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令和4年度　総合健診
完全予約制

健康増進課からのお知らせ

健診は、体の異常や病気などの「早期発見・早期治療」を目的に実施しています。
「忙しいから」「何の症状もないから」「元気だから」と健診を受けずにいると、病気や異常を見逃してしま
う可能性があります。この機会を逃さず、ぜひ健診を受けましょう。

期間： 3月14 日（月）から3月18 日（金）まで
方法： 下記のいずれかの方法でお申し込みください

①　Web（市ホームページ）▶

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	健康増進課）
受付時間　9:30 ～17:00
※　受付開始時間直後で電話が繋がりにくい場合は、しばらく時間をおいておかけ直しください。

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）

6月 7月
4日（土）6日（月）
7日（火）8日（水）

 9  日（木）10日（金）
12日（日）13日（月）

1日（金）　　3日（日）
4日（月）　　5日（火）

★：7月1日（金）は、視力・聴力セット検査実施日

▼ 日程・場所 ※各日程、定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

▼ 受付時間
 8：00 ～11：30
受診項目によって受付時間を割り振らせていただきます。
健診受診日の2～３週間前に日時を記載した受診票を郵送します。
※申込時、受付時間の指定はできません。

★
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《受診項目》　※年齢は、令和 5 年 3月31日時点

項目 対象 個人負担金 内容

①　
基
本
健
診

生活習慣病
予防健診 19 ～39 歳 1,000 円

問診・身体計測・尿検査・血圧測
定・血液検査（脂質・肝機能・血
糖値・貧血検査・尿酸・クレアチ
ニン・eGFR）・心電図・眼底検査

特定健康診査
40 ～75歳誕生日前で
国民健康保険加入者、
社会保険扶養の方（注1

1,000 円
40・45・50・55歳
70歳以上は無料

上記＋腹囲測定

高齢者健康診査 75歳以上 無料

問診・身体計測・血圧測定・尿検査・
血液検査
※心電図・眼底検査・貧血検査を
　追加できます。（別途料金）

②　結核・肺がん検診 19 歳以上 無料 胸部Ｘ線検査
③　胃がん検診 40 ～74歳 1,000 円 バリウム検査
④　大腸がん検診 40 歳以上 500 円 2日間採便検査
⑤　前立腺がん検診 50 ～74歳の男性 500 円 血液検査

⑥　肝炎ウイルス検査 40 歳以上の未検者
1,000 円

40・45・50・55・
60歳は無料

血液検査

⑦　腹部超音波検査 40 ～74歳の方で
年度内偶数年齢 1,000 円 超音波による肝臓・胆のう・胆管・

膵臓・腎臓・脾臓等の検査
注1…社会保険扶養の方は、当日「健康保険証」と「特定健康診査受診券」の提示が必要です。

《土浦協同病院なめがた地域医療センターによる出張検査》
検査項目 対象者 個人負担金 場所 実施日

視力・聴力セット検査 19 ～ 60 歳 2,000 円 行方市保健センター 7月1日（金）

≪胃がん検診を希望される方へ≫
安全な検診を実施するため、以下の項目に該当する方は、胃がん検診を受けることができません。

①　バリウム過敏症の方（過去にバリウムにより体調不良をおこしたことがある）
②　次の病気で過去に治療を受けたことがある方
　　〇消化管の穿孔（穴が開いた）・腸閉塞・腸捻転・大腸憩室炎　〇胃を全摘、大腸・小腸の手術をした
　　〇腹部の頻回手術
③　胃や十二指腸の病気で治療中の方
④　１年以内に手術した方（腹部、心臓病、呼吸器疾患、頭部、背骨、関節などの運動器）
⑤　重篤な病気または体調不良をおこす恐れがある方
　　〇１年以内の発作（脳血管疾患、虚血性心疾患、不整脈）　〇状態が不安定な糖尿病
　　〇脳圧亢進でシャント中　〇大動脈瘤　〇メニエール病（治療中または自覚症状がある）
⑥　人工透析中、心不全、慢性腎疾患で水分制限がある方
⑦　呼吸困難や肺炎をおこす恐れがある方
　　〇過去にバリウムが気管に入ったことがある　〇嚥下障害　〇喘息発作がある　〇在宅酸素治療中
⑧　撮影台から転落の恐れや撮影が困難な方
　　〇自立歩行が困難または撮影台の手すりを握ることが難しい
　　〇検査のための体位変換（寝返り）ができない　〇体重が 130ｋｇ以上
⑨　妊娠中または妊娠していると思われる方
　　自覚症状がある方、バリウム検査で毎回『精密検査』の方は、医療機関での検診をおすすめします。
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01 情報公開制度および個人情報
保護制度の運用状況

