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上坪浄水場が新しくなりました
市国民健康保険税の税率等改正
市役所の組織が一部変わりました
地域応援プレミアム商品券を販売します
合併処理浄化槽等の設置費を補助　ほか
令和４年度主要施策、市予算
こらぼDEまなぼ、子育て講座　ほか
くらしの情報
新型コロナワクチン追加接種について　ほか

新しい上坪浄水場が完成し、このたび供用開始しました。（２面に関連記事）

ひたちなかの
「安全」で「おいしい」水
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上坪浄水場

配水管

上坪浄水場が新しくなりました

施設名　　　　上坪浄水場
敷地面積　　　33,594.4 ㎡
浄水処理方式　「横流式凝集沈殿」＋「急速ろ過」方式
計画処理水量　38,100 ㎥ / 日

施設の強靱化その１
非常用発電設備

　停電などにより電力供給が途絶えた際に、
浄水場内で発電し、水を供給し続けることが
できます。

　大きな災害が発生し、断水となった場合で
も、給水車等を使って飲料水を配ることがで
きます。

　活性炭は、水に含まれている臭いを取り除
きます。炭酸ガスは、注入することで水を中
性に近づくよう調整し、凝集剤（PAC）の働
きを助けます。

施設の強靱化その２
応急給水活動エリア

よりおいしい水づくり
活性炭・炭酸ガス注入設備

１ 着水井

管理棟

２ 沈砂池兼活性炭接触槽

３ 横流式凝集沈殿池

４ 急速ろ過池
５ 配水池

６ 配水ポンプ

NEWNEWNEW

水道水ができるまで 　那珂川から取水した水（表流水）を、砂などを使って小さな浮遊物を取り除き、
消毒をして、安全でおいしい水を作っています。

　上坪浄水場は、那珂川の水を水源とし、本市における水道水の約７割を供給
する最も重要な施設です。しかし、昭和 40 年の供用開始以来 57 年が経過し、
東日本大震災で被災した際には、２週間におよぶ断水を余儀なくされました。
　このことから、施設の耐震化を図り、非常時には 72 時間稼働できる発電設備
を備えるなど「施設の強靭化」を進めるとともに、浄水方式をこれまでより高
度化し、「よりおいしい水」をお届けすることができる新しい浄水場に生まれ変
わりました。

市毛小学校

市毛十字路
旧上坪浄水場

早
戸
川

喜楽里別邸

6

新上坪浄水場
市毛 676-1

【問合せ】上坪浄水場☎272-6366
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市役所の組織が一部変わりました
　市民サービスの向上や業務の効率化を図るため、組織の改編を行いま
した。

【問合せ】行政改革推進室☎内線1252

NEW  資産経営課の新設
　市の公共施設は全体の半数以上が建築後 40 年以上経過し、限られた
財源の中での適正な施設の保全と維持管理が課題となっています。また、
将来的に人口が減少する社会で、市民サービスを維持しつつ、今後の公
共施設をどう配置していくかについても検討する時期にきています。そ
こで、管財課および施設整備課を廃止して、市の公共施設についての全
体方針の調整と市有施設の改修・建築などの営繕を一元的に担当する資
産経営課を新設し、公共施設マネジメント *を推進していきます。
* 公共施設マネジメント…地方公共団体がもつ公共施設を自治体経営の視点から、総
合的・統括的に管理・運営・活用する仕組み。

NEW  保健給食課の新設
　本年度より準備に入る給食費の公会計化 *に対応するため、学務課保
健給食室を保健給食課にします。
* 給食費の公会計化…給食費の管理を、各学校での管理から地方自治体の歳入歳出予
算に計上し管理する方式に移行すること。

組織の名称変更など
■担当業務が明確になるよう、組織の名称を変更します。

■廃止した管財課で担っていた公共事業の契約・検査業務は、新設の契
約検査課が担当します。

旧
環 境 保 全 課
学 務 課

新
環 境 政 策 課
学 校 管 理 課

→
→
→

ひたちなか市国民健康保険税　税率等の改正のご案内
　国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けら
れるよう、加入者が保険税を出し合い、お互いに助け合う制度です。
　本市は長年にわたり、被保険者の方の負担軽減を図るため税率改
正を行わず、県内他市町村よりもかなり低い税率に抑えてきました。
　また、市としても国保財政健全化に向けて、特定健診の受診率の向
上など保健事業を積極的に行い、医療費の適正化に努めてきました。

　しかし、平成 30 年度の国保制度改革や国保加入者の減少、医療費
の上昇など、国民健康保険を取り巻く状況が大きく変化しています。
　このことから、「持続可能な国民健康保険」とするため、令和４年
度からの税率等を改正することといたしました。安定的な国民健康
保険の運営を行うため、ご理解とご協力をお願いします。

１ 2

3

税率等の改正内容 税率等を改正する理由

近隣他市町村との税額比較

　１世帯あたりで賦課する「平等割」を廃止し２方式とし、所得に対し
て賦課する「所得割の税率」と、一人あたりに賦課する「均等割額」を
改正します。

■茨城県内全ての市町村の賦課方式が「２方式に」統一されます
　平成 30 年度に国民健康保険の制度改正が行われ、茨城県が「財政運営
の責任主体（国民健康保険財政の取りまとめ役）」となっています。こ
れにより市町村は、県が示す納付金を県に納める代わりに、県が全市町
村に保険給付費（医療費）を全額交付する制度となりました。
　このような中、茨城県は令和４年度より県内の賦課方式を「２方式」
に統一する方針を打ち出し、全ての市町村が２方式に変更となります。

項目 ①所得割の
税率

②均等割額
（一人あたり年額）

③平等割額
（１世帯あたり年額）

基礎課税額（医療保険分） 7.28％ 18,000 円 20,500 円
後期高齢者支援金等課税額 1.34％ 5,000 円 4,500 円
介護納付金課税額 * 1.16％ 10,000 円 ―

改正前（３方式）

項目 ①所得割の税率 ②均等割額
(一人あたり年額 )

基礎課税額（医療保険分） 6.88％ 38,400 円
後期高齢者支援金等課税額 2.32％ 12,800 円
介護納付金課税額 * 1.70％ 12,000 円

* 介護納付金課税額は、40 歳から 64 歳の方のみ課税

改正後（２方式）

【問合せ】国保年金課☎内線1187

●世帯所得０円（給与収入55万円・年金収入（64歳以下）60万円）、単身世帯の場合

所得割 均等割額 平等割
基礎課税額（医療保険分） 0 円 ＋ 5,400 円 * ＋ 6,100 円 * ＝ 11,500 円
後期高齢者支援金等課税額 0 円 ＋ 1,500 円 * ＋ 1,300 円 * ＝ 2,800 円
介護納付金課税額 0 円 ＋ 3,000 円 * ＝ 3,000 円

年間税額合計　17,300 円

所得割 均等割額
基礎課税額（医療保険分） 0 円 ＋ 11,500 円 * ＝ 11,500 円
後期高齢者支援金等課税額 0 円 ＋ 3,800 円 * ＝ 3,800 円
介護納付金課税額 0 円 ＋ 3,600 円 * ＝ 3,600 円

年間税額合計　18,900 円

改正前

改正後

* 所得０円の場合、均等割額および平等割額が７割引き

●世帯所得200万円（年金収入（65歳以上）310万円）、２人世帯の場合

所得割 均等割額 平等割
基礎課税額（医療保険分） 114,200円* ＋ 36,000 円 ＋ 20,500 円 ＝ 170,700 円
後期高齢者支援金等課税額 21,000円* ＋ 10,000 円 ＋ 4,500 円 ＝ 35,500 円

年間税額合計　206,200 円

所得割 均等割額
基礎課税額（医療保険分） 108,000円* ＋ 76,800 円 ＝ 184,800 円
後期高齢者支援金等課税額 36,400円* ＋ 25,600 円 ＝ 62,000 円

年間税額合計　246,800 円

改正前

改正後

* 所得割の対象となる所得額（課税標準額）は、2,000,000 円（所得）－ 430,000 円（基
礎控除額）＝ 1,570,000 円

　本市は税率等を近隣市町村に比べ低く抑えてきましたが、改正後は、
近隣および同規模市町村とほぼ同じ水準になる見込みです。なお、税率
改正による影響を考慮し、本市独自の減免策を講じていきます。減免内
容については、今後、市報やホームページを通じて案内します。

【税額計算具体例】

■県が示す納付金額に見合う額を賦課する必要があります
　平成 30 年度の国保制度改正で、県が県内市町村に納付金を示すことと
なりましたが、令和４年度の本市の納付金は、約 34 億円（前年度より約
1.8 億円増）となっており、これに見合う税額等を賦課する必要がありま
す。また、被保険者の負担軽減のため、一般会計から国民健康保険特別
会計へ毎年数億円の赤字補てんをしてまいりましたが、国保制度改正以
降、国・県からは、このような運営方法を見直すよう強く求められており、
赤字を解消していく必要があります。

納付金額推移 単位：千円
年度 H30 R01 R02 R03 R04
金額 4,305,359 3,705,320 3,274,196 3,188,294 3,362,706

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

H30 R01 R02 R03 R04

（千円）
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月額最高 2万円
民間アパートの家賃を補助します

