
乳房にしこりなど自覚症状のある方は、
集団検診ではなく早めに医療機関を受診してください

女性のための検診
完全予約制

令和 4 年度

今や、がんは治らない病気ではありません。
早期にがんを発見できれば、90％以上の方が完治するといわれています。
早期発見のキーワードは「検診」です。
大切な命を守るために、必ずがん検診を受けてください。

申込期間 2 月14 日（月）から2 月18 日（金）まで

申し込み方法

下記のいずれかの方法でお申し込みください

①　市ホームページ QR コード

受付時間 24 時間
※入力漏れがあると予約が取れない場合があります

②　お電話（兼問い合わせ先）

0291-34-6200（行方市保健センター）
受付時間 9:30 ～17:00

※　申込期間を過ぎてのお申し込みはできません。
※　各日程ともに、定員になり次第締め切りとさせていただきます。
※　	集団健診でご都合が悪い方は、医療機関検診でも受診することができます。（詳細は、健康増進課までお問い
合わせください）

※　	子宮（頸部）がん検診を初めて受診する方、乳房の豊胸手術をされた方、ペースメーカーを留置している方は、
医療機関検診をおすすめします。

※　市の助成を受けて検診を受診できるのは、毎年 4 月～2 月末までの年 1 回です。

～乳がんと診断された方の 5 年相対生存率～
5 年相対生存率とは…
がんと診断された人のうち、
5年後に生存している人の割合
早期発見が

生存率上昇につながります。生存率上昇につながります。生存率上昇につながります。

生存率
92.3％

5年後

出典：がん研究振興財団「がんの統計’19」

① 申し込み方法・お問い合わせ先 ※対象年齢であれば、医療保険に関係なく申し込みできます。



《不審電話にご注意ください！！》
保健センター職員を名乗り、個人情報を聞き出そうとする電話が相次いでいます。
十分にご注意ください。

託児サービスについて「完全予約制」
ご家庭の都合が悪い場合は、★の日程で託児サービスを実施します。
託児サービスを希望される場合は、検診申込時にお申し出ください。
ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、中止となる場合もございます。

【日時】4 月18 日（月）、24 日（日）　午後のみ
【定員】5人　【対象】0～ 6歳の未就園児

④ 検診内容 ※年齢は、令和5年3月31日時点
検診項目 対象者 個人負担金 内容等

乳がん
超音波検査 30歳～59歳 1,000 円

乳房X線検査
（マンモグラフィ） 40歳以上 1,000 円

（41 歳は無料）
2年に1回
40歳代は2方向の撮影

子宮（頸部）がん 20歳以上 1,000 円
（21 歳は無料） 子宮頸部の細胞診

骨粗しょう症
20・25・30・35
40・45・50・55
60・65・70歳

1,000 円 超音波法による足かかと
骨密度測定

麻生公民館
（麻生1221）

地域包括支援センター
（玉造甲478-1）

行方市保健センター
（山田3282-10）

令和 4 年 4 月

11日（月）12 日（火）
13 日（水）14 日（木）
15 日（金）

16 日（土）18 日（月）★
19 日（火）20 日（水）
21日（木）22 日（金）

24 日（日）★　26 日（火）
27 日（水）　　 28 日（木）

※　骨粗しょう症検診は、　　　印のみ同時実施
※　★は、午後のみ託児サービスあり

③ 受付時間　※申込時、受付時間の指定はできません。

　　≪午前の部≫	 10：00 ～10：30
	 	 	 	 乳がん検診・骨粗しょう症検診

　　≪午後の部≫	 12：30 ～13：10※子宮（頸部）がん検診は午後のみとなります。

	 	 	 	 乳がん検診・子宮（頸部）がん検診・骨粗しょう症検診

② 日程・場所 ※市民の方であれば地区に関係なく申し込みできます。
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01 県民交通災害共済
【問い合わせ】
　総務課（麻生庁舎）
　☎　０２９９－７２－０８１１

■ 令和 4 年度の加入申し込みを受け付けています

▼　会費（１年間）
900 円 /人
※	中学生以下（令和４年４月1日現在）は、
500 円 /人となります。
※	９月30日以降に申し込まれた方は、半額と
なります。

