
図書館のトイレ改修工事を実施しています（４月末まで予定）
　工事期間中は図書館のトイレが使用できませんので、最寄りの公共施設（歴史民俗資料館・文化会館・中央公民館な
ど）のトイレをお使いいただきますようお願いします。
　また、工事の状況により騒音や機材の出入りなどがあります。ご不便をおかけしますが、みなさんのご理解とご協力
をお願いします。
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高萩市キャラクター はぎまろ

新型コロナワクチンに便乗した詐欺にご注意ください！
　「新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種するために必要」などと語り、金銭や個人情報をだまし取ろうとする
電話に関する相談が全国の消費生活センターへ寄せられています。

※蔵書点検のため４月 12 日（月）～ 23 日（金）は休館となります。
○問合せ　　図書館　　☎２３－７１７４

防災行政無線の屋外子局（スピーカー）を 14 基増設しました！
　市では、災害情報などの緊急情報や行
政情報を市民のみなさんへお知らせする
ために、これまでに整備してきた 63 基
に加え、新たに 14 基の屋外子局を設置
し、３月下旬から運用を開始します。
　なお、通信確認のため、短時間に数回
テスト放送を行うことがあります。市民
のみなさんにはご迷惑をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いします。

・不審な電話やメールはすぐ切るか無視しましょう。また、留守番電話機能を活用するのも効果的です。
・困ったときは一人で悩まず、高萩市消費生活センターや消費者ホットライン 1

い や や

88 へご相談ください。

　○ワクチン接種のために、市が個人情報を電話・メールで求めることはありません。
　○新型コロナワクチンの予約・接種は無料です。自己負担はありません。

○ご相談・問合せ　　高萩市消費生活センター　　☎２３－２１１４

○問合せ　　危機対策課　　☎２３－２２１５

64 市民球場
65 上野団地子どもの広場
66 グリーンタウンてつな集会所
67 上手綱字杉内
68 お手まき通り（堀の内バス停付近）
69 上手綱生活改善センター西
70 千代田十字路
71 千代田集会所北
72 高萩ＩＣ
73 サンシティ石舟団地公園
74 高萩インター線（関口）
75 関口十字路
76 望海
77 広域ごみ処理施設付近

※ No.1～63 は令和元年度までに整備済み
※ No.64～77 が令和２年度整備箇所
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○問合せ　　高齢福祉課　　☎２２－００８０

犬の登録と狂犬病予防注射の接種をしましょう

　最寄りの動物病院などでも予防
注射ができます。接種後は、市役
所へ注射済票の交付申請をしてく
ださい。なお、市内の動物病院で
は注射の際に申請を受け付け、後
日注射済票が交付されます。

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の
で、手数料とハガキをお持ちください。

手数料　3,550 円 
《内訳》注射料　3,000 円

注射済票交付手数料　　550 円

会場で登録を受け付けていますので、手
数料をお持ちください。

手数料　6,550 円 
《内訳》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

※お釣りのないようにご協力をお願いします。

◎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 日を経過したすべての犬について適用されます（室内犬・小型犬含む）。

　市では、終活支援の一環として、エンディングノートを作成しました。
　エンディングノートとは、人生の最期を迎えた際に備えて、自身の葬儀や相続のことについて
決めておき、遺される家族に自分の思いを伝えるために準備するものです。
　また、これまでの人生を振り返り、残された時間で、やり残したことに取り組むためにも役立
てることができます。
　ご希望の人は、市役所１階受付または高齢福祉課窓口（総合福祉センター１階）ま
でお越しください（部数に限りがありますので、あらかじめご了承ください）。なお、
市のホームページからもダウンロードできます。

　◆マスクを着用し、会場では人との距離を十分にとるようご協力ください。
　◆犬を連れてくる人に発熱や咳などの症状がある場合は、体調改善後に動物病院で接種させてください。
　◆延期・中止の場合は、市のホームページ・SNS などにより周知します。

○集合注射の日程　※昨年と会場に変更があります。ご確認の上お越しください。

４月 10 日（土）
旧秋山保育所 9:10 ～　9:20
山手集落センター 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 11 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ー 9:45 ～　9:50
高戸公民館 10:00 ～ 10:05
東小学校  正門駐車場 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 17 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 18 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

○問合せ　　環境衛生課　　☎２３－７０３１

エンディングノート「高萩市伝言ノート」を配布しています

○問合せ　　人事院  関東事務局　　☎０４８－７４０－２００６～８
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○問合せ　　消防本部　警防課　　☎２２－０１１９