　市は、老朽化した市営住宅の取り壊しによる住宅戸数の不足に対応す
るため、民間賃貸住宅の空き家を活用し、住宅に困っている方へ家賃の
一部を補助する「家賃補助事業」を行っています。

対象者
市営住宅の入居基準を満たし、市の審査後に対象の民間賃貸住宅に引越
しできる方。要件の詳細は、市 HP をご確認ください。
※単身者でも申し込める場合があります。詳しくは、問い合わせください。

対象賃貸
住宅

認定事業者が提供する家賃月額が 5 万円以下の住宅で、一定の要件を満
たすもの。認定事業者および対象賃貸住宅の情報は、住宅課で公開。

補助額等
補助額　　家賃月額の２分の１（上限 20,000 円）
補助期間　家賃補助開始月（令和４年 7 月）から最長５年間
交付時期　年４回（10、１、４、7 月に前３カ月分ずつ交付）

募集件数 10 件

申込方法
４月 12 日㊋～ 27 日㊌に住宅課窓口で申し込み（郵送不可）
○申込書は住宅課窓口で配布、または市 HP からダウンロード可。
○当選後の提出書類は、申込時または説明会の際にご確認ください。

抽選・
説明会

申込多数の場合は抽選を行い、当選者を対象に説明会を実施します。
日時　５月６日㊎　午前 10 時
場所　ひたちなか市役所第３分庁舎２階　防災会議室３

申込・
問合せ 住宅課☎内線 6212、3

対象

次の①～⑥の全てを満たす方
①奨学金の貸与を受けて、学校（大学、専修学校等）を卒業した方
②申請時にひたちなか市内に住所を有している方
③市内において保育士、看護師、介護福祉士など医療福祉分野の

専門職や中小企業に正規雇用され勤務する方、または起業した
方や農業・漁業等の第一次産業に従事する方で１年以上継続し
ている方

④奨学金の返還を行っており、滞納がない方
⑤市町村民税等の滞納がない方
⑥他制度による奨学金を対象とした助成・補助を受けていない方
※詳しくは、市ＨＰなどをご覧ください。

対象奨学金
○ひたちなか市奨学資金
○日本学生支援機構　第一種・第二種奨学金
○茨城県奨学資金その他地方公共団体が貸与する奨学資金

支援額 申請の前年度に返還した奨学金の額の２分の１（上限 10 万円）
対象期間 初回の申請年度から最大８年間

申請方法
必要書類を教育委員会総務課まで持参または郵送
※募集要項や必要書類は、教育委員会総務課で配布。市ＨＰからも

ダウンロード可。
申請期間 令和５年３月 31 日㊎（必着）まで随時

申請・問合せ 教育委員会総務課☎内線 7306

奨学金の返還を支援します

合併処理浄化槽等の設置費・
単独処理浄化槽等の撤去費を補助します
　住宅に合併処理浄化槽などを設置する方に、費用の一部を補助します。

令和４年度からの主な変更点（予定）
〇合併処理浄化槽補助基準額の見直し
〇合併処理浄化槽への転換に伴うくみ取り槽の撤去費の補助を追加
〇単独処理浄化槽・くみ取り槽からの転換に伴う宅内配管工事費の補

助を追加

■補助要件
対象地域　※詳しくは、環境政策課窓口で確認できます。

○下水道処理区域、農業集落排水事業採択区域、住宅団地内に汚水処理
施設がある区域を除く地域

○下水道事業計画区域内で公共下水道の整備が申請時においておおむね
10 年以上見込まれない地域

○農業集落排水事業採択区域内で農業集落排水施設への接続が困難であ
ると認められる地域

補助対象者
〇居住を目的とした自己用住宅に合併処理浄化槽、宅地内処理施設を設

置する方　※市内の持ち家で合併処理浄化槽を使用している方は原則対象外。

〇居住を目的とした自己用住宅に設置されている単独処理浄化槽または
くみ取り槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置する方

　※建築確認を要する増改築に伴う場合を除く。

■補助事業完了報告期限　令和５年３月 20 日㊊
■注意事項
　工事着手後の申請は受け付けできませんので、必ず工事着手 10 日以
上前に申請してください。予算に達した場合は終了します（先着順）。
申請受付開始時期や詳しい申請方法は、問い合わせください。

合併処理浄化槽とは
台所、洗濯場、浴室、便所等から
の排水を併せて処理できる浄化
槽。家庭から出る水の汚れを、単
独処理浄化槽の８分の１に減らす
ことができます。

【問合せ】環境政策課☎内線3311、4

【問合せ】ひたちなか商工会議所事業推進課☎273-1371

プレミアム率
20％ 「地域応援プレミアム商品券」を販売します

〒312－8716

勝田中央14番８号
ひたちなか
商工会議所　行

記入不要
※結果を記載

往信
63円

〒○○○－○○○○
申込者の郵便番号

申込者の
①住所
②氏名

地域応援プレミアム商品券
予約販売申込
①氏名（フリガナ）
②住所
③電話番号
④購入するセット数
※３セットまで
⑤下記いずれかを記入
Ａ　一般
Ｂ　いばらきキッズカード
Ｃ　いばらきシニアカード
Ｄ　障害者手帳
※Ｂ～Ｄの写し添付不要

返信
63円

　新型コロナウイルスの影響の長期化により、コロナ禍で停滞している市内の経済活動
回復に向けて、市内在住の方を対象に地域応援券と全店共通券の２種類を１セットで発
売します。商品券を利用できる店舗は、市報４月 25 日号に合わせて配布する取扱店チラ
シに記載します。詳しくは、商工会議所ＨＰをご覧ください。

■販売価額
　１セット１万円（商品券１万 2,000 円分）を１人あたり３セットまで
○地域応援券（市内中小店舗で使えます）500 円× 12 枚の 6,000 円分
○共通券（すべての店舗で使えます）500 円× 12 枚の 6,000 円分
　合わせて１万 2,000 円分利用可能
■販 売 数
　７万セット（優先販売分３万 5,000 セット、一般販売分３万 5,000 セット）
○応募多数の場合は抽選。応募数が販売数に満たない場合は二次募集。
○優先販売は、「いばらきキッズカード」「いばらきシニアカード」「障害

者手帳」をお持ちの方が対象。優先販売分の申込者は、一般販売の申込
不可。

○キッズカードで申し込みの方は保護者名（世帯１人まで）を記載。
　シニアカードまたは障害手帳で申し込みの方は、所持者本人名を記載。
○料金改定前の往復はがきには、不足料金分の切手を貼付してください。

■商品券使用期間
　６月 10 日㊎～９月 30 日㊎

▲スマホ用
申込フォーム ▲商工会議所ＨＰ

■申込方法
　５月６日㊎（消印有効）までに、
インターネットまたは往復はがき
で申し込み

1002785ページ ID

■当選した方の購入方法　※店頭での販売は行いません。

期　間　６月１日㊌～ 10 日㊎（㊏㊐も販売）当選者には、５月 30 日㊊頃
にハガキで通知します。インターネット申込の方は、落選の通知
はしませんのでご了承ください。

場　所　○ひたちなか商工会議所本所
	 ○同那珂湊支所　※移転先：南神敷台 17-6（しあわせプラザ敷地内附属棟）
持ち物　○当選はがき　○優先販売の場合は、キッズカード・シニアカー

ド・障害者手帳（家族の代理購入も可）
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令和４年度の主要施策 （令和３年度補正計上分を含む）
新  令和４年度新規事業　　 拡  事業の規模や内容を拡大したもの　　  事業内容について詳しく説明するもの

　令和４年度に取り組む主要な施策について、施政方針に基づく６つのまちづくりの視点に沿ってお知らせします。また、新型コロナウイルス感染症
対策については、感染症の影響が長期化する中、これまでに複数回の補正予算を編成し、さまざまな感染症対策や経済支援策を講じてきました。今後
も感染状況や国・県の動向を見極めながら、必要な施策にしっかりと取り組んでいきます。

１　市民の安全安心な暮らしを守るまちづくり ４　地域経済の活性化とにぎわいのあるまちづくり

６　市民とともに知恵と力を合わせたまちづくり

５　快適で機能的な住みよいまちづくり２　生涯を通じていきいきと暮らせるまちづくり

３　子育て世代に選ばれるまちづくり

▶雨水幹線整備事業� 【担当】河川課

　浸水被害解消に向け、高場流域においては、稲田陸橋および高場陸橋周辺の
高場雨水１号幹線、高場雨水４号幹線、高場雨水９号幹線の整備を進めます。
また、大島流域においては、大島第２幹線の整備および大島第１幹線の詳細設
計に着手します。さらに、東部第２、武田、佐和駅東、六ッ野および船窪土地
区画整理地内において雨水幹線の整備を進めます。

▶新型コロナウイルスワクチン接種事業� 【担当】健康推進課

　新型コロナウイルスワクチンの接種を引き続き円滑に実施するため、国や県
の動向を注視しつつ、医師会等の関係機関と連携しながら接種体制の確保を推
進します。３月から開始された小児接種についても、個別接種と集団接種を併
用し、希望する小児が安全に接種できる体制をつくります。

▶消防本部・笹野消防署整備事業� 【担当】広域・消防本部

　指令システムおよびデジタル無線システムの全面的な更新を含めた消防本部・
笹野消防署の庁舎建替えに向けて、令和６年度の供用開始を目指し、ひたちなか・
東海広域事務組合において庁舎建設工事を進めます。

