８

村内在住の方を対象に職員が、写真撮影（無料）から交付申請までをサポートし、出来上がったカードは原
則ご自宅へ郵送（本人限定受取郵便）します。ぜひご予約ください。
マイナンバーカードの申請は無料※です。※初回のみ

予約方法

平日の午前８時３０分から午後５時までに電話または役場住民課窓口にて予約

実施日時 ７月１１日（日） 午前８時３０分～午後０時３０分
実施場所

役場住民課窓口

申請に必要な持ち物

下記①②③ （※②③は、お持ちの方のみ）

①本人確認書類 下記表の「Ａから２点」、または「Ａから１点＋Ｂから１点」をご用意ください。
Ａから１点」
、または「Ｂから２点」でも申請することはできますが、通知カードの返納がない場合
マイナンバーカードの受取方法は住民課窓口のみとなります。

Ａ

官公署が発行した顔写真付き
の証明書

「氏名・住所」または「氏名・
生年月日」が記載されている
もの

Ｂ

②通知カード

運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書（平
成２４年４月１日以降）、パスポート、在留カード、身体障
害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 など

健康保険証、介護保険証、各種年金証書、国民年金手帳、
医療受給者証、社員証、学生証、診察券 など

紛失してしまった方は、当日ご相談ください。

③住民基本台帳カード

※お持ちの方は必要となります。
▲通知カードの見本▲

！

注意事項
カードの申請には、申請者本人がお越しください。
また、申請者が１５歳未満の場合には法定代理人（親権者）の方も一緒にお越しください。

マイナンバーカードの休日交付《予約制》
休日にマイナンバーカードの受け取りができます。事前に予約の上、お越しください。
※受取期日が過ぎていても、マイナンバーカードの受け取りは可能です。
◇予約方法
◇実施日時
◇実施場所
◇持 ち 物

平日午前８時３０分～午後５時に電話または役場住民課窓口にてご予約ください。
７月１１日（日）午前８時３０分～午後０時３０分
役場住民課窓口
個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書（はがき）、本人確認書類、
通知カード、住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
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低所得の子育て世帯に対する

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外）のご案内
■支給対象 下記①②の両方に当てはまる方（※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）
①令和３年３月３１日時点で、１８歳未満の児童（障がい児の場合２０歳未満）を養育する父母等
＊令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象となります。
②令和３年度住民税（均等割）が非課税の方、または令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課
税相当の収入となった方
支給額

児童１人当たり一律５万円

■給付金の支給手続き 令和３年４月分の児童手当、または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税
の方は申請不要です。６月下旬に案内を発送いたしましたので内容をご確認ください。
※上記以外の方は申請が必要です。
申請方法については、来庁またはお電話にて子育て支援課までお問い合わせください。
申請・問合せ

教育委員会子育て支援課☎０２９－８
９－８８５－０３４０
（内）
２３２

自衛 官
官等
等 募 集案
集 案内
内
受験資格
【海】
１８歳以上２３歳未満の方

航空学生
海上・航空
自衛隊

※高卒者（見込含）
、または高専
３年次修了者（見込含）

【空】
１８歳以上２１歳未満の方
※高卒者（見込含）
、または高専
３年次修了者（見込含）

１８歳以上３３歳未満の者

一般曹候補生

※採用予定月の末日現在で
３３歳に達していない方

受付期間

試験期日

１次：９月２０日
７月１日（木） ２次：１０月１６日～２１日のうち指定する１日
～
１
１月１９日～１２月１５日のうち指定
３次：【海】
９月９日（木）
する１日
※締切日必着
【空】
１１月１３日～１２月１６日のうち指定
する期間

７月１日（木）
１次：９月１６日～１９日のうち指定する１日
～
９月６日（月） ２次：１０月９日～２４日のうち指定する１日
※締切日必着

１８歳以上３３歳未満の者

自衛官候補生

※採用予定月１日から起算し
て３月に達する日の翌月の
末日現在、３３歳に達してい
ない方

通年

受付時にお知らせします

この他、７月１日から防衛大学校学生、防衛医科大学校学生も受け付けています。
応募資格年齢の起算日は、募集種目ごとに異なっていますのでそれぞれの採用要項で確認してください。
※詳しくは自衛隊茨城地方協力本部龍ケ崎地域事務所へお問合せください。

□問合せ 自衛隊茨城地方協力本部龍ケ崎地域事務所（龍ケ崎市寺後３６２９－５）☎０
９－５）☎０２９７－６４－３３５１
※ホームページにも募集情報を掲載しています。
（http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/）
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健康教室のお知らせ

◎フレイル予防のポイント（食生活・口腔機能・運動）を学ぶ教室

ますます元気教室

年齢を重ねて心身の活力
（筋力、認知機能、社会とのつながり等）が低下
した状態をフレイルと言います。様々な視点からフレイル予防法学び、
健康長寿を伸ばしましょう。

【実施日】①８月６日
（金）、②８月１８日（水）、③８月２３日（月）
、④８月３０日（月） 全４回
【内容】①②タブレットを使った脳トレ＋講話（認知症予防）
③運動＋講話（口腔機能向上）
④運動＋講話（低栄養）
同じ内容の教室を１１月にも実施
【対象】村内在住の６５歳以上の方
予定です。詳細はホームページ
【定員】１
３名（先着順）※①～④全て受講できる方。 および広報みほ１０月号に掲載し
【時間】各日とも午前１０時～正午
ます。
【会場】みほふれ愛プラザ
【申込期間】７月２９日（木）～３０日（金）

◎健康運動指導士によるメタボリックシンドローム、生活習慣病の予防のための室内運動教室

元気アップ教室

健康のためには日頃から適度な運動を行うことが必要です。元気アップ
教室では、室内で行える運動等を実施します。運動習慣を付け、メタボ
リックシンドロームや生活習慣病を予防しましょう。

【実施日】①１コース ９月１３日（月）、９月２７日（月）、１０月４日（月）、１０月１８日
（月） 全４回
②２コース ９月１４日（火）、９月２１日（火）、９月２８日（火）、１０月１２日
（火） 全４回
【内容】健康運動指導士による運動
（「ますます元気教室」よりやや強度の強い運動を計画しています）
【定員】各コース１３名（先着順）
【対象】村内在住の４０歳以上の方
新型コロナウイルス対策
【時間】①各日とも午前１０時～１１時３０分
を徹底します！安心して
②各日とも午後１時３０分～３時
ご参加ください。
【会場】保健センター
【申込期間】①②コースとも８月２４日（火）～２７日（金）
※3コースを冬に開催予定です。詳細は広報みほ１月号に掲載します。
■申込みについて
・年間を通して、どちらかの教室をおひとり１コースのみの受講となります。
・申込みは各教室とも、申込期間中に保健センター（☎０２９－８８５－１８８９）にお申込みください。
■受講にあたって
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人数・日数を制限し、完全予約制とさせていただきます。
・循環器疾患・整形外科疾患のある方、また基礎疾患等により感染症による重症化が懸念される方は、
主治医にご相談のうえお申込みください。
・新型コロナウイルス感染症拡大等により中止となる可能性があります。ご了承ください。

