水戸市役所

期…期日、期間 時…時間
料…料金など 申…申込み

月）
の所得に基

税額決定通知書が届きます。

に あ り ま す。 ま た、 市 ホ ー ム

ださい。届出用紙は、資産税課

必ず「家屋滅失届」を提出してく

ページからも入手できます。

※令和２年度市県民税は、令和

問／同課（☎２２４・１１２２）

元年中
（１月～

づいて計算されます。新型コロ

日（金）に、令和２年６

児童手当を支払います

６月

ナウイルス感染症の影響により、

納税が困難な場合は、一年間の

徴収猶予を申請することができ

ください。

ます。詳細は、５ページをご覧

問 ／市民税課（☎２３２・９１３８ ）

11

令和２年度市県民税納税通知

書を、６月 日
（木）
に発送しま

家屋調査にご協力を
12

す。納付期限内の納付をお願い

納税通知書が届いたら、納付

します。

５月分）
の児童手当を受給者の口

月期
（令和２年２月分～令和２年

家屋を新築・増築した場合に

書が同封されているか確認して

金については、４ページをご覧

ください。

険証の写し
（水戸市の国民健康保

現況届、印鑑、受給者の健康保

（火）（必着） 届出に必要な物／

を 送 付 し ま す の で、 ７ 月

「高齢者お祝金口座振込依頼書」

該当する方には、６月中旬に

お祝金の振込は９月中旬です。

（金）までに提出してください。

日

17

問／子ども課
（☎２３２・９１７６）

児童手当の
現況届提出を忘れずに

必要な書類は、同封の案内で確

険加入の場合は不要） ※その他

88

児童手当を受給している方は、

日～昭和７年９月 日生）
…２

対・金額／満 歳
（昭和６年９月

16

認してください。

問／子ども課
（☎２３２・９１７６）

17

毎年、現況届を提出する必要が

16

万円、満１００歳
（大正８年９月

日～大正９年９月 日生）
…５

17

あります。該当者には、６月中

旬に現況届を郵送しますので、

高齢者お祝金

日以前生）…１万円

16

万円、満１０１歳以上
（大正８年

提出先・問／郵送で、水戸市高

９月

齢福祉課（〒３１０～８６１０、

日現在で市内

☎２３２・９１７４）へ

令和２年９月

歳、満１００歳、満１０１歳以

に１年以上住所を有する、満

上の方にお祝金を贈呈します。

15

88

同封の返信用封筒で返送してく

ださい。

なお、令和２年１月２日以降

に転入した方は、転入前の市区

日（月）～ 日

町村を必ず記載してください。

返送期間／６月
30

ください。口座登録をしている

8053）

座に振込みます。振込みの際、

保健所）
へお問合せください。

問合せ／同所
（☎241-0100）
または市障害福祉課
（☎350-

通知の送付はありません。また、

る場合もあります。詳細は、県中央保健所
（旧水戸

は、固定資産税の評価のため、

※住所の変更があった方など、変更手続きが必要とな

家屋調査を行います。調査の日

延長期間／現在の有効期間から1年間

方は、振替えとなりますので、

▼指定難病特定医療費受給者証

納付書は同封されていません。

