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高萩市キャラクター はぎまろ

汐見滝吊り橋の通行止め（8/24 ～ 9/30）のお知らせ
汐見滝吊り橋の強度調査点検を実施するため、下記の期間は吊り橋を渡ることができません。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

通行止め期間
８月 24 日（月）～９月 30 日（水）

▲
○問合せ

観光商工課

☎２３－７３１６

「通電火災」に注意！
【停電中にやるべきこと】
◆停電中は電気器具のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きましょう。
◆停電中に自宅などを離れる際は、ブレーカーを落としましょう。

【復電時の注意点】
◆浸水・漏水などによる電気機器の破損がないか、配線・コードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないか
など、安全確認を行い、段階的に復電しましょう（消火器等の準備をお勧めします）。
◆建物や電気機器に外見上の損傷がなくても、壁の中の配線や電気機器の損傷により、復電してから長時間経過した後、
火災が発生する場合があります。
◆煙が発生するなどの異常を発見したら、直ちにブレーカーを落として１１９番通報しましょう。

【日頃からの備え】
◆漏電ブレーカーや、配線の損傷や短絡（ショート）を検出し、電気を自動で遮断する
遮断コード短絡保護機能が内蔵された住宅用分電盤の設置を検討しましょう。
◆地震発生時に設定値以上の揺れを感知した時にブレーカーやコンセントなどの電気を
自動的に止める感震ブレーカーの設置を検討しましょう。
○問合せ

消防本部

予防課

☎２２－２９１８
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農業者等を支援します
※記載の情報は今後変更になることがあります。最新の情報は各所ホームページ等をご覧ください。

■ 経営継続補助金【農林水産省】
新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を行いながら、事業継続・転換を図るための省力化機械やネット販売の導入、
消毒費用やマスク購入など総合的に支援します。

支援内容

支援対象者

補

助

率

支援機関

（1）農協等「支援機関」による計画作成・申請から実施までの伴走支援を受けた、①～③のいずれか
を含む経営の継続に向けた取り組みの支援
①国内外の販路の回復・開拓
②事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換
③円滑な合意形成の促進 など
※補助対象経費の１／６以上を業種別ガイドライン等に則した「接触機
会を減らす生産・販売への転換」または「感染時の業務継続体制の構
築」に充てる必要があります。
（2）事業活動別本格化のための業種別ガイドライン等に則した感染防止対策
農業者等（個人・法人）
※常時従業員数が 20 人以下のもの
（1）の支援…３／４
［補助上限額は 100 万円（共同申請の場合は、1,000 万円）
］
（2）の支援…定額
［（1）の補助額が上限。ただし 50 万円まで（共同申請の場合は 500 万円まで）
］
【ＪＡ常陸組合員】
ＪＡ常陸（高萩営農経済センター）
【ＪＡ常陸組合員以外】茨城県農業参入等支援センター

○問合せ

（一社）全国農業会議所

☎２３－６７４８
☎０２９－３０１－３８４４

経営継続補助金事務局

☎０３－６４７７－１２５３

■ 高収益作物次期作支援交付金【農林水産省】
市場価格が低落するなどの影響を受けた野菜・花き・果樹などの次期作に前向きに取り組む生産者を支援します。国
が定める取り組みを実施する耕作面積に応じて支援を受けられます。

支援内容

（1）次期作に前向きに取り組む高収益作物の生産者に対し、
種苗等の資材購入や機械レンタル等を支援
（2）需要促進に取り組む高収益作物の生産者に対し、新たな
品種の導入や新たな販売契約に向けた取り組みを支援
（3）花きや茶などの高品質なものを厳選して出荷する取り組
みを支援
下記のどちらも満たす農業者が対象です。

支援対象者

補助限度額

◆令和２年２月～４月の間に野菜・果樹・花き・茶の出荷実績がある、
または廃棄等により出荷できなかったこと
◆収入保険・農業共済などのセーフティネットに加入している、または加入を検討すること
（1）の支援…５万円／ 10 a
※中山間地域等では、支援単価を１割加算
※施設花きなど：80 万円 ／ 10 a
施設果樹：25 万円 ／ 10 a
（2）の支援…取り組みごとに２万円／ 10 a
※中山間地域等では、支援単価を１割加算
（3）の支援 2,200 円／人・日（定額）

