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月号

金
元栗橋

３/4

月

元栗橋
2/19

火

川

妻

3/5

火

川 妻

2/20

水

小手指

3/6

水

小手指

2/21

木

堀之内 午前の部
新幸谷 ９時～正午

3/7

木

堀之内 午前の部
新幸谷 ９時～正午

木

土与部
原宿台
所得税の申告

2/28
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所得について申告をいただきま

3/15

水

す︒所得がない方︑雑損控除︑
扶養控除︑生命保険料控除等の
諸控除を受ける方も申告が必要

土与部
原宿台

2/27

となります︒なお︑次のいずれ
かに該当する場合は︑申告の必
要はありません︒

木

火

○平成 年中の所得が給与また
は公的年金のみである方

月

町県民税の申告

3/14

2/26

大福田 ※正午から
山 王 午後１時ま
江 川 での時間は
幸 主 受付をご遠
慮ください
冬 木
両新田

○確定申告書を提出した方
○年末調整または確定申告で税
法上の扶養控除の対象とされ
た方
※申告義務者が申告をせず︑後
に所得等が判明すると︑さか

2/18

◆指定日に申告できなかった方は、必ず期限内に申告を済ませてください。

◆税務署から、
申告日時の指定を受けている方は、役場では受付ができません。

（特に譲渡所得のある方はご注意ください。）

◆上記日程表の曜日欄に
（税理士）
とある日は、税理士１名が来庁し、申告受付を行う

申告書の作成は便利な国税庁ホームページの﹁確定申告書等
作成コーナー﹂をご利用ください︒
画面の案内に従って金額等を入力すれば︑税額などが自動計
算され︑所得税︑消費税の申告書や青色申告決算書などを作成
できます︒また︑作成したデータは︑﹁ｅ︲Ｔａｘ︵電子申
告︶﹂を利用して提出できます︒詳しくはホームページ
︶をご覧ください︒
︵ http://www.nta.go.jp

（税理士）

のぼって課税され︑加算税が
かかることがありますのでご
注意ください︒
農業所得のある方を対象に
事前相談会を１月 日 〜
２月２日 に開催します︒

所得税の還付申告が
できる場合
○給与所得や退職所得のある方
で︑雑損控除︑医療費控除︑

水
月

受付対象
曜日 行 政 区 受付時間

○お問い合わせ
町民税務課 税務Ｇ
☎ １９６６︵直通︶
古河税務署
☎ ４１６１︵代︶

3/13

金

所得税の申告
次に該当する方は所得の申告
が必要となります︒
○平成 年中の給与の収入金額
が２千万円を超える方
○給与を１か所から受け︑退職

万円を

所得以外の所得金額︵収入金
額から必要経費を控除した後
の金額︶の合計額が
超える方
○給与を２か所以上から受けて
いる方
○事業所得や不動産所得などが
ある方で︑平成 年中の各種
所得の合計額が所得控除の合
計額を超える方

寄付金控除︑住宅借入金等特
別控除などを受けることがで
きる方
○年の途中で退職したこと等に
より︑年末調整を受けなかっ
た方

なかった人

火
2/25

第２会議室（２階）
会場：役場

指定日にでき

3/12

大福田 ※正午から
山 王 午後１時ま
江 川 での時間は
幸 主 受付をご遠
慮ください
冬 木
両新田

かった人

月

指定日にできな

3/11

3/1

（税理士）
（税理士）

24

小福田 午後の部
山王山 １時～４時
金
3/8
小福田 午後の部
山王山 １時～４時
金
2/22

3 月 15 日 ( 金 ) までです

年１月１日現在︑当町
年中の

町県民税の申告
平成

に住所がある方の平成

平成２４年分の申告受付日程表
（32） （84）

月日
受付対象
曜日 行 政 区 受付時間
月日

木

受付期間は 2 月 18 日 ( 月 ) から
20

24

31

申告は正しくお早めに！
24

土

所得税・町県民税の
申告受付が始まります
24

25

予定です。

公的年金等の収入金額が４００万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が２０万円
以下である方は、所得税の確定申告は必要ありません。ただし、還付を受けるためには申告が必要です。
また、以下に該当する方は、住民税の申告が必要となりますのでご注意ください。

除（雑損、生命保険料、医療費など。）の適用を受けるとき。

平成２５年度住民税から変更となるもの（生命保険料控除の改組）

平成２４年１月１日以降に締結した生命保険契約等については、新たに介護医療保険料控除（介護保障、医

療保障を内容とする主契約または特約に係る支払保険料等についての控除）が設けられ、３種類に分けられま

す。適用限度額（上限）はそれぞれ２８，０００円で合計適用限度額は７０，０００円になります。

なお、平成２３年１２月３１日以前に締結された保険契約等に係る控除額については、一般の生命保険料控除

及び個人年金保険料控除の２種類で、それぞれ適用限度額が３５，０００円ずつとなり、合計適用限度額は７

０，０００円となります。

白色申告者における記帳・帳簿等の保存制度が変わります。

平成２６年１月から事業所得（営業・農業所得等）、不動産所得または山林所得がある方は記帳と帳簿書類

生命保険料支払証明書

年金所得者の確定申告不要制度が始まっています。

申告時に必要なもの

住宅用家屋証明書︵写し可︶

⑪税務署から用紙が送付されて

人名義の預金通帳の届出印

の保存が必要となります。該当する方は帳簿等の適正管理をお願いします。

①平成 年中の所得を明らかに
できるもの
◆給与所得者は︑給与所得に係
る源泉徴収票︵原本︶
◆公的年金等所得者は︑公的年
金等に係る源泉徴収票
◆事業︵農業等︶所得者は︑収
支内訳書

⑦地震︵旧長期損害︶保険料控
除を受ける方は︑地震︵旧長
期損害︶保険料支払証明書
⑧寄付金控除を受ける方は︑支
払証明書
⑨勤労学生控除を受ける方は︑
学生証の写し
⑩住宅借入金等特別控除を初め
て受ける方︵１年目︶
◆住民票︵平成 年１月以降の
もの︶
◆金融機関発行の借入金の年末
残高証明書
◆売買契約書︑請負契約書︑建
築確認通知書の写し
◆家屋の登記事項証明書
◆借入金に含まれる敷地等の購
入にかかる借入金の控除を受
ける場合は︑その敷地の登記
事項証明書︑売買契約書
する場合は︑長期優良住宅建
築等計画の認定通知書の写し︑

②雑損控除を受ける方は︑ 災
｢
害等に関連するやむをえない
支出 の｣領収書等
③医療費控除を受ける方は︑医
師等の領収書︵領収書はあら
かじめ医療を受けた人ごとに
支払った合計金額を算出して
ください︒︶
また︑介護保険法に規定す
る指定介護老人福祉施設の施
設サービス及び居宅サービス
のうち︑一定の金額に相当す
る部分が対象となるので︑そ
の領収書

または認定長期優良住宅建築
証明書

認定長期優良住宅等に該当

④社会保険料控除を受ける方は︑
支払証明書︵国民年金保険料
は支払証明書を添付︒また︑

いる方は︑申告書等
⑫振替納税を利用される方は本
⑬還付を受ける方は申告者名義
の預金通帳
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25

確定申告を役場以外でする方
は︑国民健康保険税︑介護保
険料︑後期高齢者医療保険料
の証明書を各担当課で発行し
ます︒︶
⑤小規模企業共済掛金控除を受
ける方は︑支払証明書
⑥生命保険料控除を受ける方は︑

公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき。
②

「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている社会保険料、配偶者、扶養、障害者の各控除以外の各種控
①

せ
ら
知
お

24

第

回五霞町青少年の主張大会

みなさんは︑どうしていじめ
が起こると思いますか︒
私達のクラスでは︑﹁どうし
て い じ め は 起 き る の か ︒﹂ 話 し
合いました︒
私は︑話し合いをする前は︑
いじめは強い人が自分より弱い
と思う人をいじめたりするもの
だと思っていました︒
話し合いをする前に︑自分の
考えをプリントにまとめて話し
合いに参加することになりまし
た︒家で考えていると︑難しく
てなかなか書けませんでした︒
ばあちゃんに﹁いじめってどう
し て 起 こ る と 思 う ︒﹂ と 聞 く と
﹁相手をからかっているんじゃ
な い か な ︒﹂ と い う 返 事 が 返 っ
てきて︑なるほどいじめる方は︑