る場合もあります。詳細は、お問合せください。

問合せ／地域保健課
（☎243-7311）

なお、家屋を取壊した場合は、 ※子育て世帯への臨時特別給付

※住所の変更があった方など、変更手続きが必要とな

金融機関によって、振込みの時

延長期間／現在の有効期間から1年間

程調整や立会い、資料の提供・

▼小児慢性特定疾病医療受給者証

なお、給与から市県民税が天

ちの受給者証を、引続き使用してください。

間帯は異なります。

有効期間が令和2年3月1日～令和3年2月28日の方は、

令和2年度中の更新申請は必要ありません。現在お持

知る ・ 育てる ・ 学ぶ 市の情報をお知らせします

提示にご協力ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、次の

受給者証について、有効期間を延長します。

引きされる方は、特別徴収義務

者
（勤務先）
をとおして特別徴収

小児慢性特定疾病医療受給者証、
指定難病特定医療費受給者証の有効期間延長

15

情報ガイド

場…会場、場所 対…対象
問…問合せ ■…共通事項

市県民税納税通知書
を発送します

日…日時
人…定員

information

☎029-224-1111
（代表） https://www.city.mito.lg.jp

12

住民税非課税世帯の
介護保険利用者負担額を軽減します
問合せ／介護保険課（☎232-9177）

▼介護保険施設での食費・居住費の軽減
介護保険施設に入居した場合（短期入所を含む）の食費・居住費は、所得
の状況に応じて軽減が受けられます。軽減を受けるには、市に申請し、認
定証の交付を受ける必要があります。詳細は、市ホームページをご覧にな
るか、介護保険課へお問合せください。
なお、すでに認定証の交付を受けている方の有効期限は7月31日
（金）ま
でです。交付を受けている方宛に、5月19日に更新申請書を発送しました。
引続き軽減を希望する方は、同封の返信用封筒で返送してください。
※住民税が課税されていても、2人以上の世帯であることや、世帯の現金・
預貯金などが450万円以下であることなど、いくつかの要件を満たす場
合に軽減の対象となる場合があります（短期入所を除く）。
▼社会福祉法人が提供するサービスの利用者負担額の軽減
社会福祉法人が提供する特定の居宅サービスや特別養護老人ホームの施
設サービスについて、所得などの状況に応じて利用者負担額の軽減が受け
られます。軽減を受けるには、社会福祉法人を経由して市に申請し、確認
証の交付を受ける必要があります。
なお、すでに確認証の交付を受けている方の有効期限は7月31日
（金）ま
でです。引続き軽減を希望する方は、更新申請をしてください。申請の際
は、社会福祉法人にお問合せください。

掲載している情報は5月21日時点のものです。新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため、中止・延期などを行う場合があります。

2020. 6. 1 広報みと

12

災害時はラジオなどで情報を発信します
FMぱるるん
（76.2MHz）
で割込み放送を行います。
水戸市公式Facebook・Twitterなどの各種媒体でも情報を発信します。

