
                   

 

 

 

 

 

 

             

 

 

     編集：経営戦略部 市長室 秘書・広報グループ TEL 23-7320 

 

高萩市役所の本庁舎、第 2庁舎、第 3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。

（窓口開設時間 8:30～17:15） ※水道課(本町 1-28-2)は移転しておりません。 

 

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） 

総務課、財政課、経営企画課、市長室、農林課、まちづくり観光課、建設課(都市計画・市営住宅グループ)、

農業委員会事務局 
総合福祉センター ／ 春日町 3-10 

税務課、市民課、保険医療課、高齢福祉課、健康づくり課、社会福祉課、環境衛生課、会計課、議会事務局、監査事務局、 

放射線対策室(放射線検査窓口) 

旧市役所車庫脇の建物 ／ 本町 1-100-1  

 建設課(施設管理グループ、施設整備グループ) 
旧市役所分室会議室 ／ 本町 1-100-1  

 建設課(建築指導検査グループ) 
教育委員会 ／ 本町 1-208 

教育総務課、学校教育課、生涯学習課 

 

  

１「放射線対策室」を設置      

放射線対策室(総合福祉センター内)TEL 23-2215 

市では、東京電力福島第一原子力発電所の事

故に伴い、「放射線安全確保対策チ－ム」を

立ち上げて対応してきましたが、平成24年1

月20日付で市民生活部内に「放射線対策室」

を設置しました。 

●業務内容 

・非常勤専門家による放射能対策の相談  

・放射線測定装置の無料貸出 

・職員による空間放射線量の訪問測定 

※測定装置の機器貸出し及び測定予約につい

ては【放射線検査窓口 TEL 23-2122】へ。 

 

２ 放射線量測定器の貸出し      

放射線対策室(総合福祉センター内)TEL 23-2215 

※貸出予約は放射線検査窓口(TEL23-2122)へ 

市が所有する放射線量測定器を無料で貸し出

します。 

●対象  

・市内に住んでいる人 

・市内に事業所を所有している個人及び法人 

・市内に固定資産を所有するか、もしくは賃

借をしている個人又は法人その他の団体 

●予約方法 

放射線検査窓口へ直接または電話で予約 

※受付は平日の午前8時30分～午後5時 

 

市報たかはぎ  災害支援特集  

平成２４年２月２３日(木)発行 

 

がんばろう！高萩！！ 
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●貸出時間   

午前9時～午後5時（土日・祝日を含む） 

●貸出台数   

1回につき1台（無料） 

※貸出機種：堀場製作所製PA-1000（Radi） 

●貸出場所  

平日：総合福祉センター内の放射線検査窓口 

土日・祝日：総合福祉センター内の日直室 

●留意事項 

・印鑑及び身分証明書(運転免許証・健康保険

証など)を持参してください。 

・測定結果報告書の提出が必要です。 

・放射線量測定器は大気中の放射線量（ガン

マ線）を測定するものであり、食品の放射性

物質の含有は測定できません。 

・再度貸出しを希望する場合は、貸出しを受

けた機器を返却した後に、改めて予約をして

ください。 

 

３ 空間放射線量の測定         

放射線対策室(総合福祉センター内)TEL 23-2215 

※測定の予約は放射線検査窓口(TEL23-2122)へ 

職員が、空間放射線量を戸別に無料で測定し

ます。 

●対象  市民が居住している宅地（生活し

ている場所を最優先に実施します。）  

※放射性物質が比較的蓄積しやすいと考えら

れている雨どいの排水溝付近の地面や集水桝、

建物の構造や周囲の地形によって吹き溜まり

となるような場所 

●測定日  平日。日時は予約後に確定します。 

●予約方法  放射線検査窓口へ電話で予約 

 

県や市では特定か所の空間放射線量を定期的に

測定しています。 

県が設置した可搬型モニタリングポストの   

測定結果                   

県生活環境部原子力安全対策課  

TEL 029-301-2922 

●設置場所   

総合福祉センター (リーベロたかはぎ)  

●測定結果   

茨城県のホームページで公表しています。 

 

