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○申込み・問合せ　　高萩市里山づくり委員会事務局（農林課内）　　☎２３－７０３５

小山ダムの下流部の横川地区の大北川に群れる数百匹のゲンジボタルの黄色い光、涼しげな声でなくカジカガエルの
声を楽しみます。夕食には小山ダムカレーを味わいます。ぜひ、ご参加ください。

小山ダム　横川のホタルを見る会

○申込み・問合せ　　ＮＰＯ里山文化ネットワーク　　☎２２－３６５０

日　　時 ６月 15 日（土）17：30 ～ 20：00　※雨天中止

集合場所 小山ダム駐車場（横川 1533 －１）

参 加 費 1,000 円／人（食事代等）

申 込 み ６月 12 日（水）までに電話でお申込みください。
（土・日・祝日除く９：00 ～ 16：00）

募集人数 先着 30 名（子供の参加は保護者がついてください）

日　　時 ６月 22 日（土）14：00 ～ 20：00 頃　※雨天中止

集合場所 里山交流館（上君田 715 －１）

参 加 費 中学生以上 1,500 円、小学生以下 500 円（保険・夕食代込）
※子どものみの参加不可

募集期間 ６月６日（木）～ 13 日（木）８：30 ～ 17：15　※土・日除く【先着 60 名】

そ の 他 ●作業できる服装で参加ください。●観賞地までは各自の車で移動、現地解散。

海水浴シーズンを前に海岸清掃を行いますので、市民の皆様のご協力をお願いします。

海岸清掃にご協力をお願いします

○問合せ　　高萩市市民憲章推進協議会事務局（企画広報課）　　☎２３－２１１８

日　　時 ６月 30 日（日）８：00 ～【荒天の場合】７月６日（土）
※小雨決行。当日、７：00 に「たかはぎ FM（76.8MHz）」にて態度決定について放送します。

清掃場所 高戸小浜海岸、前浜海岸、関根川河口付近から花貫川河口付近までの海岸

準 備 品 軍手など（ごみ袋は事務局で用意します）

回 収 物 可燃物、缶、ビン、プラスチック類の収集のみ。
※流木等の自然物は回収しません。

備　　考 町内会、常会、子供会の皆様は、昨年と同じ場所の清掃をお願いします。

～親子で体験！ちょこっと里山～
「手作り竹飯ごう」でご飯炊き＆ホタルの鑑賞会＆自然観察会
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廃棄物を、簡易焼却炉・ドラム缶などで焼却（いわゆる「野焼き」）することは、環境汚染の原因となるため法律で禁
止されています。さらに、火災につながる危険もありますので、「野焼き」は絶対にやめましょう。

通報の際には、①発見日時　②発見場所　③現場の状況　④行為者に関する情報　⑤土地に関する情報　⑥通報者の
氏名、連絡先（個人情報は外部に漏らしません）をお知らせください。

なお、通報は匿名でも受け付けています。

○問合せ　　茨城県　廃棄物対策課　　☎０２９－３０１－３０３３
環境衛生課　　　　　　　☎２３－７０３１　　　　　  

花貫物産センター「七夕まつり」のお知らせ

○問合せ　　花貫物産センター　　☎２８－０８０８

日　　時 ７月７日（日）11：00 ～ 13：00　※野菜の料理がなくなり次第終了
場　　所 花貫物産センター食堂　（大能 1100 ー２）

内　　容
◆野菜バイキング

食堂内でお食事を注文いただいたお客様限定で地元産の季節野菜料理のバイキングを提供します。
是非この機会に高萩市の野菜をご賞味下さい！

高萩市子ども文化教室一日体験講座

○問合せ　　高萩市文化協会事務局（生涯学習課内）　　☎２３－１１３２

日　　時 ６月 16 日（日）９：30 ～ 14：00　※受付は 13：30 まで
場　　所 高萩市総合福祉センター、リーベロたかはぎ
内　　容 茶道、華道、琴、尺八、書道、組紐、フラダンス、民謡、管楽器、剣道、ウェルカムコンサート
対　　象 幼児（年長）～中学生
参 加 費 無料
そ の 他 教材が必要な体験については、なくなり次第終了となります。