第 回五霞町青少年の主張大 ○ 青少年育成五霞町民会議会長賞
会が 月 日︑中央公民館講堂
五霞西小５年 篠﨑 那月
において盛大に開催されました︒ ○ 五霞町青少年相談員協議会長賞
当日は︑町長を始め町議会議
五霞西小６年 須釜 涼
員︑教育委員︑各小中学校ＰＴ ○優秀賞
Ａ会長︑社会教育委員︑民生委
五霞東小５年 隈元 由太
員︑青少年育成町民会議委員な
五霞中 １年 野村 翔琉
ど多数の来賓や一般聴聞者が出
五霞中 １年 齋藤 哲也
席する中︑各小中学校から選抜
五霞中 ２年 宮内 くるみ
された 名の児童生徒が︑日頃
五霞中 ３年 木村 芽来
の考えや思い︑また将来の夢な □■□■□■□■□■□■□■
どを力強く発表しました︒
い
じ
めについて
受賞者は次のとおりです︒
五霞東小 ６年
中村明希子
17

《受賞者名》
（敬称略）
○五霞町青少年問題協議会長賞
五霞東小６年 中村 明希子
○五霞町議会議長賞
五霞中 ２年 徳田 美佳
○五霞町教育委員会教育長賞
五霞中 ３年 須釜 千鶴

軽い気持ちなんだろうなと思い
ました︒
私が特に難しかったのは︑い
じめている人の考え・思いを書
くところでした︒私には︑どう
して人が嫌がることをするのか
理解できません︒
いよいよ話し合い当日になり
ました︒私がなやんだ問題を︑
友達はどう考えているのかを知
るよい機会です︒
﹁どうしていじめが起きるの
か ︒﹂ と い う 問 題 に は ︑ ﹁ さ さ
い な こ と か ら 始 ま る と 思 う ︒﹂
﹁周りの環境が関係していると
思 う ︒﹂ ﹁ け ん か が 原 因 で 起 こ
る と 思 う ︒﹂ ﹁ 元 々 仲 が 悪 い か
ら ︒﹂ と い っ た 意 見 が 出 ま し た ︒
私は︑友達の考えを聞いて︑
﹁ 色 々 な 原 因 が あ る ん だ な ︒﹂
と思いました︒
そして︑﹁いじめとけんかの
ち が い は 何 だ ろ う ︒﹂ と 話 し 合
いは展開しました︒友達の中か
ら︑﹁言い合っているうちがけ
んかで︑暴力に変わるといじ
め ︒﹂ ﹁ 仲 直 り で き る の が け ん
かで︑仲直りできないのがいじ
め ︒﹂ ﹁ 対 等 な の が け ん か で ︑
対 等 で な い の が い じ め だ ︒﹂ と
いった意見が出ました︒私は︑
﹁いじめが︑けんかが原因で起
こったとするといじめも始めは
対等だけどやられた方が︑がま
んするから対等じゃなくなるの
かな﹂と思いました︒私はそれ
ならはっきり嫌だと言って︑け

んかのまま終われたらいいのに
なと思いました︒
でも︑いじめられた経験のあ
る友達はいじめられる方が１人
で︑いじめる方が５︑６人だと︑
最初は言い返すことができても︑
途中から言い返せ なくなり︑困
っているうちにどんどんひどく
なっていくんだと話してくれま
した︒
言い返せない気が弱い人がい
じめに合うという意見を出した
友達もいました︒
それを聞いて︑私は︑〝嫌だ〟
と一言言うことも大変な友達が
いることを知りました︒
他にも︑いじめをされたこと
はなくても︑見たことがあって︑
止められなかったことを今もく
やんでいる友達もいました︒
話し合いをして︑自分が軽い
気持ちでからかっていた事も今
思えばいじめだったのかなと気
づいた友達もいました︒
みんなで話し合う中で︑一人
一人が自分の立場で考えを深め
ていることがわかりました︒
そして︑話し合いの中で︑
﹁いじめは︑絶対にやってはい
けません︒いじめは︑いじめら
れている人だけでなく︑いじめ
た人の人生もめちゃくちゃにし
て し ま い ま す ︒﹂ 先 生 が こ う お
っしゃいました︒
私は︑何のことだろうと不思
議に思いました︒確かにいじめ
られている人は︑辛い思いをし︑

自殺にまで発展してしまうこと
があります︒でも︑いじめをし
ている人は︑軽い気持ちで楽し
んでいるのだから関係ないじゃ
ないかと思っていました︒でも︑
いじめた相手が傷をおったり︑
死んでしまったら︑いじめた方
は︑一生そのことを背負ってい
かなくてはならないのです︒い
じめている人の一生もその後︑
めちゃくちゃになっていること
に気がつきました︒
私は︑これまでいじめについ
てあまり考えていなかったけど︑
この話し合いをしていじめにつ
いて考えを深めることができま
した︒いじめはささいなことか
ら始まるからささいなことにも
気をつけなければいけません︒
そして︑私が考えたいじめに
対しての結論は︑次の３つです︒
１つ目は︑からかいでも相手が
嫌だと思ったらやめる︒２つ目
は︑いじめを受けている人は︑
どんなささいなことでも誰かに
相談する︒３つ目は︑いじめて
いる人に﹁それは︑いじめだ︒﹂
と教えてあげることが大切だと
いうことです︒
そして︑クラスで確認した︑
いじめを絶対しない︑絶対死な
ないということをしっかり心に
刻んでこれからを生きていきた
いです︒
そして︑私の周りから少しず
つでもいじめをなくしていきた
いです︒
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支払いはせず︑自らサイト業

ネットショッピングで注文し

者に連絡は取らないようにしま
しょう︒
動画再生アプリをインストー
ルする際に︑アプリに仕組まれ
た機能によって︑スマートフォ
ン内の情報がサイト業者に知ら
れてしまった可能性があります︒
スマートフォンではアプリをイ
ンストールする際に︑そのアプ
リがスマートフォン内の情報を
利用するかどうか表示されるの
で︑アクセス許可に不審な点が
ないか毎回確認をしましょう︒
【事例２】
たバッグがイメージと違った︒
返品の連絡をしたが断られてし
まった︒クーリング・オフはで

る︑申込み画面を保存しておく
などの対応が必要です︒
○若者層からの相談で多いのが
インターネット関連です︒オン
ラインゲーム︑ネットオークシ
ョン︑サクラサイト︑サイドビ
ジネス商法などのトラブルもあ
ります︒心配なときは︑消費生
活相談窓口や消費者ホットライ
ン︵０５７０︱０６４︱３７０︶
へご相談ください︒

１月から３月までの３カ月間は「若者向け
悪質商法被害防止共同キャンペーン」です
悪質商法による若者の被害が
後を絶たないことから︑１月か
ら３月までを共同キャンペーン
期間と定め︑関東甲信越地区の
都県︑政令指定都市等の国民生
活センター及び県内の関係機関
が共同して啓発活動を実施して
います︒
消費者契約トラブルは︑ます
ます複雑化︑多様化しています︒
特に若者は︑社会経験が少な
いため︑契約の正しい知識を持
たずに契約してしまう場合が多
く︑悪質業者はこのような状況
を悪用し︑契約の未成年者取消
しができなくなる成人して間も
ない若者を狙った悪質商法の被
害が増えていますのでご注意く
ださい︒
【事例１】
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きないのか︒
○事例２アドバイス

提出先・
お問い合
わせ

クーリング・オフはできませ

提出上の
注 意

ん︒
ネットショッピングなどの通

提出方法

信販売は︑返品の可否や条件に
関する記載があります︒﹁返品
不可﹂とあれば︑返品はできま

象

対

せん︒注文する際には︑返品の
条件や契約内容をよく見て申し
込む︑商品代金の前払いを避け

閲覧場所

男女共同参画推進プラン
地域防災計画の見直し
2 月 1 日（金）～15 日（金）
2 月 14 日（木）～28 日（木）
◆総務課 窓口 ◆ふれあいセンター ◆中央公民館
◆町のホームページ（http://www.town.goka.lg.jp/）
◆町内に在住、在勤の方
◆町内に事務所または事業所を有する個人、法人、団体など
◆その他、案件に利害関係を有する方
◆町ホームページ及び閲覧場所にあるご意見提出用紙に必要事項をご記入のうえ、郵送、持参、FAX
または電子メールにより提出をお願いします。
◆電話でのご意見等の受付は行っておりません。
◆ご意見等は日本語に限ります。
◆いただいたご意見等に対する個別の回答はしませんので、ご了承ください。
〒306-0392
〒306-0392
茨城県猿島郡五霞町大字小福田 1162-1
茨城県猿島郡五霞町大字小福田 1162-1
五霞町役場 総務課 人権推進室
五霞町役場 総務課 行政・防災Ｇ
 （８４）１１１１
 （８４）１４７８
 （８４）１１１１
 （８４）１４７８
Mail：soumu@town.goka.lg.jp
Mail：soumu@town.goka.lg.jp

