
○申込み・問合せ　　環境衛生課　　☎２３－７０３１

合葬式墓地とは？

お墓を引き継ぐ人を必要とせず、一つのお墓で多くの遺骨を一緒に埋蔵し、市が永代的に管理する施設です。
　◆料金は、最初に使用料を払うだけで、管理料は必要ありません。
　◆65歳以上の人は、生前申込ができます。

合葬式墓地（外観） 参拝所（屋外）

納骨室（地階）
骨壷をロッカー式の納骨壇に
収めます

合葬室（地下）
遺骨を袋に入れて合葬埋蔵し
ます

収容数：納骨室252体、合葬室1,000体

高萩霊園「合葬式墓地」使用申請の受付を開始します

※その他、詳細は環境衛生課、総合福祉センターの窓口で配布しているリーフレットまたは市ホームページをご覧ください。

申請資格

１ 市営霊園一般墓地を使用していない人で、次のいずれかに該当する人
　 （1）市内に引き続き１年以上住所を有する人（※生前申込の場合は、かつ65歳以上の人）
　 （2）死亡時において市内に引き続き１年以上住所を有していた人の遺骨を収蔵または埋蔵しよう

とする人
２ 市営霊園一般墓地の使用者で、区画返還のために埋蔵されている遺骨を改葬しようとする場合

使 用 料

区　　分
使　用　料（１体あたり）

通常使用者 高萩・高萩第２・秋山菖蒲霊園一般墓地使用者

通常合葬（納骨室使用） 125,000円 62,500円

直接合葬（合葬室のみ使用）   37,000円 18,500円

使用条件
・

注意事項

・納骨室の使用期間は、使用許可を受けた日から20年（延長10年まで）です。
　使用期間経過後は、合葬室に埋蔵します。
・生前申込の場合は、死亡時に収蔵または埋蔵手続きをする人を決めておく必要があります。
・合葬室に埋蔵された焼骨は返還できません。

申請期間 ４月６日～　平日8：30～ 17：15 ※休日を除く

申 請 先 環境衛生課（市役所２階）

必要書類

〇所持遺骨（墓地などに埋蔵されていない焼骨）の場合：埋火葬許可証の写し
〇埋蔵遺骨（墓地などに埋蔵されている焼骨）の場合：死亡年月日および申請者との続柄がわかる戸
籍謄本

〇生前申込の場合：死亡時に収蔵または埋蔵手続きをする人との続柄がわかる戸籍謄本（同一世帯
の場合は省略可）

〇市営霊園の使用区画を返還する場合：霊園使用許可証※
※霊園使用許可証に埋蔵の記載がない人がいる場合は、埋火葬許可証または改葬許可証をご持参
ください。

た
か
は
ぎ

お知らせ版
令和2年　　　月　　日　発行号4 5

市報たかはぎ　　　　　お知らせ版‐１‐



○申込み・問合せ　　健康づくり課　　☎２４－２１２１

各種がん検診の申込受付が始まります
20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代以上

女性のみ　子宮頸がん検診（集団検診・医療機関検診）

女性のみ　乳がん検診（医療機関検診）

胃がん検診（集団検診）

大腸がん検診（集団検診）

胸部CT（集団検診）

①電話で（☎24－2121）②健康づくり課窓口で（総合福祉センター１階）③インターネットで（胸部CTを除く）
◆問診票などは、医療機関検診：約７日以内、集団検診 : 検診日の約2週間前に郵送または窓口で随時交付いたします。

