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確定申告の受付は４月 16 日まで延長しています
当初の申告期限は３月 16 日（月）まででしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、高萩市役所における
税の申告について、次のとおり延長しています。

延長した申告期限

令和２年３月 17 日（火）から令和２年４月 16 日（木）まで

【受付時間】平日８：30 ～ 16：00 ※土・日・祝日を除く
【場
所】市役所 税務課 窓口

○問合せ

税務課

☎２３－２１１５

犬の登録と狂犬病予防注射の接種をしましょう
犬の登録が済んでいる人
犬の登録が済んでいない人
狂犬病予防注射用ハガキを郵送します
会場で登録を受け付けていますので、
ので、手数料とハガキをお持ちください。 手数料をお持ちください。
手数料

手数料

3,550 円

最寄りの動物病院などでも狂犬
病予防注射の接種ができます。

6,550 円

登録手数料 3,000 円
注射料 3,000 円
注射済票交付手数料
550 円
※なるべくお釣りのないようにご協力をお願いします。
《内訳》
注射料 3,000 円
注射済票交付手数料
550 円

○集合注射の日程

《内訳》

※昨年と時間に変更があります。ご確認のうえお越しください。

４月 11 日（土）
旧秋山保育所
9：10 ～ 9：20
山手集落センタ－
9：25 ～ 9：35
緑苑住宅公園（東側）
9：40 ～ 9：45
駒木原集会所
9：50 ～ 10：00
穂積家住宅 駐車場
10：10 ～ 10：20
関口集会所
10：40 ～ 10：45
千代田集会所
10：50 ～ 10：55
総合福祉センター
11：10 ～ 11：20
市役所 駐車場
11：25 ～ 11：35

４月 12 日（日）
小島団地集会所
9：10 ～ 9：15
松岡地区公民館
9：20 ～ 9：35
赤浜田園都市センタ－
9：45 ～ 9：50
高戸公民館
10：00 ～ 10：05
旧東幼稚園
10：30 ～ 10：35
高浜住宅集会室
10：40 ～ 10：45
有明町集会所
10：50 ～ 10：55
総合福祉センター
11：05 ～ 11：15
市役所 駐車場
11：20 ～ 11：30

４月 18 日（土）
向洋台児童公園
9：10 ～ 9：25
島名多目的研修会館
9：30 ～ 9：45
秋山中集落センタ－
9：50 ～ 10：00
秋山南地区住宅内公園
10：05 ～ 10：10
石滝コミュニティ消防センター
10：35 ～ 10：40
石滝上ノ台集会所
10：45 ～ 10：50
安良川 駒形集会所
11：00 ～ 11：10
総合福祉センター
11：15 ～ 11：25
市役所 駐車場
11：30 ～ 11：40

４月 19 日（日）
米平集会所
9：25 ～ 9：30
中戸川公民館
9：35 ～ 9：40
花貫物産センター 駐車場
9：50 ～ 9：55
上君田生活改善センター
10：15 ～ 10：20
下君田 鈴木利廣氏宅
10：25 ～ 10：30
下君田バス停
10：40 ～ 10：45
横川 鈴木製材所脇
10：55 ～ 11：00
若栗公民館
11：15 ～ 11：20
総合福祉センター
11：40 ～ 11：45
市役所 駐車場

11：50 ～ 12：00

※狂犬病は、人が感染し発症するとほぼ 100％死に至る恐ろしい感染症です。
※犬の飼い主は、
「市役所へ飼い犬の登録」と「年１回の狂犬病予防注射の接種」が義務付けられています。
※生後 90 日を経過した全ての犬について適用されます。
（室内犬・小型犬含む。
）

○問合せ
市報たかはぎ ‐ １ ‐ お知らせ版

環境衛生課

☎２３－７０３１

令和２年度 国税専門官採用試験
国税局や税務署において、税のスペシャリストとして働く国税専門官（国家公務員）を募集します。
詳細は、HP「人事院国家公務員 採用情報 NABI」をご覧ください。
◆平成２年４月２日～平成 11 年４月１日生まれの人
◆平成 11 年４月２日以降に生まれた人で、以下に当てはまる人
①大学（短期大学を除く）を卒業した人および令和３年３月までに大学を卒業見込みの人
②人事院が①と同等の資格があると認めた人

受験資格

申込方法

【原則】インターネット申込み

専用サイトで必要項目を入力して申込み

【受付期間】３月 27 日（金）午前９時～４月８日（水）※受信有効

試 験 日
試 験 地

【第１次】6 月 7 日（日）［試験地］群馬県高崎市、埼玉県さいたま市 ほか
【第２次】7 月 8 日（水）～ 7 月 17 日（金）のいずれか（第 1 次試験合格時通知書で指定する日時）

合格発表

【第１次合格者】６月 30 日（火）【最終合格者】８月 18 日（火）

○問合せ

【インターネット申込み】人事院 人材局
【上記以外】関東信越国税局 人事第二課

試験課
試験係

☎０３３－５８１－５３１１
☎０４８－６００－３１１１

新型コロナウイルス感染症の影響により
中止・延期になるイベント（３月 12 日現在）
下記に記載されていないイベントでも、中止または延期等になる場合がありますので、お出かけになる際
は主催者等にお問い合わせください。
なお、中止または延期等の情報は、市のホームページで随時お知らせします。

！
期

日

事業名（会場名）

問合せ

21 日（土） おりがみ教室（図書館）

３月

☎２３－１１３２

中止

いきいき茨城ゆめ国体 高萩市実行委員会
26 日（木） 第４回総会（総合福祉センター）
エプロンシアター（萩っ子つどいの広場）

国体推進課

☎２３－２０１９

中止

子育て支援課

☎２３－２１２９

中止

27 日（金） ごみ分別推進員会議（総合福祉センター）

環境衛生課

☎２３－７０３１

中止

生涯学習課

☎２３－１１３２

中止

高萩霊園 合葬式墓地 内覧会（高萩霊園）

環境衛生課

☎２３－７０３１

中止

おはなし会（図書館）

生涯学習課

☎２３－１１３２

中止

（一社）高萩市観光協会
☎２３－２１２１

中止

28 日（土）

いきいき萩っ子育成事業 天体望遠鏡を作ろう
（宇宙科学教育研究センター）

１日（水）～
第 19 回 高萩桜まつり（さくら宇宙公園）
12 日（日）

４月

中止・延期

生涯学習課

4 日（土）

三世代交流ふれあいスポーツフェスティバル（さくら宇宙公園）

国体推進課

☎２３－２０１９

中止

第５回たかはぎ花まるしぇ（さくら宇宙公園）

チームたかはぎ花まるしぇ
☎０８０－８７４６－６８１３

中止

春日桜ライトアップ まちなかで楽しむ春の光（春日児童公園）

春日さくらの会 藤枝さん
☎０９０－９１４７－０９３６

中止

丹生ささら保存会事務局
矢野さん ☎２３－１５８０

中止

12 日（日） 丹生神社の棒ささら舞い（丹生神社）

チケットの払い戻しは４月末まで！
下記のイベントは、新型コロナウイルス感染症予防のために開催中止となり、チケット（入場券）引き換えに
よる払い戻しを行っています。
チケットをお持ちの人は、４月 30 日（木）までに文化会館でお手続きください。
払い戻しされる
イベント

開催予定日
３月

1 日（日）

３月 14 日（土）

イベント名

会場

高萩ひな祭りコンサート 2020

文化会館

映画「ある町の高い煙突」

○問合せ
市報たかはぎ ‐ ２ ‐ お知らせ版

文化会館

☎２３－７４１１