称
間

名
期

スマートフォンで︑無料アダ
ルト動画サイトから動画再生ア
プリをインストールしたら登録
になってしまった︒９９︐８０
０円の請求画面と携帯電話番号
が一緒に表示された︒その後は
請求メールが何度も届くように
なったが︑個人情報が取られて
しまったのだろうか︒
○事例１アドバイス

町では、男女共同参画推進プランの策定及び地域防災計画の見直しを進めており、今回、それぞれの素案がまとま
りましたので住民のみなさんに公表し、計画の内容に関し意見等を募集します。
なお、ご意見等はプランの策定及び計画の見直しの参考とさせていただきます。

パブリックコメントの実施について

·•◦ま ち の わ だ い ◦•·
まず︑染谷町長から今後
のまちづくりに向けた新年
の抱負が述べられました︒
続いて︑町議会を代表して
青木武明議長から年頭のあ
いさつがありました︒

信して︑バスの利用促進につなげていこ

この運営協議会は運行をサポートし︑
公共交通に関する情報を様々な機会に発

バス事業者と連携しながら地域交通の試
行運行に取り組む案が出されました︒

１月 日︑平成 年成人式が中
央公民館講堂で行われ︑新しく大
人の仲間入りをした 名が出席し
ました︒︵該当者は１００名︶
式典では︑新成人を代表して武
内謙さんが﹁社会の一員として節
25

度ある︑周囲の人のことを思いや
った上での行動をしていきたいと
思います︒﹂と決意の言葉が述べ
られました︒
また︑染谷町長からは﹁ふるさ
と五霞に誇りと愛着を持ち︑積極
的にまちづくりに参加され︑新し
い時代の五霞町をみなさんの手で
築いて頂きたいと思います︒﹂と祝
辞がありました︒

平成 年度交通安全功労者
・交通安全優良運転者表彰

欽嗣

覺次

竹内

齊藤

和美

赤荻

内田

昌靖

善匡

幸久

鈴木

須釜

鈴木

山中

平野

直和

栗原

年︶

邦博

︵敬称略︑順不同︶

名の方が表彰されました︒

橋本

石塚

齊藤

中里

大谷

松本

大江

芳子

真弓

小野寺美智子

◆無事故無違反優良運転者

○境地区表彰

廣子

◆永年無事故優良運転者︵

渡辺

◆永年無事故優良運転者︵

下田

◆優良運転者優マーク

○茨城県連名表彰

転者

掛けている無事故無違反の優良運

開催され︑日頃から安全運転を心

運転者伝達表彰及び地区表彰﹂が

いて︑﹁平成

度交通功労者・優良

月２日︑境町中央公民館にお

24

知久

君子

年︶

元子

直子

明美

茂芳

和男

正一

智聡

昭
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第４回公共交通ワークショップを
開催しました
月 日︑多目的集会センターにおい
て︑五霞町の公共交通を考える︑４回目
のワークショップを開催しました︒
会議では︑これまで開催したワークシ
ョップの確認と五霞ふれあい祭りで実施
したアンケートの結果
報告がありました︒
そして︑町にふさわ
しい地域交通運行計画
︵案︶
について︑意見交

青木正彦副議長の乾杯の
発声後︑出席された方々は︑

うとするものです︒

13

式後もお祝いに駆けつけた恩師
や︑再会した友人たちとの思い出

24

12

21

新年の門出を祝し
賀詞交歓会
１月９日︑
ふれあいセ
ンターにお
いて︑新年
恒例の賀詞
交歓会が開
催され︑町
内外から各
界の代表者
名が新年
の門出を祝
いました︒

和やかに歓談されていまし

監査委員に岩﨑明良さんが就任

していくうえで︑公共交通会議とワーク
ショップメンバーを母体とする運営協議
会を組織し︑地域が主体となって︑町と

た︒

換を行いました︒
計画︵案︶
では︑今後
新たな公共交通を運行

26

任期満了により五霞町監査委員が改選され︑

成人式が行われました
話に花が咲いていました︒

40

30

12

月 日付けで山本正美さん︵元栗橋︶にかわ
り︑岩﨑明良さん︵小福田︶が就任されました︒
山本さんには︑２期８年にわたり︑ご尽力い
ただきました︒誠にありがとうございました︒
18

84

93

12

岩﨑明良さん

·•◦ま ち の わ だ い ◦•·

茨城県農産加工品コンクー
ルに竹内京子さんが入賞し
ました
月 日に開催された茨城県農
産加工品コンクールにおいて︑道
の駅ごかで販売している発芽玄米
入り草もち﹁万華京︵まんげきょ
う︶﹂を出品した土与部在住の竹
内京子さんが︑見事優秀賞を受賞
しました︒
﹁万華京﹂は︑商品ラベルを原宿
台在住の書道家の石垣翠園さんが
手がけ︑五霞町産の素材を生かし︑
もちのしっかりした食感と発芽玄
米の使い方が高く評価され︑今回
の受賞となりました︒
竹内さんは︑平成 年に﹁元気
満饅﹂が優秀賞を︑平成 ︑ 年
には﹁寿おこわ﹂が優良賞を受賞
されており︑加工品作りに熱心に
19

20

取り組んでいます︒
今後のますますのご活躍を期待
いたします︒

■第 回（秋）
町民ソフトボール大会
○期日
月 日
日
月 日
○場所 中学校グラウンド
原宿台運動公園
○参加
チーム
○結果
優 勝
元栗橋本田チーム
準優勝
江川ソフトボールチーム
第３位
原宿台Ａチーム
土与部ソフトボールチーム
今年度最後のソフトボール大会も無事終了しました︒
大会開催に当たり関係者の皆様には︑御協力を頂き︑誠
にありがとうございました︒

○期日
○場所
○参加

月９日
五霞中学校体育館
１５０名

■第６回五霞町近隣
家庭婦人バレーボール大会

65

○結果
優 勝 ウィンディ︵幸手市︶
準優勝 岩井クラブ︵坂東市︶
第３位 オリーブ ︵五霞町︶
ひまわり ︵野木町︶
茨城県︑埼玉県︑千葉県︑栃木
県の４県から チームが参加し︑
盛大に大会が開催されました︒

■第

○期日
○場所

回Ｂ＆Ｇ卓球大会
月１日

Ｂ＆Ｇ海洋センター

12

23

○参加
名
○結果（敬称略）
◆男子の部 優 勝 水戸 貞已︵五霞町︶
準優勝 池上 浩則︵幸手市︶
第３位 佐藤 亮介︵五霞町︶
◆女子の部 優 勝 小沢 春枝︵五霞町︶
準優勝 佐藤 〆子︵久喜市︶
第３位 福島かなえ︵五霞町︶
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18 28 21

11

18

10

11

13

12

23

竹内京子さん

12

ま ち・体 育 協 会 関 係 大 会 結 果

40

月

日︑南児童館において︑

﹁お楽しみ会﹂を行いました︒
最初に︑牛乳パックで作っ
たポックリ︑スリッパ︑１本
げたを履いて競争する﹁ポッ
クリゲーム﹂︒２番目に平ら
なボードにいがいがボールを
乗せて運ぶ﹁いがいがボール
運び﹂︒３番目に︑くじを引
き︑くじの番号の紙を探し︑