▶ふるさと納税返礼品提供事業 � 【担当】企画調整課
　ふるさと納税の取組については、返礼品として地場産品の提供を開始してか
ら寄付額は順調に伸び、令和３年度は寄付額が１億円を突破しました。引き続き、
地場産品の提供を通じて、本市の認知度向上や地域経済の活性化につなげると
ともに、寄付件数と関係人口の増加に向け、返礼品の拡充や広報活動の強化に
努めます。

▶収入保険加入促進事業� 【担当】農政課

　甘藷の新たな病害である「基腐病」を含めた自然災害等による収入減少を補
償する、収入保険への加入促進を図るため、保険料の一部を支援します。

▶集客体制構築事業 � 【担当】観光振興課
　コロナ禍でも新たな集客源としてニーズが高まっている、サイクルツーリズ
ムや海岸の通年利用を推進するとともに、新たなイベントの誘致に取り組むな
ど、多様性のある安定的な集客体制の構築を目指します。

▶マーケティング推進事業 � 【担当】企画調整課
　「いいとこ発信隊」による住民目線での魅力発信や、東京圏等に向けたＷｅｂ広告等
を活用した情報発信など、引き続き、効果的なプロモーションを行い、移住・定住の
促進に向けて、市内外に本市の魅力を発信します。
新規事業
○民間企業のオンラインコミュニティを活用した官民連携事業　　200万円
　移住検討者のニーズ調査や民間企業の発信力を活かしたプロモーションを実施します。
○ファン共創事業　30万円
　ひたちなか市のまちづくりに共感し、関わる機会を望む方々が、イベントやワーク
ショップなどを通じて継続的なつながりを築き、共にまちづくりを進めることがで
きる仕組みづくりに取り組みます。
○絆構築プロジェクト　411万円
　学生エール便等でつながりを持った本市出身の学生や東京圏等に在住する学生など
から参加者を募り、市内立地企業へのインターンシップや本市の課題解決に向けた
フィールドワーク等を実施し、参加者と市民・地域とが多様な関係性を築きます。

▶公共施設マネジメント事業 	 【担当】資産経営課
　公共施設の半数以上の建物は、建設後 40 年以上経過しており、適切に維持管理等を
行っていく公共施設全体のマネジメントが求められています。建替えも踏まえた将来的な
公共施設の維持管理に係るコストや適正な施設保有量の把握を目的として、専門的な知
見を有する民間事業者のノウハウを活用しながら、施設保全計画の策定に着手します。

▶佐和駅東西自由通路および新駅舎整備事業� 【担当】都市計画課
　ＪＲとの施行協定に基づき、令和５年春の供用開始を目指し引き続き整備を
進めます。（総事業費約 28 億円）

▶東中根高場線整備事業� 【担当】都市計画課
　東中根高場線の高場陸橋の４車線化について、ＪＲと締結した施行協定に基
づき、橋桁の架設工事に着手し、令和６年度中の供用開始を目指します。（総事
業費約 23 億円）

▶コミュニティ交通運営事業� 【担当】企画調整課
　スマイルあおぞらバスについて、地域や利用者からの要望等を踏まえ、利便
性の向上を図ります。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひたちなか海浜鉄道お
よびバス事業者を支援するため、引き続き、1日フリー券の割引販売補助を行い、
地域公共交通の利用を喚起します。

▶プラグインハイブリット車導入事業 � 【担当】資産経営課
　プラグインハイブリッド車を公用車として導入し、温室効果ガス排出量の削
減に向けた取組を進めます（２台購入予定）。

▶子宮頸がんワクチン接種事業 � 【担当】健康推進課
　ワクチン接種の積極的勧奨の再開に伴い、対象となる新中学１年生から新高
校１年生の女性に対し、予診票とリーフレットを個別送付します。また、積極
的勧奨を受けずに定期接種の期間を過ぎた、17 歳から 25 歳までの女性に対して
も、公費で接種の機会を提供する「キャッチアップ接種」に関する通知を送付
します。

▶後期高齢者保健事業� 【担当】高齢福祉課

　高齢者が生涯にわたり健やかに暮らし続けられるよう、「保健事業」と「介護
予防事業」を組み合わせ、一体的に取り組みます。健診結果等のデータを活用し、
健康リスクの高い高齢者に対する個別支援や、地域の体操教室などで集団指導
をきめ細かく行います。

▶風しん追加対策事業� 【担当】健康推進課

　定期予防接種を受ける機会がなかった男性を対象に、令和元年度から３年間
実施してきた抗体検査およびワクチン接種を更に３年間延長し、感染拡大の防
止を図ります。

▶放課後児童対策事業� 【担当】青少年課
　令和３年度から対象学年を６年生まで拡大した公立学童クラブについて、新型コロ
ナウイルス感染症による休業等におけるタブレット学習に対応するためのWi-Fi 環境
の整備など、児童を取り巻く環境の変化に柔軟に対応します。また、放課後児童支援
員の認定資格研修などの受講を推進し、子どもの育成支援に関するスキル向上に取り
組むとともに、働きやすい環境づくりを進め、人材の定着、安定確保を図ります。

▶民間保育士等処遇改善事業 � 【担当】幼児保育課、青少年課
　民間の保育士と幼稚園教諭および放課後児童支援員の処遇改善に向けて、本年９月
まで実施される国の新たな処遇改善臨時特例事業を活用し、収入を引き上げるための
補助を実施します。10 月以降も施設型給付費への上乗せや放課後児童健全育成事業補
助金により給与水準が維持されるよう、国や県と歩調を合わせて取り組みます。

▶子ども家庭総合支援拠点整備事業 � 【担当】子ども政策課
　家庭児童相談室に虐待対応専門員や事案ごとのリスクを判断するスーパーバイザー
を配置するなど、児童福祉法に掲げる「子ども家庭総合支援拠点」の機能を新たに整
備します。

雨水幹線整備事業	···················································· 16 億 7,295 万円
新型コロナウイルスワクチン接種事業	·······················5 億 8,045 万円
消防本部・笹野消防署整備事業	··································2 億 7,269 万円
防災情報配信事業	·······················································2 億 6,015 万円

大規模盛土造成地変動予測調査事業 	······························2,207 万円
市毛地内配水幹線更新事業 	···············································880 万円

ふるさと納税返礼品提供事業 	····································1 億 642万円
商店街等イベント支援事業	·················································1,607 万円
中小企業支援事業	·······························································1,000 万円
収入保険加入促進事業	···························································150 万円

集客体制構築事業 	······························································137 万円
新規漁業就業者育成事業·························································· 60 万円

旧県立那珂湊第二高等学校跡地利活用事業	···············2 億 2,614 万円
コミュニティ活動推進事業	············································2 億 950万円

マーケティング推進事業 	················································2,234 万円
公共施設マネジメント事業 	············································1,800 万円
まちへの愛着（シビックプライド）醸成事業	·······················304 万円
自治会ＩＣＴ環境整備推進事業	·············································258 万円

土地区画整理事業（繰出金）	···································· 19 億 8,683 万円
佐和駅東西自由通路および新駅舎整備事業	···············7 億 8,150 万円
東中根高場線整備事業	················································2 億 3,295 万円
コミュニティ交通運営事業	·········································1 億 5,879 万円
湊線支援事業	·······································································9,472 万円

プラグインハイブリット車導入事業 	·································856 万円

子宮頸がんワクチン接種事業 	·································1 億 2,417 万円
地域密着型サービス施設整備事業	······································6,209 万円
地域・救急医療医師確保対策事業	······································5,381 万円
後期高齢者保健事業	····························································3,554 万円
風しん追加対策事業	····························································2,428 万円
在宅医療・介護連携推進事業	·············································1,404 万円

放課後児童対策事業	····················································5 億 4,569 万円
保育施設整備事業	·······················································1 億 9,551 万円
民間保育士等処遇改善事業 	····································1 億 4,478 万円
特別支援教育事業 	···················································1 億 1,127 万円
子育て世代・三世代同居住宅取得支援助成金交付事業	·····1,550 万円
子ども家庭総合支援拠点整備事業 ··································1,125 万円
学習支援事業	·······································································1,031 万円
子育て支援総合窓口運営事業	················································619 万円
結婚新生活支援事業	·······························································400 万円
子育て世帯移住促進事業························································174 万円

雨水幹線整備事業

笹野消防署完成イメージ

佐和駅完成イメージ

東京からの移住者（ゲストハウス編湊）

東中根高場線完成イメージ

市民参加型のワークショップ

イバフォルニアマーケットふるさと納税返礼品例
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　令和４年度の一般会計当初予算は、第３次総合計画後期基本計画を推進し、「選ばれ
るまち」として更なる飛躍をするための予算としました。予算総額は、前年度比 13 億
2,500 万円増の 557 億 7,500 万円で、これまで取り組んできた安全安心で快適に暮らせ
るまちづくりに必要な都市基盤の整備を着実に進めるとともに、官民連携によるマー
ケティング推進事業や県外学生の交流の場を創設し、ＵＩＪターン就職につなげる事
業など新たな事業にも取り組んでいきます。※主要施策の詳細は、５面・８面をご覧ください。