【問い合わせ】
　総務課（麻生庁舎）
　☎　０２９９－７２－０８１１

■ 行方市情報公開条例および行方市個人情報の保護に関する条例の
　 規定により、制度の運用状況を公表します
▼　情報公開開示請求の状況（令和 2年度）

開示請求
件数

請求に係る決定内容

開示 部分開示 不開示

27 16 6 5

※	請求の決定に対する不服申し立てはあり
ませんでした。

▼　個人情報開示請求の状況（令和 2年度）
　　個人情報取扱事務届出件数582件

開示請
求件数

請求に係る決定内容

開示 部分
開示

裁量的
開示 不開示

6 2 3 0 1

※	個人情報の訂正、削除および利用停止の
請求はありませんでした。
※	請求の決定に対する不服申し立てはあり
ませんでした。

02 茨城空港からのお知らせ
【問い合わせ】
　政策秘書課（麻生庁舎）
　☎　０２９９－７２－０８１１
　茨城県営業戦略部空港対策課
　☎　０２９－３０１－２７６１

■ 公式アプリ配信中！
「ＩＢＲマイエアポートクラブ」の公式スマートフォンアプリが好評配信中です！
空港利用等で貯まるポイント制度やプッシュ通知による最新情報のお知らせ等、
茨城空港を「もっとお得に！」、「もっと身近に！」、「もっと便利に！」ご利用い
ただけます。
アプリをダウンロードして、茨城空港からすてきな空の旅をお楽しみください！
アプリの詳細は、茨城空港ホームページをご確認ください。
https://www.ibaraki-airport.net/ibr-app/
ダウンロード用QRコード▶

 

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

お知らせワイド版
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03 3月は自殺対策強化月間
【問い合わせ】
　社会福祉課（玉造庁舎）
　☎　０２９９－５５－０１１１

日本では、毎年２万人を超える人が自殺でこの世を去っています。その数は、交通事故死者数の５倍以上。
そして、自殺と大きく関わっているのが	『こころの病気』	です。ストレス社会を生きる現代人にとって、と
ても身近な問題で、中でも「うつ病」は自殺に傾く要因となるため、注意が必要です。

「こころの体温計」で気軽にこころとからだのチェックをしてみませんか？
最近、こころの疲れや不調を感じていませんか？
『こころの体温計』とは…？
パソコンやスマートフォン、携帯電話を利用して気軽にメンタルヘルスチェックができるシステムです。
本人モード…ご自身でこころの状態をチェックできます。
家族モード…ご家族や友人など、身近な方の様子が心配なときは、家族モードをご利用ください。
赤ちゃんママモード…赤ちゃんを育てているお母さん向けです。
ストレス対処タイプテスト…あなたのストレス解消法はどのタイプ？
アルコールチェックモード…飲酒が心にどんな影響を与えているかが分かります。
URL：https://fishbowlindex.jp/namegata/

▶右のＱＲコードを読み取ってください。　　　　　　　

【相談先一覧】　悩みごとや困ったことは、一人で抱え込まず、誰かに話してください。

～自殺の背景にあった精神疾患～
【2002年 世界保健機関（WHO）の報告より】
1位　気分障害（うつ病）・・・30.2％
2位　物質関連障害・・・17.6％
	 ※アルコール依存症を含む
3位　統合失調症・・・14.1％
こんなストレス反応が現れたら
こころの『黄信号』かもしれません！