の主人公が父の死によって初め

臨場感あふれる先生のお話に

て自分の両親の離婚の原因が部

講演終了後には︑中学３年生

解が深まりました︒

かりやすく︑人権についての理

話し合うこと﹂という言葉が分

﹁心の垣根を越えて人間同士で

いる人を否定する問題﹂また︑

その中でも﹁同和問題は生きて

みなさん聞き入っていましたが︑

日︑境町中央公民館

落差別にあったことを知り︑部

月

において︑境・五霞人権教育

その紙に書かれたじゃんけん
でゲームをする﹁くじ引きじ

越えていこうと決心する姿を描

落差別と正面から向き合い乗り

当日は︑両町教育委員を始

いた人権啓発映画﹁バースディ

研修会が開催されました︒

どのゲームも力を合わせたり︑お友達を助けたりと︑大接戦でした︒

め各小学校のＰＴＡ︑家庭教

レストラン﹂を見て︑人権問題

ゃんけんゲーム﹂をしました︒
楽しいゲームの後は︑ビンゴでプレゼント交換をして︑最後に児

育学級生︑各種団体のみなさ

について研修しました︒

講師にシナリオ作家の丘乃

日︑西児童館におい
て︑﹁お手玉点数ゲーム﹂を

月

童館特製のシチューを食べ︑楽しいひと時をすごしました︒

お手玉点数ゲーム

れい先生をお招きし︑﹁互い

ムが終わってからも︑お手玉

剣に見入っていました︒ゲー

玉が的に入らず︑みんなで真

す︒なかなか思うようにお手

点数が高い的の中央を狙いま

れるお手玉に神経を集中させ︑

点数を競います︒５回投げら

あり︑その的にお手玉を投げ

ら１００点までの円が描いて

してのお話しをしていただき

の出来事や屠場での体験を通

校で行われていた識字教室で

へ取材に行ったときの︑小学

ればならないとして同和地区

場での風やにおいを感じなけ

品を手掛けるに当たって︑現

同和問題をテーマに据えた作

してご講演を頂きました︒

を尊重しあえる時代へ﹂と題

ました︒

を投げている子どもたちもい

行いました︒模造紙に

点か

た︒

んなど２６５名が参加しまし

お楽しみ会

12
て楽しくできました︒
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館
童
児

 ３４５６

月の行事予定

●南児童館

日

日

７日

４日

・ドッジボール大会＆豆まき
・ママといっしょ
・バレンタイン
・ママといっしょ
日

日

日

日

日

日

10

・割り箸鉄砲を作ろう
・ママといっしょ
・みんなでクッキング
日

１日

１日

 ２３２１

・ママといっしょ
●西児童館
・ちびっこ広場
・節分の豆まき

日

・バレンタインのチョコ作り

・ドッジボール大会
・手作りクッキング

境・五霞
人権教育研修会が
開催されました
19

思 い やりの心で 明 るい 社 会 を
12

21
18

こどもの

・ちびっこ広場

（木） （月） （木） （月） （木） （水） （木） （月）

（84）

（84）

12

ひろば
28 25 21 18 14 13
28 18 15 14

（金） （金）
（木） （月） （金） （木）

２

み収集カレンダーは︑平成 年
３月 日までご使用いただき︑
使用後は紙類として毎月第２火
庫含む︶の家電４品目
◆その他一般廃棄物でない物

にすることによって︑町内業
者の受注機会を拡大すること

［戸別回収を希望される方］
を目的としています︒
役場まで処理困難物の搬入が ②随時受付し︑有効期間は２年
困難な方については︑別途︑戸別
として︑支障がないと認めた
回収も実施しています︒
場合には自動更新となります︒
戸別回収を希望される方は︑ ③登録者名簿は︑契約の透明性
事前に電話にてお申し込みくだ
向上のために一般に公開︵閲
さい︒
覧︶します︒あらかじめ︑ご
○戸別回収申込受付期間
理解のうえ申請してください︒
２月 日 〜 日
○申請できる方
午前８時 分〜午後５時
町内に主たる事務所を置き︑
○戸別回収手数料
入札参加資格審査申請を提出し
３︐０００円 ていない方
区分大
１︐５００円 ○申請できない方
区分中
８００円
町内に主たる事務所を置いて
区分小
○お問い合わせ
いない方︵他の市町村に本店
建設環境課 生活環境Ｇ
がある場合等︶
成年被後見人︑被保佐人また
 ３６１８︵直通︶
は破産者で復権を得ていない
小規模契約希望者登録制
方
度の随時受付をしていま
入札参加資格審査申請書を提
す
出している方
︵財務課︶ ※申請が受理された方は︑﹁五霞
町では︑﹁小規模契約希望者
町小規模契約希望登録名簿﹂
（木）

登録し︑指名業者選定の対象

（１）

曜日に新聞紙と一緒にごみ集積
所へ出してください︒
ごみの分別や五霞町ごみ収集
カレンダーの見方等について︑
ご不明な点がありましたら生活
環境Ｇまでお問い合わせくださ
い︒
○お問い合わせ
建設環境課 生活環境Ｇ
 ３６１８︵直通︶

（日）

11

２︐０００円
１︐０００円
５００円

21

登録制度﹂の受付を随時行って
います︒
内容は次のとおりです︒
①町が発注する小規模な工事や
修繕の契約のうち︑入札参加
資格申請をしていない方でも
契約することができる﹁小額
で内容が軽易︑履行の確保が
容易な契約﹂を希望する方を

30 （月）

25

処理困難物の有料回収を
実施します

区分大
区分中
区分小
○回収方法

24

18

31

（84）

当日︑処理困難物を役場まで
搬入してください︒
○当日回収できない物
◆お店や事業所から出るごみ
◆農機具・農薬
◆テレビ・エアコン・洗濯機︵衣
類乾燥機含む︶
・冷蔵庫︵冷凍

に登録され︑町が発注する小
規模な契約の際に指名業者の
選定となりますが︑指名や契
約を約束するものではありま

せん︒
○お問い合わせ
財務課 財政・管財Ｇ
 １１１１︵内線２２３︶
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お 知 ら せ

カレンダーは︑３月中旬までに
配布する予定となっています︒

また︑ホームページへも掲載
する予定となっています︒
なお︑平成 年度版五霞町ご

（84）

25

25

（２）

（３）

ごかの
お知らせ
24

（84）

（№450）

︵建設環境課︶
ごみ集積所に出せないごみ
平成 年度版五霞町ごみ ︵処理困難物︶の有料回収を次の
収集カレンダーの発行に とおり実施します︒
ついて
○日時 ２月 日
午前９時〜 時
︵建設環境課︶
平成 年度版五霞町ごみ収集 ○実施場所 役場西側
○処理手数料

役場の代表電話は 
（84）1111 です

ども︑ご相談ください︒
30

︵健康福祉課︶
離乳食に関する疑問や不安を
解消しませんか？
○日時 ２月 日
午前 時〜 時 分
︵午前９時 分受付︶
○場所 保健センター

○対象者 ４〜６ヵ月児とその
保護者︵町内在住の方︶

○内容 離乳食のお話︑試食︑
子育て講話など

高血圧予防相談の開催に
﹁乳幼児揺さぶられ症候群に ○定員
組︵先着順︶
ついて
ついて﹂︑血圧測定
○お申し込み期限
︵健康福祉課︶ ２日目 ２月 日
２月 日 まで
午前９時 分〜 時 分 ︵役場閉庁日を除く︶
日頃から血圧が気になるが︑
講 話 ﹁ 妊 娠 中 の 栄 養 に つ い ○お申し込み・お問い合わせ
て﹂︑﹁妊娠中の歯の衛生﹂︑ 保健センター １９１０
子守唄︑血圧測定
３日目 ２月 日
午前９時 分〜正午
どんなことに気をつけたらよい
のかわからない方︑ぜひご利用
ください︒保健師︑管理栄養士
による健康相談・栄養相談を行
います︒
成人健康相談も同時開催しま

す︒健診や検査の結果のことな

10

ビデオ鑑賞﹁赤ちゃん・この
すばらしき生命﹂︑おふろの

11

（金）

（84）
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日

（84）

入れ方実習︑母乳相談︑血圧
測定

○受付時間
午前９時 分〜９時 分
○対象者
町内在住の妊婦及びその家族
○お申し込み期限
２月 日 まで
︵役場閉庁日を除く︶
○お問い合わせ
保健センター １９１０

30

離乳食教室参加者募集

（84）

30 （火）

10 18

︵健康福祉課︶
町では︑元気な赤ちゃんが生
まれ育つよう︑また妊娠中の生
活が不安なく過ごせるようにパ
パ・ママ教室を実施しています︒
お友達づくりの場としても︑ぜ
ひご利用ください︒
○日時・内容
１日目 ２月 日
午前９時 分〜 時
講話﹁妊娠中の過ごし方﹂︑