▲
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問合せ・申込み

令和３年７月号

美浦村保健センター（健康増進課） ☎０２９－８８５－１８８９

避難情報がわかりやすく変わりました！

避難情報がわかりやすく変わりました！
警戒レベル

４

避難指示 までに 必ず避難

～災害から身を守ろう～

・警戒レベル４の避難勧告と避難指示（緊急）を「避難指示」に一本化しました。
・切迫した場合、緊急な安全確保を促す情報を警戒レベル５
「緊急安全確保」に位置づけました。
・警戒レベル３の名称を
「高齢者等避難」に見直しました。
■問合せ

生活安全課☎０２９－８８５－０３４０（内）２１４

警戒
レベル

５

状況

災害発生
または切迫

住民がとるべき行動

行動を促す情報

命の危険
直ちに安全確保！

緊急安全確保※１

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞

４
３
２
１

災害の
おそれ高い

災害の
おそれあり

危険な場所から
全員避難

避難指示（注）

危険な場所から
高齢者等は避難※２

高齢者等避難

自らの避難行動を確認

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

災害への心構えを高める

早期注意情報
（気象庁）

気象状況悪化

今後気象状況
悪化のおそれ

※１

市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される
ものではありません。
※２ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自
主的に避難するタイミングです。
（注） 避難指示は、令和３年の災対法改正以前の避難勧告のタイミングで発令します。

５ ４ ３

すでに安全な避難ができず命
が危険な状況です。

避難勧告は廃止されます。

避難に時間のかかる高齢者や
障がいのある方は、

警戒レベル５緊急安全確保
の発令を待ってはいけませ
ん！

警戒レベル４避難指示
で危険な場所から全員避難
しましょう。

警戒レベル３高齢者等避難
で危険な場所から避難しま
しょう。

広報みほ

令和３年７月号
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避難情報がわかりやすく変わりました！

避難といっても、
実際どうすればいいの？
村が指定する避難場所、避難所に行くことだけが
避難ではありません。
避難とは「難」を「避」けることです。
避難には、主に下の４つの行動があります。

安全な親戚・知人宅
への立ち退き避難

行政が指定した避難場所
への立ち退き避難
自ら携行するもの
自
・
・マスク
・消毒液
・
・
・体温計
・
・スリッパ 等

安全なホテル・旅館等
への立ち退き避難

普段から災害時に避難
することを相談してお
きましょう。
※ハザードマップで安全か
どうかを確認しましょう

普段から
どう行動するか
決めておき
ましょう

通常の宿泊料が必要
です。事前に予約・
です
確認しましょう。
確認
※ハザ
※ハザードマップで安全か
どうかを確認しましょう
どう

屋内安全確保

ハザードマップで以下の
「３つの条件」を確認し
自宅にいても大丈夫かを
確認することが必要です。
想定最大浸水深
※土砂災害の危険がある区域
では立退き避難が原則です。

「３つの条件」が確認できれば、浸水の危険があっても自宅等に留まり安全を確保することも可能です
❶家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない
（入っていると…）
流速が速いため、
木造家屋は倒壊する
おそれがあります

❷浸水深より居室は高い

❸水がひくまで我慢でき、
水・食料などの備えが十分
（十分じゃないと…）
水、食料、薬等の確保が困難になるほ
か、電気、ガス、水道、トイレ等の使
用ができなくなるおそれがあります

地面が削られ、家屋
は建物ごと崩落する
おそれがあります
※豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむをえず車中泊する場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分に確認してください。

15

広報みほ

令和３年７月号

昨年の４月、都内の実家で
私の両親と共に生活していた
祖父、子どもたちにとっては
曽祖父が亡くなりました。小
学生の息子と娘は曽祖父の死
を知るととても悲しみ、お別
れをするために会いに行きた
いと言いました。私ももちろ
ん、子どもたちと同じ気持ち

私は今、小学生二人と０歳
の赤ちゃん、三人の子育て中
です。人生は判断の連続とよ
く言いますが、コロナ禍にお
いて子育て中の生活では、難
しい判断に戸惑うことがたく
さんあります。

中山万律子

コロナ禍においての
『判断』

問合せ 企画財政課
☎０２９－８８５－０３４０
（内）
２０９

でしたが、当時、未知である
新型コロナウイルスの存在を
とても怖がり、初めての緊急
事態宣言が発出され、子ども
たちは休校、社会人の多くは
テレワークを強いられ、移動
の制限が呼びかけられている
最中でした。また、当時、私
は第三子を妊娠中であり、と
ても悩みましたがリスクを考
え、会いに行くことを断念し
ました。
行かなかったことで感染の
リスクは減らすことができ、
いわゆる自粛のマナーは守れ
たかもしれない。でも、もし
行っていたら、感染のリスク
を負いながらも、子どもたち
には曽祖父の死を間近で感じ、
受け入れ、理解させてあげる
ことができたかもしれない。
どちらの判断がよかったのか
は今になってもわかりません。
ただ、どちらの判断であって
も見る角度が違えば正解にも
不正解にもなる。だからとて
も難しいのだなと感じました。
そして、つい自分と異なった
判断や行動を見ると、それら
は不正解だと決めつけてしま
いがちですが、それらを正解
の角度からも見ることができ

る、冷静さと心の広さを持つ
ことが大切だと感じました。
誰にとっても貴重な歳月で
すが、子どもたちにとっては
特に変化の大きい日々が、新
型コロナウイルスの影響を受
けながら過ぎています。祖父
が亡くなった当時、私のおな
かの中にいた息子は昨年の夏、
世間が第二波のピークの真っ
只中に生まれ、この夏には一
歳になります。彼はまだコロ
ナ禍の世の中しか知りません。
学校行事だけに関わらず、で
きるはずであった経験が、で
きないまま育っていく子ども
たちの心身への影響を考える
と心配になることもあります。
子どもたちは多くの事を自分
で判断することができないの
で、私たち大人が子どもたち
に代わり、日々、悩みながら
もより良い判断ができるよう
にしようと思う毎日です。早
く安心して過ごせる日常に戻
ることを祈りながら …
美浦村女性行政推進協議
会（共に輝くみほの会）で
は、活動を共にできる会
員を随時募集しています。
■問合せ 企画財政課

