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○問合せ　　環境衛生課　　☎２３－７０３１

市営霊園の使用者を募集します。希望する人は、応募条件などをご確認の上、お申込みください。

市営霊園の使用者募集

【募集区画の概要】（墓地の配置図は、環境衛生課にあります。）

霊園名称 募集区画数 大きさ 永代使用料 管理料 / 年

高萩霊園 日本式 ２区画 ９m2 720,000 円 3,880 円

高萩霊園 西洋式 ２区画 ８m2 400,000 円 3,130 円

秋山菖蒲霊園 自由式 ３区画 ５m2 490,000 円 4,860 円

【申込要件】

応募条件 市内に住所を有し、現在遺骨をお手元にお持ちの人

受付期間 11 月６日（火）から 11 月 19 日（火）まで　※土・日を除く
午前８時 30 分から午後５時 15 分まで

受付場所 環境衛生課窓口（市役所２階）

そ の 他

◆お申込みの際には印鑑および現在遺骨をお持ちであることを証する書類（埋火葬許可証等）を持参
してください。

◆１世帯につき１区画になります。
◆希望区画が重複した場合は、後日抽選となります。
　※先着順ではありません。
◆使用決定後に永代使用料等を一括納入していただきます。
◆募集区画は全て返還区画となります。

【所在地】

高萩霊園（高萩市大字赤浜３６４番地） 秋山菖蒲霊園（高萩市大字秋山２７６４番地）
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市では、市民が火災や地震・風水害などの自然災害によって被害を受けた場合に見舞金を支給しています。
詳細については、社会福祉課へお問い合わせください。

災害見舞金の額

１. 死亡等の場合

区　　　分 金　　　額

死亡 50,000 円

全治３か月以上の負傷 20,000 円

全治１か月以上３か月未満の負傷 15,000 円

全治１週間以上１か月未満の負傷 10,000 円

※負傷の場合は、医師の診断書が必要です。

２. 住家の損壊、滅失等の場合
※現に居住している住家であって、
　世帯を単位とします。

全焼、全壊または流失 50,000 円

半焼、半壊 30,000 円

床上浸水 10,000 円

床下浸水  5,000 円

※り災証明書が必要です。

「高萩市災害見舞金」をご存知ですか

○問合せ　　社会福祉課　　☎２３－７０３０

自主的に運転免許の取り消しを申請した際に、運転免許証にかわる身分証明書として交付を受けることができる「運
転経歴証明書」が、12 月１日から一定の条件で運転免許が失効した人も交付が可能となります。

○問合せ　　茨城県警察運転免許センター　　☎０２９－２９３－８８１１ 

運転経歴証明書の交付に関する規定の見直しについて

プレミアム付商品券購入引換券の申請は、11 月 30 日（土）をもって終了します。
まだ申請をしていない人は、期日までにお願いいたします。

○問合せ　　観光商工課　　☎２３－７３１６

プレミアム付商品券の購入引換券申請期間終了のお知らせ
（住民税非課税者用）

対　象　者

2019 年度の住民税が課税されていない人
 ※以下の人は対象外です
　◆課税されている人の扶養親族等となっている場合
　◆生活保護の受給者である場合　など

申 請 方 法 対象と思われる人には申請書を発送済です。同封の返信用封筒で申請期限内に申請してください。

購 入 手 順 ①申請　⇒　②商品券の購入引換券が届く　⇒　③商品券を購入する

商品券内容 高萩市プレミアム付商品券　１セット 4,000 円（5,000 円分）
（使用期間：10 月１日～令和２年３月 31 日）※１人５セットまで

そ　の　他 ◆住民税非課税の人がプレミアム付商品券を購入するには、申請が必要です。
◆子育て世帯に関しては、直接、購入引換券を郵送しております。
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狩猟期間のお知らせ

○問合せ　　農林課　　☎２３－７０３５

11 月 15 日（金）から狩猟期間が始まります。期間中は、山間部で銃を使用した狩猟を行いますので、立ち入る場
合はご注意願います。

狩猟期間

令和元年 11 月 15 日（金）から令和２年２月 15 日（土）まで
※イノシシ猟に限り、令和２年３月 31 日（火）まで延長
※令和２年３月 16 日（月）から３月 31 日（火）までに使用できる猟具は、わなのみ
　（止めさしの場合のみ銃器使用可能）