▼　万一のときの見舞金
死亡…100万円
最低治療実日数３日以上の傷害…２万円

▼　対象となる交通事故
日本国内の道路上等を運行中の自動車、バ
イク、自転車等の接触・衝突・転落・転覆
事故等による人の死傷

▼　共済期間
１年間（令和４年４月１日～令和５年３月31日）
※	途中加入の場合は、申し込みの翌日から
令和５年３月31日までとなります。

▼　見舞金の請求手続き
総務課防災交通G（麻生庁舎２階）に次の
必要な書類をお持ちの上、請求してください。
■　会員証
■　	運転免許証（免許の必要な車両を運転
中に事故を起こしたとき）

■　	交通事故証明書（自動車安全運転セン
ター所長発行のもの）※交通事故証
明書のない事故に基づく請求は、指定
の「事故申立書」を使用し、最高９等級
（３万円）まで（「災害区分別見舞金額
一覧」参照）の給付となります。

■　	診断書（医師の診断書や柔道整復師・
はり師・きゅう師等の施術証明書）

　　※	カイロプラクティックなどは、診断行
為から除外されます。

▼　災害区分別見舞金額一覧
等級 災害区分 見舞金
1 死亡 100万円
2 治療実日数181日以上の傷害 30万円
3 治療実日数151日以上の傷害 25万円
4 治療実日数121日以上の傷害 20万円
5 治療実日数 91日以上の傷害 15万円
6 治療実日数61日以上の傷害 10万円
7 治療実日数41日以上の傷害 8万円
8 治療実日数 21日以上の傷害 6万円
9 治療実日数8日以上の傷害 3万円
10 治療実日数3日以上の傷害 2万円
障害 身体障害者1級・2級該当 50万円
※次のような事故の場合、見舞金の全部または
　一部が給付されませんので、ご注意ください。
①　会員または見舞金受取人の故意による事故
②　	会員が無免許・酒気帯び運転中に生じた事

故またはその事実を承知で同乗していた事故
③　	地震・洪水・暴風・その他の天災によって生
じた事故

④　	正当な理由なく医師の指示に従わなかった
とき

⑤　	会員または見舞金受取人の重大な過失によ
る事故

⑥　	法令に違反し、茨城県市町村総合事務組合
長が不適切と認める事故

▼　加入申し込み場所
玉造庁舎１階　総合窓口課
麻生庁舎１階　麻生総合窓口室
北浦庁舎１階　北浦総合窓口室
※	令和３年度の会員証がある方はお持ちく
ださい。なお、申し込みは年間を通して
随時受け付けています。

県民交通災害共済は、年一定額の会費を支払うと、加入者が交通事故でけがや死亡した場合、その度
合いに応じて見舞金が給付される制度です。いざというときのために、ぜひ家族そろってご加入くだ
さい。

お知らせワイド版
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02 住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金

【問い合わせ】
　社会福祉課（玉造庁舎）
　☎　０２９９－５５－０１１１

■ 給付金を受給するためには、手続きが必要です

▼　支給対象者
次の①、②いずれかに該当する世帯が対象
となります。
①　住民税非課税世帯
　　	基準日（令和3年12月10日）におい
て、世帯全員の令和3年度住民税均等
割が非課税である世帯

※	住民税均等割が課税されている者の扶養
親族等のみで構成されている世帯を除く
②　家計急変世帯
　　	令和 3年1月以降、新型コロナウイル
ス感染症の影響で収入が減少し、世帯
全員が住民税非課税世帯と同様の事情
にあると認められる世帯

▼　支給額
1世帯あたり10 万円

▼　支給手続きについて
住民税非課税世帯
対象となる世帯に、給付内容や確認事項を
記載した確認書を送付します。内容を確認
し、返信用封筒にて返送してください。
※送付期限は、市が確認書を発送した日か
　ら3カ月です。
確認書の内容を審査の上、指定の口座に給
付金を振り込みます。
家計急変世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入し、添付書類とと
もに直接（来庁）または郵送にて提出してく
ださい。
申請書および添付書類の内容を審査の上、
指定の口座に給付金を振り込みます。

▼　添付書類について（家計急変世帯）
世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込
額（任意の1カ月収入×12倍）または1年
間の所得見込額により経済状況を推定する
ため、令和3年度住民税均等割が課されて
いる方全員の令和3年1月以降の任意の1
カ月の収入が確認できる書類を添付してく
ださい。