7月は「熱中症予防月間」です

問合せ／救急課（☎221-0126）または地域保健課（☎243-7311）

熱中症は、症状が重くなると生命に危険が及ぶことが

予防のポイント

あります。正しい知識を持って予防しましょう。

・屋外では帽子や日傘で直射日光を避ける

▼熱中症とは

・吸湿性や通気性の良い服装にする

暑さや熱により体の水分と塩分が失われ、体温調節機

・こまめに水分や塩分を補給する

能が正常に働かなくなり、頭痛やめまい、けいれんなど

・体調が悪いときは無理をせず、外出や運動を控える

の症状が起こります。
▼予防するには

熱中症の予防に役立つ、暑さ指数などの情報を、メール

屋外では日傘をさしたり通気性の良い服を着たりして

配信サービス（https://www.wbgt.env.go.jp/mail_service.p

予防しましょう。室内では、エアコンや扇風機などを使

hp）で確認できます。

用し、冷房や換気で、室温や湿度を調節しましょう。

の熱環境、気温の3つを取入れた指標。
▼熱中症になってしまった人がいたら

熱中症は、体調や暑さに対する慣れなども影響します。

気温がそれほど高くない日でも、湿度が高く風が弱い日

・意識がある場合…涼しい場所で身体を冷やし、水分や塩

や、体が熱さに慣れていない梅雨明けの時期は注意が必

分を補給して様子をみる。症状がよくならない場合には、

要です。特に高齢の方は、気温や湿度に対する感覚が弱

医療機関を受診する

くなるため、室内でも熱中症になることがあります。こ

・意識がない、反応がおかしい場合…ただちに救急車を呼

まめに水分を補給することを心がけましょう。

び、涼しい場所で身体を冷やす

障害者が利用しやすい
環境づくりを支援します

事業者の方が、障害のある方

が気軽に店舗などを利用したり、

外出したりするための配慮
（合理

ます。

的配慮）
を行う費用を補助してい

問 ／ 茨 城 県 看 護 協 会・ 茨 城 県

ナースセンター（☎２２１・７０

2020. 6. 1 広報みと

補助を受けるためには、事前

※農業委員会事

から送付する返信用封筒で返送

してください

不法投棄防止にご協力を
問合せ／廃棄物対策課（☎350-8035）

人目につきにくい場所や遠方に所有している土地などが狙

われやすいため、定期的な見回りや侵入防止柵・不法投棄防
止看板等の設置を行い、不法投棄を防止しましょう。
▼不法投棄の事例

・土地の借用を求められ、安易に同意した結果、廃棄物を堆
積されたり、土砂などで埋め立てられたりした

・休耕地や手入れが行き届いていない土地に、いつの間にか
廃家電や廃車が投棄されていた

など

※不法投棄は法律で禁止されています。自分の土地であって
も、穴を掘って廃棄物を埋めたり、地上に放置したりする

と、不法投棄となる場合がありますので、注意してください。

▼不法投棄防止の看板を配布しています

申込み／随時受付けていますので、電話
で、廃棄物対策課へ

▼不法投棄を見かけたら

同課に連絡してください。

受付時間／月～金曜日（祝日を除く）、午前8時30分～午後5
時15分

※受付時間外は、水戸警察署
（☎301-0110）に連

絡してください。

13

の相談と申請が必要です。詳細

は、お問合せください。

対／市内に事業所などを有する

事業者 内容／点字メニューや

筆談ボードなどのコミュニケー

ションツールの作成・購入、ス

ロープなどの購入・設置のため

の工事の施工など

問／障害福祉課（☎２３２・９１

７３）
３・７３１５）

務局、農産振興課（内原庁舎内）、 ２１）または市保健予防課（２４

愛の血液助け合い運動

赤塚・常澄出張所、各市民セン

問 ／同事務局
（☎２３２・９２６４）

期／７月５日
（日） 場・時／山新

ターでも受付けます。

看護職のための電話相談

イオンモール水戸

30

グランステージ水戸（酒門町）…

農業者年金の
現況届提出を忘れずに

分～４時

献

分～午後０時

分～４時

30 15

午前９時 分～正午、午後１時

時

10

新型コロナウイルス感染症に

関連するストレスや、偏見など

分、午後１時

内原…午前

15

農業者年金を受給している方