市が独自に行っている市内各所の       

簡易測定結果                

放射線対策室(総合福祉センター内)TEL 23-2215 

●測定場所   

市内小中学校・幼稚園・保育所(園)、サンス

ポーツランド、高浜グランド、はぎまろ球場

（市民球場）、花貫物産センター、花貫ダム、

土岳(山頂及びキャンプ場)、衛星通信記念公

園、北部衛生センター(土及びコンクリート

上)、高萩海水浴場(砂浜中央及び堤防側)、ハ

ーモニーパーク、大和町中央公園、森林公園 

●測定結果   

市のホームページ等で公表しています。 

 

４ 水道水の放射性物質濃度の測定         

水道課 TEL 22-3642 

市では、市内の水道水の放射性物質濃度を定

期的に測定しています。 

●測定結果  

市のホームページ等で公表しています。 

 

５ 農産物等の放射性物質測定      

放射線対策室(総合福祉センター内)TEL 23-2215 

※測定の予約は放射線検査窓口(TEL23-2122)へ 

●対象品目   

・市内で生産、採取された農産物 

・市内で採取された飲用井戸水等(水道水を除く) 

※スーパー等での購入品は測定しません。 

●対象 市民(個人農家や井戸水等使用者等) 

●検査日時  平日の午前 9 時～12 時、午後

1 時～4 時 ※測定時間は約 10 分ですが、申

請書の提出及び測定前後の処理により、30 分

ほどかかります。 

●予約方法 放射線検査窓口へ電話で予約。

予約は 1 世帯につき 1 日 1 検体までです。次

の予約は申し込んだ測定が終了してからとな

ります。 

●測定方法 

(1)検体の前処理   

野菜等：土壌等を水で洗い落とし、フードプ

ロセッサー・ミキサー等で細かくしてくださ

い。測定に必要な容量は約 700ml です。 
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井戸水：1 リットルをペットボトルいっぱい

に入れて持参してください。 

土のう：ビニール袋に１kg 程度入れて持参し

てください。 

(2)放射線検査窓口（環境衛生課北側）で申請

書を提出していただき、その場で測定を行い

ます。※市が所有する測定器による簡易測定

ですので、測定値等により証明を行うもので

はありません。 

●測定器  (株)テクノエーピー製食品放射

能測定装置 TS100B ベクレルモニター  

●※検出限界(セシウム)は約 30 ベクレル/kg 

 

６ 学校給食食材の放射能濃度検査  

学校給食センター TEL 23-7412 

市では、学校給食の安全性を確認するため、

学校給食食材の放射能濃度検査及び調理済み

給食1食分のミキサー検査を実施しています。 

●使用機器  (株)テクノエーピー社製

TN300Bベクレルモニター(平成24年2月17日の

検査から機器変更) 

●検出下限値  1ベクレル/Kg 

●測定結果  市のホームページ等で公表し

ています。 

 

７ 放射線アドバイザーの派遣      

【茨城県からの委託業者】 

(社)茨城原子力協議会企画課 TEL029-282-3111 

放射線の専門家が集会や職場などにお伺いし

て、放射線の基礎知識や放射線の健康への影

響などについて分かりやすく説明します。ア

ドバイザーの派遣を希望する場合はお問い合

わせください。 

●実施期間  平成24年3月15日(木)まで 

●対象   自治会、市民団体、ＰＴＡ等の

各種団体（参加費等が無料の講座に限ります） 

 

８ 飲用井戸等復旧経費に対する補助  

【井戸等を設置又は修繕した場合】     

環境衛生課(総合福祉センター内)TEL 23-7031 

●補助対象  水道の供給を受けていない人

で、飲用井戸等を修繕する使用者 

●補助金額  補助対象経費の 2 分の 1 

（補助限度額 10 万円） 

●申請方法  申請書及び必要書類を環境衛

生課へ提出。※平成 24 年 3 月 31 日までに復

旧完了し実績報告を提出できること。補助対

象経費や必要書類についてはお問い合わせく

ださい。 

●申請期限 平成 24 年 2 月 29 日(水) 

 