15

（火）

11 26

45

２月
（火）

午前９時から午後５時までに︑ ○日時 ２月 日
午前 時〜 時 分
電話または保健センターへお越
○持ち物
しになり︑申込みください︒
ご家庭の味噌汁︵汁のみお玉
なお︑人数に制限があるため
先着順となります︒あらかじめ １ 杯 分 程 度 ︶︑ 健 康 手 帳 も し く
は 血 圧 手 帳 ︵ お 持 ち の 方 ︶︑ 健
ご了承願います︒
診結果表など
○注意事項
◆しこり等の自覚症状のある方 ○場所 保健センター
は︑検診を待たずに︑早めに ○お問い合わせ
医療機関で受診してください︒ 保健センター １９１０
◆乳がん検診を希望される方で︑
パパ・ママ教室について
豊胸手術を受けている方は検
診を受けられません︒また︑
ペースメーカーを装着してい
る方は︑申込み時に申し出て
ください︒
◆検診当日︑五霞町に住民登録
がない方は受診できません︒
◆自己負担金は︑検診日に医療
機関でお支払いください︒

19

○お申し込み・お問い合わせ
保健センター １９１０

12

（月）

11

11

10

10

22

︵健康福祉課︶
医療機関で行う乳がん・子宮
がん検診を希望される方は︑保
健センターへお申し込みくださ
い︒
乳がん検診は 歳から︑子宮
がん検診は 歳から受診できま
す︒
○検査方法
乳がん検診は︑視触診と超音
波検査またはマンモグラフィ検
査 ︵ １ 方 向 ︶︑ 子 宮 が ん 検 診 は ︑
子宮頸部の細胞診です︒
○検査料（自己負担金額）
【 歳～ 歳の方】
２︐４００円
乳がん検診
【 歳～ 歳の方】
子宮がん検診 ２︐０００円
【 歳以上】
１︐２００円
乳がん検診
子宮がん検診 １︐０００円
※生活保護を受けている方は︑
無料となります︒受診券が届

（月）

（木）

（火）

（土）

30

きましたら︑受診券を差し替
えます︒保健センターにお越
しください︒
○医療機関名
◆茨城西南医療センター病院
◆友愛記念病院
◆古河赤十字病院
○予約受付日時
２月 日 ︑２月 日 ︑
18

14

69

（金）

30

19

30

23

30

69

20

30

70

20

15

（84）

医療機関で行う乳がん・
子宮がん検診について

※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。

４１︐４３０円︵対象

誤った申告をすると︑納税額の
ほかに加算税や延滞税が賦課さ

︵町民税務課︶
自動車税は県の重要な財源と

︵役場閉庁日を除く︶
○受付場所 産業課

○お問い合わせ
また︑受給資格者及び同居の の開催について
産業課 地域産業Ｇ
︵産業課︶
家族等の所得により︑手当の一
 ２５８２︵直通︶
例年︑行政区別に開催してき
部または全部の支給が制限され
ました生産数量目標配分説明会
る場合があります︒
について︑今年度から中央公民 所得税、消費税及び地方
【特別児童扶養手当】
精神︑知的または身体障害等 館で開催することになりました︒ 消費税の確定申告は正し
日程等については︑回覧等で くお早めに
にある 歳未満の児童を家庭で
︵町民税務課︶
養育している方に支給されます︒ お知らせしますのでご確認くだ
○平成 年分
ただし︑手当を受けるためには さい︒
所得税の確定申告受付期日
○お問い合わせ
申請が必要です︒
２月 日 〜３月 日
産業課 地域産業Ｇ
○手当の額
なお︑還付申告の受付は︑２
 ２５８２︵直通︶
月 日 以前でも古河税務署に
農用地区域からの除外申 て行っています︒
請を受付します
※閉庁日︵土・日・祝日等︶を
︵産業課︶
除く︒
農用地区域内にある農地を農 ○平成 年分
地以外︵宅地や資材置場など︶
個人事業者の消費税及び
として利用する場合は︑農用地
地方消費税の確定申告期限
区域からの除外手続が必要です︒ ４月１日 まで
除外した後︑さらに農地転用︑ ○申告書用紙の送付について

なっています︒
茨城県に転入された方は︑所
有している自動車のナンバーを

生産数量目標配分説明会

所得税︑消費税の確定申告が
必要と思われる納税者に対し︑
税務署より該当する申告書の用

児童１人 全部支給の場合︶児
童数により加算があります︒

開発許可申請等も必要になりま
す︒
申請のあった土地の要件や他

請求者及び同居の家族等の所

※手帳の交付を受けていなくても、上記と同程度の
障害があれば手当を請求できます。
得により手当の全部が支給停止
になる場合があります︒

月︶です︒提出書類は要件によ
り異なりますので︑スムーズに
手続が行えますよう︑申請前に

れる場合があります︒ご注意く
ださい︒
○納期限と振替納付日について
【所得税】
◆現金または電子納税の納期限
３月 日 まで
◆振替納税の場合︵振替日︶
４月 日 まで
【消費税及び地方消費税】
◆現金または電子納税の納期限
４月１日 まで
◆振替納税の場合︵振替日︶
４月 日 まで
○お問い合わせ
古河税務署個人課税第一部門
 ４１６１︵代表︶

法令との関係上︑必ずしもご希
望に添えない場合があります︒
受付は年３回︵２月・６月・

県内のナンバー︵水戸︑土浦︑
つくば︶に変更いただきますよ
う︑お願いします︒
○登録に関するお問い合わせ
土浦自動車検査登録事務所
０５０︵５５４０︶２０１８
○納税に関するお問い合わせ

（月）

（金）

茨城県筑西県税事務所
０２９６ ９１９０

自動車ナンバーは住民登
録とあわせましょう

（水）

（月）

15

24

（32）

24

18

（金）

24

（月）

25

（月）

（84）

15

15

ます︒確定申告を必要とする方
が期間中に申告をしない︑また

11 広報ごか 2013．2

（金）

紙を平成 年１月末頃に送付す
る予定です︒
○所得税の確定申告について
所得税は︑納税者自らが法律
に従い︑所得金額と税額を正し
く計算して申告し︑納税をする
﹁申告納税制度﹂を採用してい
○お問い合わせ

10

（84）

ご相談ください︒
○受付期間
２月１日 〜 日

（木）

（内部疾患は例外があります）（内部疾患は例外があります）

健康福祉課 社会福祉Ｇ
 ０００６︵直通︶

28

︵健康福祉課︶
【児童扶養手当】
父または母と生計を同じくし
ていない児童を養育している方
に対し︑支給される手当です︒
○支給の対象となる児童
◆父母が離婚した児童
◆父または母が死亡した児童
◆父または母が制令で定める障
害のある児童
◆父または母が生死不明な児童
◆父または母が１年以上遺棄し
ている児童
◆父または母が裁判所からのＤ
Ｖ保護命令を受けた児童
◆父または母が１年以上拘禁さ
れている児童
◆母が婚姻によらないで生まれ
た児童
◆母が児童を懐胎した当時の事
情が不明である児童
※ただし︑次のような場合には
手当を受ける資格がありませ

月額

（84）

22

（24）

ん︒
◆公的年金︵遺族年金や障害者
年金等︶を受けることができ
るとき︒
◆遺族補償等を受けることがで
きる場合など︒
○手当の額

（金）

療育手帳
おおむねⒶ・Ａ程度
療育手帳
おおむねＢ程度

身体障害者手帳
おおむね１・２級程度

身体障害者手帳
おおむね３級程度

20

月額５０，４００円

月額３３，５７０円

級

１

級
２

ご存じですか。児童扶養
手当と特別児童扶養手当
について

役場の代表電話は 
（84）1111 です

集

（日）

（日）

お申し込み受付後︑内容を審

五霞町男女共同参画
講演会の開催の
お知らせ

2013．2 12
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査し可否を申請者に通知しま
す︒

○お問い合わせ
総務課 企画政策Ｇ
 １１１１︵内線２１３︶

広報ごかに広告を掲載し

︵総務課︶
○日時 ２月 日
開場 午後０時 分
開演 午後１時 分
○場所 ふれあいセンター
○入場料 無料
○講師
青野 輝子 さん
︵元東京個人タクシー太陽
協会会長︶

ださい︒
○お問い合わせ
総務課 人権推進室
 １１１１︵内線２１２︶
ふれあいセンター
 ３５９５

心に﹁元気﹂を与えてくれ
ます︒
どうぞお気軽にお越しく

〜がむしゃら人生論〜﹂
エネルギッシュでユーモ
アのある講演は︑聞く人の

○演題
﹁仕事に男も女もない

15 30 （日）

は問いません︒︶
○広告掲載期間
各月の１日から末日までの１
カ月を単位とし︑連続する最長
期間は︑ カ月とします︒
○広告掲載箇所
町公式ホームページのトップ
画面で町が指定した位置としま
す︒
○広告掲載募集枠数
枠以内とします︒
○広告掲載料金（１枠）
１０︐０００円
１カ月
３カ月以上連続して掲載する
場合の掲載料金は︑次のとおり
となります︒
３カ月連続して掲載する場合
１カ月につき ９︐０００円