▼　申請書について
申請書は、直接来庁していただくか、市ホー
ムページからもダウンロードが可能です。
※申請書の郵送をご希望の方は、電話等に
　よりお問い合わせください。

▼　申請期日
住民税非課税世帯への支給および家計急変
世帯への支給に関する申請書の提出期限は、
令和 4 年 9 月 30 日（金）までです。
※確認書送付世帯を除く

※ 申請受付開始日および受付窓口については、
詳細が決まり次第、市ホームページ等でお知
らせします。

▼　制度に関するお問い合わせ
制度に関するお問い合わせは、内閣府のコー
ルセンターをご利用ください。
電話　　　0120-526-145
受付時間　9:00 ～20:00（土日祝日を含む）

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、住民税均等割非課税世帯や令和3年1月以降に新型
コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する給付金です。
※詳細については、市ホームページ等で順次お知らせします。

お知らせワイド版
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お知らせワイド版

03 障害者虐待防止法
【問い合わせ】
　社会福祉課（玉造庁舎）
　☎　０２９９－５５－０１１１

■ 障がいのある方に対する虐待を防止するために

▼　障がい者虐待の種類・・・３種類あります
①　養護者による虐待
　　	障がいのある方の生活の世話や金銭の
管理などをしている家族や親族、同居
する人による虐待

②　障害者福祉施設従事者等による虐待
　　	障害者福祉施設や障害福祉サービスの
事業所で働いている職員による虐待

③　使用者による虐待
　　	障がいのある方を雇って働かせている
事業主などによる虐待

▼　障がい者虐待の類型・・・５種類あります
①　身体的虐待
体に傷や痛みを負わせる暴行を加える
こと。また、正当な理由なく身動きが
とれない状態にすること

例）	平手打ち、殴る、蹴る、縛りつける、
閉じ込める、不要な薬を飲ませる等

②　性的虐待
無理やりわいせつな行為をしたり、さ
せたりすること

例）裸にする、わいせつな話をする、映像
　　を見せる等
③　心理的虐待
侮辱したり拒絶したりするような言葉や
態度で、精神的な苦痛を与えること

例）怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間
　　に入れない、わざと無視する等
④　放棄・放置
日常の世話や介助をほとんどせず、障
がいのある方の心身を衰弱させること

例）十分な食事を与えない、不潔な住環境
　　で生活させる、必要な医療や福祉サー
　　ビスを受けさせない等
⑤　経済的虐待
本人の同意なしに障がいのある方の財
産や年金、賃金などを使うこと。また
障がいのある方に理由なく金銭を与え
ないこと

例）	年金や賃金を渡さない、勝手に財産や
預貯金を使う、必要なお金を渡さない等

▼　障害者虐待防止法
障がいのある方に対する虐待を防止し、権利・尊厳を守ることにより、障がいのある方の自立および
社会参加を促すことを目的に、平成２４年１０月１日に施行されました。

▼　障がいのある方とは？
身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む）その他心身の機能の障がいがある方であっ
て、障がいおよび社会的障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態
にある方です。
※障害者手帳を取得していない方も含まれます。

これは虐待かな？とつらいお気持ちを抱えている方は、ご相談してください。
また、障がいのある方への虐待は、本人が訴えることが難しい場合が多いです。虐待を発見した方は、
速やかに相談・通報してください。
◎相談・通報をした方の個人情報は、守られますので安心してご連絡ください。

〈相談・通報窓口〉
　社会福祉課　障害福祉グループ（玉造庁舎）　☎　０２９９－５５－０１１１
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04 放課後児童クラブ・降園後保育
【問い合わせ】
　こども福祉課（玉造庁舎）
　☎　０２９９－５５－０１１１

■ 令和 4 年度の申請受け付けを行います
▼　対象
保護者の就労や病気療養中などの理由で、
放課後、降園後の家庭において、十分な保
育を受けられない市内小学校および幼稚園
に通学・通園する児童や園児が対象です。
※年度ごとに申請が必要です。継続利用の
　方も申し込みをお願いします。