【井戸から水道に切り替えた場合】     

水道課 TEL 22-3642 

●補助対象  東日本大震災が原因で自己の

居住用住宅の井戸の利用が不可能となり、上

水道の接続工事を行った場合 

●補助金額  工事費の 2 分の 1 以内（補助

限度額 1 万円） 

●申請方法 水道課にある申請書に記入

し、必要書類（高萩市水道事業指定給水装置

工事事業者からの領収書等）を添付して水道

課へ提出 ※必要書類についてはお問い合わ

せください。 

●申請期限 平成 24 年 2 月 29 日(水) 

 

９ り災証明書の交付申請     

市民課(総合福祉センター内) TEL 23-2116 

震災により建物等の被害を受け、り災証明が

必要で、まだ申請をしていない人はお早めに

申請をお願いします。 

●申請手続  市民課に備え付けの様式に、

氏名、住所、電話番号、被害状況などをご記

入の上、市民課窓口に提出してください。手

数料は無料です。印鑑をお持ちください。 

※建物以外の場合は、被害を受けたことがわ

かる写真をお持ちください。 

●交付方法  市が調査を行った後、申請者

の住所に郵送します。 

●申請日時（土曜日と祝日を除く） 

午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

 

10 災害弔慰
ちょうい

金
きん

の支給        
社会福祉課(総合福祉センター内)TEL 23-7030 

●対象  災害により死亡した人の遺族 

●支給額 

生計維持者が死亡した場合･･･500 万円 
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その他の場合 ･･･250 万円 

 

11 災害障害見舞金の支給      
社会福祉課(総合福祉センター内)TEL 23-7030 

●対象  災害により重度の障害(失明、両上

肢ひじ間接以上切断等)を受けた市民 

●支給額   

生計維持者が重度の障害を受けた場合 

･･･250 万円 

その他の者が重度の障害を受けた場合 

･･･125 万円 

※対象となる障害には基準があります。 

 

12 災害援護資金の貸付制度    
社会福祉課(総合福祉センター内)TEL 23-7030 

災害により負傷したり、住居や家財に損害を

受けた市民に対して、生活の再建に必要な資

金を貸し付けます。※所得制限があります。 

●対象 

・世帯主に 1 か月以上の負傷がある人 

・家財の 3 分の 1 以上の損害を受けた人 

・居住住宅が全壊または半壊した人 

●貸付限度額 350 万円（全壊取壊しの場合） 

※負傷、損害の状況に応じて異なります。 

※貸付利率･･･年 1.5％ 

保証人有りの場合は無利子 

※償還期間･･･13 年間 

●申請期限  平成 30 年 3 月 31 日 

 

高萩市社会福祉協議会(TEL 23-8341)でも 

低所得世帯等などを対象に生活福祉資金 

制度による貸付を行っています。 

 

13 被災者生活再建支援制度    
社会福祉課(総合福祉センター内)TEL 23-7030 

災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に

著しい被害を受けた世帯に対して支援金が支

給されます。 

●対象  

住宅が全壊または大規模半壊した世帯 

●支給額（次の 2 つの支援金の合計額です） 

【基礎支援金】全壊･･･100 万円 

大規模半壊･･･50 万円 

申請期限  平成 25 年 4 月 10 日 

【加算支援金】建設・購入費･･･200 万円ほか 

申請期限  平成 26 年 4 月 10 日 

※1人世帯は各該当金額の 4分の 3になります。 

 

14 東日本大震災義援金      
社会福祉課(総合福祉センター内)TEL 23-7030 

災害により半壊以上の被害を受けた世帯へ、

日本赤十字社等に寄せられた義援金を配分し

ています。 

●対象  

住宅が全壊または半壊した世帯 

●配分額（第 2 次第 3 回配分までの額） 

住宅の全壊世帯･･･1,195,808 円 

住宅の半壊世帯･･･  597,904 円 

●申請期限  平成 24 年 3 月 30 日(金) 

 

15 茨城県災害見舞金制度      
社会福祉課(総合福祉センター内)TEL 23-7030 

災害により半壊した住宅に居住していた世帯

へ見舞金が支給されます。 

●対象  10 災害弔慰金、11 災害障害見舞金、

13 被災者生活再建支援制度に該当しない市民 

●見舞金の額  

住宅の半壊(床上浸水)  ･･･3 万円 

※今回の震災については、従来の床上浸水は

半壊となります。（内閣府通知による） 

●申請期限  平成 24 年 3 月 30 日(金) 