○問合せ

高萩市農業再生協議会（農林課内）
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☎２３－７０３５

「子宮頸がん予防ワクチン（ＨＰＶワクチン）」の定期接種
ワクチン接種を希望する人には予診票を発行しますので、健康づくり課（☎２４－２１２１）へお申し込みください。
「子宮頸がん予防ワクチン」は、定期予防接種として実施していますが、厚生労働省から「副反応の発生頻度
がより明らかになり、適切な情報提供ができるまでの間、積極的な接種の勧奨を差し控える」との通知を受け、
市では子宮頸がん予防ワクチンの接種勧奨通知や予診票の送付などは行っておりません。
しかし、ワクチンの接種自体を控えるものではないことから、希望者には定期予防接種として接種が受けられ
ます。

対 象 者

小学校６年生から高校１年生相当の女子
（平成 16 年４月２日～平成 21 年４月１日生まれ）

接種期間

高校１年生相当になる年度の３月 31 日までに全３回を接種する必要があります。
※今年度高校１年生相当の人は、１回目の接種を９月 30 日（水）までに完了する必要があります。

申込方法

右記のＱＲコードから、厚生労働省リーフレット『ＨＰＶワクチンの接種を検討して
いるお子様と保護者の方へ』をご覧いただいた後、健康づくり課（☎２４－２１２１）
へ予診票発行を申し込む。

接種方法

①市の予防接種協力医療機関に予約する。
②医療機関で同じワクチンの種類の予防接種を３回受ける。

○申込み・問合せ

健康づくり課

☎２４－２１２１

「公益社団法人 高萩市シルバー人材センター」職員募集について
採用職種

勤
勤務条件

採用人数

一般事務職員

給

務

地
与

勤務時間等

１名程度

シルバー人材センター（総合福祉センター内）
【大学卒】171,700 円～ 【高校卒】146,100 円～
（職歴などによる加算、各種手当、保険加入有り）
【勤務時間】8：30 ～ 17：15
【休日】土・日・祝日、年末年始 【休暇】年次休暇、夏季休暇

など

応募資格

平成２年４月２日以降に生まれ、高等学校以上を卒業した人
【資格等】パソコン操作（ホームページ作成程度）
、初級簿記、普通自動車免許

手続審査
日程など

８月 31 日（月）までに履歴書をシルバー人材センター事務局（総合福祉センター内）に提出し、書類
審査選考の後、個別に面接審査を行います。
【採用予定】令和２年 10 月

○申込み・問合せ

など

（公社）高萩市シルバー人材センター
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☎２３－７９１１

めざせ独立開業！「高萩起業塾」開催
高萩市商工会では、これから創業をお考えの人やビジネスに興味のある人を対象に創業塾を開講します。
日

時

９月５日（土）・12 日（土）・19 日（土）
・26 日（土）
・10 月３日（土）
【５日間】
10：00 ～ 16：00 ※ただし、９月５日（土）は 13：00 ～ 16：00

場

所

高萩市商工会館（下手綱 2000）

受 講 料

4,000 円（全５回分・テキスト代含む）
※受講には、下記の申込書が必要です。

講

◆吉成俊勝
◆土屋恵子
◆大部忠則
◆関口 肇

師

＜中小企業診断士＞
＜キャリアコンサルタント＞
＜税理士＞
＜㈱日本政策金融公庫 日立支店 融資課長＞

……………………………………………… 高萩起業塾

申込書 ………………………………………………

下記項目をご記入いただき、高萩市商工会（ＦＡＸ：０２９３－２２－２４８４）まで送信いただくか、直接商工会
までお持ちください。
起業塾申込書でＦＡＸにてお申込みの場合は、
後日こちらより受講料の納入方法についてご連絡させていただきます。

受講希望講座

□高萩起業塾 2020
【受講料 4,000 円】
（税込・テキスト代含む）

９月５日（土）～
10 月３日（土）の全５回

氏名

年齢

TEL

職業

E-mail
住所

〒

※受講の際は、マスクの着用をお願いします。

○申込み・問合せ

高萩市商工会

９月中旬頃から、調査員がお伺いします。
◇10 月１日は国勢調査の実施日です。
調査へのご協力をお願いいたします。
○問合せ

総務課
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☎２３－２１１９

☎２２－２５０１