○問合せ　　陸上自衛隊勝田駐屯地広報班　　☎０２９－２７４－３２１１

日　　時 ７月 20 日（土）９：00 から 21 日（日）14：00 まで
場　　所 陸上自衛隊勝田駐屯地
内　　容 自衛隊テント設営、飯ごう炊さん、キャンプファイヤーなど
募集人数 小学生と保護者合計 70 人（応募多数の場合は抽選となります）
参加資格 県内在住の小学生（保護者１人同伴）
参 加 費 １人 2,500 円

応募要領

参加希望者全員の
①氏名（ふりがな）　②生年月日　③年齢　④職業・学年　⑤性別　⑥住所　⑦電話番号　
⑧食物アレルギー　を記入の上、
勝田駐屯地広報班宛（〒 312ー 8509　ひたちなか市勝倉 3433）へ往復はがきにてお申し込みくだ
さい。
６月 14 日（金）必着

「夏休みキャンプ教室」参加者募集

◆不法投棄・野焼きを見つけたら 不法投棄 110 番 （０１２０－５３６－３８０） へ
　　　受付時間：平日８：30 ～ 17：15（受付時間外は、最寄りの警察署へ）

不法投棄・野焼きを見つけたら！！
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狩猟免許を取得してみませんか？

○問合せ　　農林課　　☎２３－７０３５

高萩市では、有害鳥獣による農作物等への甚大な被害を抑制することを目的に、駆除に必要な狩猟免許を新たに取得
する方に対して、免許取得に係る費用の一部を助成します。

◎犬や猫などの相談や困りごとは…
　茨城県動物指導センター　☎０２９６－７２－１２００

犬猫の適正飼養に努めましょう！

○問合せ　　環境衛生課　　☎２３－７０３１

動物愛護法では、犬猫等の飼い主としての責任や自覚を持ち、適正飼養し、動物が人の生命、身体若しくは財産に害
を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めるよう規定されています。

ご近所の方すべてが犬猫好きとは限りませんので、次の項目についてもう一度確認し、適正に飼養しましょう。

◆「ふん」をしたときは、必ず持ち帰りましょう！
犬猫の飼い主は、茨城県動物の愛護及び管理に関する条例の規定により、公共の場所並びに他人の土地及び物件を不

潔にしたり、人に迷惑をかけたりしないことを守らなければなりません。
また、道路や公園につきましては、道路法及び高萩市都市公園条例の規定でみだりに汚損することが禁止されており、

違反すると処罰されます。

◆放し飼いはやめましょう！
犬は逃げたり人に危害を加えることのないよう「けい留」し、猫は「室内」で飼いましょう。
放し飼いにすると糞尿による住環境悪化や、別の犬猫との交配で繁殖し、他人の土地で生み落したりして近隣住民に

多大な迷惑がかかります。また、犬猫が交通事故にあったり、もし他人に危害を加えた場合は損害賠償責任を負わされる
おそれがあります。
※県条例の一部改正により、平成 31 年４月１日からけい留義務違反等に係る罰則が強化されました。（改正前：５万円

以下の罰金又は科料 ⇒ 改正後：30 万円以下の罰金）

◆のら犬・猫にエサを与えないで！
エサを与えるだけで管理をしない無責任な行為は、のら犬・猫の数を増やすこと

になり、ご近所迷惑なだけでなく、事故や病気などで死亡する不幸な命を増やして
しまうことにもなります。飼うときは責任を持って終生飼いましょう。

～よくあるお問い合わせ～
Ｑ．のら猫が庭に寄りつきます…どうにかしてもらえませんか？
Ａ．市や動物指導センターでは、のら猫の捕獲や駆除は行っておりません。侵入防

止策として、忌避剤や木酢液、コーヒー豆のかす、タマネギの薄切り、赤ト
ウガラシを刻んだものなどを庭にまくと効果があります。

実 施 日 種　　類 試験会場 時　　間
6 月 23 日（日） 網猟・わな猟

茨城県狩猟者研修センター
（笠間市石寺 680 番地）
☎ 0296 ー 72 ー 7730

9：30 ～ 16：00
受付は 9：00 より
※終了時刻は受験人数によ

り前後します。

7 月 23 日（火） わな猟・第一種銃猟・
第二種銃猟

8 月 24 日（土） 網猟・わな猟・第一
種銃猟・第二種銃猟

12 月12 日（木） わな猟
茨城県土浦合同庁舎

（土浦市真鍋 5 ー 17 ー 26）
☎ 029 ー 822 ー 8364

2020 年
1 月 18 日（土）

わな猟・第一種銃猟・
第二種銃猟

茨城県狩猟者研修センター
（笠間市石寺 680 番地）
☎ 0296 ー 72 ー 7730

【日程及び会場等】
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～後期高齢者医療制度の対象者の方へ～
後期高齢者医療保険料の納付書発送は７月 12 日（金）です