 

16 高萩市災害見舞金支給制度   
社会福祉課(総合福祉センター内)TEL 23-7030 

●対象  災害により負傷した市民、現に居

住していた住居に被害を受けた市民 

●見舞金の額 

全治 3 か月以上の負傷･･･2 万円ほか 

住宅の全壊･･･5 万円 

住宅の半壊(床上浸水)･･･3 万円  

床下浸水･･･5 千円 

●申請期限  平成 24 年 3 月 30 日(金) 

 

高萩市社会福祉協議会(TEL 23-8341)でも 

市の判定基準に準じて災害見舞金支給制 

度があります。 

 

17 住宅の修繕工事費の支援     

社会福祉課(総合福祉センター内)TEL 23-7030 

被災した住宅の修繕工事費の一部を支援します。 

●支援の対象(下記の要件すべてに該当する市民) 

・居住の用に供する家屋で、助成の対象とな

る住宅の所有者であること 

・修繕工事費が 10 万円以上になるとき 
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・り災証明書の交付を受けている人 

※13 被災者生活再建支援制度に該当しない人 

●支援金額 

修繕工事費の 10％(上限 10 万円) 

●申請に必要なもの 

・り災証明書 

・修繕工事の契約書の写しまたは見積書の写し 

・助成金交付申請書 

●申請期限  平成 24 年 3 月 30 日(金) 

（見積書が申請期限までに用意できない場合

でも申請手続きを行えますので、支援を受け

る方は期限までに申請してください。） 

 

18 被災した建物に関する相談窓口    

建設課 建築指導検査グループ 

（旧市役所分室会議室）TEL 23-7034 

●時間  午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

 

19 国民健康保険税の減免        

保険医療課(総合福祉センター内) TEL 23-2117 

国民健康保険に加入している人で、被災に伴

い居宅に損害を受けた世帯、納税義務者の 

事業収入等の減少が見込まれる世帯は、納税

義務者からの申請に基づき、国民健康保険 

税が減免になる場合があります。減免申請書

に必要書類を添付のうえ、保険医療課まで 

提出してください。 

●減免対象 

(1)居宅の損害 

損害程度 免除の割合 

全壊 全部 

半壊・大規模半壊 2 分の 1 

※添付書類…り災証明書 

(2)収入の減少 

下記の①～③全てに該当する世帯 

①収入減少額が前年収入額の 10 分の 3 以上 

②総所得金額及び分離課税所得の合計が

1000 万円以下 

③減少する所得以外の前年の合計所得が 400

万円以下 

※添付書類…平成 22・23 年分の確定申告書等

の収入が比較できる書類 

●申請期限  平成 24 年 4 月 2 日(月) 

※今後、国・県の通知等により申請期限が変

更になる場合があります。 

 

20 後期高齢者医療保険料の減免    

保険医療課(総合福祉センター内)TEL 23-2117 

東日本大震災により、住宅が全壊や大規模半

壊または半壊の判定を受けた「り災証明書」

をお持ちの後期高齢者医療被保険者の方は、

申請に基づき、後期高齢者医療保険料が減免

になる場合があります。 

●該当要件  平成 23 年 3 月 11 日に高萩市

に住所を有し、住宅が全壊・大規模半壊・半

壊又はこれに準ずる被災をした人（※一部損

壊の方は除きます。） 

●減免になる人の保険料は下表のとおりです。 

住宅の損害の程度  減額または免除の割合 

全壊 全部 

半壊・大規模半壊 2 分の 1 

●該当する人は、り災証明書と印鑑を持参の

上、保険医療課の窓口にてお手続きください。 

●住宅の損害以外にも、震災により収入が著

しく減少した等で、該当する場合があります。

詳しくは保険医療課までお問合せください。 

●減免の期間は国からの通知により変更にな

る場合もあります。 

 