　特別会計は、特定の事業を行う場合に、一般会計と区別して経
理を明確にするために設置するものです。本市においては 16 会計
を予算計上しています。16 会計の令和４年度の予算額の合計は 448
億 5,640 万円で、前年度当初予算と比較すると 7.0％の減となって
います。
　内訳を見ると、福祉関連会計では、国民健康保険事業特別会計は
保険給付費の減少などにより前年度より減となりましたが、後期高
齢者医療事業特別会計は後期高齢者医療広域連合への納付金の増
加、介護保険事業特別会計は保険給付費の増加によりそれぞれ増と
なり、福祉関連会計全体で１億 3,614 万円の増となりました。
　区画整理事業会計は、引き続き事業計画に基づき公益性の高い道
路等の整備を重点的かつ効率的に進めており、７会計全体で２億
2,055 万円の増となりました。
　水道事業会計は、新上坪浄水場建設事業費の減などにより 42 億
9,952 万円の減となりました。
　下水道事業会計は、雨水幹線整備等の浸水対策事業費および下水
浄化センター改築等事業費の増などにより５億 6,155 万円の増とな
りました。

　市は、道路や学校、下水道などの公共施設を整備する場合、財源を確保するために借金（市
債）をしますが、この借金には、施設を利用する次の世代にも負担していただき、世代間
の負担のバランスをとる役割があります。
　一般会計の借入残高には、地方交付税が全額交付されないため、その不足分を借り入れ
る臨時財政対策債分 198 億 3,855 万円が含まれています。
　令和３年度末を令和２年度末と比較すると、一般会計において土木債や教育債の増、特
別会計において水道事業会計の増などになり、総額では 65 億 573 万円増の 1,205 億 4,305
万円となる見込みです。

　基金は、家計における預貯金にあたるもので、急にお金が
必要になったり、収入（市税等）が落ち込んだりしたときに
対応できるように備える財政調整基金や、市債返済のための
積立金である市債管理基金、特定の目的のために設けた各種
の基金があります。
　令和４年度は、一般会計において財政調整基金と市債管理
基金から合わせて約 37 億 9 千万円の取り崩しを予定していま
すが、基金残高確保のため、できるだけ取崩額の縮減に努め
ます。

　詳しい内容を市ホームページ
で公開しています。

【問合せ】財政課☎内線1230

※各グラフと表は、端数処理の関係で合計に合わない場合があります。

【自主財源】
市税や使用料など市が自主的に収入できる
財源。行政活動の自主性や安定性を確保す
るための財源。

【依存財源】
地方交付税や国庫支出金など、国・県から
金額が定められていたり、割り当てられた
りする財源。

令和３年度末（決算見込額）
1,205 億 4,305 万円（総額）

令和２年度末（決算額）
1,140 億 3,733 万円（総額）

●分担金および負担金　6億5,962万円
（前年度比 ＋ 1,422 万円）
保育料保護者負担金や学童クラブ保育料保護者負
担金など

●地方消費税交付金　36億8,100万円
（前年度比 ＋２億 9,500 万円）
消費税の一部を財源として県から交付されるもの

●法人事業税交付金　５億9,300万円
（前年度比 ＋４億 5,000 万円）
法人事業税の一部を財源として県から交付される
もの

●その他　10億9,500万円
（前年度比 ＋４億 300 万円）
地方譲与税や配当割交付金、株式等譲渡所得割交
付金、環境性能割交付金など

●その他　17億8,838万円
（前年度比 ＋１億 4,053 万円）
財産収入・寄付金・諸収入など

●地方交付税　34億4,400万円
（前年度比 ＋ 13 億 4,900 万円）
全国どこでも一定水準の行政サービスが行えるよ
うに、市町村の財政状況に応じて国から交付され
るもの

●使用料および手数料　9億248万円
（前年度比 ＋ 1,077 万円）
市営住宅使用料（家賃）やごみ収集手数料（ごみ
袋代）など

●市債　28億2,800万円
（前年度比 △ 21 億 9,130 万円）
事業を行うときや財源が不足した場合に国や銀行
から借りるお金
→うち臨時財政対策債　５億 4,100 万円

（前年度比 △ 22 億 8,900 万円）
地方交付税の不足分として借りるお金

●民生費　221億2,562万円
（前年度比 ＋４億 7,460 万円）
児童・高齢者・障害者福祉や生活保護などの経費

●扶助費　145億307万円
（前年度比 ＋１億 6,572 万円）
社会福祉や社会保障に要する経費

●物件費　66億529万円
（前年度比 △ 4,618 万円）
施設の維持管理や事業にかかる事務的経費

●普通建設事業費　38億78万円
（前年度比 ＋２億 8,190 万円）
公共施設の建設や道路整備、河川整備、公園整
備等にかかる経費

●積立金　２億1,819万円
（前年度比 ＋１億 364 万円）
市の貯金へ積立するための経費

●維持補修費　７億3,706万円
（前年度比 △ 2,208 万円）
公共施設の補修などの経費

●投資および出資金　1,350万円
（前年度比 △ 190 万円）
公社等へ出資するための経費

●貸付金　５億8,150万円
（前年度比 △ 250 万円）
特定の政策を行う目的で貸付するための経費

●災害復旧事業費　１万円（前年度と同額）
災害発生時に復旧・回復を図る経費
※実際は災害発生時に予備費や補正予算で対応

するため、仮の予算額を形式的に計上

●繰出金　65億4,838万円
（前年度比 △ 696 万円）
一般会計から特別会計等へ支出する経費

●公債費　64億2,333万円
（前年度比 ＋３億 1,893 万円）
市が借りたお金を返済するための経費

●人件費　85億7,555万円
（前年度比 ＋２億 441 万円）
職員の給与などの経費

●補助費等　76億6,835万円
（前年度比 ＋３億 3,002 万円）
各種団体や事業に対する補助に要する経費

●消防費　22億7,822万円
（前年度比 ＋２億 8,329 万円）
消防や火災予防、救急などの経費

●商工費　10億1,462万円
（前年度比 △ 3,777 万円）
商工業振興や観光振興などの経費

●農林水産業費　５億3,426万円
（前年度比 △ 8,283 万円）
農業や漁業の振興などの経費

●議会費　３億5,787万円
（前年度比 ＋ 621 万円）
議会運営などの経費

●労働費　１億4,522万円
（前年度比 ＋ 1,048 万円）
雇用対策などの経費

●土木費　74億7,351万円
（前年度比 △２億 7,637 万円）
道路や河川、公園などのまちづくりのための経費

●教育費　56億3,919万円
（前年度比 △ 6,916 万円）
学校教育や図書館、生涯学習などの経費

●総務費　60億7,517万円
（前年度比 ＋６億 2,905 万円）
庁舎や財産の維持管理、戸籍管理、税金徴収などの経費

●衛生費　36億795万円
（前年度比 ＋ 7,028 万円）
健康づくりや環境対策、ごみ処理などの経費

●市税　238億6,450万円
（前年度比 ＋４億 8,190 万円）
市民や企業に納めていただく市民税や固定資産税、
軽自動車税など

●国庫支出金　86億7,518万円
（前年度比 ＋２億 5,931 万円）

●繰入金　38億5,316万円
（前年度比 ＋４億 3,496 万円）
市の貯金の取り崩し金など

●県支出金　　43億9,068万円
（前年度比 ＋ 7,997 万円）
市が行う特定の事業に対し、国・県から交付され
るもの

一般会計　557億 7,500 万円 特別会計　448億 5,640 万円

市債残高について 基金残高について

歳入予算

税目 令和３年度 令和４年度 増減
市民税 106 億 6,480 万円 111 億 8,090 万円 5 億 1,610 万円

個人 92 億 4,660 万円 96 億 5,610 万円 4 億 950 万円
法人 14 億 1,820 万円 15 億 2,480 万円 1 億 660 万円

固定資産税 96 億 3,620 万円 95 億 5,290 万円 △ 8,330 万円
軽自動車税 4 億 3,400 万円 4 億 7,440 万円 4,040 万円
市たばこ税 10 億 7,080 万円 10 億 6,360 万円 △ 720 万円

