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２月開始　デマンド型乗合タクシーの試行運行
～高戸常磐線東・赤浜地区～

市では、路線バスが運行されていない高戸常磐線東地区および赤浜地区（公共交通空白地域）において、２月１日か
らデマンド型乗合タクシーの試行運行を行います。詳しくは、企画広報課までお問い合わせください。
（※２月１日、２日は土日のため、実際の利用開始は２月３日（月）からとなります。）

○問合せ　　企画広報課　　☎２３－２１１８

対 象 者 高戸常磐線東地区（玉川以北）および赤浜地区にお住まいの人

運行地域
【Ａ】自宅 → 指定停留所　もしくは　【Ｂ】指定停留所 → 自宅
【指定停留所】高萩駅（西口）、県北医療センター高萩協同病院、イオン高萩店、ベイシア高萩モール店、
　　　　　　　高萩市役所、総合福祉センター

運 行 日
・

時　　間

月・水・金曜日（祝日を除く）
　【Ａ】自宅 → 指定停留所　① 8：30　②10：30　③13：30
　【Ｂ】指定停留所 → 自宅　①10：30　②12：30　③15：30

料　　金 １人 400 円（片道１回の料金）

利用手順 ①利用登録（初回利用時のみ必要） ⇒ ②タクシー会社へ電話予約 ⇒ ③タクシー乗車
＊タクシー会社：高萩タクシー（株）、（有）東タクシー

ようこそ市長室へ
高萩市のまちづくりについて、市民のみなさんが市長に直接意見を伝えられる事業です。
第６回目を開催しますので、この機会にあなたの意見を伝えてみませんか。

○問合せ　　企画広報課　　☎２３－２１１８

日　　時 ２月 20 日（木）13：30 ～　※１組 45 分以内
【１組目】13：30 ～　【２組目】14：30 ～　【３組目】15：30 ～

対 象 者 市民または市民が組織する団体など

受付組数 ３組（１組の人数は最大６人）申込多数の場合は抽選となります。

申 込 み １月 20 日（月）～ 24 日（金）の 8：30 ～ 17：00 までに電話で申込み

茨城県と市町村では、１月～３月を「共同キャンペーン」期間と定め、連携して啓発活動を実施します。
消費者契約トラブルは、複雑・多様化しています。特に若者は社会経験が少なく、契約の正しい知識を持たずに契約

をしてしまう場合が多いため、注意が必要です。悪質業者は契約の未成年者取り消しができなくなる、成人して間もな
い若者を狙っています。

困ったときは、消費生活センター（市役所２階）へご相談ください。

○問合せ　　消費生活センター　　☎２３－２１１４

若者が犯罪に遭いやすい手口

◆アポイントメントセールス　　◆キャッチセールス　　◆デート商法
◆マルチ商法　　　　　　　　　◆モデル商法　　　　　◆無料体験商法　など
※インターネットやクレジットカードに関するトラブルも少なくありません。

若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン
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就学援助制度は、経済的にお困りの保護者に対して、学用品費や給食費などの費用の一部を援助する制度です。
４月に小・中学校に入学するお子さんには、入学準備金として、入学前に必要な学用品などの費用の一部を支給しま

す。新小学１年生については、入学準備金を受給するために申請手続が必要となります。下記をご確認いただき、希望
する場合には手続きしてください（新中学１年生で既に認定を受けている世帯は学校を通じてご連絡しています）。

なお、新小学１年生のいるご家庭には、12 月中旬ごろに「就学援助制度についてのお知らせ」を送付しています。

○問合せ　　教育総務課　　☎２３－１１３１

対 象 者

　市内に住所を有し、市内の小・中学校に入学予定のお子さんの保護者で、次のいずれかに該当する
世帯の人が対象です。

（市外に居住し、市内の小学校に区域外就学の許可が出ている人も対象となります。）
①市民税非課税または減免されている世帯
②個人の事業税・固定資産税および国民年金の掛金が減免されている世帯
③国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けている世帯
④児童扶養手当の支給を受けている世帯
⑤生活福祉資金の貸付を受けている世帯
⑥生活保護法に基づく保護の停止または廃止の世帯
⑦①～⑥に該当しないが、特別な事情があり経済的に児童・生徒を就学させることが困難な世帯