21 医療機関等の窓口負担金免除期間を延長  

保険医療課 国保・医療福祉グループ 

(総合福祉センター内)TEL 23-2117 

東日本大震災に伴う、国民健康保険及び後期

高齢者医療の一部負担金等の免除の取り扱い

を、次のとおり延長します。 

●一部負担金の免除期間の延長 

一部負担金等の免除証明書をお持ちの人は、

平成 24 年 9 月 30 日まで免除期間が延長され

ます。今お持ちの証明書の有効期間は、「平成

24年 2月 29日まで」と印字されていますが、

平成 24 年 3 月以降も引き続き使用可能です。 

ただし、入院時食事療養費の標準負担額等の

免除措置は平成 24 年 2 月 29 日までで終了し

ます。また、震災のため住家が半壊以上の損

害等を受けた人で、一部負担金等の免除申請

をしていない人は、り災証明書と印鑑をご持

参の上、保険医療課で申請してください。 
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●一部負担金等の還付申請 

引き続き一部負担金等の還付申請も受け付け

ています。 

●還付申請に必要な書類 

・一部負担金等免除証明書 

・医療機関等が発行した領収証 

・口座番号がわかる書類（通帳） 

・印鑑 

 

22 国民年金保険料の免除      

市民課(総合福祉センター内) 

TEL23-2116、内線 226･227 

日立年金事務所(日立市幸町 2-10-22) 

TEL 0294-24-2125 

被災に伴い、住宅や家財、その他の財産につ

いて、おおむね 2 分の 1 以上の損害を受けた

人は、本人からの申請に基づき、国民年金保

険料が免除になります。詳しくは市民課また

は日立年金事務所へお問い合わせください。 

●申請方法  免除申請書及び被災状況届を

市民課または日立年金事務所へ提出してくだ

さい。本人が提出できない場合は委任状が必

要です。 

●申請期限  平成 24 年 4 月 2 日(月)  

●免除期間  平成 23 年 2 月～平成 24 年 6

月分まで 

 

23 児童扶養手当の所得制限     

市民課(総合福祉センター内) TEL 23-2116 

被災に伴い、受給者本人及び同居の血族（扶

養義務者）が住宅や家財などの財産について、

おおむね 2分の 1以上の損害を受けたときは、

平成 23 年 3 月から平成 24 年 7 月までの手当

について、所得制限がかからない場合があり

ます。詳しくは市民課までお問い合わせくだ

さい。 

 

24 介護保険料及び介護サービス利用料  

などの減免                

高齢福祉課(総合福祉センター内)TEL 22-0080 

保険料・利用料の減免が平成 24 年 9 月 30 日

まで延長されました。未申請の人や、平成 24

年 4 月以降 9 月までに誕生日を迎える人で、

半壊以上の被災を受けた人も該当になります。 

●申請に必要な書類 

り災証明書、印鑑、本人の口座番号がわかる

もの、介護保険証 

 

25 市県民税の減免          

税務課 課税グループ(総合福祉センター内) 

TEL 23-2115 

被災した人で、次に該当する場合は、市県民

税の減免を受けることが出来ます。 

・死亡した場合 

・生活保護となった場合 

・障害者となった場合 

・平成22年中の合計所得が1,000万円以下で、

所有する住宅（控除対象配偶者及び扶養親族

が所有している住宅を含む。）に被害を受け

た人のうち、り災証明書において、全壊・大

規模半壊・半壊と判定された人 

●申請期限  平成 24 年 3 月 30 日(金) 

 

26 軽自動車税の減免         

税務課 課税グループ(総合福祉センター内) 

TEL 23-2115 

震災で軽自動車が滅失または損壊したため、

代替として軽自動車を取得した人で、一定の

条件を満たす場合、代替軽自動車の軽自動車

税は、平成23年～25年度の各年度分が非課税

になります。非課税措置を受ける場合は、税

務課へ申請してください。 

●申請期限  平成 24 年 3 月 30 日(金) 

 

27 固定資産税・都市計画税の減免            

税務課 課税グループ(総合福祉センター内) 

TEL 23-2115 

震災により、所有する固定資産（家屋・土地・

償却資産）が下記に該当する被害を受けた場

合は、固定資産税・都市計画税の減免を受け

ることが出来ます。 

●家屋  り災証明において「半壊」「大規模

半壊」「全壊」の判定を受けた家屋 

※土地及び償却資産についてはお問い合わせ

ください。 
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●申請期限  平成 24 年 3 月 30 日(金) 