平成元年６月現在で、後期高齢者医療保険料が年金から天引きされていない方には、納付書（薄紫色の封筒）を郵送
しますので、納期限までに納付をお願いします。

※コンビニエンスストアでのお支払いもできます。

※後期高齢者医療制度は、75 歳以上の方と 65 ～ 74 歳で一定の障害がある方が加入対象者です。
※保険料は個人ごとに算定（上限年額 62 万円 )、保険料率は県内一律（２年ごとに見直し）です。
※令和元年度の保険料率は次のとおりです。

保険料（年額）＝【均等額】定額 39,500 円  ＋【所得割】基礎控除後の総所得額× 8.00％

○問合せ　　保険医療課　　☎２３－２１１７

◆保険料の納付方法は『特別徴収』と『普通徴収』の２通りです◆

いいえ

はい

はい

いいえ

受給している年金が年額 18 万円未満である。

介護保険料を納付書や口座振替で納めている。
または、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の 1/2 を超える。

【特別徴収】年金から納める
　年６回、年金受給月に天引きとなります。

※複数の年金を受給している・年度の途中で加入した等の場合、特別徴収にならない
ことがあります。

※新規に加入された方は、しばらくは普通徴収になります。
※手続により納付方法を口座振替に変更することができます。

４月 ６月 ８月

仮徴収

　令和元年度の年間保険料額が確定して
いないため、仮に算定された保険料額を
納めていただきます。

10 月 12 月 ２月

本徴収

　確定した年間保険料額から仮徴収分を
差し引いた額を、３回に分けて納めてい
ただきます。

※国民健康保険を口座振替で納めていた方も、改めて手続が必要です。
※ 75 歳到達以降に口座登録している方、または特別徴収の方は手続不要です。

【普通徴収】納付書・口座振替で納める
　７月～翌年２月の８回に分けて納付となります。
　　・納 付 書：市から納付書が郵送されますので、納期限までに納めてください。
　　・口座振替：ご指定の口座から納期月の 25 日に引き落としいたします。ただし、金融機関が休業日の場合は
　　　　　　　　翌営業日となります。

便利な口座振替への切替手続は…

申込期限 第１期分（７月）から口座振替：令和元年６月 14 日（金）まで

申込受付 下記のものをご用意の上、保険医療課までお越しください。
①保険証　②通帳　③通帳届出印
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木造住宅の「耐震診断」・「耐震改修」を支援します
地震への備えは大丈夫？

建物が地震の揺れに耐える能力のことを「耐震性能」といいます。
昭和 56 年に建物の耐震基準（建築基準法）が大きく改正され、それ以前の旧耐震基準で建築した住宅はそれ以降に

建築した住宅の約４倍の倒壊・崩壊率であったことが報告されています。
県及び市では、住宅の耐震化を促進するため、安心して相談できる技術者（木造住宅耐震診断士）を養成し、住宅の

耐震化に対する補助制度を準備しております。今後予想される首都直下地震へ備えるため、建物の耐震性能を調べる耐
震診断や、耐震性能を向上させる耐震改修を実施しましょう。

※悪質な業者による勧誘にご注意ください。市職員による訪問や電話で耐震診断を勧めることはありません。

木造住宅耐震診断士派遣事業

内　　容 大地震から皆様の住まいと生命を守ることを目的として、市が派遣する耐震診断士が耐震診断を行い、
その診断結果を報告します。

募集期間 ６月５日（水）から７月 31 日（水）まで　※土・日・祝日を除く

募集戸数 10 戸（先着順。定数になり次第締切り）

費　　用 2,000 円（診断費用 66,000 円／戸のうち個人負担分）

申込資格

以下の要件全てに該当する木造住宅の所有者で、市税の滞納が無い人

①１戸建て木造専用住宅又は店舗等併用住宅（床面積の 1/2 以上が住宅であるものに限る）
②建築確認が昭和 56 年５月 31 日以前（旧耐震基準）
③階数が２階以下で延べ床面積 30㎡以上
④在来軸組構法または枠組壁工法（ツーバイフォー工法）
⑤震災の影響が少ない建物（り災証明：一部損壊、無被害）
⑥過去に市から耐震診断士の派遣を受けていないこと