２ 申込方法

各種がん検診の申込開始日・方法等をご確認ください。

１ 健診内容・対象条件（年齢：令和３年３月31日現在）　☆は託児日…３日前までに健康づくり課にお申し込みください。

医
療
機
関
で
行
う
検
診

検診名 内容・対象 医療機関 料　　金 申込受付期間

子宮がん 20 歳以上：子宮頸部
（医師の判断等で体部検診が可）

・内田医院
・県北医療センター高萩協同病院
　※頸部のみ
・北茨城市民病院

2,500円
（頸部のみ）
4,200円

（頸部および体部）

４月１日 ～
令和３年１月29日

乳がん

30 歳～ 39 歳：超音波（１年に１回）
・県北医療センター高萩協同病院
・北茨城市民病院
　※マンモグラフィ検査のみ

1,700円 ４月１日 ～
10月30日

40 歳～ 59 歳：超音波またはマンモグラフィ   
（マンモグラフィは2年に1回）

60 歳以上：マンモグラフィ（２年に１回）

集
団
検
診（

移
動
検
診
車
等
で
行
う
検
診）

検診名 内　　容 日　　程 料　　金 申込受付期間

子宮がん 20 歳以上：子宮頸部（細胞診） 【各日定員90人】５/８（金）、16（土）、
18（月）☆、26（火）、28（木）☆ 1,300円

４月13日～
各検診日の３日前

まで

胃がん 40 歳以上：レントゲン撮影（バリウム） ６/15（月）、16（火）、19（金）、20（土） 1,700円

大腸がん

40 歳以上：便潜血反応検査
２日分の便を容器に入れ
健康づくり課（総合福祉セン
ター１階）へ提出

【容器配布日】
６/５（金）、６（土）、８（月）、９（火）
※６/10以降も、健康づくり課窓口で
容器を配布します（～８/31まで）
【配布時間】
平　 　日：9：00～ 17：00
６/６（土）：9：00～ 12：00
【容器回収日】
容器配布の際にお知らせします。

600円

胸部 CT 50 歳以上：胸部CT撮影（２年連続受診し、
「異常なし」の人を除く） 【定員70名】５/14（木） 3,800円

乳がん集団検診（超音波またはマンモグラフィ 1,200 円）の申込みは 10 月 20 日（火）からになります。

検診種別 対 象 者 生年月日

子宮頸がん検診 20歳の女性 平成11年４月２日～
平成12年４月１日

乳 が ん 検 診 40歳の女性 昭和54年４月２日～
昭和55年４月１日

「がん検診無料クーポン券」のご案内

市では、がん検診を受診するきっかけづくりとして、20歳の女性には子宮頸がん検診、40歳の女性には乳がん検診の無
料クーポン券を配布（郵送）しています。なお、無料クーポン券は６月頃に対象者へ郵送します。
ぜひ、この機会に受診しましょう！

※対象となる年齢は令和２年４月１日現在の年齢です。
※無料クーポン券が届く前に、市が実施する子宮頸がん・乳がん
検診（マンモグラフィ）を受診した人については、払い戻し（償
還払い）できる場合がありますので、健康づくり課にご連絡く
ださい。
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おたふくかぜとロタウイルスワクチンの予防接種費用を助成します
予防接種を受けて、発症と重症化を予防しましょう！

◎どちらも市内の医療機関で接種することができます。詳しくは、健康づくり課までお問い合せください。

おたふくかぜの流行と発症を防ぐとともに、ムンプスウイルス感染で起きる重篤な合併症を予防するため、予防接種
費用の一部を助成します。

※２回接種（１歳と小学校入学前１年間）が推奨されており、そのうち１回のみ助成対象になります。

＊おたふくかぜ（一部助成）

対象者 １歳から小学校就学前まで

助成額 3,000円（１回のみ）　※接種費用は、医療機関により異なります。

○問合せ　　健康づくり課　　☎２４－２１２１

住宅リフォーム資金助成のご案内
～快適な住環境づくりを支援します～

○申込み・問合せ　　観光商工課　　☎２３－７３１６

市内在住の人が、市内の施工業者により個人住宅のリフォーム工事を行った場合、その経費の一部を助成します。

住宅の機能の維持向上のために行う補修、改良、設備改善工事などをいいます。

対象建物 ①自らが住んでいる持家
②店舗兼住宅などは、自らが住んでいる住宅部分

助成対象

工事費が10万円以上（消費税別）で令和２年４月１日以降に着工し、令和３年３月31日までに完
了する市内施工業者が行ったリフォーム工事
（着工前に必ず申請が必要です）
※市内施工業者とは、市内に住所および事務所を有し、工事を行う者をいいます。

助成金額・件数
工事費（消費税別）が10万円以上100万円未満は10%（1,000円未満は切り捨て）、100万円
以上は10万円を助成します。
※予算の範囲内での助成となります（30件程度）

申込資格

次のすべての要件に該当すること
①市内に在住する人で、当該住宅に継続して３年以上居住している人
②助成の対象となる住宅の所有者であること
③市税等および市の行う各種資金の貸付金に係る返済などの滞納がないこと
④対象となる工事について、市で実施している他の同様の制度（平成26～令和元年度高萩市住宅
リフォーム制度を含む）による助成金の交付を受けていない人