■心理面でのストレス反応
・	活気の低下　・イライラ　・不安　・抑うつ
・	気分の落ち込み　・興味・関心の低下　	など

■身体面でのストレス反応
・	体のふしぶしの痛み　・頭痛、	肩こり、	腰痛
・	目の疲れ、動悸や息切れ　・胃痛、食欲低下
・	便秘や下痢　・不眠　など
■行動面でのストレス反応
・	飲酒量や喫煙量の増加　・仕事でのミスや事故
・	ヒヤリハットの増加　など
■ストレスと上手に付き合うために…
・	生活リズムを整える⇒規則正しい起床・就寝
・	情報に振り回されない⇒ネット、テレビ
・	バランスのよい食事をとる⇒バランスよく栄養をとる
・	リラクゼーションを日課に⇒入浴、趣味
・	適度に運動する⇒ウォーキング、ストレッチ

▼　いばらきこころのホットライン
平日　☎029-244-0556
土・日曜日	☎ 0120-236-556
※祝祭日および年末年始を除く
9:00 ～12:00、13:00 ～16:00

▼　よりそいホットライン 
☎0120-279-338	 毎日24時間

▼　いのちの電話 
☎0570-783-556	 10:00 ～22:00

▼　子どもホットライン（18 歳までの方） 
☎029-221-8181	 毎日24時間

SNSやチャットによる自殺防止の相談ができます
「生きづらびっと」	ID 検索@yorisoi-chat
▼　相談日時
月・火・木・金・日【17:00 ～22:30】
水【11:00 ～16:30】
※最終受け付けは、終了30分前までです。
下記のQRコードを読み取ってください。

■ うつ病の早期発見が自殺予防につながります

お知らせワイド版



8市報 行方　2022.3.1

04 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
　臨時電話
　☎　０２９９－５７－２２２７

■ 給付金を受給するためには、手続きが必要です

▼　支給額
1世帯あたり10万円

▼　支給時期
市が確認書または申請書を受理した日から1
カ月程度を目安に、指定の口座に振り込み
ます。

▼　「非課税世帯」支給手続きについて
（確認書送付世帯を除く）
令和3年1月2日以降に転入した方がいる
場合、給付金を受給するためには申請が必要
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。

《添付書類について》
令和3年1月1日時点でお住まいの市区町村
が発行する住民税非課税証明書を添付してく
ださい。（該当する方が複数いる場合は、該当す
る方全員分）
※	ただし、マイナンバー情報連携による所得
照会に同意いただける場合は、申請書に
個人番号（マイナンバー）を記入すること
により、これを省略することができます。

※	電子書籍版「市報行方」では、
10言語に対応しています。
　閲覧はこちらから▶

▼　「家計急変世帯」支給手続きについて
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。

《添付書類について》
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。
※「令和3年度中の収入見込額」
　源泉徴収票、確定申告書等
　「任意の1カ月の収入」
　給与明細等

▼　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。

▼　臨時申請受付窓口の設置について
各庁舎（麻生・北浦・玉造）において、臨時
の申請受付窓口を設置しています。
※設置期間：3月31日（木）まで
受付時間9：00～17：00
（12：00 ～13：00および土日祝日を除く）

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。

非課税世帯
基準日 (令和３年12月10日 )において、世
帯全員が令和３年度住民税均等割が非課税の
世帯

家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令
和３年１月以降の収入が減少し住民税非課税
相当の収入となった世帯（家計急変世帯）

対象世帯へ2月25日（金）に「確認書」を
送付しました。（5月24日（火）までに返送）
※世帯の中に1月2日以降に転入した方がい
る等、一部申請が必要になる場合があります。

申請が必要です。
申請期限：9月30日（金）まで
※申請時点で住民登録のある市区町村に申請
してください。

お知らせワイド版
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05 茨城県低所得のひとり親世帯に
対する生活支援特別給付金

【問い合わせ】
　こども福祉課（玉造庁舎）
　☎　０２９９－５５－０１１１

■ 茨城県独自の給付金です

▼　給付金の対象となる方
18 歳到達後最初の3月31日が令和 4年
3月31日までの間にある児童（申請時点で
一定の障害がある20歳未満の児童も対象
となります）を監護しており、以下の①～③
のいずれかに該当する方
※  児童扶養手当法に定める支給要件に該当
する方、養育者の方も対象となります。児
童扶養手当法に定める支給要件の中では
ひとり親でなくても、夫婦どちらかが障害
年金を受給している場合、世帯の収入条
件によっては該当する場合もあります。