は、受給権の資格確認のため、

に苦しんでいる看護職の方へ、

血ルームＭＥＥＴ
（宮町１）…午

日、 前 時～午後５時 分
（成分献血

電話相談窓口を開設しています。

日～

30

15

毎年、現況届を提出する必要が

※８月

は午後５時まで）

問／保健総務課
（☎３０５・６２

９０）

10

あります。現況届を提出しない

分

15

日／月～金曜日、午前９時～午

後４時

13

料／

専 用 電 話 ／ ２ ３ １・６ ３

祝日、年末年始を除く。

無料

５６

30

と、年金が受取れなくなること

もありますので、必ず期間内に

提出してください。

提出期間／６月１日（月）～ 日

（火） 提出方法／５月下旬に市

30

※暑さ指数…湿度、日射など周辺

男女平等参画
推進委員会委員

市の男女平等参画について、

日から２年間

対

現状の把握や、施策の審議を行
います。
任期／８月
人／３名程

equality 管理機構ホームページ（
http://

）をご覧
www.ibaraki-sozei.jp
になるか、お問合せください。

添えて、
直接または郵送、
ファッ

庁舎
（柵町１） ※あらかじめ市

１時から説明） 場／県水戸合同

カード決済のみ）

円 で 利 用 で き ま す（ ク レ ジ ッ ト

お持ちでない方は、税込５５０
危機管理課

配布場所／建設計画課、防災・

料／無料

／

内容／心理検査、行

組
（定員になり次第締切り）

年度就学予定）
とその保護者 人

農業委員会が発行する買受適格

動観察など

申・問／６月 日（火）
までに、

所や避難経路を確認しておきま

マップを参考に、普段から避難

プを配布しています。ハザード

市では、
土砂災害ハザードマッ

援学級への入級、通級指導教室

支援学校や市立小学校の特別支

究所

せください。

申込書をご覧になるか、お問合

相談可能な時間など、詳細は、

対／市内に居住し、特別

る幼稚園、保育所へ

※申込書は、

学校の教科書を展示します。

検定に合格した小・中・高等

教科書展示会

教育研究所にあります。

市内の各幼稚園・保育所、総合

４・１３３１）
へ

※在家庭

申込書に記入し、直接、在籍す

日（水）・

５）または市建設計画課
（☎２３

日
（火）・

２・９２３３）

期 ／７月

児 は、 総 合 教 育 研 究 所（ ☎ ２ ４

40

就学相談会

※市ホームページ

クス、Ｅメールで、水戸市男女

からも見ることができます。

６月は土砂災害防止月間です。
土砂災害被害を防ぐためには、

日（木）のいずれか

※一組１時間 分程度。

日
（水）
・

しょう。また、災害時には、気

への通級を希望する幼児
（令和３

場／総合教育研

象情報を確認しながら、早めの

一日

22

15

自分の身は自分で守るという意

21

30

土砂災害に
注意しましょう

問／県河川課（☎３０１・４４８

期日／7月5日
（日） 場所／総合運動公園
▼テニスの部
時間／午前9時～午後5時 対象／①ミックスダブルスの
部…県央地域に居住または水戸市内に通勤・通学する18歳
以上
（高校生を除く） ※高校生は、ペアのうち1人であれば
参加可。 ②親子の部…小学3年生～中学3年生とその親
定員／①100組 ②20組 ※いずれも定員になり次第締切り。
料金／一組500円
▼相撲の部
時間／午前9時30分～正午
（午前8時30分集合） 対象／小学
生以上 料金／無料
▼野球の部
時間／午前9時～正午
（午前8時40分集合） 対象／小学生と
その保護者 定員／60組
（定員になり次第締切り） 料金／
無料 内容／ストラックアウト、スピードガン、バッティン
グ
（飛距離測定）
、親子でキャッチング、バッティングゲーム
▼体育館無料開放
時間／午前9時～正午 種目／卓球、バドミントン ほか
申込・問合せ／6月11日
（木）までに、申込書に記入し、電
話またはファックス、Eメールで、スポーツ振興協会
（☎
243-0111、 243-8271、 maas.event@crux.ocn.ne.jp）
へ ※申込書は、スポーツ振興協会ホームページ
（http://
maas.or.jp）
から入手できます。