入湯税 320 万円 310 万円 △ 10 万円
都市計画税 15 億 7,360 万円 15 億 8,960 万円 1,600 万円

合計 233 億 8,260 万円 238 億 6,450 万円 4 億 8,190 万円

市税内訳

会計区分 令和３年度 
予算額

令和４年度 
予算額 増減率

一般会計 544 億 5,000 万円 557 億 7,500 万円 2.4%

特
別
会
計

福祉

国民健康保険 129 億 4,897 万円 127 億 3,650 万円 △ 1.6%

後期高齢者医療 22 億 4,932 万円 22 億 5,761 万円 0.4%

介護保険 116 億 608 万円 119 億 4,640 万円 2.9%

区画 
整理

東部第１土地区画整理 2 億 8,466 万円 2 億 8,117 万円 △ 1.2%

東部第２土地区画整理 7 億 2,863 万円 5 億 8,097 万円 △ 20.3%

佐和駅東土地区画整理 4 億 9,782 万円 7 億 1,120 万円 42.9%

武田土地区画整理 2 億 3,194 万円 2 億 5,969 万円 12.0%

六ッ野土地区画整理 8 億 6,577 万円 10 億 8,453 万円 25.3%

阿字ヶ浦土地区画整理 4 億 8,328 万円 4 億 37 万円 △ 17.2%

船窪土地区画整理 2 億 2,433 万円 2 億 1,905 万円 △ 2.4%

その他

農業集落排水 5,916 万円 5,243 万円 △ 11.4%

奨学資金 1,610 万円 1,670 万円 3.8%

地方卸売市場 993 万円 1,210 万円 21.8%

墓地公園 6,530 万円 5,987 万円 △ 8.3%

小計 302 億 7,128 万円 306 億 1,858 万円 1.1%

企業 
会計

水道事業会計 99 億 2,419 万円 56 億 2,467 万円 △ 43.3%

下水道事業会計 80 億 5,161 万円 86 億 1,315 万円 7.0%

合計 482 億 4,708 万円 448 億 5,640 万円 △ 7.0%

総計 1,026 億 9,708 万円 1,006 億 3,140 万円 △ 2.0%

歳出予算（目的別）

歳出予算（性質別）

扶助費 26.0%

一般会計　665 億 898 万円

一般会計 651億8,352万円

区画整理事業会計 25億620万円

区画整理事業会計 21億8,786万円

農業集落排水事業会計 2億9,636万円

農業集落排水事業会計 3億2,003万円

下水道事業会計
273億5,975万円

下水道事業会計
274億9,477万円

水道事業会計
 236億5,944万円

水道事業会計 186億1,042万円

墓地公園事業会計 2億1,233万円

墓地公園事業会計 2億4,073万円

（うち臨時財政対策債） 198億3,855万円

（うち臨時財政対策債） 193億7,797万円

人件費 15.4% 補助費等 13.8% 物件費 11.9% 繰出金 11.7% 公債費 11.5%

普通建設事業費 6.8% 維持補修費 1.3% 貸付金 1.0% 積立金 0.4% 予備費 0.2% 災害復旧事業費 0.0%投資及び出資金 0.0%

基金名 令和２年度末
（決算額）

令和３年度末
（決算見込額）

財政調整基金 46 億 7,825 万円 40 億 3,717 万円

市債管理基金 51 億 7,170 万円 57 億 7,293 万円

文化振興基金 8,744 万円 8,924 万円

緑のまちづくり基金 2 億 8,354 万円 2 億 6,851 万円

国際交流基金 1 億 1,801 万円 1 億 1,192 万円

公共用地取得基金 7 億 4,387 万円 7 億 1,232 万円

福祉ふれあい基金 4 億 2,301 万円 4 億 2,942 万円

その他 9 億 4,482 万円 12 億 8,047 万円
※その他　湊鉄道線振興基金、森林環境基金など

民生費
39.7%

福祉 
269 億 4,051 万円

区画整理 
35 億 3,698 万円

水道 
56 億 2,467 万円

下水道 
86 億 1,315 万円

その他
1 億 4,110 万円

市税 
42.8%

国庫支出金 
15.5%

繰入金 
6.9%

依存財源　　自主財源

土木費 
13.4%

公債費
11.5%

総務費
10.9%

教育費
10.1%

衛生費 
6.5%

予備費 0.2%

災害復旧費 0.0%

労働費 0.3%

議会費 0.6%

農林水産業費 0.9%

商工費 1.8%

消防費 4.1%

市ＨＰ▶

令和４年度
ひたちなか市予算 ―「選ばれるまち」として更なる飛躍をするために―

1009337ページ ID

使用料および手数料 
1.6%

分担金および負担金 
1.2%
その他 
3.2%

地方交付税
6.2％

市債 
5.1%

法人事業税交付金 
1.1%

その他 
1.9%

地方消費税
交付金 
6.6% 県支出金 

7.9%
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〒312－0057

石川町11-1
学びのひろば
担当　行

記入不要
※結果をご案内

往信

63円

〒○○○－○○○○

申込者住所
申込者氏名

①氏名（ふりがな）
②年齢
③性別
④郵便番号
⑤住所
⑥電話番号
⑦Ｅメールアドレス
　（お持ちの方のみ）
⑧受講希望講座
　（Ａ～Ｄのどれか）

返信

63円
申込者の郵便番号

こらぼＤＥまなぼ～学びのひろば～　受講生募集

【問合せ】生涯学習課☎272-6301

1009305ページ ID

自然災害を歴史と自然科学から考える
～身近な災害の歴史と土、地盤から防災・減災を考える～

セルフメディケーションと薬剤師の活用
～薬剤師との上手な関わり方～

ひきこもり支援の課題
～ひきこもりの高年齢化にどう備えるか～

発達障害の理解と支援
～彼らと楽しくかかわるために～

講師　茨城大学大学院教授　小林 薫　　時間　午前 10 時～正午 講師　医療創生大学准教授　永田 隆之　　時間　午後２時～４時

講師　明星大学名誉教授　高塚 雄介 他３人　時間　午後２時～４時講師　放送大学客員教授　水口 進　　時間　午後２時～４時

回 開催日 講義概要
１ ６月４日 地盤と自然災害～地盤の種類と災害～
２ ７月９日 地震と自然災害～液状化のメカニズムとその被害～
３ ９月 10 日 短時間大雨と土砂災害～急傾斜地や大規模盛土の崩壊など～
４ 10 月８日 水災害と気候変動適応策～河川堤防の決壊～
５ 11 月５日 ３Ｄマップやハザードマップなどの防災・減災への活用力向上

回 開催日 講義概要
１ ６月 25 日 ひきこもりの理解と支援について
２ ７月 23 日 孤独と孤立～豊かな虚の世界を求めて～
３ ８月 27 日 ひきこもりと家族の不安
４ ９月 10 日 若者の居場所の構想
５ 10 月８日 いわゆる 8050 問題とは何か

回 開催日 講義概要
１ ６月４日 自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）の特徴について
２ ７月２日 注意欠如多動症（ＡＤＨＤ）の特徴について
３ ８月６日 限局性学習症（ＬＤ）の特徴について
４ ９月３日 発達障害児（者）への接し方について
５ 10 月１日 発達障害児（者）をもつ家族が抱える不安や悩みについて

回 開催日 講義概要
１ ６月 11 日 薬の体内運命～薬が体に入ってから出ていくまでの過程～
２ ７月９日 セルフメディケーションと市販薬～市販薬の区分と位置づけ～
３ ７月 30 日 薬剤師という職種について～薬剤師の歴史～
４ ９月 24 日 薬剤師の役割について～医療の中での薬剤師の役割～
５ 11 月 12 日 セルフメディケーションと薬剤師～処方箋以外での薬剤師との関わり方～

★共通
場　所 ふぁみりこらぼ
対　象 市内に居住または通勤・通学している 16 歳以上の方
定　員 各講座 23 人
費　用 １講座（５回分）1,500 円
	 ※初回出席時に現金で納入。納入後の返金はいかなる場合も不可。
申　込 ５月 18 日㊌（消印有効）までに、往復はがきまたは電子申請
	 ○１人１講座で重複無効、受講権利の譲渡不可。
	 ○応募者多数の場合抽選
	 ○結果は５月 30 日㊊までに返信はがきまたは
 　メールで通知

注　記 新型コロナウイルスの感染状況など、やむを得ない理由で日
程、時間等の変更や開催中止になることがあります。また、市
ＨＰ等に講座中の写真を掲載する場合があります。申込はこちら▶

みんな集まれ！子育て講座！
１つでも当てはまったら講座へ来てみませんか？

【問合せ】子育て支援センターふぁみりこ☎212-6850

　子どもの気持ちに共感することや親自身が落ち着いて子どもに関わ
るヒント・子どもへの伝え方の工夫等を学んでいきます。
木曜日コース　5/12、5/26、6/9、6/23、7/7、7/21、9/1
金曜日コース　5/13、5/27、6/10、6/24、7/8、7/22、9/2
２コース共通　合同座談会 10/7 ㊎
対象　市内在住の２歳～小学２年生の保護者　定員　各８人

スマイル・ペアレンティング講座

まめっこペアレント・トレーニング講座
　子どもの行動を３つに分けて、その行動に合ったかかわり方を学び、
練習します。親同士で共感すると、心が少し軽くなりますよ。
金曜日コース　5/20、6/3、6/17、7/1、7/15、7/29、
 9/9（座談会 2/24）
対象　市内在住の３歳～小学４年生の保護者　定員　６人

★共通
時間　午前 10 時～正午　場所　ふぁみりこらぼ
費用　無料　託児　無料、生後６カ月～就学前
申込　４月 25 日㊊までに、市 HP から電子申請。応募者多数の場合

は抽選。結果は４月 26 日㊋にメールで申込者全員に通知。

☑
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

国民年金のお知らせ

　令和４年４月以降、新たに年金制度に加入する方、年金手帳の紛失
等により再発行を希望する方には、基礎年金番号通知書が発行されま
す。なお、すでに年金手帳をお持ちの方には、新たに基礎年金番号通
知書の発行は行われません。

年金手帳は「基礎年金番号通知書」に変わります

■令和４年度国民年金保険料は、月額16,590円（昨年度16,610円）
　クレジットカードでも納付・前納できます（割引額は現金前納と同額）。
納付方法 １カ月分 ６カ月分 １年分 ２年分