①  令和４年１月分の児童扶養手当の支給を
受けている方

②  公的年金給付等（遺族年金、障害年金、
老齢年金、労災年金、遺族補償等）を受
給していることにより、令和４年１月分の
児童扶養手当の支給が全額停止される方

※	すでに児童扶養手当受給資格者としての認
定を受けている方だけでなく、過去に児童
扶養手当の申請をしていれば、令和４年１
月分の児童扶養手当の支給が全額または
一部停止されたと推測される方も対象です。
※	児童扶養手当に係る支給制限限度額を下
回る方に限ります。

③  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家
計が急変するなど、収入が児童扶養手当を
受給している方と同じ水準となっている方

▼　給付額
　　児童1人当たり一律5万円

▼　給付金の受給手続きについて
＜左記、給付対象の①に該当する方＞
・申請は不要で３月中に支給予定です。
＜左記、給付対象の②、③に該当する方＞
・申請が必要となります。
申請するにあたり、必要に応じて戸籍謄本、
家計の状況に関する書類（給与明細書、年
金決定通知書等）が必要となります。家計
の状況に関する書類については、生計を同
一にしている家族に対しても必要となりま
す。給付金の支給要件に該当するかどうか
申請内容を確認し、随時指定口座に振り込
みます。

▼  申請受付期間
3 月 1日（火）～ 4月 28日（木）
8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 17:15
＊受付窓口は土・日曜日、祝祭日を除く

▼　受付窓口
　　行方市役所　こども福祉課（玉造庁舎１階）

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得者のひとり親世帯に対し、その実情を踏
まえた生活の支援を行う観点から、茨城県独自に特別給付金を支給することになりました。

※	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」
　Lucky�FM茨城放送（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！

お知らせワイド版
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06 年金生活者支援給付金請求手続き
【問い合わせ】
　国保年金課（玉造庁舎）
　☎　０２９９－５５－０１１１

広告

▼　対象となる方
年金生活者支援給付金の種類ごとに、以下
の支給要件を全て満たしている方です。

▼　老齢年金生活者支援給付金
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
・同一世帯の全員が市町村民税非課税である
・	前年の公的年金等の収入金額（※ 1）と
その他の所得との合計額が 881,200 円
以下（※ 2）である。

※ 1　	障害年金・遺族年金等の非課税収入
は含まれません

※ 2　	781,200 円を超え 881,200 円以
下の場合は「補足的老齢年金生活者
支援給付金」を支給

【障害年金生活者支援給付金】
・障害基礎年金の受給者である。
・	前年の所得（※1）が472万1,000円（※
2）以下である。

※ 1　	障害年金等の非課税収入は、給付金
の判定に用いる所得には含まれません

※ 2　扶養親族等の数に応じて増額
【遺族年金生活者支援給付金】

・遺族基礎年金の受給者である。
・前年の所得（※ 1）が 472万 1,000 円
　（※ 2）以下である。
※ 1　	遺族年金等の非課税収入は、給付金

の判定に用いる所得には含まれません
※ 2　扶養親族等の数に応じて増額

▼　請求手続き
・年金をすでに受給されている方
　	年金生活者支援給付金の請求書に記入
し、市役所またはお近くの年金事務所
へ提出してください。

・これから年金を受給される方
　	年金の請求手続きと併せて、市役所ま
たはお近くの年金事務所へ提出してく
ださい。

▼　 「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺に
ご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話で
お客様の家族構成や金融機関の口座番号・
暗証番号をお聞きすることはありません
し、手数料などの金銭を求めることはあ
りません。
不審に感じましたら、日本年金機構や警
察相談専用電話にご連絡ください。
「ねんきんダイヤル」
0570-05-1165( ナビダイヤル )

■ 年金生活者の方へ
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の
年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