み

か

ほ

まなこ

文

も

芸

ね

う

た

正調俚謡 日和吟社 折り句「 ご（こ）・が（か）・つ・〇」（病 句 禁 ）

こども

と

山崎笑子
山岡亜子
上野八千代
門脇悠美
石戸葎華
伊藤葉子
小薗江久美
田島草実
井戸賀龢道
篠原美千代
関根秀子
塚本夏雲
長谷川悦子
高橋一歩
酒川夢花
増尾青蓮
沼嵜朋香
山﨑泰弘
飯塚筑風
山岸錦洋
木村幸子

ともし

いずこ

青野安佐子
石毛恵美子
市川紀行
海道民子
木澤はしめ
小林美佐恵
高柳幸子
田島早苗
中島輝子
長田敏笑
増尾尚子
松本秀子

（五十音順）

あい

ここが試練のカルガモ親子ついに決行お引っ越し
言葉少なく会話も減るが尽し尽され共白髪
声を揃えて会話をしてる月夜田んぼの蛙達
コロナ蔓延叶わぬ遠出尽きぬ想いの故郷の四季
怖い昭和の頑固な親父強くいられたあの時代
コロナ蔓延叶うか五輪募のる不安の関係者
越えた山坂我慢と覚悟ついに勝ち得た幸の花
黄砂予報にガラス戸締めて漬菜茶うけの家ごもり
御用市井の学者の皆が積もる不安を煽るのみ
コロナ時短が家計にひびくつかぬ見通し気が滅入る
ごめん！言えない頑固な父と常に寄り添い母往生
コロナワクチン頑張る街に次は五輪の風が吹く
ここは美浦村快適暮し終のすみかで八十路生く
五臓六腑にがちんと浸みる妻のお酌で祝酒
子猫つかまりガラス戸叩き燕飛ぶさま知らせてる
恐いコロナは躱わさにゃならぬついに打てるぞ防護薬
コロナいすわり会話はマスク終に外して深呼吸
コロナなければ海外旅行ついたうそでも大丈夫
転ぶたんびにかすんだ眼疲れ体の俚謡作り
子宝恵まれ課題を超えて継ぐ命に只感謝
五輪迫った開催決議つかむ切符は揺れ動く

もつ

六月の俳句（題 当季雑詠）
張り替えし網戸を青き風通る
菖蒲湯やまなこ閉じればジンタの音
鰹食らう相手病みたりひとり酒
スマホ手にワクチン予約夏は来ぬ
夏野菜食べたいけれど値の高し
断捨離や五月人形お焚上げ
夏帽子帰る孫へと大振りに
朝採りのキヌサヤを下げ旧友来たる
彼方此方に蛍袋の灯びや
まどろみて頬にやさしき初夏の風
爽快に谷に広がる草刈音
縺れ相カップル蝶の舞い何処
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国民健康
保険

令和３年度国民健康保険税の
税率が決定しました
■問合せ

国保年金課国保係☎０２９－８８５－０３４０
（内）
１１６・１１７

◎令和３年度の税率は、前年度からの据え置きとなります。
医療分
税率等

所得割率
均等割率
平等割額

賦課限度額

後期高齢者支援分
８．
０％
２５，
４００円
２２，
１００円
６３０，
０００円

税率等

所得割率
均等割率
平等割額

賦課限度額

２．
７％
８，
３００円
７，
２００円
１９０，
０００円

介護分
税率等 所得割率
均等割率
平等割額
賦課限度額

１．
６％
１７，
３００円
なし
１７０，
０００円

《低所得世帯の軽減措置》
同一世帯に属する世帯主と、特定同一世帯所属者や国民健康保険加入者の前年中の所得の合計額が次の
基準値を超えない場合は、均等割額（１人当たりの額）
と平等割額（１世帯当たりの額）
が軽減されます。軽
減措置を判定する所得には、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含まれます。
※基準額以下でも、世帯の中に前年中の所得の申告が済んでいない方がいると国保税の軽減が受けられま
せんので、ご注意ください。
※「特定同一世帯所属者」とは後期高齢者医療制度への加入により国民健康保険を脱退した方で、それ以後
世帯主が変わらない世帯に継続して属している方（世帯主の場合は引き続き世帯主である方）のことです。

軽減措置の基準額

軽減の割合

「４３万円」以下

７割軽減

「４３万円＋２８万５千円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）」以下

５割軽減

「４３万円＋５２万円×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）」以下

２割軽減

※給与・年金所得者の数が２以上の場合は、
「４
３万円」の部分を「４
３万円＋１
０万円×
（給与・年金所得者数－１）」
とします。
※６５歳以上の方の公的年金所得ついては、公的年金の収入額から公的年金控除額を差し引いた後、さらに
１５万円（高齢者特別控除）を差し引いて軽減判定します。

熱中症を防ぐ４つのポイント！＜消防本部からのお知らせ＞
これから暑い夏がやってきます。
稲敷広域消防本部では、令和２年中に熱中症の傷病者を１３５人搬送しました。
熱中症は予防法を知れば防ぐことが可能です。そこで、熱中症を防ぐ４つのポイントを紹介します！
①熱中症を防ぐためにマスクを外すようにしましょう ③暑さを避ける
屋外で人と十分な距離（少なくとも２ｍ以上）が確保で
きる場合は、マスクをはずすようにしましょう。

②こまめな水分・塩分補給
喉が渇いたと感じる前に水分・塩分
補給を実施してください。

適切に冷房を使用し、外出時は日傘の使用や帽子の着
用など、暑さを避ける工夫が必要となります。新型コ
ロナウイルス対策のために、冷房時にも換気を行いま
しょう。

④暑さに負けない体力をつける
日頃からバランスの良い食事を摂ることや、
体力づくりを心がけましょう。
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令和３年７月号

ホームページ
ＱＲコード
▲

■問合せ 稲敷広域消防本部救急課☎０２９７－６４－３８４６（龍ケ崎市３５７１－１）

『国民健康保険被保険者証』
の更新時期です
■問合せ

国民健康
保険

国保年金課国保係☎０２９－８８５－０３４０
（内）
１１６・１１７

毎年８月１日付けで、国民健康保険被保険者証（保険証）は更新となりますので、新しい保険証を７月末日ま
でに簡易書留郵便で送付します。
お手元に届きましたら、保険証の記載内容に間違いがないかどうかご確認ください。また、現在使用中の保
険証については、有効期限経過後に各自で責任を持って処分してください。