現金支払（月々） 16,590円 99,540円 199,080円 397,320円*1

現金支払（前納）
【割引額】

－
－

98,730円
【810円】

195,550円
【3,530円】

382,780円*1
【14,540円】

口座振替（前納）
【割引額】

16,540円
【50円】

98,410円
【1,130円】

194,910円
【4,170円】*2

381,530円
【15,790円】*2

口座振替の申請方法
○申 請 窓 口　金融機関、水戸北年金事務所、国保年金課、

那珂湊支所保険福祉担当
○必要書類等　年金手帳（基礎年金番号通知書）、預金通帳、銀行届出印

■学生納付特例申請はお済みですか？
　20 歳以上の学生で、本人の所得が一定以下の場合は、在学期間の国
民年金保険料を猶予できます。
学生納付特例の申請方法　日本年金機構より郵送された申請書（はがき）
を記入して返送するか、下記窓口で申請してください。
○申 請 窓 口　国保年金課、那珂湊支所保険福祉担当、水戸北年金事務所
○必要書類等　年金手帳（基礎年金番号通知書）、学生証（写しの場合は

表裏両面）または在学証明書、顔写真付きの本人確認書類
※代理人の場合は、代理人の顔写真付きの本人確認書類（別世帯の場合には委任状）

が必要です。
※学生以外の方で、国民年金保険料の納付が困難な方、または出産予定の方は、一定

の条件により受けることができる保険料免除制度があります。

【問合せ】国保年金課☎内線1185、6
　　　　　那珂湊支所保険福祉担当☎内線275
　　　　　水戸北年金事務所☎231-2283

４月から

*1　次年度の国民年金保険料は月額16,520円で計算
*2　口座振替での１年・２年前納の申し込み期限は、毎年２月末まで

A

B

C

D

参加者の声
　ほめる回数を増やすと子どものかんしゃくが減
り、少しの心がけで皆が穏やかに過ごせるんだな
と学びました。日頃から、子どもの良いところを
積極的に見つけていきたいです。

1005120ページ ID

1005134ページ ID

土曜
午前

土曜
午後

土曜
午後

土曜
午後

１　ちゃんとして！ダメ！いい子にして！と言いがちだ･････ □
２　何回言えば分かるの！と思うことがよくある･･･････････ □
３　イライラして子どもを怒ってしまうことがよくある･････ □
４　子どもになんて声を掛けたらいいか分からない･････････ □
５　子育ての悩みを他のママとお話したい･････････････････ □
６　正直、子育てに疲れている･･･････････････････････････ □
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新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって、行事やイベントなどが中止や変更になる可能性があります。市ＨＰや各問合せ先でご確認ください。

案　　内
●傷病手当金の支給の
　適用期間が延長されました
　市報令和３年７月 10 日号でお知
らせした「新型コロナウイルスの影
響に係る傷病手当金の支給の適用期
間」が、令和４年６月 30 日まで延
長となりました。国民健康保険・後
期高齢者医療制度に加入している方
で、傷病手当金の要件に該当すると
思われる方は、必ず事前に電話で問
い合わせください。　問合せ　国保
年金課☎内線 1181、3

●後期高齢者医療保険料の
　納め忘れはありませんか
　保険料は、後期高齢者医療制度の
運営において大切な財源になります
ので、必ず納期限内に納付してくだ
さい。特別な理由がなく保険料を滞
納した場合は、財産差押等の滞納処
分の対象となります。期限内納付が
困難な場合は、ご相談ください。
■口座振替が便利です
　預金通帳・届出印・納入通知書を
持参し、預金口座のある市内の金融
機関へ申し込みください。
問合せ　国保年金課☎内線 1183、4

●就学の費用を援助します
　就学に必要な学用品費等の一部や
給食費を支給しています。新型コロ
ナウイルス感染症等の影響で家計が
急変した場合もご相談ください。
対象　世帯全員の給与収入、事業所
得、年金、児童扶養手当、養育費等
の合計金額が生活保護法による最低
生活費の額の 1.4 倍未満の方　必要
書類等　①就学援助費受給申請書、
認定調書、委任状（各学校で配布）
②令和 3 年分源泉徴収票等（令和４
年１月２日以降に転入した方のみ）、
非課税所得の確認書類　申込　就学

し て い る 学 校 へ
問合せ　 各 学 校
ま た は 保 健 給 食
課☎内線 7325、8

●那珂湊支所展示室・
　会議室をご利用ください
　市民活動団体が行う作品等の展示
や発表の場として、支所の展示室を
利用できます。また、自治会や市民
活動団体の活動に係る会議や打合せ
に会議室も利用できます。利用方法
等詳しくは、問い合わせください。
問合せ　那珂湊支所総務・税務担当
☎内線 255、280

●保育所のお友達と楽しく
遊んでみませんか？
実施保育所 対象年齢 所在地
つだ保育所
☎ 273-5360

６カ月～

津田 1950-1

東石川保育所
☎ 273-7427 東石川 1475

那珂湊
第一保育所
☎ 262-4902

西十三奉行
13214-2

那珂湊
第二保育所
☎ 263-1223

平磯町 304

高野いろは
保育所
☎ 212-8832

６カ月～
２歳 高野 216-1

期間　５～９月（８月は除く）第２・
３火曜日　※東石川は第２火曜日
のみ、雨天時中止　時間　午前 10
時～ 11 時　申込・問合せ　直接ま
たは電話で各保育所

●畑・空地からの土砂流出に注意
　畑・空地等から流出している土砂
等は、道路側溝の詰まりや思いがけ
ない事故を招く原因となるため、所
有地の適切な管理をお願いします。
問合せ　道路管理課☎内線 6111、2

●新たに森林の土地を所有・
伐採する方は届出が必要です

■森林の土地所有者移転の事後届出制度
　森林法に基づく地域森林計画の対
象となる森林の土地の所有者となっ
た日から 90 日以内に、取得した土
地のある市町村に届出が必要です。
問合せ　農政課☎内線 1333
■伐採および伐採後の造林の事前届出制度
　森林法に基づく地域森林計画の対
象となる森林を伐採する場合は、90

日から 30 日前までに市に届出が必
要です。令和４年４月１日から届出
制度が一部変更となりましたので、
申請の際は事前に問い合わせくださ
い。　問合せ　農政課☎内線 1333
■茨城県水源地域保全条例に基づく
森林の土地所有権移転等の事前届出制度

　県が指定する水源地域内の民有林
の土地について、所有権の移転等に
係る契約をする際は、契約予定日の
30 日前までに県に届出の必要があ
ります。　問合せ　県央農林事務所
林業振興課☎ 231-2079

●ほっと一息。ゆっくりやすめば
　この春がもっと楽しくなる。
　新しい働き方・休み方を続けてい
くには、計画的な業務運営や、年次
有給休暇の計画的付与制度・時間単
位での取得制度の導入が効果的です。
問合せ　茨城労働局☎ 277-8295

募 集
●期日前投票立会人登録者募集
　～選挙をもっと身近に～

1008574ページ ID

職務
内容

選挙が公正に行われているか
をチェックするなど、期日前
投票事務の全般に立ち会う

対象 市内在住で、選挙権を有する方

従事日
各選挙の公示（告示）日の翌
日から投票日の前日までの希
望する日

場所 ひたちなか市役所、那珂湊支
所、佐野コミセン

報酬 9,600 円 / 日（所得税の源泉
徴収あり）

申込
・

問合せ

５月９日㊊までにはがき・封
書・市選挙管理委員会ＨＰに
掲載している登録申込書のい
ずれかに住所・氏名・生年月
日・電話番号（携帯可）・希
望する期日前投票所（複数希
望可）を明記し、市選挙管理
委員会（東石川 2-10-1 総務
課内）☎内線 1241、2

●河川愛護モニター募集
活動期間　７月１日から２年間　内
容　日常生活の範囲内で知り得た情
報を河川管理者（国土交通省）へ伝
えること　活動範囲　常陸河川国道
事務所が管轄する那珂川等の住居に
近い約５㎞の範囲　対象　活動範囲
からおおむね５㎞以内に居住する満
20 歳以上の方　定員　５人程度　
※詳しくは、常陸河川国道事務所
HP をご覧ください。　申込　５月
13 日㊎までに、同事務所占用調整
課☎ 029-215-9143

●パソコン講座
■初心者のための
　エクセル基礎コース４日間
日時　５月 10 日㊋～ 13 日㊎　午後
２時～４時 30 分　場所　ひたちな
か商工会議所　定員　先着８人　費
用　会員 4,800 円、一般 7,200 円　
申込　商工会議所本所☎ 273-1371

●手話奉仕員養成講座（入門課程）
日時　５月 19 日～ 10 月 13 日　毎
週㊍（全 20 回）　午後７時～９時　
場所　総合福祉センター　対象　市
内在住で、手話奉仕員として活動で
きる方　定員　10 人　費用　テキ
スト代 3,300 円　申込　４月 11 日
㊊～ 27 日㊌に窓口またはメールで
社会福祉協議会☎ 274-5135、メール：
hnsha-vc@hitachinaka-syakyo.or.jp 

●ボランティア養成 点字講座
日時 ５月 13 日～ 10 月 28 日（全 10
回）　午前９時 30 分～ 11 時 30 分（初
回のみ９時 15 分～）　場所　総合福
祉センター　定員　10 人　費用　
テキスト 770 円、点字器 1,300 円　
申込　４月 27 日㊌までに社協窓口、
☎ 274-5135