ＪＡなめがたしおさい　フレッシュマンキャンペーン
《期間》2022 年 2月 1日（火）～ 7月 29日（金）　満 18 ～ 25 歳のお客様限定！

① 新たに口座開設をされたお客様

その場でＱＵＯカード（1,000 円分）
プレゼント！

②すでに口座をお持ちの方も！
・JA カード ・JA ネットバンク　
・給与振込 ・カードローン
新規でご契約＋応募されたお客様
ご契約ごとにＱＵＯカード
（1,000 円分）プレゼント！JA なめがたしおさい

詳しくはお近くの支店へお問い合わせください

条件を満たせば最大 5,000 円分QUO カードプレゼント！

よりぞうｃ

お知らせワイド版
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07 後期高齢者医療窓口負担割合
国民年金保険料学生納付特例制度

【問い合わせ】
　国保年金課（玉造庁舎）
　☎　０２９９－５５－０１１１
　厚生労働省コールセンター
　☎　０１２０－００２－７１９

■ 窓口負担割合の変更

▼　２割負担の条件
　　世帯の中に、下記の①および②に該当する被保険者がいる場合
　　① 令和 3年 1月 1日から令和 3年 12月 31日の「課税所得」が 28万円以上 145万円未満の方
　　② 世帯に被保険者が 1人の場合
　　「年金収入+その他の合計所得金額」が 200万円以上 383万円未満の方
　　※ 	70歳以上75歳未満の方がいる場合、その方と被保険者の「年金収入＋その他の合計所得金額」

が 320万円以上 520万円未満の方
　　世帯に被保険者が 2人以上の場合
　　「年金収入+その他の合計所得金額」が 320万円以上 520万円未満の方
▼　後期高齢者医療被保険者証を 2回送付します
　　令和４年度は、2割負担の導入に伴い、被保険者全員へ被保険者証を 7月と 9月に送付します。

後期高齢者の医療費の窓口負担割合が変わります。
令和４年10月1日から、後期高齢者医療被保険者 (以下、被保険者 )で一定以上の所得のある方 ( 現
役並み所得者を除く)は医療費の窓口負担割合が２割になります。

■ 学生の方へ
国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に
所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納
付特例制度」があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修
学校および各種学校（修業年限 1年以上である課程）に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の
計算式で計算した金額以下であることが条件です。

【所得の目安】
128万円　＋ ｛扶養親族等の数 × 38 万円｝

学生納付特例の承認期間は、4月から翌年 3月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定
である場合は、再申請の案内が届きます。引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合は、必
要事項を記入の上、ご返送ください。※学生証（写）、在学証明書（原本）が必要です。

▼　学生納付特例制度のメリット
　　老齢基礎年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間）に算入されます。
　　病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができます。

※ 年金は、老後に受け取るだけではありません。万が一、病気やけがで障害が残ったときに、保険料
を納めていなかったり、学生納付特例の手続きを行わないまま保険料を納めずにいたりすると、障
害基礎年金が受け取れなくなる可能性があります。

お知らせワイド版
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08 飼い犬の登録と狂犬病予防接種
【問い合わせ】
　環境課（北浦庁舎）
　☎　０２９１－３５－２１１１

■ 飼い犬の登録は生涯 1 回、狂犬病予防接種は毎年 1 回
令和 4年度の飼い犬の登録と狂犬病予防注射を、次の日程で実施します。
生後 91日以上の犬は、狂犬病予防法により「登録」と「狂犬病予防注射」が義務づけられています。	
全ての犬が対象です。送付されたはがきを持って愛犬と一緒に都合の良い会場へお越しください。

▼　登録料等
登録済み 未登録

登録手数料 ー 2,000 円
注射済票交付
手数料 350円 350円

予防注射料金 3,000 円 3,000 円
計 3,350 円 5,350 円

▼　各種届け出は環境課へ
▼　会場での注意点
　　①	来場者のマスク着用をお願いします。
　　②	大声で話すことなどは、避けてください。
　　③	十分な距離をとるなどの対応をお願いします
　　④	つり銭のないようにお持ちください。
　　⑤	飼い犬の排泄物は、必ずお持ち帰りください。