《保険証の有効期限》

《保険証の取り扱い》
・必ず手元に保管しましょう。
・他人に貸したり、借りることはできません。
・医療機関等で診察を受けるときには、必ず窓口
で提示してください。
・コピーしたもの、有効期限の切れたものは使え
ません。

・村から交付される保険証の有効期間は１年です。
※国民健康保険税に未納がある場合は、有効期間
の短い保険証が交付されます。有効期限が切れ
る前に役場収納課で納付または納税相談を行い、
有効期限の延長を申し出てください。

村への届出が必要なケース
加入する健康保険や保険証の記載内容に変更があった場合、１４日以内に窓口に届け出をしてください。

▲

以下の事由が生じたときは届出が必要です

・転入、出生、職場の健康保険からの脱退等による「資格取得」
・転出、死亡、職場の健康保険への加入等による「資格喪失」
・住所、氏名等の変更による「記載内容変更」
※届出に必要な書類等については、村ホームページをご覧いただくか役場国保年金課までお問い合わせく
ださい。

限度額適用認定証の申請
以下の方は、申請により限度額適用認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）が交付されます。

▲

申請により交付される方

・７０歳未満の方
・７０歳以上で所得区分が低所得Ⅱ・Ⅰ、現役並Ⅱ・Ⅰの方
認定証を保険証と一緒に医療機関などに提示すると、窓口での一部負担金の支払いが自己負担限度額まで
となります。自己負担限度額については、保険証と一緒に送付されるパンフレット「国保かんたんガイ
ド」をご確認ください。
※国民健康保険税に滞納がない方が対象です。
※現在、認定証をお持ちの方も８月以降分は新たに申請が必要です。
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介護保険料納入通知書・
決定通知書を送付します

介護保険

～介護保険料が変わります～
■問合せ

福祉介護課介護保険係☎０２９－８８５－０３４０
（内）
１１３・１３２・１３５

介護保険では、介護保険給付に係る費用等や利用者の所得状況等を考慮して、定期的に制度の見直しを行
っています。介護保険制度は、介護の負担を社会全体で支え合い、安心して暮らすための制度です。制度
が円滑に運営されるよう、制度へのご理解と、保険料の納付にご協力をお願いします。

令和３年度の介護保険料

＊令和３年度～令和５年度までの保険料

６５歳以上の方の保険料は、介護保険サービスに必要な費用等から算出された基準額をもとに所得に応じて
決まります。介護保険利用者の増加等により、基準額（月額）が４，
８００円から５，
３００円に引上げとなりました。
対象者の基準
本人および
世帯員全員が
住民税非課税
世帯に住民税課税
者がいるが本人が
住民税非課税

本人が住民税課税

基準額に

所得段階 対する割合

年

額

・合計所得金額＋課税年金収入額が８
０万円以下の方
第１段階
・老齢福祉年金の受給者・生活保護の受給者である方

０．
３０

１９，
０８０円

合計所得金額＋課税年金収入額が１２０万円以下の方

第２段階

０．
５０

３１，
８００円

合計所得金額＋課税年金収入額が１２０万円超の方

第３段階

０．
７０

４４，
５２０円

合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方

第４段階

０．
９０

５７，
２４０円

合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円超の方

第５段階

１．
００

６３，
６００円

合計所得金額が１２０万円未満の方

第６段階

１．
２０

７６，
３２０円

合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満の方

第７段階

１．
３０

８２，
６８０円

合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満の方

第８段階

１．
５０

９５，
４００円

合計所得金額が３２０万円以上の方

第９段階

１．
７０

１０８，
１２０円

※介護保険料の年額が確定した後でも、本人および世帯員の昨年度の所得や課税状況に変更が生じたり、
本人が転出または亡くなられた場合は、介護保険料の年額が変更になる場合があります。
※令和３年度について、住民税世帯非課税者を対象として、公費による軽減強化を下記の通り実施します。
【基準額に対する割合】第１段階…０．
５０→０．
３０、第２段階…０．
７５→０．
５０、第３段階…０．
７５→０．
７０

保険料の納め方
介護保険料の納め方は、受給している年金（障害年金・遺族年金を含む）の額により２種類に分けられます。
年金受給額が年額１８万円未満の方
納入通知書もしくは口座振替で納めます。７月中旬に年間全８期分の納入通知書を送付します。
年金受給額が１８万円以上の方
年金からの天引きで納めます。介護保険料の年額を年６回に分けて、年金から天引きします。
※年金額が年額１８万円以上でも、一時的に納付書で納める場合があります。

・

保険料の納め忘れ、
滞納にご注意ください！

＊納期限から１年以上介護保険料を納めていない方は、滞納期間に
応じて次のように保険給付が制限されますのでご注意ください。

・ ・

１年以上滞納…費用の全額を利用者が一旦負担し、申請後に保険給付９割（一定以上の所得者は８割ま
たは７割）が支払われます。
１年６カ月以上滞納…保険給付の一部または全部が一時差し止めとなります。
２年以上滞納…利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
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「自分だけは大丈夫」と

思っていませんか？
消費生活に関する
問合せ・相談は消費
生活センターへ

見守り
新鮮情報①

消費者
者ト
ト ラ ブルは
ブルは
悩まず早
早めに相
めに相談
談を！
を！

やめられない！？

占いサイトに気を付けて

占いサイトの広告を見て、無料で鑑定してくれるというのでサイトに登録した。
占い師から「あなたには強い守護霊がいる」等というメッセージをもらい、信用してしまった。その後、
占い師が指示する言葉を送り返すように言われ、返信し続けた。やりとりには有料のポイントが必要で
「今やめたら幸せは来ない」
と言われ、気が付いたら約１２０万円も支払っていた。
（６０歳代 女性）
【ひとこと助言】
占いサイトの中には、インターネットやＳＮＳ広告等で「無料鑑定」とうたっていても有料のやりと
りへ誘導させるサイトもあります。また、氏名や生年月日、メールアドレス等の個人情報を入力すると、
大量の迷惑メールが届くこともあります。無料だからといって、気軽に登録しないでください。やりと
りをすることで有料ポイントを消化させられることがあります。金運や恋愛運等について良い言葉が書
かれたメッセージが届いても、安易に返信してはいけません。怪しい、やめたいと思ったら、退会する
前にやりとりの内容などをスクリーンショット等で残しておきましょう。支払った料金等の返金を求め
るための証拠となります。