木造住宅耐震化促進補助事業

内　　容 精密診断法による耐震改修設計及び耐震補強のための耐震改修工事の費用の一部を補助します。

受付期間 ６月５日（水）から 11 月８日（金）まで　※土・日・祝日除く

募集戸数 各１戸（先着順。定数になり次第締切り）

補助金額
耐震改修設計・工事に要する額の 1/3 以内の額（千円未満切捨）
　・耐震改修設計に要する費用：10 万円（補助限度額）
　・耐震改修工事に要する費用：30 万円（補助限度額）

申込資格

以下の要件の全てに該当する木造住宅の所有者で、自己の居住のために耐震改修設計又は工事（市内
の事業者）を行い、かつ市税の滞納が無い人。

①１戸建て木造専用住宅または店舗等併用住宅（床面積の 1/2 以上が住宅であるものに限る）
②建築確認が昭和 56 年５月 31 日以前（旧耐震基準）
③階数が２階以下で延べ床面積 30㎡以上
④耐震改修設計は、耐震診断（一般診断法）による上部構造評点が 1.0 未満
⑤耐震改修工事は、耐震改修設計による上部構造評点が 1.0 以上（0.3 以上増加）
⑥耐震改修設計、耐震改修工事いずれの場合でも平成 31 年３月末までに完了するもの
⑦在来軸組構法または枠組壁工法（ツーバイフォー工法）

○問合せ　　都市整備課　　☎２３－７０３４

◎耐震改修工事と併せて住宅リフォームをご検討されている場合は、「住宅リフォーム資金助成制度」も併用でき
ます。

※受付は先着順です。予算に達した時点で受付を終了します。 ○問合せ　　観光商工課　　☎２３－７３１６
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高萩市イベントカレンダー

小山ダム　横川のホタルを見る会
申込み ６月 12 日（水）までに電話で申込み

先着 30 名募集人数

問合せ NPO 里山文化ネットワーク
☎２２－３６５０

６月15日（土）17：30～20：00

問合せ 高萩市里山づくり委員会事務局（農林課内）
☎２３－７０３５

～親子で体験！ちょこっと里山～

「手作り竹飯ごう」でご飯炊き &
 ホタルの鑑賞会 & 自然観察会

６月22日（土）14：00～20：00

申込み ６月６日（木）～ 13 日（木）までに電話
で申込み

先着 60 名募集人数

中学生以上　1,500 円（保険・夕食込）
小学生以下　　500 円（保険・夕食込）

参加費

作業できる服装でお越しください
観賞地までは各自の車で移動・現地解散

その他

高萩市企画部企画広報課

花貫物産センター「菖蒲まつり」
会　場 花貫物産センター

柏餅販売１個 80 円
お買い物をされた人には菖蒲を
プレゼント！

内　容

花貫物産センター　☎２８－０８０８問合せ

６月９日（日）10：00～13：00

子ども文化教室一日体験講座
会　場 総合福祉センター多目的ホール、

リーベロたかはぎ

幼児（年長）～中学生対象者

問合せ 高萩市文化協会事務局（生涯学習課内）
☎２３－１１３２

６月16日（日）９：30～14：00

問合せ 高萩ウオーキングクラブ会長
間下　彰さん　☎２２－４８０９

第５回全国赤水ウオーク！
参加者募集

集合・出発 JR 南中郷駅前（北茨城市南部市民サービ
スセンター）に９：30

　赤水ゆかりの地とたつごの里を訪ねるウォーキングイ
ベント。参加費無料・事前申込不要です。ぜひご参加く
ださい。

高萩市歴史民俗資料館 14：30 頃解　散

コース 南中郷駅前から長久保赤水ゆかりの地（誕
生地・旧宅・墓）などを巡る全長約 10 ㎞

６月23日（日）小雨実施、荒天中止

海岸清掃
清掃場所 高戸小浜海岸、前浜海岸、関根川河口付近

から花貫川河口付近までの海岸

問合せ 高萩市市民憲章推進協議会事務局
（企画広報課内）　☎２３－２１１８

６月30日（日）８：00～　［荒天の場合］7月６日（土）

市報たかはぎ　　　　　お知らせ版‐ ６ ‐