北
浦
地
区

４
月
15
日
（
金
）

9:00 ～ 9:15 前田商店
9:25 ～ 9:40 行戸中央公民館
9:50 ～ 10:10 南原生活改善センター
10:20～10:35 北	集荷所
10:45～11:00 小貫地区学習センター
11:10～11:20 JAグリーンショップ武田店跡
11:35～11:55 武田地区館
13:00～13:15 長野江田園都市センター
13:25～13:40 金上農村集落センター
13:45～14:00 小舟津バス停（ト商店付近）

４
月
16
日
（
土
）

9:00 ～ 9:25 要地区館
9:35 ～ 9:45 南高岡農村集落センター
9:55 ～ 10:10 中根農村集落センター
10:20～10:40 繁昌地区学習センター
10:50～11:05 吉川農村集落センター
11:15～11:30 旧北浦幼稚園
11:35～12:00 行方市役所北浦庁舎

麻
生
地
区

４
月
17
日
（
日
）

9:00 ～ 9:15 井貝農村集落センター
9:25 ～ 9:40 谷津農村集落センター
9:50 ～ 10:05 四鹿杉平農村集落センター
10:15～10:30 青沼ふるさとコミュニティセンター
10:40～10:55 石神構造改善センター
11:05～11:20 太田地区館
11:30～11:45 台矢幡集会所
13:00～13:15 白浜ウォーキングセンター
13:25～13:40 大和地区館
13:50～14:05 天掛ふるさとコミュニティセンター

４
月
18
日
（
月
）

9:00 ～ 9:15 五町田ふるさとコミュニティセンター
9:25 ～ 9:40 西浦地区学習センター
9:50 ～ 10:05 今宿農村集落センター
10:15～10:30 橋門四番組集会所
10:40～10:55 小高地区館
11:05～11:25 島並農村集落センター
11:40～11:55 本城会館
13:00～13:15 （有）出沼喜之助商店前
13:25～13:40 粗毛農村集落センター
13:50～14:20 麻生公民館
14:30～14:45 新原公民館

玉
造
地
区

４
月
10
日
（
日
）

9:00 ～ 9:15 沖洲集落センター
9:25 ～ 9:40 羽生地区学習センター
9:50 ～ 10:10 八木蒔地区学習センター
10:20～10:35 澤屋商店前駐車場
10:45～11:00 中山消防機庫
11:10～11:20 旧上山上組公民館
11:30～11:45 上山　江北産業跡地
13:00～13:15 榎本農民研修センター
13:25～13:40 若海農村集落センター
13:55～14:30 行方市役所	玉造庁舎

４
月
11
日
（
月
）

9:00 ～ 9:15 藤井集会所
9:25 ～ 9:40 荒宿農村集落センター
9:50 ～ 10:10 玉川地区学習センター
10:20～10:35 新田ふるさとコミュニティセンター
10:45～11:00 手賀地区学習センター
11:10～11:20 高須一本松前
11:35～11:55 玉造西地区学習センター
13:00～13:15 行方市泉配水場
13:25～13:40 小座山農村集落センター

※新型コロナウイルス感染症により、急きょ中止することがありますので、ご了承ください。
　できるだけ、動物病院での接種をお願いします。接種後は「狂犬病予防注射済証」を持って環境
　課または最寄りの総合窓口課・室にお越しください。「狂犬病予防注射済票」を交付します。
※狂犬病予防注射済票交付手数料 350円がかかります。

お知らせワイド版
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09 水稲農薬の空中散布
造林の補助金

【問い合わせ】
　農林水産課（北浦庁舎）
　☎　０２９１－３５－２１１１

■ 水稲農薬の空中散布の申し込み

▼　散布申し込みの方法
令和4年2月に送付している【令和4年度
営農計画書】によりお申し込みください。
※  各水田の空散申込欄に散布を希望する場
合は〇を、散布を希望しない場合は×を
必ず記入して提出してください。なお、空
散申込欄が空欄の水田は、散布しません。