見守り
新鮮情報②

眼鏡型の拡大鏡

着用したまま歩くと危険です

《事例１》父が眼鏡型の拡大鏡を着用したまま歩いたところ、段差で転倒し、肋骨を骨折した。
（当事者：８０歳代 男性）
《事例２》眼鏡型の拡大鏡を３０分ほど使用したところ、外した後、目の焦点が合わず、吐き気をもよおし、
しばらく横になるほど気分が悪くなった。
（当事者：６０歳代 男性）
【ひとこと助言】
眼鏡型の拡大鏡は、手の届く程度の距離にあるものを拡大して見るための商品で、視力を矯正するも
のではありません。手の届かないほど離れた距離のものは明瞭に見ることができないため、着用したま
ま歩行すると転倒する恐れがあるのでやめましょう。既製品である眼鏡型の拡大鏡は一人ひとりに合わ
せて作られていません。できるだけ購入前に使用感等を確認し、眼鏡を持っている場合は、眼鏡との重
ね掛けも試しましょう。見え方に異常が生じて気分が悪くなったり、頭痛やめまいが起きたりすること
もあります。眼や見え方に異常を感じたら、使用を中止しましょう。
～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」より引用・抜粋～

消費 生 活に 関す る 相 談は
◇村消費生活センター（消費生活相談全般）…役場１階西側（収納課奥）
月・水・木・金 午前９時～正午、午後１時～４時 ☎８８５－７１４１（直通）
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。また、都合により相談員が
不在の場合がありますので、電話でご確認ください）
◇消費者ホットライン（全国共通ダイヤル）☎１８８※３桁で繋がります。
◇県警悪質商法１１０番（訪問販売等の商取引や悪質金融業者に絡む各種相談）
午前８時３０分～午後５時１５分 ☎０２９－３０１－７
１－７３７９
い

や

や

広報みほ

令和３年７月号

20

問合せ
子育て支援センター（みほふれ愛プラザ内）☎０２９－８８５－６５１１＊午前９時３０分～午後６時（水曜・日曜・祝日休業）

夏休みは

子 育 て 支 援 セ ン タ ー で遊ぼう！

７月１日
（木）から７月１７日（土）は、通常の子育てひろばを開催します。
７月１９日（月）からは、夏休みスケジュールとなり、予約制で自由遊びを楽しめます。
※７月２９日（木）のぴよぴよサロンは開催します。

いろいろなものを釣って遊べるよ！
▲

いろいろなコーナーを準備してお待ちしています。時間内であれば何回でも遊ぶことができますので、
たくさんチャレンジしよう！

磁石でペッタンコーナー

マスコットすくいコーナー

おさかなに磁石を
くっつけて釣って
みよう！

おたまでマスコットを
すくってみよう！

つりざおコーナー
ナー
ねらいをさだめて
て
大きなさかなを
釣りあげよう！

子育てひろばのご案内
＊ご利用の際はお子様の対象となるひろばを、ホームページや子育てカレンダーなどでご確認ください。
＊密集・密接をさけるため、人数と時間（最大2時間まで）を制限した上で利用していただきます。

ひろば

対象年齢

開催日

▲

◎１歳児

よちよちルーム
ぴよぴよサロン

◎２カ月～１歳３カ月児
◎妊婦さん

平成３１年４月２日生
～令和２年４月１日生

▲

おもちゃ図書館

◎未就学児
◎障がいのある方

平成３０年４月２日生
～平成３１年４月１日生

容

火曜日

手遊び、運動遊び、楽器遊び、リ
ズム遊び、製作などを行います。

木曜日

赤ちゃんと、おうちでもできる簡
単なふれあい遊びを行います。

金曜日

季節の行事、工作、体を動かす遊
び、誕生会を行います。

第２土曜日

午前１０時～１１時まで開催します。
おもちゃの貸出のみの事前予約制
となります。

◎２歳児

エンジョイ子育て

内

子育て支援センターは、未就学児とその保護者が一緒に遊んで交流できる場です。子育て情報
の提供、子育てに関する相談等を通じて子育て支援を行っています。お気軽にご利用ください。
21

広報みほ

令和３年７月号

■問合せ
中央公民館図書室☎０２９－８８５－８４４２
■インターネット蔵書検索
パソコン https://www.lics-saas.nexs-service.jp/m
iholib/webopac/index.do
スマートフォン https://www.lics
-saas.nexs-service.jp/miholib/spopac/
index.do

■開館時間

スマホ

図書室便り

午前９時～午後５時（水曜日のみ午後７時まで延長）

青少年読書感想文全国コンクール課題図書一覧
７月～８月の間は次の条件での貸出になります。
・村内在住の方のみ貸出できます。
・貸出期間は１週間です。
たくさんの方が読めるよう、ご協力をお願いいたします。

日

月

１
８

休

小学校低学年の部（１・２年生）
●あなふさぎのジグモンタ とみながまい/作 たかおゆうこ/絵
すずきみえ/作 くすはら順子/絵

●そのときがくるくる

８月の図書室カレンダー

●みずをくむプリンセス

火

水

木

金

土

２

３

４

５

６

７

９

１０ １１ １２ １３ １４

休

休

休

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１
休

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８
休

スーザン・ヴァーデ/文 ピーター・Ｈ・レイノルズ/絵 さくまゆみこ/訳

●どこからきたの？おべんとう

鈴木まもる/作・絵

２９ ３０ ３１
休

休

※月曜・祝日・毎月最終火曜日は休室

小学校中学年の部（３・４年生）
鈴木海花/文
●わたしたちのカメムシずかん
はたこうしろう/絵
やっかいものが宝ものになった話
富安陽子/作 佐竹美保/絵
●ゆりの木荘の子どもたち

●ぼくのあいぼうはカモノハシ
ミヒャエル・エングラー/作 はたさわゆうこ/訳 杉原知子/絵
嶋田泰子/著
岡本順/絵

●カラスのいいぶん
人と生きることをえらんだ鳥

日時 ７月１７日（土）午前１１時～
会場 中央公民館２階 こどものへや

小学校高学年の部（５・６年生）
●エカシの森と子馬のポンコ
●サンドイッチクラブ
●おいで、アラスカ！

加藤多一/作 大野八生/絵
長江優子/作

アンナ・ウォルツ/作 野坂悦子/訳

●オランウータンに会いたい

お話し会「大空の会」の皆さんによるお話
し会を行います。
読んでほしい本がありましたら、当日で
も構いませんのでリクエストしてくださ
い。自宅の本の持ち込みも可能です。