 

28 所得税の減免・免除                

日立税務署 TEL 0294-21-6346 

ご自身や扶養親族が所有する資産に被害を受

けた人は、確定申告により、所得税の軽減・

免除を受けられる場合があります。詳しくは

お問い合わせください。 

 

29 ゴミの収集           

環境衛生課(総合福祉センター内)TEL 23-7031 

【災害ごみの受入れ】 

災害ごみ（瓦、木材、コンクリート、ブロッ

ク、壁材等）については、申請に基づいた承

認書を提示していただくことで受入れを行っ

ています。申請に際して、災害ごみ仮置き場

に搬入する人の情報を記入していただき、り

災証明書（原本）及び家屋の被害状況がわか

る写真を添付していただくこととなりますの

で、ご用意の上で環境衛生課窓口にお越しく

ださい。なお、書類審査及び職員による現地

確認を行いますので、申請から承認書の発行

まで審査期間として 3 日（土日及び祝日を除

く）かかります。申請日当日には承認書を発

行できませんので、搬入する期日に余裕を持

って申請してください。 

●事前申請に必要なもの 

①災害ごみを搬入する人の情報（災害ごみ仮

置き場に搬入する事業者名等、搬入に使用す

る車両番号、搬入する期間） 

②り災証明書（原本） 

③家屋の被害状況がわかる写真 

④申請者の印鑑 

 

30 消費生活関連の相談       

高萩市消費生活センター(リーベロたかはぎ内) 

TEL 23-2114 

震災に関連した契約上のトラブルや、その他

消費生活に関する相談をお受けします。 

●開設日 月・水・金曜日の午前 9時～12時、

午後 1 時～5 時(祝日除く) 

 

31 こころの相談           

健康づくり課(総合福祉センター内)TEL 24-2121 

震災等により、眠れない、元気が出ないなど、

不安をお持ちの人を対象に保健師が相談をお

受けします。 

 

32 茨城県弁護士会の無料面談相談          

茨城県弁護士会では、東日本大震災について

無料面談相談(予約制)を実施しています。 

●実施期間  当面の間 

○日立相談センター(TEL 029-227-1133) 

受付：月～金曜日の午後 1 時～4 時 

相談日時：木曜日の午後 1 時～4 時 

場所：日立商工会議所(日立市幸町 1-21-2) 

○水戸相談センター(TEL 029-227-1133) 

受付･相談日時：月～金曜日の午後 1 時～4 時 

場所：茨城県弁護士会館(水戸市大町 2-2-75) 

 

33 東日本大震災復興緊急融資     

高萩市商工会 TEL 22-2501 

県産業政策課 金融グループ TEL 029-301-3530 

●対象  東日本大震災により損害を受け、

経営の安定に支障をきたしている市内に事業

所を有する中小企業者等で次のいずれかに該

当する人 

①次のいずれかに該当するもの 

・市町村長から東日本大震災に係るり災証明

を受けた人 

・東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に

よる災害に際し、緊急事態応急対策を実施す

べき区域内に事業所を有することについて、

市町村長等の証明を受けた人 

②東日本大震災の影響により地震発生後 1 か

月当たりの売上高等が前年同期比で 5％以上

減少した人 

③次のいずれかに該当することについて、市

町村長の認定を受けた人 

・東日本大震災後の最近 3 か月の売上高等が

前年同期比で 10％以上減少した人。ただし、

特定被災区域外の事業者については、特定被

災区域内の事業者との取引関係により売上高

等が減少した人に限る。 
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・特定被災区域外の事業者であって、東日本

大震災後の最近 3 か月の売上高等が前年同期

比で、15％以上減少した人 

●資金使途及び融資の条件   

上記の該当項目により異なります。（融資実行

には金融機関及び信用保証協会の審査があり

ます。） 

 