▼　留意事項
・	営農計画書以外での申し込みは受け付け
ません。（例：電話、前年の申込書等）
・	営農計画書に記載された水田のみ対象と
します。ただし、新規開田（山林等を開拓
し、水田として耕作している耕地）は対象
としません。
・	営農計画書に記載されていない陸田等の
地目が田以外は、対象としません。
・	相対で貸借している水田は、所有者が申
し込み、支払いとなります。
　	（耕作者からの申し込み、耕作者への請求
はできません）
・	ハウスやレンコン田に隣接する水田におい
ては、農薬散布により支障が出ることが
あるため、散布できない場合があります。

▼　提出期限
３月２５日（金）

▼　散布料金
10ａあたり　1,900 円（予定）
※  散布終了後に請求書および納入方法に関
する書類を送付します。

▼　使用薬剤
ビームキラップジョーカー（殺虫・殺菌混合剤）

▼　散布実施予定日
７月下旬の５日間
（日程は決まり次第市報等で周知します）

市農作物病害虫防除対策協議会では、水稲の病害虫による災害を防止するため、無人ヘリコプターによ
る農薬空中散布を実施します。
つきましては、下記の項目をご確認の上、お申し込みくださいますようご案内申し上げます。

▼　補助対象
造林面積500㎡以上
（500㎡当たり最低75本以上植栽すること）
植栽後5年間は、下刈りをすること、およ
び森林保険に加入すること

▼　対象樹種
スギ、ヒノキ、マツ、クヌギ、ナラ等

▼　補助額
面積や植栽本数、樹種により金額が変わり
ます。

▼　申込期日
4月28日（木）まで

■ 造林を行う方に茨城県の補助金が交付されます

詳細は、造林地（字・番地・面積・地目）がわかるものをお持ちの上造林する前に、農林水産課（北浦庁
舎）までお越しください。

お知らせワイド版
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10 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

 3月の市税と保険料は・・・
　 国民健康保険税　第9 期　

 納期限（振替日）は3月31日です。

令和 4 年度からの納付は
便利な 口 座 振 替口 座 振 替  にしませんか？

　インターネットで申し込み（Web口座振替受付サービス▶）
　>>申し込み方法	市ホームページ「Web口座振替受付サービス」のページから申し込みを行います。
　>>必要なもの	 キャッシュカード/納税通知書（納入通知書）/スマートフォン・PC（インターネット
	 接続機器）/メールアドレス
　>>開始時期　	 毎月15日までの申し込みで、当月納期限分から振替開始可能
	 ※なめがたしおさい農業協同組合は、Web口座振替受付サービスには対応しておりません

　金融機関で申し込み
　>>申し込み方法	指定金融機関窓口にて口座振替依頼書を記入し、申し込みを行います。
　>>必要なもの	 預貯金通帳（口座番号の分かるもの）／お届け印／身分証明書
　>>開始時期	 月末までの申し込みで、翌月納期限分から振替開始可能

　市役所窓口で申し込み
　>>申し込み方法	市役所窓口でキャッシュカードを読み取り、申し込みを行います。
	 （暗証番号を入力していただく過程があります）
　>>必要なもの	 キャッシュカード／身分証明書
　>>開始時期	 毎月15日までの申し込みで、当月納期限分から振替開始可能

　常陽銀行　　筑波銀行　　水戸信用金庫
　佐原信用金庫　　ゆうちょ銀行
　なめがたしおさい農業協同組合

　固定資産税　　軽自動車税
　市・県民税　　国民健康保険税
　介護保険料　　後期高齢者医療保険料
（全て、普通徴収のものが対応となります）

Q.申し込みは毎年必要ですか？
A.一度申し込みをすれば、継続して振替されます。
Q. 車検用の納税証明書は発行されますか？
A. 口座振替で軽自動車税を納付した場合、6月
　	中旬ごろに	車検用納税証明書を送付します。
Q. 振替に手数料はかかりますか？
A. 口座振替にかかる手数料は無料です。

Q. 残高不足で振替できなかった場合は？
A. 振替不能通知（納付書）を送付しますので、
納付書を使っての納付をお願いします。
（軽自動車税の場合、納税証明書は送付され
ませんので、必要に応じて軽自動車・車検用
納税証明書（無料）の交付申請を行ってくだ
さい）	

申し込み方法は3 種類！

対象の金融機関 対象の税金・保険料

口座振替 Q&A
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