
 

 

高萩市現地災害対策本部 ☎23-2111 電話は大変つながりにくくなっておりますのでご了承ください。 

リーベロたかはぎ（総合福祉センター隣・春日町 3-10-16）   

 

*＊下記の地震関連情報は市ホームページにも掲載しています。** 

（パソコン版） http://www.city.takahagi.ibaraki.jp/ 

（携帯電話版） http://www.city.takahagi.ibaraki.jp/mobile.php 

⇒「メルたか」では、随時、最新情報を携帯電話へ発信しています。登録は市ホームページから!! 

 

悪徳業者の訪問販売、振り込め詐欺、盗難等が発生していますのでご注意ください。 

 

◆市役所移転のお知らせ 

    市役所庁舎は崩壊の恐れがあるため、次の施設で業務を行っています。 

（時間 8:30～17:15、土・日曜日は休み） 

◇水道課（電話 22-3642）は震災前と同じ場所(本町 1-28-2)で業務を行っています。 

＜総合福祉センター＞ 春日町 3-10 

◇税務課（電話 23-2115）※2日(土)・3日(日)は税の収納業務と証明書の発行のみ行います。 

◇市民課(電話 23-2116)※2 日(土)・3日(日)は「り災証明」の受付と一部業務のみ行います。 

◇保険医療課（電話 23-2117） 

◇高齢福祉課（電話 22-0080） 

◇健康づくり課（電話 24-2121） 

◇社会福祉課（電話 23-7030） 

◇環境衛生課（電話 23-7031） 

◇会計課（電話 23-7317） 

◇議会事務局（電話 23-5373） 

＜市役所車庫脇の建物＞ 本町 1-100-1 

◇建設課の建築グループ（電話 23-7034）被災した建物に関する相談窓口を開設しています。 

◇建設課の土木グループ（電話 23-7033）  

＜リーベロたかはぎ＞ 春日町 3-10-16（総合福祉センターとなり） 

◇建設課の都市計画・市営住宅グループ（電話 23-7032）住宅相談窓口を開設しています。 

◇農林課（電話 23-7035） 

◇農業委員会事務局（電話 23-7319） 

◇まちづくり観光課（電話 23-7316） 

※消費生活センター〔毎週月・水・金の 9:00～17:00〕電話 23-2114 

◇総務課（電話 23-2119） 

◇財政課（電話 23-2113） 

◇経営企画課（電話 23-2118）※「企画課」から変更になりました。 

◇監査事務局（電話 23-7318） 

◇市長室（電話 23-7320） 

＜教育委員会＞ 本町 1-208 

◇教育総務課（電話 23-1131） 

◇学校教育課（電話 23-1135） 

◇生涯学習課（電話 23-1132） 

◇中央公民館・松岡地区公民館事務所は文化会館(電話 23-7411)へ移転しました。 

市報たかはぎ お知らせ版  ４/１(金)９：００現在 
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◆避 難 所  総合福祉センター 

◆使用不可施設  今回の地震災害により、次の施設は当分の間使用できなくなりました。 

総合福祉センター、リーベロたかはぎ、中央公民館、松岡地区公民館、図書館、歴史民俗資料館、

文化会館、勤労青少年ホーム、サンスポーツランド高萩、高浜運動広場、市民体育館、市民球場、

穂積家住宅 

◆水道水の放射性物質測定結果【健康に影響を及ぼす量ではありません】 水道課（電話 22-3642） 

高萩市内の水道水を測定した結果、ヨウ素は乳児向けの飲用基準である 100ベクレル/kgを下回り、

セシウムは検出されませんでした(3月 30日採取分)。 

◆福島第一原子力発電所の影響について 

高萩市に設置されたモニタリングポストで放射能量が確認されています。 

数値に変化はありますが、健康に影響のあるレベルではありません。 

詳細は茨城県ホームページ(http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq) でご覧いただ

けます。〔茨城県生活環境部原子力安全対策課(電話 029-301-2922)〕 

◆病   院  日曜当番医 4月 3日は たばたクリニック(高戸) です。(電話 20-5511) 