捕獲方法 銃器、網及びわな

区　　域 市内一円（鳥獣保護区・休猟区を除く）

第 48 回みんなの消費生活展

○問合せ　　みんなの消費生活展実行委員会事務局（高萩市観光商工課内）　　☎２３－７３１６

「ともに築こう！豊かな消費社会～誰一人取り残さない 2019 ～」をテーマに各出展団体が展示などを行います。身
近な暮らしに役立つ情報がいっぱいです。ぜひお立ち寄りください。

日　　時 11 月 16 日（土）・17 日（日）９：00 ～ 15：00【産業祭と同時開催】

会　　場 中央公民館１階会議室

出展団体
と

内　 　容

出展団体 内　　容

高萩市食生活改善推進連絡会 ◆塩分チェックに答えてプレゼントをゲット！
◆お野菜しっかり食べていますか？一日に摂る野菜量の紹介

茨城県高圧ガス保安協会
日立支部高萩部会

◆ LP ガスの安全性や利便性をチェック！
◆いざという時のために！災害時におけるガスの復旧方法

一般社団法人 茨城県環境管理協会
◆省エネペットボトルエコランタンを作ろう！
◆取り組もう C

ク ー ル

OOL C
チ ョ イ ス

HOICE 賛同者募集！

茨城県電波適正利用推進員協議会 ◆「電波のこまった」を相談してみよう！
◆電波のルールは遵守しましょう！

日立食品衛生協会 ◆調べてみよう、手の汚れ！手洗い体験コーナー
◆食中毒や感染症の予防について

高萩市消費生活センター ◆契約のポイントはここだ！
◆「悪質商法撃退コーナー」を体験しよう！ など

高齢者講習や認知機能検査などの高齢者の運転免許更新手続きに関するお問い合わせ先の「高齢者講習相談専用番号」
が、11 月１日（金）から変更になります。

●新電話番号
　高齢者講習相談専用電話　☎０５７０－０６－１１５０
　【受付時間】8：30 ～ 17：15　※土日祝除く

高齢者講習相談専用電話番号変更のお知らせ
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かんしょ（サツマイモ）の生産拡大を推進します

○問合せ　　県北農林事務所　企画調整部門　企画調整課　　☎０２９４－８０－３３０１

県では、かんしょの生産拡大により国内外の需要を取り込み、本県のかんしょ生産農家の所得向上に繋げていきます。

かんしょ生産のための荒廃農地などの再生費用補助

補助対象 荒廃農地など（放任樹園地、陸田の畑地化を含む）を再生し、令和２年度にかんしょを作付けする農家・
農業者団体

採択要件 再生した農地で５年間かんしょを作付けすること　ほか

補助内容 再生に係る費用の３分の２（上限 100 千円／10a）
樹木の抜根を伴う場合、その費用の３分の２を加算（上限 150 千円／10a）

かんしょ拡大のための農地貸付協力金

交付対象 かんしょ農家に 20a 以上（複数農地合算可）の農地を貸し出す農家および農地の相続人

交付要件 農地中間管理事業を通じて貸借される農地（荒廃農地を除く）

交 付 額 定額 15 千円／10a

～親子で体験！ちょこっと里山～
「そば打ち体験」のお知らせ

○問合せ　　農林課　　☎２３－７０３５

高萩市産の常陸秋そばを打って、みんなで食べよう！

日　　時 11 月 30 日（土）10：00 ～ 13：00 頃

場　　所 上君田生活改善センター（上君田７１５－１）

内　　容 【そば打ち体験】※君田産の常陸秋そばを使用
けんちん汁と冷たいつゆ、とろろ（自然薯）を用意します！

募集人数 12 組（先着順）

参 加 費 中学生以上　1,500 円、小学生　500 円（小学生未満は無料）
※体験料、材料費、保険料込

申込期間 11 月５日（火）～ 11 月 22 日（金） 【先着 12 組】

申込方法
高萩市里山づくり委員会 事務局へメールまたは FAX で申込み（24 時間受付）
 記入事項　①住所　②氏名　③生年月日　④性別　⑤代表者の電話番号

【メール】nourin@city.takahagi.lg.jp　【FAX】２４－０００６

そ の 他 ◆お子様のみの参加はできません。　　　◆大人お一人様でも参加できます。
◆当日は、現地集合・解散となります。
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不法投棄・野焼きを見つけたら！！
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。

◆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）

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。
※不法投棄を見つけても、危険ですので、無断で私有地に立ち入ること、写真を撮影すること、注意することなどは絶