久世濃子/著

お話し会に参加される際は感染症拡大防
止対策のため、検温・連絡先のご記入に
ご協力いただく場合がございます。ご了
承ください。

中学校の部
●with you（ウィズ・ユー）

濱野京子/作

●アーニャは、きっと来る
マイケル・モーパーゴ/作 佐藤見果夢/訳

●牧野富太郎

日本植物学の父

清水洋美/文 里見和彦/絵

図書室およびイベント等の取り扱いについては、新
型コロナウイルス感染症対策の状況に応じて変更・
中止になることがございます。
最新の情報につきましては、村公式ホームページを
ご確認いただくか、図書室までお問合せください。

ブックスタートとは、地域や家族みんな
で赤ちゃんが絵本と出会える環境作りを
応援する運動です。健診の待ち時間に、
かわいい絵本の入った「ブックスタート
・パック」をお渡ししています。
日時 ７月２６日（月）午後１時～
会場 保健センター
対象 ４カ月児健診を受診する親子
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みを含む）
・応募職種を明記
した書類を同封のこと。
◇受付期間 ７月１日（木）〜
８月 日（月）までの午前９
時〜午後５時
土・日・祝日を除きます。
※
郵送は８月 日（月）午後５
※
時必着。
◇給与 職員の給与に関する
条例規則に基づき支給され
ます。学校卒業直後の基本
給は次のとおりです。
（令和
３年４月１日現在・月額）
・大学卒業
万２２００円
・短大卒業
万５９００円
・高校卒業
万４９００円
学校卒業後、一定の経験年
※
数がある者は、一定額が加
算されます。
このほか、各種手当（扶養
※
・通勤・住居・時間外・期
末および勤勉手当）が支給
されます。
２

新型コロナウイルス感染症
への対応について

２

今後の感染拡大の状況や、
国、県の外出自粛要請等の状
況によっては、試験の日程等
について変更する場合があり
ます。その場合は、受験申込
者にお知らせするとともに、
村ホームページ等に掲載いた
しますので、試験前に確認の
うえ受験してください。
◇問合せ 役場総務課人事担
当☎０２９ ８８５ ０３
４０（内）２０３

令和３年７月号
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※ページ構成上募集がない月もあります。

令和４年度 美 浦 村 職 員 募 集

る罪を犯し刑に処せられた
者
・日本国憲法施行の日以後に
おいて、日本国憲法又はそ
の下に成立した政府を暴力
で破壊することを主張する
政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した者
◇試験の方法
・第１次試験 教養試験およ
び論文・作文
試験は大学卒程度と、短
※
大・高卒程度に区分。
・第２次試験 第１次試験合
格者を対象に個別面接試験
・身体検査。
第１次試験の合格者の発表
※
は 月中旬頃に、最終合格
者の発表は 月下旬頃に本
人に通知します。
◇第１次試験期日および会場
・期日 ９月 日（日）
・会場 美浦村役場（美浦村
受領１５１５番地）
◇第２次試験期日および会場
第１次試験の合格者に通知
します。
◇受験手続 申込書、履歴書
を役場総務課に提出（申込
書、履歴書は役場総務課で
交付）
郵便で請求の場合は、封筒
※
の表に「職員採用試験申込
用紙請求」と朱書きし、返
信用封筒（
×㎝ ・あて
先明記・１２０円切手を貼
付）と、住所・氏名・電話
番号・最終学歴（卒業見込

（広告欄）

１枠２，
７００円～（先着）

込みの方
◇欠格事項
次のいずれかに該当する者
は受験できません。
・日本国籍を有しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで、ま
たはその執行を受けること
がなくなるまでの者
・美浦村職員として懲戒免職
の処分を受け、当該処分の
日から２年を経過しない者
・人事委員会又は公平委員会
の委員の職にあって、第
条から第 条までに規定す

－

広報みほに広告を掲載しませんか
６３

１５１６１８

－

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。

令和４年度採用の村職員を募集します。採用試験等
については次のとおりです。

３１

１１

１９

３３

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。

６０

お知らせ
◇募集職種・採用予定人数
①一般事務職 若干名
②保育士 若干名
◇受験資格
▼共通受験資格
昭和 年４月２日以降に生
まれた方
▼職種別受験資格
①一般事務職
高等学校卒業程度以上の学
力を有する者（学歴不問）
②保育士
保育士および幼稚園教諭の
資格を有する方または令和
４年３月 日までに取得見
５６

１０

２４

１５

◇通知対象者 昭和３２年４月２日～平成２２年１月３１日生の方
◇新型コロナワクチンの接種順位
① 医療従事者
②６５歳以上の方
③ 基礎疾患を有する方・高齢者施設の従事者
④ その他
※④の方は申請不要です。接種順位が来たら接種券を送付
しますので、今しばらくお待ちください。
◇問合せ 健康増進課（保健センター）☎０２９－８８５－１８８９

１８

消印有効）
郵送申込みは、インターネ
※
ット申込みができない場合
のみ利用してください。
◇受験案内 裁判所ウェブサ

イト (https://www.courts
.go.jp/saiyo/index.html)
または裁判所で配布してい
る受験案内をご覧ください。
▼第一次試験日
９月 日（日）
▼第一次試験種目
基 礎 能 力 試 験（ 多 肢 選 択
式）、作文試験
▼第二次試験日
月中旬から下旬
▼第二次試験種目
人物試験（個別面接）
◇問合せ 水戸地方裁判所事
務局総務課人事第一係☎０
２９ ２２４ ８４１７

常陽銀行無料年金相談

常陽銀行委託の社会保険労
務士が、無料でご相談に応じ
ます。（要予約）
◇開催日 ７月 日（火）午前
時〜午後３時
◇会場 常陽銀行美浦支店
◇予約・問合せ 常陽銀行美
浦支店☎０２９ ８８５
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いきいきミセス講座
受講生募集

（火）は休館です。
預けて安心！法務局におけ
◇対象・定員 村内在住の女
性 名
る自筆証書遺言書保管制度
申込者多数の場合には募集
※
要項に則り選考。
昨年７月 日から、法務局
◇計画内容 村ホームページ、 （本局・支局）において「自筆
または中央公民館等で配布
証書遺言書保管制度」が始ま
している募集チラシをご確
り、多くの方から遺言書の保
認ください。
（８月より掲載
管申請がされております。
予定です。）
本制度を利用して、自筆で
◇申込・問合せ 生涯学習課
書いた遺言書を法務局に保管
（中央公民館内）
していただくことにより、大
切な遺言書の紛失や改ざん等
を防止することができます。
詳しい手続は、水戸地方法務
局ホームページ (http://hou
mukyoku.moj.go.jp/mito/)
をご覧ください。
◇問合せ 水戸地方法務局土
浦支局総務課☎０２９ ８
２１ ０７８３（平日：午
前８時 分から午後５時
分まで）