※保険証を持参できない場合、医療機関に住所氏名等を申し出れば受診可能です。 

◆屋根に被害のあった人へ  ブルーシートを 1枚/1家屋、市役所敷地内車庫(建設課)で配布中です。 

◆応急仮設住宅について  〔建設課都市計画・市営住宅グループ(電話 23-7032) 〕 

使用期間は６か月で、使用料は無料です。対象者は次のとおりです。 

・被災時に市内に居住していた人 

・自身の住宅が全壊、半壊など居住することが著しく困難と認められること 

・一時的に緊急避難として利用する人 

◆ご   み  〔環境衛生課（電話 23-7031）〕 

◇一般ごみ …ごみカレンダーのとおりです。指定ごみ袋に入れて出してください。 

◇地震で散乱した自宅の屋根瓦やブロック塀(廃棄物)  

…各自で清掃・処分してください。搬出先は北部衛生センター東側の工業団地内です。係員の

指示に従い無料で置くことができます(8:30～17:00)。災害により壊れた家電も引き受けます。 

◇小規模事業所のごみ収集 …ごみカレンダーのとおりです。 

◆り災証明〔震災により家屋が被害を受けたという証明〕 市民課(電話 23-2116) 

災害により被害を受けたことを公的に証明するためのもので、税の減免、各種融資の支援、 

保険の支払いなどの際に利用できます。 

  ◇申請書  市民課(総合福祉センター)の窓口にある様式を使用してください。 

◇記載する内容 ①氏名 ②住所 ③電話番号 ④被害の状況(わかりやすくお書きください) 

可能であれば、被害を受けたことがわかる写真をお持ちください。 

※り災証明の対象は原則的には建物です。家財道具など対象にならないものもあります。 

※市が調査した後、確認のお知らせをした 5 日後(土日・祝日除く)に市民課窓口で発行します。 

※手数料は無料です。印鑑をご用意ください。 

◆災害ボランティアセンター 

 ◇時  間  8:30～17:15  ／  ◇場  所  高萩市総合福祉センター 

◇支援対象者  独居高齢者、高齢者世帯、障がい者等 

◇ボランティア内容  家屋の整理、ブロック等の片付け等 (※運搬や屋根の作業を除く) 

◇災害ボランティアの募集については受入れを一時休止します。 

◇ボランティアを利用したい方は下記へご相談ください。 

高萩市社会福祉協議会(総合福祉センター内) 電話 0293-23-8341 ／ FAX0293-23-8342 

◆東北関東大震災被災者のための電話無料法律相談    

 ◇茨城県弁護士会(4月 28日まで)  電話 029-222-7072 または 029-222-7073 

毎週月曜日～金曜日の午後 1時～4時、相談料は無料（ただし通話料は相談者の負担となります） 

◇日本弁護士連合会(当面の間実施)  電話 0120-366-556(フリーダイヤル) 

  平日のみ、午前 10時～午後 3時 

http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq)�


◆４月の行事・各種相談等 

各種相談等 対応 連絡先 

行政相談 

電話相談のみ行います。 

藤本征一さん(電話 23-7646) 

棚谷稔さん(電話 23-0141) 

市長室 

（23-7320） 

無料法律相談(予約制) 

4月 22日(金)午後 1時 30分～3時 30

分にリーベロたかはぎ内の相談室に

て。申込みは 4月 19日(火)午前 8時

30分以降に電話で市長室へ。定員 6

人で相談時間は 1人 20分程度。 

心配ごと相談(法律相談)※予約制 

4月 28日(木)午後 1時～3時、 

申込みは当日の午前 8時 30分以降に

社会福祉協議会へ。 
社会福祉協議会 

（23-8341） 

心配ごと相談(毎週木曜日の相談) 当分の間お休み 

家庭児童相談(予約制) 
毎週火曜日午後 1時～3時に総合福祉

センター内の社会福祉課で行います。 

社会福祉課 

（23-7030） 

年金相談 4月 12日は中止 市民課(23-2116) 

健康・歯科相談  4/4(月)は中止 

健康づくり課 

（24-2121） 

 

※現在、健診・予防接種等

の会場の調整中です。 

ＢＣＧ予防接種  延期 

こころの相談(精神保健相談員の相談) 4/15(金)は中止 

健康相談  4/18(月)は中止 

1歳 6か月児健診  延期 

離乳食教室  4/26(火)は中止 

   

行事等 対応 連絡先 

狂犬病集団予防接種 延期 環境衛生課(23-7031) 

つどいの広場 当分の間お休み 社会福祉課(23-7030) 

元気アップ運動教室 当分の間お休み 
高齢福祉課(22-0080) 