▼　受付期間
2月14日（月）～2月18日（金）

▼　受付時間および場所
名称 受付時間 受付場所

放課後
児童クラブ

8:30～17:00 こども福祉課
麻生総合窓口室
北浦総合窓口室

降園後保育 8:30～17:00 入園予定また
は入園してい
る幼稚園

※	2月18日（金）は、放課後児童クラブ
の申し込みのみ、こども福祉課で18:30
まで受け付けを行います。

▼　必要書類
①　入会申請書
②　	保護者が児童を保育することができな
い理由を証するもの（就労証明書等）

■　	保育園等に入所申請のため、すでに就
労証明書等を提出されている方は、就
労証明書にその旨記載していただく欄
があります。

■　	就労証明書は勤務先等での証明に日数
がかかる場合がありますので、お早め
にお手続きをお願いします。

■　	必要書類は、ホームページからダウン
ロードできます。また、受付場所にも
用意してあります。

■　	幼稚園の朝の預かり保育および降園後
保育の利用料が無償化の対象になる方
は、後日、申請書類を配布します。

▼　利用者説明会
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から、令和４年度利用者説明会については
行いませんので、ご理解くださいますようお
願いします。

※	本市は、茨城放送およびエフエムかしまと、それぞれ ｢災害協定｣ を締結しています。地震や風水害などの大規模災害が発生した際には、放送エリア内に
おいて本市の情報をお知らせします。

　エフエムかしまの放送エリアは
　鹿行地域でお聴きいただけます
　ひるどきナルナの番組内「鹿行ナビ」、毎月第 2火曜日の午前 11時
40分から 10分間、行方市の魅力を生中継でお届けします。ぜひ聴い
てください。
■放送エリア
　鹿行地域（ 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市）
■周波数　76.7MHz

行方の魅力発信広報番組
　「なめトーク」
　IBS 茨城放送（i-FM）（水戸局 94.6MHz、守谷・日立局 88.1MHz、
水戸局 1197kHz、土浦・県西中継局 1458kHz）で、毎月第２・第４
金曜日の午前10時35分から５分間放送しています（「HAPPYパンチ」
の番組内）。
　行方市民向けの募集・お知らせ情報や、行方市の観光・イベント情
報など旬の情報をお知らせします！

ご不明な点は、こども福祉課子育て支援グループまでお問い合わせください。
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05 令和３年度子育て世帯への
臨時特別給付金

【問い合わせ】
　こども福祉課（玉造庁舎）
　☎　０２９９－５５－０１１１

■ ２月から 5 万円の追加給付を行います
　 本市では、所得制限を設けず、全ての子育て世帯を支援します
▼　対象児童（先行給付金時と同様）

平成１５年４月２日から令和４年３月３１日ま
でに生まれた児童

▼　支給対象者（先行給付金時と同様）
①　令和３年９月分の児童手当受給者
②　	令和３年９月３０日時点で行方市に住所
があり、児童（平成１５年４月２日から
平成１８年４月１日生）を養育している
者で、生計を維持する程度の高い者

③　	令和３年１０月１日から令和４年３月３１
日までに生まれた新生児に係る児童手
当受給者

▼　給付額
対象児童１人につき、5 万円
※ 申請が必要な方については、対象児童一

人につき、一括 10 万円
▼　給付金の手続きについて
先行給付金について申請不要だった方や、
すでに申請済の方は、今回の申請は不要です。
それ以外の方で申請がお済みでない方は、
申請をお願いします。