カ月連続して掲載する場合

６カ月連続して掲載する場合
１カ月につき ８︐０００円

てみませんか
︵総務課︶
広報ごかに掲載する有料広告
を募集しています︒
○広告掲載内容
公共性を損なうおそれのない
企業及び個人とします︒︵町内外
は問いません︒︶
○広告掲載箇所 広報ごかのお
知らせページ最下段とします︒
○広告掲載料
◆１段 全枠
︵縦４．９㎝×横 ．２㎝︶
白黒色 ２０︐０００円／月
◆１段 半枠
︵縦４．９㎝×横９．０㎝︶

白黒色 １１︐０００円／月
○お申し込み方法
掲載を希望する月の前々月の

末日までに申込書を直接総務課
に提出するか︑郵送にてお申し

込みください︒︵原稿の提出は︑

Ｅメール可︶
お申し込み受付後︑内容を審

査し可否を申請者に通知します︒

○お問い合わせ
総務課 企画政策Ｇ
１１１１︵内線２２７︶


24

午前６時
Ｂ＆Ｇ海洋センター出発

24

町公式ホームページへの

１カ月につき ７︐０００円
○広告の規格（１枠）
◆画像の大きさ 縦 ピクセル
×横１２０ピクセル
◆画像容量 ４キロバイト以内
◆画像のファイル形式
ＧＩＦまたはＪＰＥＧ形式
◆画像の状態 静止画
○お申し込み方法
掲載を希望する月の前々月の
末日までに申込書を直接総務課
に提出するか︑郵送にてお申し
込みください︒︵原稿の提出は︑

18

40

（金）

※電話受付は行いません︒
○お問い合わせ
Ｂ＆Ｇ海洋センター
 ３５３３

20

（84）

12

『五霞町教育振興大会』

○参加申込期間
２月 日 まで︵無料︶
当日の参加も受け付けます︒

開催のお知らせ ○会場 栃木県鶏頂高原
︵教育委員会︶
エーデルワイススキーリゾート
平成 年度教育振興大会にお ○定員
名
いて︑本町の学校教育︑社会教 ︵ 名以上で開催となります︒︶
育の振興に寄与した方の表彰及 ※小・中学生はスキー教室のみ︑
び教育講演会を開催します︒
親はスノーボードも可︒
一般の方の参加を受け付けし ○参加資格 町内在住または在

ます︒
勤の小 中
･学生と親
○日時 ２月 日
○参加費 １人 ２︐５００円
午後１時 分 開会
バス代 保
･険代等
○場所 中央公民館 講堂
︵リフト券︑スキーレンタル料
金は含まれておりません︒︶
○内容
○お申し込み期間
◆教育功労者の表彰
２月１日 〜 日
◆各小・中学校教育実践発表
○お申し込み方法
◆教育講演会
演題 ﹁思春期の心とからだ﹂ 参加を希望される方は︑Ｂ＆
〜その理解と対応は〜 Ｇ海洋センターにある要項で詳
講師 社団法人いはらき思春 細を確認し︑申込書に必要事項
期保健協会 和田由香氏
を記入し参加費を添えてお申し
込みください︒
30 （金）

○お申し込み・お問い合わせ
教育委員会 学校教育Ｇ
 １４６２

募

10

10

（３） （２） （１）
12

Ｅメール可︶

（84） （84）

22

（木）

有料広告募集
︵総務課︶
町公式ホームページに掲載す
る有料︵バナー︶広告を募集し
親子スキー教室
ています︒
参加者募集 ○広告掲載内容
︵Ｂ＆Ｇ海洋センター︶
公共性を損なうおそれのない
３月 日
企業及び個人とします︒︵町内外
○日時

60

24

20

（84）

（84）

（84）

※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。

相

談

板

の地域を見直し︑地域のあり方
などを話し合い︑県に提言いた

○選考 応募用紙の記入内容等
を参考に選考し︑４月中に通

面接会︵平成 年３月卒業対象︶
と企業説明会︵平成 年度卒業
対象︶を開催します︒

参加希望の事業所の方は︑２

方は除きます︒
月 日から 日の間にお申し込
○応募方法
みをお願いします︒なお︑学生
応募用紙に所定事項を記入の の方の事前申し込みは不要です︒
上︑応募してください︒︵郵送︑ ○お問い合わせ
ＦＡＸ︑電子メールいずれも可︶ 茨城労働局 職業安定課
○応募締切 ２月 日 まで
０２９︵２２４︶６２１８
︵当日消印︑着信有効︶
又は各ハローワーク

長及び議員︑常勤の公務員︑
過去４年以内に明日の地域づ
くり委員会委員を経験された

（月）

示

だく﹁明日の地域づくり委員会﹂ 知します︒
委員を募集しています︒
○謝礼 委員会活動に対し︑一
お住まいの住所地により県北︑ 定額の謝礼をお支払します︒
県央︑鹿行︑県南︑県西の５地 ○地域区分
県西地域︵古河市︑結城市︑
域に分かれ︑各 名︵総数２０
０名︶で活動をして頂きます︒ 下妻市︑常総市︑筑西市︑坂東
市︑桜川市︑八千代町︑五霞町︑
○活動内容
◆月１回程度委員会を開催し︑ 境町︶に住所を有する方︒
地域づくりについて話し合い︑ ○応募先、お問い合わせ先
２年目に提言をまとめていた
県西県民センター県民福祉課
だきます︒
︵筑西合同庁舎内︶
◆年１回程度現地研修会を行い
０２９６ ９０７４
ます︒
０２９６ ２３５７
〒３０８︱８５１０
◆﹁いばらき創り１︐０００人
委員会﹂の一員として活動
筑西市二木成６１５
︵アンケート調査等︶も行い
「がんばっぺ茨城」就職
ます︒
２年︵平成 年委嘱の 面接会＆企業説明会開催
○任期

のお知らせ（参加費無料）
日〜平成 年３月まで︶
○募集人員 各地域 名のうち
茨城労働局と茨城県は︑３月

概ね 〜 名を公募します︒
日 ︑ 日 の両日︑茨城県
○応募資格 県内に住所を有す 水戸合同庁舎で大学生等の就職
る方︒但し︑地方公共団体の
27

掲
○応募方法
◆県庁︑各県民センター︑各市
町村の窓口に備えてある用紙
に必要事項を記入し︑﹁女性特
派員に応募する理由﹂と﹁地
域の話題﹂をそれぞれ４００
字程度にまとめたものを添付
して︑郵送またはＦＡＸで送
付してください︒
◆県ホームページの﹁平成 年
度いばらき女性特派員応募用
紙﹂から様式をダウンロード
し︑Ｅメールでの送信も可能
です︒
○応募締切日 ２月 日
※当日消印・送信有効
○選考方法 １次選考︵書類審
査︶︑２次選考︵面接︑１次
選考通過者のみ︶のうえ︑４
人を決定します︒
○応募先・お問い合わせ
茨城県広報公聴課
県民広報グループ
０２９︵３０１︶２１２８

12

消費生活相談窓口の
お知らせ
︵産業課︶
専門の相談員が町民のみなさ 平成 年度「いばらき女
んの消費生活に関する問題やト 性特派員」募集案内
茨城県では︑女性の視点を取
ラブルなどの相談に応じ︑解決
に向けたお手伝いをします︒専 り入れ︑県民参加の開かれた広
門の相談員への相談は無料で︑ 報活動を推進するため︑﹁いばら
秘密は厳守します︒お気軽にご き女性特派員﹂を募集します︒
活用ください︒
特派員の方には︑県広報紙﹁ひ
○日時 ２月 日
ばり﹂︵毎月発行︑新聞折り込み
午前９時〜午後４時 分
全戸配布︶に掲載する原稿を作
︵ただし︑正午〜午後１時を除く︶ 成︵取材を含む︶していただき
○場所 ひばりの里
ます︒
○お問い合わせ
○活動内容
産業課 地域産業Ｇ
◆県の主要事業や施設等を取材
し︑その結果を広報紙で発表
 ２５８２︵直通︶
◆ツイッターで本県の情報を積
極的に発信︵週２︑３回︶
30