●ボランティア担い手養成講座
■バルーンアート講座
日時　６月４日㊏　午前 10 時～正
午　場所　総合福祉センター　定員
先着 10 人　申込　５月 13 日㊎～
27 日㊎に、社協窓口、電話☎ 274-
5135、FAX：275-6060、 メ ー ル：
hnsha-o2@chic.ocn.ne.jp（ 氏 名・
性別・年齢・住所・電話番号を記載）

■燃やせないごみ
○第１･３火曜日地区
　５月３日㊋⇒５月 10日㊋
○第１･３水曜日地区
　５月４日㊌⇒５月 11日㊌
○第１･３木曜日地区
　５月５日㊍⇒５月 12日㊍

■資源回収
○第１･３火曜日地区
　５月３日㊋⇒５月７日㊏
○第１･３木曜日地区
　５月５日㊍⇒５月 14日㊏

軽自動車税
（種別割）

全期
5/31

固定資産税・
都市計画税

１期
5/2

２期
8/1

３期
12/26

４期
2/28

市民税・県民税 １期
6/30

２期
8/31

３期
10/31

４期
1/31

国民健康保険税 １期
8/1

２期
8/31

３期
9/30

４期
10/31

５期
11/30

６期
12/26

７期
1/31

８期
2/28

●納期限までに必ず納付し
ましょう。納期を過ぎる
と延滞金がかかります。

●納税には、便利な口座振
替をご利用ください。手
続きは、金融機関、ゆう
ちょ銀行・郵便局で！

第１期　はじめてのパソコン講座
番号 日程 コース 受講料

１ 5/12 ㊍
19 ㊍

はじめてのパソコン２日間コース
パソコンの基本、簡単な文書作成、
インターネット

パソコンを初め
て使う方向け 3,000 円

２ 5/13 ㊎
20 ㊎

基本からはじめるWord ２日間コース
表計算の基本、グラフの作成

文字入力が
できる方向け

3,000 円

３
6/9 ㊍
16 ㊍
23 ㊍

基本からじっくり Excel ３日間コース
表計算の基本、グラフの作成 4,500 円

４
6/10 ㊎
17 ㊎
24 ㊎

基本からじっくりWord ３日間コース
文書作成の基本、表の作成 4,500 円

時　　間　午前９時 30 分～午後４時 30 分（昼休憩あり）　
場　　所　ワークプラザ勝田　
対　　象　市内に在住・勤務・通学している満 18 歳以上の方
定　　員　各コース先着 10 人　※３人未満の場合は中止

使用環境　Windows10、Office2016　
※持ち込みパソコンでの受講不可

申　　込　４月 21 日㊍午前９時～電話で
情報政策課☎内線 2211 ～ 4

【問合せ】廃棄物対策課
　　　　　☎内線3324～ 6

祝日のごみ収集日変更
憲法記念日・みどりの日・こどもの日

令和 4 年度 市税等納期限
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保　　健
健康推進課

（ヘルス・ケア・センター）
☎ 276-5222

●各種保健相談
　本人や保護者、ご家族等に発熱、
咳などの症状がある場合は、来所を
ご遠慮ください。予約・開催場所の
記載がないものは、ヘルス・ケア・
センターで行います。
■母子保健相談（要予約）

ヘルス ･ ケア ･
センター

那珂湊保健
相談センター

日程 ５/13 ㊎、25 ㊌ ５/26 ㊍
受付
時間 9：30 ～ 10：30 13：30 ～ 14：00

内容　身体計測、保健相談、栄養相
談、歯科相談　対象　生後３カ月～
幼児　持ち物　母子健康手帳、タオ
ル　※電話相談は随時受付中
■助産師によるおっぱい相談（要予約）
日程　５月 13 日㊎、25 日㊌　受付
時間　午前９時 30 分～ 10 時 30 分　
内容　母乳相談　持ち物　母子健康
手帳、タオル
■離乳食教室（要予約）
日程　５月 19 日㊍　受付時間　①
９時 30 分～ 45 分　② 10 時 30 分～
45 分（各回 10 組）　内容　管理栄
養士による離乳食作りの講話・試
食、希望者は栄養相談　対象　４～
６カ月の乳児がいる保護者　持ち物　
母子健康手帳、乳児同伴の場合バス
タオル
■心の健康相談（要予約）
日程　５月９日㊊　受付時間　午後
１時 30 分～３時 30 分　対象　ひき
こもりや気分が落ち込むなど、心に
悩みを持ち、医師の診断を受けてい
ない本人と家族　相談員　精神保健
福祉士
■健康・栄養・歯科相談（要予約）
日程　５月 13 日㊎　受付時間　午
後１時 30 分～２時 30 分　対象　生
活習慣病や栄養、口腔衛生について
相談したい方　
■プレパパ・プレママ教室（要予約）
日程　５月 19 日㊍　受付時間　①

午後１時 20 分～ 30 分　②午後３時
～３時 10 分　内容　出産・育児の
ＤＶＤ上映、お風呂の入れ方実習　
対象　市内在住の妊娠 30 週前後の
妊婦（同伴者１人）　定員　各８組　
費用　無料　持ち物　母子健康手
帳、筆記用具、飲み物、バスタオル、
テキスト（母子健康手帳配布時に
貰った方）　申込　４
月 19 日㊋正午～電子
申請のみ

●子宮頸がん予防接種の勧奨再開
　厚生労働省からの通知により、子
宮頸がん予防接種（ヒトパピローマ
ウイルス感染症）の積極的勧奨が再
開になりました。これに伴い、予診
票を令和４年３月末に新高校 1年生
相当年齢の女子に発送しました。ま
た、５月以降に新中学１～３年生の
女子に送付予定です。詳しくは、予
診票と同封文書をご覧ください。

文化・教養
●ひたちなか・ま講座　
■装飾リボンでブローチを作ろう！
日時　５月 16 日㊊　午前 10 時 15
分～ 11 時 45 分　定員　10 人　費
用　800 円　場所・申込　市民交流
センターひたちなか・ま☎ 276-0101

●うきうきサロン
日時　年７回（第４木曜日）　午前
９時30分～11時30分　場所　ふぁ
みりこらぼ　内容　体操を交えて、
健康・仲間・生きがい作り　定員　
15 人　費用　500 円　申込　４月
20 日㊌までに電話で市ネットワー
カー連絡協議会担当・大和田☎
090-1849-9322

●ひたちなか理科クラブ
■中学生向け理科教室サイエンスこらぼ
日時　５月～翌年２月の毎月第３日
曜日　午後１時 30 分～４時　場所　

ふぁみりこらぼ　内容　実験や工作
など　定員　15 人程度　費用　１
回 500 円　問合せ　小山☎ 285-
6318、メール：takao_koyama@
net1 . jway.ne . jp
■小学生（高学年）向け理科教室
　こどもエコこらぼ
日時　４～ 11 月の毎月第４日曜日　
午後１時～５時　場所　親水性中央
公園　内容　生き物や植物の生息・
生育状態を調査　定員　20 人程度　
費用　年会費 2,000 円　問合せ　前
小屋☎ 080-5707-6148、 メ ール：
chia3121@sb4.so-net.ne.jp

●春季文化財講座
　水戸八景を巡る
日時　６月１日㊌　午前９時～午後
４時　集合場所　埋蔵文化財調査セ
ンター　行先　水戸八景　定員　30
人　※応募多数の場合抽選　費用　
無料　持ち物　昼食　申込・問合せ　
５月６日㊎（消印有効）までに、往
復はがき（１枚で２人まで）に講座
名、参加希望者全員の住所・氏名・
年齢・性別・電話番号を記載し、教
育委員会総務課文化財室☎内線
7308（東石川 2-10-1）　※結果は５
月中旬に通知

●劇団四季ミュージカル
　ロボット・イン・ザ・ガーデン
日時　６月 26 日㊐　午後６時 30 分
開演　場所　文化会館　費用　Ｓ席
9,900 円、Ａ席　8,500 円　※全席
指定、未就学児入場不可　託児　１
人 1,000 円、公演１週間前までに要
予約　申込　４月 16 日㊏午前９時
～電話で文化会館☎ 275-1122

●大正琴クレマチス会 会員募集
日時　第１・３水曜日　午前９時
30 分～ 11 時 30 分　場所　ふぁみ
りこらぼ　定員　若干名　費用　
2,500 円～／月　問合せ　野口☎
090-4595-7658

図 書 館
●３館共通
■５月休館日
　２日㊊～５日㊍、９日㊊、16 日
㊊、23 日㊊、26 日㊍、30 日㊊

■「わくわくバッグ」貸し出し
　子ども向けの本が３冊入ったバッ
グの貸し出しを行います。どんな本
が入っているかはお楽しみに！
日時　４月 29 日㊎㊗～なくなり次
第終了　各館先着 50 袋

●中央図書館　　  ☎273-2247
■メッセージツリー
　すきな本やおすすめの本をメッ
セージカードに書いて、木のポス
ターに貼ろう。メッセージカードは
カウンターで配布します。
日時　４月 23 日㊏～５月 12 日㊍
場所　１階ロビー