裁判所職員一般職試験

１２

－
２９１５

－

（裁判所事務官、
高卒者区分）

－
２０

－

１５
１５

１０

１０

－

◇受付期間
◎インターネット ７月６日
（火）午前 時から７月 日
（木）まで（受信有効）
◎郵送 ７月６日（火）から７
月９日（金）まで（７月９日
１０

１０

新型コロナワクチンの接種順位「基礎疾患を有する方」を把
握するために、６月２３日に『新型コロナワクチン接種に係る
基礎疾患申出について』という通知を発送しました。
この申請に基づき接種に必要な接種券を発送しますので、通
知で詳細を確認のうえ、該当する方は通知に同封した申出書
を提出してください。
※申請締め切りは７月９日（金）としてありますが、それを過
ぎても随時手続きしますので申請してください。

１０

－
３０

女性の資質や能力向上の助
けとなることを目的とした講
座です。家庭や職場からはな
れて、リフレッシュしてみま
せんか？
◇申込期間 ８月３日（火）〜
８月 日（水）
月曜、祝日及び８月 日
※

新型コロナワクチン『基礎疾患申出』について

（広告欄）

活動調査

ご協力ありがとうご ざ い ま し た

〜経済センサス

６０

６１

６月１日を調査期日に、「令

日（金） ※
月曜休館。
◇対象 村内に在住の 歳以
上の方（令和３年４月１日
現在）
◇定員
名
応募者が定員以上の場合は
※
募集要項等により選考。
◇内容 村ホームページもし
くは公民館備え付けの要項
をご覧ください。
◇申込・問合せ 生涯学習課
（中央公民館内）

２０

美浦大学院
（高齢者
学級）
受講生募集

◇申込・問合せ 生涯学習課
（中央公民館内）

県立ＩＴ短大
オープンキャンパス

）
w.ibaraki-it.ac.jp
◇その他 実施の案内・変更
等はホームページでお知ら
せします。

県立盲学校

１１

和３年経済センサス 活動調
査」が行われました。村内事
業所、企業の皆さまには、お
忙しいところ、インターネッ
トや郵送による調査への回答
にご協力いただき、誠にあり
がとうございました。
集計結果は、総務省統計局
および経済産業省のホームペ
ージで令和４年５月から順次
公表する予定ですので、しば
らくお待ちください。
なお、調査票の提出・回答
がまだお済みでない事業所に
おかれましては、お早めの提
出・回答をお願いします。
◇問合せ 役場企画財政課

美浦大学（高齢者
学級）受講生募集

（広告欄）

２７

１ ３３８８、メール（ shi
en@ibaraki-sb.ibk.ed.jp)

令和３年７月号
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本校は「開かれた短期大学
地域巡回教育相談会
校」としてＩＴのプロフェッ
ショナルを育成しています。
視覚に障がいのある方の見
ＩＴに興味のある方、技術
えにくさを補うための補助具
を身に付けたいと考えている
（レンズや拡大読書器など）を
方は、ぜひこの機会にご参加
展示したり、相談会を行った
ください。
りします。小さなお子様や保
◇開催日時 ７月 日（土）、
護者の方だけでなく、成人の
８ 月 日（土）、 日（土）、
方や関係機関からの参加もお
令和４年２月 日
（土）
受けしています。
午前９時〜午後４時
入学を前提としない相談会
◇場所 茨城県立産業技術短
ですので、お気軽にご参加く
期大学校
ださい。相談は無料です。
◇内容 学校見学や体験授業
＊コロナウイルス感染予防の
を行います。
ため予約制となっておりま
◇対象者 ＩＴに関心をお持
す。事前に予約してからお
ちの高校生及び保護者など
越しください。
◇申込み 体験授業は要申込。 ◇日時 ７月 日（火）午前
電話にて間い合わせるかホ
時〜午後３時
ームページをご覧ください。 ◇場所 土浦合同庁舎本庁舎
◇締め切り 各開催日の前日
３階第２会議室（土浦市真
まで
）
鍋５
◇申込・問合せ 茨城県立産
◇問合せ・事前申込先 茨城
業技術短期大学校（水戸市
県立盲学校視覚障害教育支
下大野町６３４２）☎０２
援センター☎０２９ ２２
９ ２６９ ５５００、ホ
ームページ（ http://ww

－

２８１７

２６

２０

昨年度から開設された美浦
大学院。今までの豊富な経験
を活かして、いろいろなこと
に挑戦し、自らの地域社会に
貢献してみませんか。
◇申込期間 ７月 日（火）〜
月曜休館。
日（金） ※
◇対象 村内に在住の 歳以
上の方（令和３年４月１日
現在）で、平成 年度以降
に美浦大学を修了した方
◇定員
名
応募者が定員以上の場合は
※
募集要項等により選考。
◇内容 村ホームページもし
くは公民館備え付けの要項
をご覧ください。

－

－
１７
－
２６

－

２１

３０

３０

－

今や生涯学習の時代です。
より豊かで充実した人生を
送るため「見たり、聞いたり、
話したり」新しい仲間と一緒
に、長い歴史のある美浦大学
で学んでみませんか。
◇申込期間 ７月 日（火）〜

－

１３

１４

－

１３

８９３

３１

０１１０

１０

３３８０、
８９３ ３

る相談を無料で行っています。
◇対象者
歳から 歳の無
業の方及びその家族
◇申込み 電話、ＦＡＸ、メ
ール、ウェブから申込み。
◇問合せ いばらき県南若者
サポートステーション☎０
２９ ８９３
ＦＡＸ０２９

善意

〔村の小中学校へ〕
○美浦ライオンズクラブ様
生理用品
〔社会福祉協議会へ〕
○美浦村食生活改善推進員様
古切手
○野口久雄様 車イス３台
○匿名 玄米 ㎏
◇ありがとうございました
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個人事業税は
便利な口座振替で

口座振替をご利用になると、
納期限を忘れたり、わざわざ
金融機関に納付に行く必要が
なくなりとても便利です。お
申し込みは、県税事務所また
は預金先の金融機関へお問い
合わせいただくか、納税過知
書（８月中旬ころ発送）に同
封のハガキをご利用ください。
◇問合せ 茨城県土浦県税事
務所管理課☎０２９ ８２
２ ７２０３