山火事に注意しましょう！
　空気が乾燥する季節となり、各地で山火事が発生し甚大な被害を及ぼしています。
　市内でも今年に入り、山火事が発生しました。山火事は一度発生すると消火は容易で
はなく、森林のみならず人命を奪うこともあることから、下記の予防策を徹底し、山火
事の発生防止に努めましょう。

受験資格
◆平成３年４月２日～平成 12 年４月１日生まれの人
◆平成 12 年４月２日以降に生まれた人で、下記に当てはまる人
　①大学（短期大学を除く）を卒業した人および令和４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る人

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し込み
【受付期間】３月 26 日（金）　9：00～４月７日（水）　※受信有効

試 験 日
・

試 験 地

【第１次】6 月６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５日（月）～ 16 日（金）のいずれか（第１次試験合格通知書で指定する日時）
　　　　［試験地］埼玉県さいたま市　ほか

合格発表 【第１次合格者】６月 29 日（火）　【最終合格者】８月 17 日（火）

○問合せ　　日立税務署　　☎０２９４－２１－６３４６

申告所得税・贈与税および個人事業者の消費税の申告・納付期限は4月15日まで
　申告会場は、引き続き下記のとおり開設します。

会　　場 日立シビックセンター  マーブルホール（日立市幸町 1-21-1　新都市広場地下１階）
日　　時 ４月 15 日（木）まで（土・日を除く）　9：00 ～ 16：00

そ の 他

◆確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
　なお、入場整理券の配付状況に応じて後日の来場をお願いすることもあります。
◆確定申告会場ではご自身でパソコンを操作し、申告書を作成していただくことを基本としています。
◆確定申告会場施設の駐車場は、有料となりますのでご注意ください。
◆確定申告会場開設期間中は、日立税務署庁舎では申告相談を行いません。
　（４月16 日以後は、日立税務署で申告相談を行います）

　◆強風時や乾燥時、枯草などのある場所ではたき火をしない。
　◆たき火など、火気の使用中はその場を離れず、使用後は完全に消火すること。
　◆たばこは指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに投げ捨てはしない。
　◆火遊びはしない、また、させないこと。

　市民のみなさんのご協力をお願いします。

○問合せ　　人事院  関東事務局　　☎０４８－７４０－２００６～８

受験科目 受付期間 試験期日（第１次試験日）
　総合職（院卒者・大卒程度） ３月 26 日（金）～４月５日（月） ４月 25 日（日）
　一般職（大卒程度） ４月　２日（金）～　 14 日（水） ６月 13 日（日）
　一般職（高卒者・社会人【係員級】） ６月 21 日（月）～　 30 日（水） ９月　５日（日）

申 込 み 下記の URL から、インターネットによりお申し込みください。
https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html

令和３年度  国家公務員採用試験のお知らせ

令和３年度  国税専門官採用試験のお知らせ
　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。

○問合せ　　【インターネット申込】人事院  人材局  試験課　☎０３－３５８１－５３１１
【上記以外】関東信越国税局  人事第二課  試験係　☎０４８－６００－３１１１
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第２０回  たかはぎ桜まつり
　新型コロナウイルス感染症を十分に配慮した上で、たかはぎ桜まつりを開催します。
　テイクアウト用の屋台も出店する予定ですので、お気軽にご来場ください。

○問合せ　　花貫ダム管理事務所　　☎２２－３５２４
観光商工課　　☎２３－７３１６

期　　間 ４月１日（木）～ 11 日（日）
会　　場 さくら宇宙公園

令和３年  花貫ダムの点検放流
　桜の名所である花貫さくら公園から眺める豪快な音としぶきが作り上げる水のショーを体感してください。

※当日は「検温」の上ご来場いただき、体調がすぐれない場合は
ご来場をお控えください。

※会場では「いばらきアマビエちゃん」の登録をお願いします。
※会場内での飲酒・飲食は禁止となっております。
※野点・琴の演奏などのイベントは実施しません。 ○問合せ　　（一社）高萩市観光協会　　☎２３－２１２１

※新型コロナウイルス感染状況および荒天・地震が発生した場合は、急遽中止する場合があります。
　（急遽中止の場合は、高萩工事事務所ホームページに掲載されますので、ご確認ください）

花貫川下流の水位が急激に上昇するので、当日は河川に近寄らないでください。
放流時、サイレンも鳴らします。注意！
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