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時：日時　 所：会場　 内：内容　 講：講師　 対：対象　 定：定員　 費：参加費　 持：持ち物　 申：申込方法　 締：締切　 問：問い合わせ先

2月の施設休館日
取手駅前窓口（リボンとりで３階）

【10:00 ～ 19:00】
17日

取手図書館・ふじしろ図書館
【9:30～ 18:00】
1・8・12・15・22・24・26日
戸
とがしら

頭公民館図書室
【10:00 ～ 17:00】
1・8・12・15・22・24・26日

取手グリーンスポーツセンター
【9:00 ～ 21:00】
1・8・15・22日

藤代スポーツセンター
【9:00 ～ 21:00】
1・8・15・22日

取手ウェルネスプラザ
【9:00～21:00】
▶トレーニングジム

【8:30～22:00】
1・８・15・22日
▶キッズプレイルーム

【10:00～18:00】
1・８・15・22日

■開館時間短縮
【9:00 ～ 17:00】
※入浴10:00 ～ 16:30
▶老人福祉センターあけぼの
7・11・14・21・23・28日
▶老人福祉センターさくら荘
7・11・14・21・23・28日
▶かたらいの郷
1・8・15・22日

※1月12日 時 点 の 情 報 で す。
最新の情報は各施設のホーム
ページなどをご覧ください。

TORIDE
CITY NEWS

市からのお知らせ

コミバス運行状況
コミュニティバスの運行状況、
路線図、時刻表な
どが分かります。

❶郵便番号・住所
❷氏名（ふりがな）
❸電話番号

その他

●　●
はがき・ファクスなどの記入例
　申し込みが郵送・ファクス・メールの場合は、右の❶～❸
を全て記入してください。その他必要事項は記事ごとに異な
りますので、漏れがないようにしてください。往復はがきで
の応募の際は、返信用の住所・氏名も記入してください。

▶宛先 取手  （取手庁舎）… 〒302-8585 寺田5139
　　　 藤代  （藤代庁舎）… 〒300-1592 藤代700
　　　 分庁  （ 分 庁 舎 ） …〒302-0025 西2-35-3

令和2年分所得税の確定申告・令和3
年度市県民税の申告で、社会保険料
控除の資料として利用する、国民健
康保険税・後期高齢者医療保険料・
介護保険料の納付済額通知書を発送
します。
時 1月22日（金）発送予定
対 国民健康保険税・後期高齢者医
療保険料・介護保険料を次の方法で
納めた方
▶納付書・口座振替・スマートフォ
ン決済（普通徴収）
▶遺族年金や障害年金などからの天
引き（特別徴収）
◎年金からの天引き（特別徴収）で納
めた方は、日本年金機構などの年金
支払者から送られる源泉徴収票に納
付済額が記載されているため、納付
済額通知書は発送しません。
問 国民健康保険税…国保年金課☎内
線1364、後期高齢者医療保険料…国
保年金課☎内線1368、介護保険料…
高齢福祉課☎内線1324、年金…土浦
年金事務所☎029-825-1170

国保・後期・介護　令和 2 年分
納付済額通知書を発送します

公的年金受給者には、日本年金機構
から令和2年分の源泉徴収票を発送
しています。
◆再交付は「ねんきんダイヤル」へ
源泉徴収票が届かない・紛失した場
合は、「ねんきんダイヤル」に問い合
わせることで再交付できます。再交
付には約2週間かかります。
※障害年金や遺族年金は非課税のた
め、源泉徴収票の発行はありません。
問 ねんきんダイヤル☎0570-05-
1165（ 自 動 音 声 ）平 日 …8:30 ～
17:15※月曜日は19:00まで。祝日
は利用できません。第2土曜日…9:30
～ 16:00◎問い合わせの際は年金番
号が分かるものをご用意ください。

令和 2 年分　公的年金等の源泉
徴収票の発送

時 1月26日（火）9:30 ～
所 藤代庁舎3階
問 教育総務課☎内線2011

教育委員会定例会
所得の情報は、国民健康保険税・後
期高齢者医療保険料の軽減判定や、
高額医療費の自己負担限度額の区分
判定にも使われます。次に該当する
方は、負担を軽くするためにも忘れ
ずに市県民税の申告をしましょう。
・令和2年中に収入がなく、かつ誰の
扶養にも入っていない方
・令和2年中に収入がなく、市外や
別世帯の親族の扶養に入っている方

（単身赴任なども含む）
・遺族年金や障害年金などの非課税
所得のみの方など
◆令和3年度市県民税の申告受付期間
時 1月29日（金）～ 3月15日(月)
問 国民健康保険税…国保年金課☎
内線1364、後期高齢者医療保険料
…国保年金課☎内線1368、市県民
税の申告…課税課☎内線1243

市県民税　所得がなくても申告
が必要な場合があります

市では、毎年市内の指定建造物で消
防訓練を実施し、万一の火災発生の
際に、迅速に文化財を守る体制を整
えています。今年は新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止のため、関係
者のみでの訓練とし、一般参加や見
学は中止します。
時 1月25日（月）10：00 ～ 11:00
所 竜禅寺三仏堂（米ノ井467）
問 埋蔵文化財センター☎73-2010

文化財防火デーに伴う消防訓練
の開催　一般参加・見学は中止

市と取手地方広域下水道組合が発注
する工事の請負、設計、測量などの
業務委託、物品・役務の提供、その
他の請負契約に参加を希望する法人
や個人は、申請をしてください。
提出書類：①申請書と添付書類一式
②電算入力用紙※提出要領・申請書・
電算入力用紙は、市または取手地方
広域下水道組合ホームページから取
得できます。
申 郵送：〒302-8558小

お も ん ま

文間173取
手地方広域下水道組合総務課契約検
査係宛て
締 ▶取手市・つくばみらい市に本
店・支店・営業所がある場合
2月10日（水）～ 19日（金）
▶それ以外の業者
2月1日（月）～ 12日（金）
問 管財課☎内線1611、取手地方
広域下水道組合総務課契約検査係☎
74-4174

令和 3・4 年度　競争入札参加
申請受付

取手地方広域下水
道組合　競争入札

取手市　競争入札

龍ケ崎地方衛生組合
令和元年度一般会計決算の状況
◆歳入（単位：千円）

項目 決算額 割合 (%)
分担金および
負担金 422,679 61.90 

使用料および
手数料 25,000 3.66 

国庫支出金 16,600 2.43 
財産収入 217 0.03 
繰入金 206,857 30.30 
繰越金 11,403 1.67 
諸収入 79 0.01 
合計 682,835 100

◆歳出（単位：千円）
項目 決算額 割合(%)

議会費 2,326 0.35 
総務費 148,953 22.44 
衛生費 419,613 63.21 
公債費 92,909 14.00 
予備費 0 0.00 
合計 663,801 100
問 龍ケ崎地方衛生組合総務課☎64-
1144

5月1日（土）から令和5年4月30日（日）
までに、龍ケ崎地方衛生組合が発注
する建設工事、測量・建設コンサル
タント等業務、物品購入や役務提供
その他に係る競争入札参加資格審査
申請の受け付けを行います。詳しく
はホームページをご覧になるかお問
い合わせください。
問 龍ケ崎地方衛生組合施設課☎64-
1144

龍ケ崎地方衛生組合
令和 3・4 年度　競争入札申請

龍ケ崎地方衛生組
合　競争入札参加