避難を心がけましょう。

識を持つことが大切です。

29

14

２２６・３１６２、
）
へ ※申込書
@city.mito.lg.jp
は、 同 課、 各 出 張 所 ま た は 市

利用方法

方法／期日入札

してください。充電用カードを

／日本充電サービス
（ NCS
）
など
が発行する充電用カードを使用

公売日時／９

時間 充電時間／

運用開始日 ／６月１日（月）から

用充電器を設置しました

本庁舎駐車場に電気自動車

４５）

または市収税課（☎２３２・９１

ホームページから入手できます。 問／同機構
（☎２２５・１２２１）

茨城租税債権管理機
構による不動産公売
▼売却区分番号／２ （
ｰ 土地）
地番／２
地積／

見積価額
（公売保証

地目／畑

所在／元吉田町字柊
５５０番５

歳以上の方

／市内に居住または通勤・通学

７２０㎡

する
報酬額／日額７０００円

選考方法／書類審査、面接
利用時間／

度

１回あたり最大 分

審査
金）
／８１０万円
（ 万円） 公売
月１日
（火）
、午後１時

日
（火）（必着）
ま

でに、申込書に記入し、
「私の考
時
（午後０時 分から受付、午後

分～２

マにした８００字以内の作文を

30

える男女平等参画の推進」
をテー

申・問／６月

16

20

▼多くの方が利用する建物
対象 ／病院、店舗、ホテルなどの用途で一定規
模以上の建物
補助額／耐震診断に係る診断費用の3分の2 ※建
物の面積に応じて上限あり（上限250万円）。
申込・問合せ／直接、建築指導課
（☎232-9210）
へ

問／財産活用課（☎２３２・９１

※耐震改修工事と改修設計の補助制度を併用する場
合は上限50万円。

３５）

耐震改修設計 費用の2分の1の額
（上限10万円）

証明書の交付を受ける必要があ

耐震改修工事 費用の23％の額
（上限50万円）

プラザ５階、
☎２２６・３１６１、 ります。詳細は、茨城租税債権
耐震診断士の派遣
（自己負担5,000円）
耐震診断

12
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掲載している情報は5月21日時点のものです。新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため、中止・延期などを行う場合があります。

24

25

30

平等参画課 〒(３１０～００６３
五軒町１～２～ みと文化交流

助成内容
対象

30

50

ファミリースポーツフェスティバル
募集

81

18

市では、昭和56年5月以前に着工された建物を
対象に、耐震化の支援を行っています。条件な
ど、詳細は、お問合せください。
▼一戸建ての木造住宅
対象／市内に対象となる住宅を有し、市税を滞納
していない方

情報ガイド

知る ・ 育てる ・ 学ぶ 市の情報をお知らせします

場…会場、場所 対…対象
問…問合せ ■…共通事項
期…期日、期間 時…時間
料…料金など 申…申込み
日…日時
人…定員

募集

建物の耐震化を支援します

information
☎029-224-1111
（代表） https://www.city.mito.lg.jp
水戸市役所

ご近所SNSマチマチ

水戸市公式LINEアカウント

「広報みと」
をご覧になれます。
利用者同士でさまざまな情報を交換できます！

「広報みと」の発行をお知らせします！
イベント情報なども随時配信中♪

※日曜日を除く。

12

時／午前９

27

※休館日など、詳細は、お

★

６月21日の夕方、 全国で部分日食（※）が見られます。

なほど小さく、 太陽めがねをフィルターがわりにしてスマー

水戸での欠け始めは午後４時11分頃で、 この時の太陽

トフォンで写真を撮っても、 小さすぎて形がわかりません。

の高さは30度ほど。 この後だんだんと低くなっていきますの

でも、 ピンホールを通した太陽の像は結構大きくできます

で、 西側が開けた場所を見つけておきましょう。 午後5時

し、 「ただの影」なので、 特別な知識や技術がなくても簡

10分過ぎ、 一番大きく欠ける「食分最大」となり、 太陽の

単に写真に残せます。

およそ4割が月に隠されます。 日食の終わりは午後６時３分
頃ですが、 太陽の高さが10度を切っていますので、 最後
までの観察は難しいかもしれません。
日食の観察で、 一番注意しなければならないことは「目

さて、 最近では、 日食を楽しむもう一つの方法がありま
す。 それは驚くなかれ、 「宇宙から眺める」方法です。
インターネット上では、 日本の気象衛星「ひまわり８号」が
撮影した地球の画像が30分程度の遅れで公開されており、