対にしないでください。必ず通報をお願いします。

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

第６回納豆早食い大会 ≪申込用紙≫ ※複数者申込み可

氏　　　名 性別 年齢 住　　　所

連絡先（☎）

連絡先（☎）

連絡先（☎）

連絡先（☎）

第 40 回高萩市産業祭 募集企画！『納豆早食い大会』参加者募集！
　今年もやります！ 産業祭恒例の納豆早食い大会！ 参加費無料で、宝来納豆さんの納豆を早食いします。

日　　時 11 月 16 日（土）13：00 ～ 13：30

会　　場 産業祭特設ステージ（市役所庁舎敷地内）

募集人数 12 名　※先着順

申込方法 下記の申込用紙に記入のうえ、メール、FAX、郵送にて申込みください。

申込期限 11 月８日（金）17：00 必着

そ の 他

◆優勝者には、景品を差し上げます。
◆高萩市産業祭を盛り上げるためのエンターテインメントです。
　よく味わって、決して向きにならず、絶対に無理はなさらないでください。
◆完食できない場合でもペナルティは一切ございません。

○問合せ　　観光商工課　　☎２３－７３１６
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高萩市企画部企画広報課

一日消防長
会　場 ベイシア高萩モール店
問合せ 予防課　☎２２－２９１８

11月11日（月）10：00～11：45

秋の紅葉そばまつり

問合せ 観光商工課　☎２３－７３１６
会　場 花貫ふるさと自然公園センター

　北方蕎麦の会が提供する、ひきたて・打ちたて・茹
でたての手打ちそばをご賞味ください。

11月23日（土）・24日（日）10：00～14：00

第33回こども作品展

問合せ 生涯学習課　☎２３－１１３２
会　場 市民体育館

　市内小・中学生の書道や水彩画、ポスターなどの作
品を展示します。

11月29日（金）～12月１日（日）

高萩市議会議員一般選挙
11月10日（日）７：00～18：00

高萩市徘徊SOSネットワーク「徘徊模擬訓練」

会　場 高萩市街地
内　容 ①情報伝達訓練（９：30 頃）

SNS 等を使い、情報を入手してください。
②声掛け通報訓練（９：30 ～ 11：30 頃）

情報と合致する人を見かけたら、警察ま
たは高齢福祉課へ通報してください。

問合せ 高齢福祉課　☎２２－００８０

11月20日（水）９：30～11：30 ※雨天中止

　認知症などによる行方不明者の早期発見・保護を図
るため、模擬訓練を実施します。

問合せ 松岡地区公民館　☎２４－０４２４

第 28 回松岡地区公民館まつり

会　場 松岡地区公民館

　公民館で活動するクラブの作品展示やステージ発
表、折り紙やちぎり絵の体験などを行います。おいし
い食堂もあります。ぜひご来場ください！

11月24日（日）９：00～14：30

会　場 中央公民館１階　会議室

　「ともに築こう！豊かな消費社会」をテーマに各出
展団体が展示などを行います。身近な暮らしに役立つ
情報がいっぱいです。ぜひお立ち寄りください。

問合せ みんなの消費生活展実行委員会事務局
（観光商工課内）　☎２３－７３１６

第 48 回みんなの消費生活展【産業祭と同時開催】
11月16日（土）・17日（日）９：00～15：00

　市内事業者による農産物や商工業品、工芸品・食料品の展示
即売会のほか、かみね動物園（ふれあい動物園）、大道芸人ショー、
納豆早食い大会、抽選会などの各イベントを開催します。
会　場 市役所敷地内・市民体育館・

中央公民館・常陸農業協同組合敷地内
問合せ 観光商工課　☎２３－７３１６

第 40 回高萩市産業祭
11月16日（土）・17日（日）９：00～15：00

　女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリ
ボンにちなんで、 市役所庁舎東側を紫色にライトアッ
プします。
問合せ 地方創生課　☎２３－２１１７ 

女性に対する暴力をなくす運動
11月12日（火）～25日（月）17：00～21：00

秋季全国火災予防運動
会　場 市内一円
スローガン ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心
問合せ 予防課　☎２２－２９１８

11月９日（土）～15日（金）

高萩市イベントカレンダー

花貫渓谷紅葉まつり　ライトアップ
会　場 汐見滝吊り橋、小滝沢キャンプ場
問合せ （一社）高萩市観光協会　

☎２３－２１２１・☎２８－００３１

11月９日（土）～24日（日）日没～19：00
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12月７日（土）～１月10日（金）日没～23：00

市報たかはぎ　　　　　お知らせ版‐ ６ ‐