34 東日本大震災復興緊急融資利子補給  

高萩市商工会 TEL 22-2501 

県産業政策課 金融グループ TEL 029-301-3530 

●利子補給対象者  茨城県の東日本大震災

復興緊急融資を利用した人 

●利子補給期間  融資を受けた後 3 年間 

※毎年 1 月 1 日～12 月 31 日までに金融機関

に対して支払った利子に対して、本人に直接

利子補給します。 

●利子補給率  1/3～10/10 ※利子の補給

率は融資種別、融資要件等により異なります。 

●交付申請  平成 23 年中に融資を受けた

人は県より申請書が郵送されています。平成

24 年以降に融資を受ける人については、融資

認定申請時に合わせて交付申請書を提出して

ください。 

●申請先  高萩市商工会 

 

35 中小企業等グループ施設等災害復旧

事業費補助金              

県中小企業課 経営支援室 TEL 029-301-3554 

茨城県では、東日本大震災により被災した、

中小企業の皆様の施設や設備の復旧・整備を

支援するため、平成 24 年度に「中小企業等グ

ループ施設等災害復旧事業」の実施を予定し

ています。（平成 24 年度の県予算成立が条件

となります。）被災地域の中小企業者等で構成

されたグループが、所定の復興事業計画書を

作成し、その内容が地域経済の活性化と雇用

の維持に重要な役割を担うと県が認定した場

合、震災後に発生した個々の中小企業者等の

施設・設備の復旧等に必要な経費の一部（3/4

以内）を補助します。 

 

 

 

36 臨時災害放送局「たかはぎ災害エフエム」 

経営企画課(リーベロたかはぎ内) TEL 23-2118 

●周波数  FM76.8メガヘルツ 

●定時放送 平日の①12時～ ②17時～ 

定時放送では「市役所からのお知らせ」を、

それ以外の時間は音楽を放送しています。た

だし、警報等が発令された場合には、随時、

緊急災害情報を放送します。 

●たかはぎ災害エフエムツイッター 

http://twitter.com/Takahagi_fm 

 

37 写真集「東日本大震災 高萩市の記録 絆」 

市長室(リーベロたかはぎ内) TEL 23-7320 

市では、東日本大震災の経験と教訓を風化さ

せることなく、また今後の災害の備えとする

ため写真集を発刊しました。高萩市の被害状

況と復旧・復興に向かう様子を写した全134

枚の写真が納められています。なお、売上金

は全て高萩市の復興支援に充てられます。 

●定価  400円（税込） 

●装丁  A4判36ページ（カラー） 

●販売場所  

【高萩市】  

・高萩市役所 市長室 ※平日のみ 

・高萩やすんでっ亭 TEL22-2720 

・林屋ストアー TEL22-2895 

・仲屋書店 TEL22-2403 

・花貫物産センター TEL28-0808 

・総合福祉センター売店        

【日立市】 

・(株)北書房 TEL0294-22-1887 

【東海村】 

・(株)大野書店 TEL029-282-2098 

【水戸市】 

・川又書店県庁店 TEL029-301-1811 

・川又書店エクセル店 TEL029-231-1073 

【石岡市】 

・TSUTAYAピアシティ石岡店 TEL0299-35-5577 
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市内各施設の状況         

●総合福祉センター内の各施設  再開  

浴場は水・金・土曜日 

※多目的ホール等の使用については、一部

制限がある場合があります。詳しくは下記

までお問い合わせください。  

高齢福祉課(総合福祉センター内) TEL 22-0080 

 

●集会所各施設  

  市役所で使用するため休止  

本町・春日町集会所 

財政課 (リーベロたかはぎ内)TEL 23-2113 

 

●生涯学習課所管施設 

 業務を再開  

◆図書館  

◆中央公民館 

◆高浜運動広場 

◆勤労青少年ホーム  

◇サンスポーツランド高萩 

◇市民体育館  

◇はぎまろ球場（市民球場） 

◇穂積家住宅 

◇歴史民俗資料館  

 当分の間休館  

◆松岡地区公民館(平成 24 年 3 月上旬開館予定) 

◆文化会館  

◇リーベロたかはぎ 

「◆」の施設については 

社会教育施設経営室(中央公民館内) TEL 23-1125 

「◇」の施設については 

生涯学習・スポーツ振興グループ TEL 23-1132 
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