▼　申請受付期限
令和４年３月３１日（木）まで
※	１月に送付した申請書に同封の返信用封
筒をご利用の上、郵送で申請してください。

06 水道加入金減免制度
【問い合わせ】
　水道課（泉配水場）
　☎　０２９９－５５－１１０８

▼　期間
令和3年 4月1日から令和 8年3月31日
まで実施予定

▼　対象者
要件の全てを満たしている者
①　新規水道加入申し込みをする者
②　	水道に接続していない住民が給水場所
に居住または居住予定であること

③　	加入金を納入した日から1年以内に生
活用水として使用する予定であること

　▼　減免額
1件　30,000 円（税込）

　▼　申し込み方法
減免申請書に必要事項を記入し、水道課へ
提出してください。

　※詳細は、市のホームページでご確認ください。

■ 水道普及率の向上を図るため、茨城県水道普及促進支援事業を　　
　 活用し、水道加入金を一部減免します

茨城県神栖市大野原4-7-11
弁護士　瀧    　智英（茨城県弁護士会所属）
弁護士　谷本　雅晃（茨城県弁護士会所属）

問合せ  ０２９９-９１-１１７１
神栖・鹿島セントラル法律事務所

秘密厳守・夜間対応可

借 金 の 整 理

鹿島セントラルビル新館５階

不 動 産 ・ 建 築

金 銭 問 題破 産 過 払 金

各種民事・家事事件

相  続離  婚

広告

広告募集
「市報行方」へ
広告を掲載しませんか

市では「市報行方」に有料広告を掲載
される方を募集しています。
詳しくは、政策秘書課まで。

☎ 0299-72-0811
FAX0299-72-2174

受け付け
広告原稿提出
（発行１カ月前）

↓
広告掲載内容審査

↓
広告掲載決定

↓
掲載発行
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07 市税と保険料
【問い合わせ】
　収納対策課（納付全般）・税務課（市税）
　麻生庁舎　☎０２９９－７２－０８１１
　介護福祉課（介護保険料）・国保年金課（後期高齢者医療保険料）
　玉造庁舎　☎０２９９－５５－０１１１

お知らせワイド版

売却区分番号 所　　在 地番 地目・種別 地積（㎡） 見積価額（円） 公売保証金（円）
2021-1 行方市羽生字鳥塚 2240 番 田 1,697 300,000 30,000

2021-6
鉾田市荒地字中道東
鉾田市荒地字中道東
鉾田市荒地字中道東

348番
349 番1
348番地

宅地
畑
居宅

1,859.88
531

165.01
1,120,000 120,000

2021-7 行方市於下字於下 2104番 田 2,016 366,000 40,000

2021-8 行方市小幡字根本 2185番 田 1,817 270,000 30,000

2021-9 行方市白浜字苅場 1957番 田 925 85,000 要しない

2021-10 行方市白浜字上ノ宿 285番 宅地 442.97 1,170,000 120,000

 2 月の市税と保険料は・・・
　 国民健康保険税　第 8 期　　介護保険料　第 6 期　　後期高齢者医療保険料　第 8 期

 納期限（振替日）は 2 月28 日です。

差押不動産の会場公売を実施します。
買受を希望する方は、市役所各庁舎にある
「公売広報」や、市ホームページで詳細をご
確認の上、入札してください。

■　公売日　　令和4年3月2日（水）
■　受け付け　12:50　開始
■　公売会場　茨城県行方合同庁舎　２階　大会議室
　　　　　　　（行方市麻生1700-6）

■　	農地法の許可を必要とする農地（田・畑）の公売参加には、行方市農業委員会の発行する『買受適格証明書』
の提出が必要となります。証明書の交付申請の手続き等については、事前に行方市農業委員会事務局（北浦
庁舎1階　TEL0291-35-2111）へお問い合わせの上、証明書発行等を受けてください。

■　	公売日前に、滞納税の完納などで中止になる場合がありますので、入札参加前に公売実施の有無を収納対
策課までご確認ください。

不動産公売の案内

「市報行方」は、公共施設等にも配置しています。
スマートフォンをお持ちの方は、こちらの QR コード
から「市報行方」をホームページでご覧になれます。

【市報配布に関するお問い合わせ】
　総務課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

行方市公式 LINE
市の情報を配信中！

医療機関案内

茨城おとな救急電話相談　24時間 365日
　☎ 050-5445-2856（短縮ダイヤル♯ 7119）
中毒 110番
　つくば（９：00～ 21：00）　☎ 029-852-9999
　大阪（24時間対応）　　 ☎ 072-727-2499
　日本中毒情報センター　https://www.j-poison-ic.jp

茨城子ども救急電話相談　24時間 365日
　☎ 050-5445-2856（短縮ダイヤル♯ 8000）

鹿嶋市夜間小児救急診療所
　☎ 0299-82-3817
　診療時間　夜間（毎日）20：00～ 23：00
　　　　　　（受付　22：45まで）
　対象　　　中学生以下
　場所　　　鹿嶋市宮中 1998-2
　　　　　　鹿嶋市教育センター内

中止