︵総務課︶ ◆会議に出席︵年２回程度︶
平成 年４月〜
隣保事業︵生活相談員︶によ ○任期

平成 年３月の１年間
る生活相談︵人権・福祉・教育
・就業等︶を実施しています︒ ○募集人員 ４人
個人の秘密は厳守されますので︑ ○応募資格
◆茨城県在住の平成 年４月１
日現在で満 歳以上の女性

０２９︵３０１︶２１６８

平成 年度
明日の地域づくり委員会
委員募集

26

25
（月）

（24）
（24）

（火）

25

25

県では︑豊かで住みよい茨城
づくりの推進のため︑それぞれ

12

15

25

◆公務員や議会の議員でない方
◆取材先の要望する日時に応じ
て取材できる方︵平日の日中
の取材が主︶
◆自分で取材先に移動できる方
︵県内全域が取材範囲︶
○謝礼 年間 万円
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11

12

25

25

40

（木）

26 25

20

12

40

28

（水）

（84）

16

13

お気軽にご相談ください︒
○相談場所
◆ふれあいセンター
◆堀之内集会所
※各相談所の相談日時等につい
ては︑ふれあいセンターまで
お問い合わせください︒
○お問い合わせ
ふれあいセンター ３５９５

25

（84）

生活相談のお知らせ

役場の代表電話は 
（84）1111 です

不検出

不検出

ヨウ 素

不検出

不検出

セシウム

不検出

不検出
0.071

川妻浄水場

五霞西小学校

0.079

0.074

五霞東小学校

0.090

0.084

五霞幼稚園
五霞保育園

0.069

0.066

五霞第一幼稚園
川妻保育園

0.086

0.077

南児童館

0.067

0.098

西児童館

0.088

0.060

※大気中の測定に使用している機器の性能上、茨城県の測定結果と
差異が生じる場合があります。
※測定は、天候や風向きなどの気象条件によっても変わります。
○大気中測定値のお問い合わせ 総務課 （84）1111

担 当
グループ

税
務Ｇ
学校教育Ｇ

高齢者支援Ｇ

社会福祉Ｇ

水 道Ｇ
下水道Ｇ

下水道Ｇ


（84）1966


（84）0006


（84）0006

（84）3000

（84）3000

※教育委員会︵学校教育Ｇ︶の
通常連絡先  １４６２
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町税等夜間収納窓口の

健康福祉課
（役場）

町放射線量測定結果のお知らせ

健康福祉課
（役場）

町では︑水道水や大気の測定を次のとおり実施しており︑測

町民税務課
教育委員会
（役場）

また︑役場に設置されています﹁可搬型モニタリングポスト﹂

セシウム
0.073

開設について ︵町民税務課︶
平日の日中︑お仕事等で町税
等の納付ができない方や納税相
談へお越しになれない方のため
に︑次のとおり町税等の収納窓
口の受付時間を延長しておりま
すので︑是非ご利用ください︒
○開設日 ２月 日
午後５時 分〜７時
○場所・お問い合わせ

担当課
（場所）

定値については︑町ホームページで随時︑お知らせしています︒

○水道水測定値のお問い合わせ
上下水道課 （84）3000

の測定結果は︑文部科学省のホームページにて確認することが

不検出

できます︒

不検出

五霞中学校

っています︒
また︑事業所からの求人申し
込み︵求人情報︶を随時お受け
し︑センター利用者に提供させ
ていただくほか︑ホームページ
でも広く公開しています︒
○サービス内容
◆職業紹介及び内職斡旋
◆就職情報の提供
◆キャリアカウンセリング及び
職業適性診断
◆就職支援セミナーの実施
◆求人受付︵求人開拓員が事業
所に伺います︒︶
◆解雇や賃金問題等の労働相談
など
○開設時間
月曜日〜金曜日
午前９時〜午後４時
︵ただし︑祝日及び国民の休日︑
年末年始を除きます︒︶
○お問い合わせ
いばらき就職支援センター
県西地区センター
︵就職相談︶
０２９６ ０１６３
３８１１

ヨウ 素
採水日

応急手当ボランティア
指導員募集
○応募
 資格 年齢 歳未満の健
康な方で︑応急手当普及員の
資格を有し︑週２日以上活動
できる方︒
資格のない方は︑消防本部
主催の４日間の救命講習を受
講し普及員の資格を取得して
いただきます︒
○活動内容
応急手当講習会における実技
指導
○活動場所
古河市︑五霞町︑下妻市︑
八千代町︑坂東市︑境町︑
常総市︵旧石下町区域︶
なし︵但し︑交通費と
○報酬

して１日１︐０００円支給︶
○募集人員
名
○応募
 方法 消防本部警防課へ
電話連絡してください︒
○連絡先
茨城西南広域消防本部
警防課︵担当 針谷︶
 ０１２６

いばらき就職支援センタ
ー県西地区センターの
ご案内

︵労働相談︶
０２９６ ９１３６
筑西市二木成６１５
︵筑西合同庁舎内︶
【いば
 らき就職支援センター
（ジョブカフェいばらき）
ホームページ】
http://www.jobcafe-ibaraki.jp/