つまずき予防教室 当分の間お休み 

第 11回高萩桜まつり 中止 

まちづくり観光課 

（23-7316） 

松岩寺 花見の宴 中止 

姫カタクリまつり 中止 

うまるしぇ(駅前青空市) 中止 

第 37回高萩市国際交流の集い 中止 

国際交流協会  

第 22回海外派遣事業(カメハメハ) 
中止 

常設委員会総会、地積調査推進員協議会 延期(５月予定) 農林課(23-7035) 

平成 23年度全国学力・学習状況調査 延期(7月末日までは実施しません) 学校教育課(23-1135) 

配食サービス 当分の間お休み 社会福祉協議会(23-8341) 



◆ＪＲ常磐線  【上野～勝田間】普通列車のみ、本数を減らして運転中 

【勝田～高萩駅】4月 9日頃運転再開の見込み 

【高萩～いわき駅】4月下旬運転再開の見込み 

◆路線バス   高萩駅から日立駅までの臨時便が運行されています。 

日立電鉄交通サービス株式会社高萩営業所(電話 22-3018)  

椎名観光バス株式会社(電話 0294-39-5506) 

◆高速バス（東京～高萩間）※緊急支援バス 

 4 月 4 日(月)から当面の間、ジェイアールバス関東株式会社と日立電鉄交通サービス株式会社で

共同運行します。 

◇運行時刻  東京駅発 ①16：10 ②18：50 ／ 高萩駅発 ①6：35 ②11：35 

◇運  賃  大人片道 2,750円（こども半額）※往復割引乗車券あり 

◇予約方法 

(1)インターネット「高速バスネット」 

パソコン（http://www.kousokubus.net/）、携帯電話（http://www.kousokubus.net/k） 

(2)電話予約 03-3844-0497（営業時間 10:00～18:00) 

◇発売窓口  ＪＲバス関東窓口(東京駅・新宿駅） 

日立電鉄交通サービス(神峰営業所・日立南営業所) 

◆道路通行止め状況(3月 30日現在)  〔建設課土木グループ(電話 23-7033)〕 

北茨城・大子線(小山ダム～下君田)、高萩・塙線(下君田～県境)は 4月上旬開通予定、高戸大橋

(国道 6 号～ベイシア) は 4 月下旬開通予定です。高萩陸橋(国道 6 号～ハローワーク脇交差点)

は開通時期未定です。その他市道 19路線については順次開通する予定です。 

◆土地・家屋価格等の縦覧・固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧  〔税務課（電話 23-2115）〕 

税務課窓口にて、4月 1日(金)～5月 31日(火)の午前 8時 30分～午後 5時 15分に閲覧できます。

※土日・祝日等の閉庁日除く。詳しくは 4 月 20 日頃発行予定の市報たかはぎ 4 月号でお知らせ

します。 

◆県産野菜の検査結果 

 政府は「暫定規制値を超える放射性物質が検出された福島・茨城・栃木・群馬の各県ホウレン 

ソウとカキ菜について、出荷を控えるよう」指示しました。しかしながら、「直ちに健康に影 

響する水準ではないので、冷静な対応をお願いしたい」と発表しています。さらに茨城県産の 

パセリ及び原乳（牛乳）が追加されました。 

◇暫定規制値を超える放射性物質が検出された県内農産物（4品目）※市場には出回っていません。 

ホウレンソウ、カキ菜、原乳、パセリ 

◇暫定規制値を下回っていることが確認されているもの（3月 31日現在） 

【農作物(18品目)】ネギ、キャベツ、レタス、レンコン、白菜、トマト、イチゴ、キュウリ、ニ

ラ、ミズナ、チンゲンサイ、ピーマン、小玉スイカ、エシャレット、大葉、切りミツバ、セルリ

ー、サニーレタス 

【畜産物(4品目)】牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵 

【水産加工品(2品目)】揚げかまぼこ、しらす干し 

 

◆市内学校 

※君田小学校の入学式は 9:00～ 

君田中学校は 10:15～ 

 
始業式(予定) 入学式(予定) 

高萩高校 4月 6日 4月 7日 10:00～ 

高萩清松高校 4月 6日 4月 7日 10:00～ 

ウィザス高校 

高萩本校 
4月 15日 4月 14日 

ウィザス高校 

水戸キャンパス 
4月 6日 4月 15日 

施設/日時 始業式 入園・入学式 

幼稚園 4月 6日 4月 8日 10:00～ 

小学校 4月 6日 4月 7日 9:40～ ※ 

中学校 4月 6日 4月 7日 13:30～ ※ 