支 給 額 新小学１年生　50,600 円
新中学１年生　57,400 円

申請方法

　必要事項を記入した下記（１）に、（２）および（３）の書類を添付し、教育総務課（市役所２階）
へ提出してください。
　（１）「小学校入学準備金　兼　入学年度用就学援助費申請書」
　（２）「確認同意書」
　（３）「児童扶養手当証書の写し」などの、該当する申請理由を証明する書類

【申請期間】１月 31 日（金）まで
　申請書と確認同意書の様式は「就学援助制度についてのお知らせ」を送付の際に同封しています。
　また、教育総務課窓口でも配布しています。

就学援助制度のお知らせ

物品購入などの入札参加資格申請の受付が始まります
日立・高萩広域下水道組合が発注する物品購入などの入札に参加を希望する業者は、入札参加資格審査申請書を下記

の期間に組合へ提出してください。

○問合せ　　日立・高萩広域下水道組合　　☎０２９４ー３９－５５９５

物品購入等（売買・印刷・賃貸借）、業務委託【令和２・３年分　定期受付】

受付期間 ３月２日（月）～ ３月６日（金）9：30 ～ 11：30、13：30 ～ 16：30

受付場所 日立・高萩広域下水道組合分
　⇒ 日立・高萩広域下水道組合　総務課（日立市十王町伊師２２２０）

郵送受付
すでに令和元年度の参加資格がある業者のみ、書留郵便（簡易書留または一般書留）で受け付けます。

【郵送受付期間】２月 12 日（水）～ ２月 25 日（火）
※詳細は、日立市ホームページをご確認ください。

建設工事、測量・建設コンサルタント【令和２年度分�追加受付】
※すでに令和元・２年度の参加資格がある業者は必要ありません。

受付期間 ２月３日（月）～ ２月７日（金）

受付方法
茨城県との共同受付により行います。
※詳細は、日立市ホームページ、または茨城県土木部監理課建設業担当ホームページ（入札参加資格）
　でご確認ください。

市報たかはぎ　　　　　お知らせ版‐ ２ ‐



市では、少子化対策の一環として、未婚の男女の結婚に対する希望の実現を図るため、「いばらき出会いサポートセ
ンター」の入会登録料を助成します。

○問合せ　　地方創生課　　☎２３－２１２７

申請期間 令和２年３月 31 日（火）まで
助 成 額 10,000 円

対 象 者

以下のすべてに当てはまる人が対象です。
◆高萩市民で、現在未婚の人
◆平成 27 年４月１日以降にいばらき出会いサポートセンターに入会した人で、入会時点で満 39 歳

以下の人（既に退会した人を除く）
◆市税などを滞納していない人

いばらき出会いサポートセンターの入会登録料を助成します

水道管は、気温が低くなると凍結・破損の可能性が高くなります。
普段使用していない蛇口などは、特に注意が必要です。
給水装置はお客様の所有物であるため、破損した場合の修理費用はお客様の負担となりますので、次のことに注意し、

凍結などの対策をお願いします。

※給水装置とは？
市の水道本管から分かれて引き込まれた水道管・止水栓・蛇口などの総称です。

◆凍結により水道管が破裂してしまった場合　　　　　
給水装置または水道メーターが、凍結により破損し

てしまった場合は、メーターボックス内のバルブを閉
めて水を止め、高萩市指定給水装置工事事業者に修理
を依頼してください。

＊バルブが見当たらない場合は、破損した部分に布か
テープをしっかりと巻き付けるなどの応急処置をし
てください。

寒さから水道管を守りましょう

○問合せ　　水道課　　☎２２－３６５２

■水道管の防寒対策　　　　　　　　　　　　　　　　
露出している管は保温材や毛布などで保護し、水抜

き栓がある場合は水抜きをしましょう。

■メーターボックスの防寒対策　　　　　　　　　　　
発泡スチロールを細かくしたものや梱包材などは、

水道管

ビニルテープ

保温材

保温剤の代わりに
なりますので、水道
メーターボックスの
中に入れ、保温しま
しょう。

その際、メーター
検針の妨げにならな
いよう、ご協力をお
願いします。

◇水道管が凍ってしまった場合　　　　　　　　　　　
自然に溶けるのを待つか、

蛇口を開けて凍った部分にタ
オルを巻き付け、ゆっくり時
間をかけ、ぬるま湯をかけて
ください。

＊熱湯をかけてしまうと水道
管が破裂したり、ひび割れ
をおこす恐れがありますので、ご注意ください。

市報お知らせ版　12月20日発行号に関するお詫びと訂正
12 月 20 日発行の市報お知らせ版の「お住まいの地域の民生委員・児童委員を紹介します」の民生委員・児童
委員の氏名に誤りがありました。
正しくは、
『大髙通洋　島名２北３、本町、万代、中央町、他』『鈴木利道　高戸』です。
お詫びして、訂正します。 ○問合せ　　社会福祉課　　☎２３－７０３０