－

４９

３８１、メール（ info@sa
）
posute-tsukuba.jp

－ －

〔村の教育事業へ〕
○さくら自動車株式会社様
１００万円

－

－

高齢者福祉・介護保険事業・

浦村第４期障がい者計画・第
もしくは令和４年３月 日
６期障がい福祉計画・第２期
までに卒業見込みの人、ま
障がい児福祉計画」を策定し
たは人事委員会がこれと同
ました。
等と認める人
計画書は役場福祉介護課で
《採用予定人数》
ご覧いただけるほか、村ホー
・男性警察官Ａ
名程度
ムページからも閲覧できます。 ・女性警察官Ａ
名程度
◇問合せ 役場福祉介護課
▼警察官Ｂ 昭和 年４月２
日から平成 年４月１日ま
茨城県警察官採用
で
に生まれた人で、警察官
Ａの受験資格（学歴区分）に
試験（第２回）
該当しない人
◇受験資格
《採用予定人数》
▼警察官Ａ 昭和 年４月２
・男性警察官Ｂ
名程度
日以降に生まれた人で、学
・女性警察官Ｂ
名程度
校教育法による大学（短期
◇受付期間 ７月１日（木）午
大学を除く）を卒業した人
前９時〜８月 日（金）午後
５時
※申込みは原則インターネッ
トによる。
◇第１次試験
９月 日（日）
＊一次試験合格発表日
月
１日（金）
◇問合せ 稲敷警察署警務課
６３１５３０
２０６０

若者の就労をサポート

☎０２９

１９

いばらき県南若者サポート
ステーションでは、就労に関
する様々な悩みを抱える方々
の将来に向けた取組みに関す

－

１６

１３

－

６３

美浦村社会福祉協議会では、えんぴつ、ノー
ト、色えんぴつ、クレヨン、画用紙、のり、
ボールペン等の未使用文具の寄附を受け付け
ています。
「美浦村中央公
民館ロビー」
「みほふれ愛
プラザ」に設置してある
文具ステーションにご提
供ください。文具が必要
な村内のお子さまを支援
するため、みなさまのご
協力をお願いします。

１５

４０

－

障がい福祉等計画策定

みなさまのご家庭に眠つている未使用文具
をご寄附ください。必要な方に届けます！

村では、『地域で支え合う健
康で安心して暮らせる村づく
り』を基本理念とし、①高齢
者が安心して暮らせる環境づ
くり、②生涯現役に向けた環
境づくり、③介護予防・日常
生活支援総合事業の充実、④
介護サービスの充実と制度の
安定的運営の４つを基本目標
に定め、令和３年度から令和
５年度を対象とする「美浦村
高齢者福祉計画及び第８期介
護保険事業計画」および「美

美浦村こども支援プロジェクト

◇問合せ 村社会福祉協議会☎０２９－８８５－００３８

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。

７月の納税
納期限は８月２日（月）
です。
固 定 資 産 税 （２期）
国 民 健 康 保 険 税 （１期）
介 護 保 険 料 （１期）
後期高齢者医療保険料 （ １ 期 ）
（広告欄）
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各種相談
弁護士による
法律相談

日時

心配ごと
相談

日時

美浦村社会福祉
協議会主催

８月２５日（水）午後１時３０分～４時

※８月２日（月）午前８時３０分より申込受付。

８月２日（月）、２３日（月）
午後１時～３時

※予約は随時受付。

申込 社会福祉協議会☎０２９－８８５－００３８
会場 老人福祉センター☎０２９－８８５－７０８０
学校生活、子育てなどで悩みがあるときはご相談ください。

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

▼

公共機関等お問合せ一覧

電話相談・来所相談・訪問相談
開所時間 月～金曜日
午前９時～正午、午後１時～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

７月３０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

７月１２日（月）、８月１６日（月）
午後１時～３時
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。
・７月・８月の実施日 ７月１４日・２８日、８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
５月の発電量 ３２３，
１５０ｋWh

５０２ｋWh
累計（今年度）６０４，

令和３年７月号・№７１２

～「自分たちの地域」を「自分たちで守る」ために～

自主防災組織

を結成しよう！

●自主防災組織の必要性とは…大きな災害が発生した場合、消防署や消防団だけでは手が回らない。
⇒地域でできること
（救助、初期消火、避難行動要支援者の支援等）をすることで、地域の被害を軽
減することができます。
●自主防災組織の活動とは…
まずは、災害が起きたときの地域の弱点を把握しましょう。
⇒地域の弱点（危険箇所等）を書き入れた防災マップを作ることが有効です。
無理せず継続的に参加できる活動を実施しましょう。
⇒自治会で実施している年間行事等と併せて実施することが有効です。
《例えば》
・地元のお祭りで、炊き出しの練習やテント設営の練習をする。
・定例の清掃活動で、地域の危険箇所の調査や防災資機材の点検をする。
・防災に関するチラシ、パンフレット等を定期的に作成・配布する。
▲

編集・発行／美浦村役場
総務部総務課広報広聴係

●自主防災組織とは…自分たちの地域で自分たちでできる防災活動を行うために結成される組織です。
結成方法は、自治会等の活動に『防災』の項目を加える、
『防災部会』を設ける等があります。

▲

▲
▲

〒３００－０４９２ 茨城県稲敷郡美浦村受領１５１５
ＴＥＬ０２９
（８８５）
０３４０ ＦＡＸ０２９
（８８５）
４９５３
https :/ / www.vill.miho.lg.jp/

●自主防災組織の結成にあたっては…
既にある団体を活用する場合
・自治会・町内会等の既存の団体を、そのま
ま自主防災組織として兼ねる。
・既存の団体の下に、別に自主防災部門をつ
くり、自主防災組織とする。
新たな組織として結成する場合
・地域住民に働きかけながら、既存組織とは
別に新たな組織を結成する。

自助 ・
・共
共 助 ・公助
・公助

防災
防
災 に 女 性の参
性の参加を ！
災害時における様々なニーズを把握し、それに
合った防災の取り組みが必要となります（妊娠、
子育て、介護、プライバシーの配慮等）。その
ためには、平常時から地域防災へ女性が参画す
ることが大切です。

自助

令和３年６月１日現在の人口と世帯数
男７,６７４ 女７,１８８ 計１４,８６２（前月比－５）
世帯数 ６,７２９（前月比－５）

自分の身を自分の努力で守る《自助》と、地
域や近所の人々が集まって協力して防災活動
に取り組む《共助》により、地域の防災力を
高めましょう。
・自助
・共助
・公助

自分の身を自分の努力によって守る
地域や近隣の人が互いに協力し合う
国や都道府県等の行政、消防機関による救助・援助等

■問合せ

地域の防災力

共助

災害時の
被害を抑える

公助

生活安全課☎０２９－８８５－０３４０（内）２１４・
４・２
２１５

（広告欄）広告に関する一切の責任は各広告主に帰属し、村がその内容について推奨等をするものではありません。