を痛めないこと」です。 直接太陽を見て、 日食網膜症に

日本で日食が起こっている時には、 日本付近を黒い「月の

なってしまわないように細心の注意が必要です。 日食めが

影」が移動していく様子を見ることができます。 これなら、

ねがあれば、 それを使うのも良いでしょう。 ただし、 8年前

曇りや雨でも確実に観察できますし、 晴れていれば、 地上

の金環日食の時に使用したものなど、 古い日食めがねは、

と宇宙から同時に眺めることができ、 感動はさらに大きな

劣化していたり、 小さな穴が開いてしまっていたりする可能

ものになるでしょう。

性があるのでおすすめしません。

今回の日食は日本では部分日食ですが、 水戸では2035

一番おすすめの観察方法は「ピンホール」です。 名刺や

年９月２日には皆既日食が見られます。 今から15年後に、

はがきなど、 光を通さない厚紙または薄い板に小さな穴を

「そう言えば15年前も日食見たなあ」と思い出せるように、

開けます。 この小さな穴を通った太陽の光を、 地面や白い

今回の日食もいろいろと工夫して楽しむことにしましょう。

紙などに映して観察するのです。 周りから光が入らないよ
うに囲いを作ればさらに観察しやすくなるでしょう。 この方
法では、 直接太陽の方向を
見ることはないので、 目を痛
める心配が全くありません。
さらに、 簡単な方法ながら、
簡単に記録写真を撮れると
ピンホールを使って撮影した部分月食
（2019年1月）

15
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いう利点もあります。 見た目
の太陽の大きさは実は意外

水戸市移動天文車指導員 中川義通
★星に関する質問を募集しています★
はがきに、「知りたいこと」を記入し、水戸市少年自然の
家（〒311-4161全隈町80-1）へ郵送してください。いただ
いた質問に、連載の中で回答していきます。
※日食…太陽と地球の間に月が入り込み、地球から見て太陽を
月が隠し、太陽が欠けるように見える天文現象。一部分が欠け
て見えるのが「部分日食」、全部隠れてしまうのが「皆既日食」。

生８７０円、小・中学生４９０

円

★

日
（土）

問合せください。

★

★

★

日
（金）
～

問／同館
（☎２４３・５１１１）
ま

問合せ／少年自然の家（☎254-2200）

期／６月

たは市文化交流課
（☎２９１・３

場／総合教育研

究所

時～午後５時

問／同所
（☎２４４・１３３１）

30

募集

８４６）

（土）
、午後１
期・時／７月 日

分～ 日
（日）
、午後１時

25

没後 周年 平山郁夫 シル

時

26

10

少年自然の家
サマーキャンプ

平山郁夫。その作品と、シルク

分
（１泊２日） 場／少年自然の

30

クロードコレクション展

ロード各地の取材で妻と共に集

★

日
（日）
まで

28

戦後の日本画壇をけん引した

めた工芸品などを展示します。

家
（全隈町） 対／市内に居住ま

たは通学する小学４～６年生

時／午

前９時 分～午後５時
（入場は午

人／ 名 定(員を超えた場合は抽

★

★

vol.2 部分日食

80

期／６月

後４時 分まで） 場／県近代美

30 30

選 )料／３５００円
（材料費、
食事代など） 内容／テント野営

体験、野外炊飯

申・問／６月 日
（土）
までに、

ファックスまたはＥメールに、

住所、氏名
（ふりがな）
、電話番

号、性別、学校名、学年、保護

者名、食物アレルギーの有無を

２５４・２２０１、

記入し、少年自然の家
（☎２５４・

２２００、

）へ
shizen@city.mito.lg.jp

ソラノムコウ

27

料／一般１１００円、満

歳以上５５０円、高校・大学

6月13日（土）～7月5日
（日）に予定していた「第46回水戸の
あじさいまつり」を開催中止としました。来年度の開催に向
け、よりよいまつりとなるよう準備を進めていきますので、
ご理解とご協力をお願いします。
なお、水戸のあじさいまつりの中止に伴い、観光漫遊バス
（あじさい名所編）
の運行も中止となります。
問合せ／水戸のあじさいまつり実行委員会事務局（観光課内、
☎232-9189）

術館

70

水戸のあじさいまつり  開催中止のお知らせ