市報たかはぎ　　　　　お知らせ版‐ ３ ‐



高萩市企画部企画広報課

第66回　高萩市成人式

問合せ 生涯学習課　☎２３－１１３２
会　場 文化会館
対　象 平成11年４月２日生～平成12年４月１日生

　成人者席後方に観覧席を設けますので、ご家族も観
覧いただけます。

１月12日（日）11：00～【受付】10：30～

高萩市　消防出初式

場　所 さくら宇宙公園（駐車場有）
※荒天時は市民体育館（一般の人は入場不可）

問合せ 消防総務課　☎２２－２２９３

１月11日（土）８：30～11：00（予定）

　消防団および市内事業所参加による新春恒例行事で
す。

発掘！！いばらき2020
１月５日（日）～１月26日（日）９：30～17：00

期　間 １月５日（日）～１月26日（日）

場　所 歴史民俗資料館１階　展示室

★茨城県教育財団　調査遺跡紹介展　　　　　　　　　

日　時 １月18日（土）13：00～ 15：00

場　所 文化会館

内　容 【講師】阿部　芳郎　氏（明治大学　教授）
【演題】「縄文時代における製塩技術史と
　　　　茨城県域の製塩」

問合せ 公益財団法人　茨城県教育財団　埋文企画管理課
� ☎０２９－２２５－６５８７

★埋蔵文化財　講演会　　　　　　　　　　　　　　　

時　間 10：00～ 10：40

時　間 10：45～ 12：00

内　容 交通安全ポスターコンクール　表彰式
交通事故　概要説明

内　容 交通安全教室、豆まき、お楽しみ抽選会

交通安全市民のつどい・交通事故追放豆まき大会

会　場 文化会館

問合せ 総務課　☎２３－２１１９

２月１日（土）10：00～12：00

　市民の交通ルールやマナーの意識を高めるととも
に、悲惨な交通事故を追放するためのイベントです。

★【第１部】第42回　交通安全市民の集い　　　　　

★【第２部】第39回　交通事故追放豆まき大会　　　

令和元年度　子育て・健康づくり講演会
会　場 総合福祉センター　多目的ホール

内　容 【講師】丸山　貴代　氏
【演題】「心に響く親子共育」

内　容 【講師】福山　なおみ　氏
【演題】「暮らしの中でささえ合い、一人ひとりがゲートキーパーになろう」

問合せ 子育て支援課　☎２３－２１２９

問合せ 健康づくり課　☎２４－２１２１

１月25日（土）13：30～15：45【受付】13：00～

★【第一部】子育て講演会
　　　　　　　　　　　　　　　　　（13：30～ 14：30［受付］13：00～）

★【第二部】健康づくり講演会（14：45～ 15：45［受付］14：30～）

入場料 無料 申込み 不要

　認知症介護の理解を深め、大切な家族のことを共に
考える機会にしませんか。
※「オレンジカフェ・ほのぼの」を同時開催。医療・�
　介護の専門職の人に認知症や介護の相談ができます。

映画「ケアニン～あなたでよかった～」特別上映会

会　場 総合福祉センター　多目的ホール

入場料 無料 申込み 不要

問合せ 高齢福祉課　☎２２－００８０

１月19日（日）13：30～【受付】13：00～

高萩市イベントカレンダー
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子ども会のおもしろ実験室

会　場 中央公民館

問合せ 生涯学習課　☎２３－１１３２

２月１日（土）９：30～15：30

高萩市子ども会育成連合会が主催する小学生向けのイベントです。

内　容 【午前の部】10：00～12：00（小学1年～6年生対象）
電気パン作り、アイスクリーム作り�など
【午後の部】13：00～15：00
ロケット・スライム作り�など（小学1年～3年生対象）
ロボット作り（小学4年～6年生対象）

健　康
マイレージ
認　定

健　康
マイレージ
認　定
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