●那珂湊図書館　 ☎ 263-5499
■ぼくの・わたしの「この本、おすすめ！」
　お気に入りの本を教えてくださ
い。推薦された本を展示します。応
募用紙は窓口で配布します。
展示期間　４月23日㊏～５月12日㊍　
対象　高校生以下
■「家読（うちどく）」をしてみま
せんか？
　家族で同じ本を読んだ感想などを
家読シートに記入してください。
シートは窓口で配布します。
展示期間　４月23日㊏～５月12日㊍
■おはなしのドア　（要予約 )
日時　４月 23 日㊏　午前 11 時～
11 時 30 分　場所　視聴覚室　内容　
絵本・紙芝居などの読み聞かせ　対
象　幼児・小学生とその保護者　定
員　先着 15 人　申込　４月 10 日㊐
午前９時～直接または電話

●佐野図書館　  　☎270-3811
■「おはなしのかいスペシャル」（要予約）
日時　４月 29 日㊎㊗　午後２時～　
場所　視聴覚室　内容　幼児向けの
おはなしかい　対象　幼児、小学生
とその保護者　定員　先着 10 組　
申込　４月 19 日㊋午前９時～直接
または電話
■こどもえいがかい（要予約）　
日時　５月７日㊏　①午前 11 時～　
②午後２時 30 分～　場所　視聴覚
室　内容　アニメ「ハローキティの
おやゆびひめ」（40 分）　定員　各
回先着 10 人　申込　４月 22 日㊎午
前９時～直接または電話

申込はこちら▶

職種／募集人員 管理人／ 10 人 監視員／ 50 人

業務内容 水質管理（ろ過装置運転含む）、 
監視員の管理等業務

プール利用者の受付、
監視等業務

対 象 20 歳以上（学生不可） 15 歳以上（高校生以上）

雇用期間 ６月 30 日～９月１日 ７月１日～８月 31 日

勤務時間 午前８時 30 分～午後５時 15 分（１日８時間勤務）

賃金 時給 1,050 円 時給 910 円

勤務地 市営プール４施設（石川町、馬渡、枝川、佐野）のいずれか

申込 ５月５日㊍までに、履歴書を総合体育館、松戸体育館、那珂湊
体育館のいずれかに持参　※㊊休館

面接日時 ５月７日㊏　午前 10 時～ ５月 14 日㊏　午前 10 時～

注記 採用内定者は６月 12 日㊐の水難救助訓練への参加が正式採用
の条件です。

問合せ 総合体育館☎ 273-9370

市営プール臨時職員募集
　栄養豊富で美味しい魚介類をもっと食べてもらうため、ひたちなか市
で水揚げされている旬な魚を紹介します。

【問合せ】水産課☎内線221、268

「タチウオ（太刀魚）ちゃん」

市魚食普及推進大使「さかなクン」が

旬な魚を

ギョギョッ！と紹介
～ひたちなか市で水揚げされるお魚～　vol.12

　タチウオちゃんは、那珂湊漁港と磯崎
漁港ではなんと！一年中とれるそうで
ギョざいます！その量２つの漁港あわせ
て年間約 10 トン。ひたちなか市では主
に釣り漁業で漁獲されて、近年水揚げ量
が増えているお魚ちゃんなのです！

　タチウオちゃんはウロコがなく、体全体がグア
ニン箔という銀色でおおわれているため、全身が
銀色にキラキラ輝いています。昔は、タチウオちゃ
んのグアニン箔を使用して、模擬真珠が造られて
いたことで有名です。

塩焼き、刺身（皮を
炙って食べると美味
しい）

一年中、脂が

乗っていておいしい！

特徴 おすすめの
タチウオ料理
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ホームページ連携でらくらく検索
　各記事に記載されている「ページ ID」を、市HPの
「ページ ID検索」に入力して検索すると、簡単に目的
のページを探すことができます。

　市からのお知らせやイベント情報など、皆さん
の生活に「役立つ情報」をお届けします。

1000038ページ ID

▲友だち登録はこちら

ひたちなか市 LINE アカウント

新型コロナワクチンの追加接種
（３回目接種）について

12～ 17歳の方の追加接種
（３回目接種）が始まります

1006173ページ ID

1009296ページ ID

1009251ページ ID

予約方法
○コールセンター☎0120-950621
（平日のみ 午前９時 30分～午後５時）
※市役所、ヘルス・ケア・センターでは予約できません。
○インターネット予約（二次元コードより）
※医療機関での個別接種を希望する方は、接種券同封の一覧を確認し、各医療機関
に直接申し込みください。

２回目接種完了時期 接種券発送日
令和３年 10 月９日

～ 18 日
４月 18 日㊊
発送予定

２回目接種完了時期 接種券発送日
令和３年 10 月 19 日

～ 25 日
４月 25 ㊊
発送予定

■接種券発送状況

　接種券が届いた方からワクチン接種の予約ができます。
※接種券の発送からお手元に届くまでに、１週間程度かかる場合があります。

　国は、新型コロナワクチンの追加接種の対象に、12 ～ 17 歳の方を追
加することを決定しました。２回目接種から６カ月経過する対象の方
へ、順次接種券を発送します。� ※使用ワクチンはファイザー社製。

２回目接種完了時期 接種券発送日
～令和３年 10 月 18 日 ４月 18 日㊊　発送予定■４月 25 日㊊午前９時 30 分　予約受付開始分

接種日 接種受付時間 接種会場

5/11 ㊌、18 ㊌ 13：00 ～ 15：30
17：00 ～ 19：30 ホテルクリスタルパレス

5/15 ㊐、22 ㊐ 13：00 ～ 15：30

集団接種（追加接種）実施スケジュール

1008149ページ ID

　現在予約が取りやすく、早期の接種が可能です。
※使用ワクチンは武田／モデルナ社製。

12 ～ 17 歳の方を対象とした集団接種を実施します
　市では、接種機会を確保するため、集団接種を実施します。日程や
予約開始日は、接種券同封のチラシまたは市HPをご確認ください。

【問合せ】健康推進課（ヘルス・ケア・センター）☎276-5222

田彦西公園が完成しました 那珂湊漁業協同組合女性部が
農林水産大臣賞を受賞　田彦西自治会と市が

協働で整備を進めた田
彦西公園が、４月から
一部利用可能となりま
した。なお、芝生部分
は養生のため６月頃に
利用開放となる見込み
です。

■施設概要
所 在 地　田彦 426 番３
公園面積　2,801 ㎡
公園施設　芝生広場、土系舗装広場

【問合せ】公園緑地課☎内線1381、2 【問合せ】水産課☎内線221、268

　全国の青年・女性漁業者グループが日頃の研究・活動の成果を発表す
る「第 27 回全国青年・女性漁業者交流大会」が３月２日に開催され、
那珂湊漁業協同組合女性部が最高賞の農林水産大臣賞（流通・消費拡大
部門）を受賞しました。
　イベントでの出店や学校給食への食材提供、小学校での料理教室な
ど、魚食普及活動に取り組み、加工直売所「魚食楽（さくら）」の営業
をとおして、那珂湊漁港で水揚げされた地魚を気軽に味わえる場を提供
していることな
どが評価されま
した。活動内容
は市ＨＰで紹介
しています。

湊線＆無料シャトルバスで
ネモフィラを
見に行こう！

自治会員向け
割引回数券を
販売しています

　渋滞知らずの湊線＆無料シャトルバスでぜひお出かけください。 対 象 者 　市内の自治会に加入している方
販売期間　令和５年２月 28 日㊋まで
販 売 額　10 枚分の運賃で販売している 11 枚綴りの回数券を、
　　　　　さらに１枚お得な９枚分の運賃で販売します。

購入方法　勝田駅湊線改札または那珂湊駅で、申込書に必要事項を記入
して購入してください。各駅券売機で通常の回数券を購入（必
ず領収書を発行）し、１週間以内に勝田駅か那珂湊駅で差額
の払い戻しを受けてください。

そ の 他　回数券の有効期間は、購入日から６カ月間です。

運 行 日　４月９日㊏～５月８日㊐の毎日
運行区間　湊線阿字ヶ浦駅～国営ひたち海浜公園（海浜口）間
運行時間　湊線の阿字ヶ浦駅発着にあわせた午前９時～午後５時の間
※４月 23 日㊏、24 日㊐と４月 29 日㊎㊗～５月５日㊍㊗は、早朝開園にあわせ午前
７時 30 分から運行。

「海浜公園入園券付湊線１日フリー切符」
【通常期】大人 700�円、シルバー（65 歳以上）600 円
【海浜公園季節料金実施日】
　大人 1,000 円、シルバー（65 歳以上）900 円

「湊線１日フリー切符」大人 600�円、小人 300 円

【問合せ】那珂湊駅☎262-2361

【例】勝田～那珂湊駅間（大人：350 円）購入の場合

通常の回数券（11枚綴り） 自治会向け割引回数券（11枚綴り）

10枚分の運賃 3,500 円 ９枚分の運賃 3,150 円

〇フリー切符は、通常料金より大人 400 円、小人 200 円お得です。
〇バスの時刻表など、詳しくはひたちなか海浜鉄道ＨＰをご覧ください。
〇湊線無料シャトルバスでは、新型コロナウイルス感染症対策として、運転手のマ
スク着用や車内消毒、換気を徹底し、密にならない乗車人数で運行します。

田彦西公園

茨城日化
サービス

田彦
コミセン吉田神社

ドラッグストア コンビニ
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３月 31 日、那珂
湊漁協女性部の皆
さんが、市長に喜
びの報告▶
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