1/10

1/9
1/10

（木）

保育料

話

行田浄水場

12/6
12/5
12/6
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介護保険料

電

単位：ベクレルキログラム

測定場所

15

上下水道課
上下水道課
（川妻浄水場） （川妻浄水場）

町 税 等
学校給食費

上下水道料金

63

いばらき就職支援センター県
西地区センターでは︑仕事をお
探しの方の就職活動の支援や職
場における労働問題の相談を行

下水道
受益者負担金

対象
税等

（84）

10

水道水測定値

単位：マイクロシーベルト

大気測定値

（22）

（24）

（47）

「 手 づ か み 食 べ 」の い い こ と

月 日︑深く澄み渡る冬空の下で持久

五霞西小学校

○私は思うような順位でなくて︑くやしか

ったです︒でも自分では︑がんばったなと

思います︒わたしは︑とちゅうで︑ころん

でしまいました︒でも最後まで走りぬこう

と思いました︒だからいろんな人が﹁かん

ばったね！﹂﹁えらかったね！﹂とはげま

してくれました︒とてもうれしかったです︒

次の大会では︑１位とって今度は私が︑お

︵３年

曽田

美優さん︶

うえんしてくれた人をおうえんしたいなと

思いました︒

もうれしかったけど︑あと１人抜かせそう

たお友達を抜かせたことです︒それはとて

○うれしかったことは︑去年抜かせなかっ

児童は朝や休み時間に校庭を走り︑持久

走大会が行われました︒
力︑脚力を高めてきました︒その成果を発
五霞西小では︑持久走大会やタグラグビ

走ったので︑去年より順位が下がってしま

やしかったことは︑今年は男女いっしょに

で抜かせなかったことが少し残念です︒く

したりこぼしたり…。服が汚れ と口の協調運動であり、食べる

揮する待ちに待った日です︒

で食べこぼしですごいですよね。を学んでいます。手づかみ食べ

古谷

優貴さん︶

に走りました︒最後は後ろの人に抜かされ

少しペースを上げてゴールまで行けるよう

そして後ろから来たら抜かされないように︑

同じペースで走ることを気をつけました︒

した︒だから今年は１位になれるように︑

も４年生になったら２位になってしまいま

○私は３年生までは女子で１位でした︒で

︵４年

力をつけておきたいと思います︒

す︒と中で︑疲れないように︑しっかり体

来年は︑今年より走るきょりが長くなりま

ったことです︒とてもくやしかったです︒

ーなどの体育を通して︑体力向上︑粘り強
互の支え合いなどの

い気持ち︑友だち相

（ 年度）
によると、１歳以上の ォークなどを徐々にうまく使え

育成を目指してきま

厚生労働省の乳幼児栄養調査 が上手になると、スプーン・フ
子どもの「食事で困っているこ るようになります。食事用エプ

大会からコースを校

した︒また︑今回の

でした。遊び食べの中には「手 聞紙を敷くなど、後片付けがし

外まで延ばし︑学校
周りの地域を走るコ
ースとなりました︒

づかみ食べ」も含まれると思い やすいよう工夫しましょう。ま
ます。大人から見ると「食べ物 た、ご飯をおにぎりにする、野

そのため︑安全面か
らも保護者の皆様に

で遊んでる」「行儀が悪い」と、 菜スティックにするなど、食べ
やめさせてしまうことが多いよ 物にも工夫して、たくさん手づ

もボランティアとし

てしまいました︒私が抜き返そうとしても

うです。しかし、食べ物に限ら かみをさせてあげてほしいと思

︻児童の感想︼

て協力を頂きました︒

ず、いろいろなものを唇で感知 います。

速くてむりでした︒来年は最後の持久走大

玲奈さん︶

会なので１位になれるようにがんばりたい

︵５年 稲垣

○わたしは持久走大会をたのしみにしてい

です︒

ました︒れんしゅうより長かったけど︑あ

手づかみ食べには、賛否両論
あります。食事の基本は、楽し

るかないでがんばりました︒１年生の中で

していた赤ちゃんが、指先でも
感知できるようになったという
成長の証です。

にがんばって走りました︒今年のコースは

凜さん︶ ○私は持久走大会に向けて︑毎日休み時間

去年よりも長くて大変でした︒でも︑それ

︵１年 小村

１位になれてうれしかったです︒
○ぼくが走っていると︑おうえんに来てく

以上に練習でがんばってきたので︑練習の

く食べること。家族と一緒に
子どもはまず、目で食べ物の 「おいしいね」と笑顔で食べる

しかったです︒先生が自転車でせんとうを

れた人やはたをふってくれた人がいてうれ

保健師）

ぬかすことはできませんでした︒でも１位

ました︒とてもうれしかったです︒

全体で２位︑女子で１位をとることができ

文乃さん︶

をとれたのでうれしかったです︒

走ってくれました︒先生においつけたけど︑ 成果が十分に発揮できました︒その結果︑

大きさ・形などを確認します。 ことです。楽しい食事の中で、
次に、手指でつかむことによっ お子さんの食べる意欲を、上手
（健康福祉課

て、食べ物のかたさや温度など に引き出してあげてください。
を確かめます。同時に、どのく

︵６年 小村

（－1人）

前月比 －19人

ママに食べさせてもらってい らいの力でにぎればいいのかと
た赤ちゃんも、離乳食が進むに いう感覚の体験を重ねます。手
つれて、自分で食べる意欲がわ 指につかんだ食べ物を口に運ぶ
いてきます。そして、自ら食べ とき、その距離感をつかむのも
物に手を伸ばし始めます。１歳 大切な学習です。
を迎えるころから、何でも手で 「見てつかんで口に運ぶ」何気

29

るだけでなく、テーブル・床ま 機能の発達のうえで大切なこと

つかみたがり、ぐちゃぐちゃに ない動作のようですが、目と手

心も体も
たくましく
︵２年 大久保悠太さん︶
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男
4,715人 （ 39人）
女
4,697人 （ 73人）
世帯数 3,194世帯（ 67世帯）

国民健康保険税 8 期 町民税務課 税務G 84―1966
後期高齢者医療保険料 8 期 町民税務課 税務G 84―1966
保
育
料 2 月 分 健康福祉課 社会福祉G 84―0006
学 校 給 食 費 11 期 教育委員会 学校教育G 84―1462
介 護 保 険 料 随 時 健康福祉課 高齢者支援G 84―0006

あて先
●町長（直通）
84―1550
●総務課広報担当
84―1111（内線227）

05

住民基本台帳から
人口と世帯 1月1日現在
（ ）
内は外国人登録で内数
総人口
9,412人（ 112人）

納期限：２月 28 日（木）です

２月の納税

ご意見・ご要望をお待ちしています。

学校コーナー
11

と」で最も多いのが「遊び食べ」ロンをする、テーブルの下に新

健 康 応 援 隊！
The

２月
日

お知らせカレンダー
月

火

水

木

1

金

可燃ごみ
ちびっこ広場
（西児童館）
節分の豆まき
（西児童館）

2

土

農業所得事前相談会（役場）
日赤

3

4 可燃ごみ
5 缶類
親と子のふれあい劇場 ドッジボール大会＆豆まき 親子ヨガ教室
（中央公民館）
（南児童館）（ふれあいセンター）
五霞町体育協会
環境美化運動（町内）
西南

道の駅ごか
（定休日）
西南

11 可燃ごみ
スポーツ少年団
建国記念日
古河地区ブロック交流会
（B&G海洋センター、
中学校体育館）
10

友愛

6

7

可燃ごみ

西南

ビン類・ペットボトル
ママといっしょ
（南児童館）
ふれあいハート教室
（保健センター）

西南

西南

12 紙類

13 可燃ごみ
14 不燃性粗大ごみ 15 可燃ごみ
バレンタイン
親子ヨガ教室
バレンタインのチョコ作り ちびっこ広場
（南児童館）
（ふれあいセンター）
（西児童館）
（西児童館）
消費生活相談窓口
すくすく相談
ママといっしょ
（ひばりの里）
（保健センター）
（南児童館）
３歳児健診
パパママ教室①
（保健センター）
（保健センター）
西南
西南
西南
西南
日赤

18 可燃ごみ
19 缶類
20 可燃ごみ
21 ビン類・ペットボトル
ママといっしょ
味噌作り講座
第23回B&G会長杯 ドッジボール大会（西児童館） パパママ教室②
割り箸鉄砲を作ろう（南児童館）（保健センター）
（南児童館）
（中央公民館）
兼町民綱引き大会
高血圧予防相談
親子ヨガ教室
（B&G海洋センター）
成人健康相談（保健センター）
（ふれあいセンター）
道の駅ごか（定休日）
確定申告

2月18日から3月15日まで
（役場）
西南
西南

25 可燃ごみ
26 可燃性粗大ごみ
処理困難物有料回収 みんなでクッキング 離乳食教室
（南児童館）
（保健センター）
9時から11時
（役場）
男女共同参画講演会
（ふれあいセンター）
24

友愛

小児医療
輪 番 制

9

可燃ごみ

西南

17

西南

8

西南

西南

27 可燃ごみ

西南

西南

22 可燃ごみ

16

西南

23
パパママ教室③
（保健センター）

西南

西南

28 不燃ごみ

手作りクッキング
（西児童館）
ママといっしょ
（南児童館）

西南

西南

西南 ：茨城西南医療センター病院（境町）（87）8111 友愛 ：友愛記念病院（古河市）（97）3000
日赤 ：古河赤十字病院（古河市）（23）7111
※輪番日及び時間…月・火・水・木・金・土曜日：午後６時〜午後11時、日曜日・祝日：午前９時〜午後４時
※実施時間外の外来につきましては、つくば市筑波メディカルセンター病院でも小児医療を対応しています。
毎日の夜間／18時30分〜23時30分
休日の昼間／ 9時00分〜17時00分
※日曜・祝日・年末年始（12/29〜1/3）

我が家の主役

ホームページ http://www.town.goka.lg.jp/
Ｅメール
mail@town.goka.lg.jp
■発行／五霞町役場 〒306-0392
茨城県猿島郡五霞町大字小福田1162−1 0280（84）1111㈹

広報ごかでは、毎月「我が家
の主役」と題し、３歳ぐらいま
でのお子さまを掲載しています。
このコーナーにあなたのお子さ
まを掲載してみませんか。
ご希望の方は、総務課または
町ホームページにあります応募
用紙に写真を添えてお申し込み
ください。

また、写真の提出は、デジタルカメ
ラなどのデータや現像写真でお願いし
ます。
な お、掲 載 は 受 付 順 と な っ て お り、
一度掲載された方は見送らさせていた
だきます。
○お申し込み・お問い合わせ
総務課 企画政策Ｇ
☎（84）1111（内線 227）

このコーナーに掲載をご希望の方は、総務課（内線227）までお申し込みください。

東日本大震災義援金について
平成25年３月31日㈰まで受
付期間を延長いたします。
引続き、皆様のご協力をお願
いします。お預かりした義援金
は、日本赤十字社茨城支部に送
金し、被災者への生活支援や見
舞金に使われます。
○義援金送金額
1,189,631円（１月10日現在）

土曜窓口業務を行っています

土曜日
（祝日を除く）
の午前 8 時 30 分から正午まで一部窓口業務を行っています。
ぜひご利用ください。
※２月９日
（土）
は機器点検のため窓口をお休みさせていただきます。
▼申請・請求できる方▼
住
民
票
………本人及び同一世帯の方
………本人かその配偶者、直系尊属、直系卑属の方
戸籍謄本・抄本
………印鑑登録証をお持ちの方
印 鑑 証 明
※住民票、
戸籍謄本・抄本は、委任状をお持ちの方も申請できます。

町民税務課

○お問い合わせ 町民税務課

町民グループ
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