申込手続

令和２年４月１日以降に着工する工事で、改修工事前に次の書類を提出
①当該改修工事の請負契約書および明細書の写し
②住民票および納税証明書またはそれに代わるもの
③登記事項証明書またはそれに代わるもの（令和２年度 固定資産税 課税明細書など）

※ワクチンは２種類からいずれかを選択し、その種類により対象年齢・回数が異なります。
※初回はいずれも生後14週６日までに接種することが推奨されています。

予防接種名・回数 ロタリックス（１価）　合計２回 ロタテック（５価）　合計３回

対象者 生後６～24週 生後６～32週

＊ロタウイルス（全額助成）
ロタウイルスによる感染性胃腸炎の予防のため、予防接種費用を全額助成します。
令和２年10月（令和２年８月生まれ以降）から、ロタウイルスワクチンが定期接種化されます。
なお、令和２年４月２日から７月31日生まれの任意接種についても全額助成します。

リフォーム工事とは？
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新婚世帯を応援します！

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 26日現在）

期　　日 事業名（会場名） 問合せ 中止・延期

４月

  ５日（日） 県庁 25 階の展望ロビーから茨城県を見てみよう（茨城県庁） 茨城県北ジオパーク推進協議会
☎０２９－２２８－８８２５ 中止

12日（日） 丹生神社の棒ささら舞い（丹生神社） 丹生ささら保存会事務局
矢野さん　☎２３－１５８０ 中止

18日（土） ふるさと自然公園 30 周年記念感謝祭（ふるさと自然公園センター） 観光商工課　☎２３－７３１６ 延期
25日（土）
26日（日） 花貫物産センター「山菜まつり」（花貫物産センター） 花貫物産センター

☎２８－０８０８ 中止

26日（日） 高萩市民吹奏楽団 第 31 回定期演奏会 （文化会館） 高萩市民吹奏楽団 大髙さん　
☎２２－３０４８ 中止

・萩っ子つどいの広場：４月30日（木）まで休館
・図書館：４月30日（木）まで、本の貸出・返却のみ ＞予定していたイベント等は全て中止。

　平成28年度から実施していた「子育て応援通勤費助成金」は、事業の見直しにより令和２年度から廃止となりました。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ○問合せ　　子育て支援課　　☎２３－２１２９

子育て応援通勤費助成金は廃止となりました

新婚家庭の家賃を助成します

○問合せ　　子育て支援課　　☎２３－２１２９

対　　象
右記の全てに
該 当 す る 人

①夫婦のいずれかが借主であり、市内の民間賃貸住宅に夫婦ともに居住・同所在地に住民登録をしている人
②婚姻届出日現在で夫婦いずれも満５０歳以下の人
③助成金申請日前３年以内に婚姻届を提出している夫婦
④本市および以前の居住地において市税などの滞納がない人
⑤他の公的制度（生活保護など）で家賃補助を受けていない人
⑥本助成制度を一度も受けたことがない人

支 給 額 月額１万円 助成期間 申請した月の翌月から最大36か月

申請方法 申請書を子育て支援課に直接提出（必要書類がありますのでご確認ください）。
※詳細は市ホームページなどをご覧ください。

（　　　　　　　）

子宝ハッピー祝い金・わくわくハッピー祝い金を支給します

○問合せ　　子育て支援課　　☎２３－２１２９

第３子以降のお子さんがいる家庭を応援！多子世帯の子育てを支援します

内　　容

子宝ハッピー祝い金 わくわくハッピー祝い金

第３子以降のお子さんが誕生した際に支給します。
第３子以降のお子さんが、令和２年度に新規で保
育園や認定こども園・幼稚園などに入園または小・
中学校などに入学する際に支給します。

対　　象
右記の全てに
該 当 す る 人

①第３子以降のお子さんのほかに、すでに２人以上のお子さんを養育している、または養育していたこと。
②令和２年４月１日現在で市内に住所を有すること
③市税などの滞納がないこと　※その他要件あり

支 給 額 対象のお子さん１人につき10万円 対象のお子さん１人につき３万円

申請期間 対象のお子さんが出生した日から３か月以内

①保育園・認定こども園など
…新規に入園してから４か月以内
②幼稚園・小学校・中学校など
…令和２年７月 31 日まで
　（やむを得ない事情があるときは、ご連絡ください）

申請方法 申請書を子育て支援課に直接提出（必要書類がありますのでご確認ください）。
※詳細は市ホームページなどをご覧ください。

（　　　　　　　）
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