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広報紙に掲載の各事業は、新型コロナウイルス感染症の状況の変化で中止・延期になる場合があります。中止の場合はホームページなどでお知らせします。

10 月の納税
納付は口座振替が便利です

▶市・県民税（3期）
▶国民健康保険税（4期）
問 納税課☎内線1271

▶介護保険料（4期）
問 高齢福祉課☎内線1324

▶後期高齢者医療保険料（4期）
問 国保年金課☎内線1368

介護保険の更新を
対 認定の有効期間が
11月30日で切れる方
問 高齢福祉課☎内線1326

マイナンバーカード
休日交付専用窓口

時 10月10日・24日の各日曜
日８:30 ～ 12:00
所 市民課、藤代総合窓口課
※交付通知書に記載の交付場
所を確認し、必ずご本人がお
越しください。交付申請は受
け付けていません。
問 市民課☎内線1164

10月ごみ収集
問 環境対策課☎内線1417

▶ごみカレンダーは
ホームページでも確認
できます

防災情報の確認
▶防災無線の放送内容
☎0120-860-004

▶緊急災害情報
市内の緊急災害情報を確認で
きます。事前に下記アドレス
をブックマーク登録すること
をおすすめします。
https://www-city-toride-
ibaraki-jp.cache.
yimg.jp/kinkyu/

市からのお知らせ

TORIDE
CITY NEWS

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

問い合わせ先が内線の場合は、市役所代表☎ 0297-74-2141 へ（平日 8:30 ～ 17:15）／紙面では 24 時間表記を使用しています

市有地を売却します。購入を希望す
る方は入札に参加してください。
◆土地の概要
所 片町字南裏344番4・344番5（2
筆一体、面積204.76平方メートル）

※物件は現状のまま引き渡します。
必ず現地・物件調書を確認してくだ
さい。
費 677万7,000円
◆参加申し込み
申 原則として、管財課へ持参。郵送
の場合は、書留・簡易書留
※申込書類は10月4日（月）～ 18日

（月）に管財課で配布
締 参加申込書類提出：10月4日（月）
～ 18日（月）
入札保証金納入期限：10月22日（金）
◆入札書の提出期間
時 10月25日（月）～ 28日（木）
9:00 ～ 17:00
◆開札
時 10月29日（金）10:00
内 落札者：最低売渡価格以上で、か
つ最高の価格を提示した方
問 管財課☎内線1615

市有地売却

藤代駅藤代駅

藤代郵便局藤代郵便局

売却予定地

取手市　マイナン
バーカード申請

お持ちのスマートフォンを使い、マ
イナンバーカードの申請手続きをお
手伝いします。申請と併せて市公式
L
ラ イ ン
INEの登録や保健師による体組成の

測定も実施します（希望者のみ）。
時 10月23日（土）9:30 ～ 12:00
所 市民課
対 次の全ての要件に該当する市民
①マイナンバーカード未申請
②二次元コードを読み取る機能付き
のスマートフォンを持っている
③迷惑メールなど受信制限の設定を
していないか、制限の解除ができる
定 先着21人
費 無料（通信費用は自己負担）
持 スマートフォン、個人番号交付申
請書、本人確認書類、メールアドレ
スのメモ※機種や機能により申請の
手続きができない場合があります。
申 電話
締 10月5日（火）～ 19日（火）
平日9:00 ～ 17:00
問 市民課☎内線1166

マイナンバーカード申請補助

取手市　レディー
スデイ健診

20代・30代女性を対象に、ヘルスアッ
プ健診・子宮頸

けい
がん検診・乳がん検

診（30 代のみ）を一日で受けられる
「レディースデイ健診」を行います。
※対象者には 4 月に個別通知を郵送
しました。日程・費用・注意事項な
どは、通知書や市ホームページでご
確認ください。
所 取手ウェルネスプラザ
申 電話
※無料の託児があります。利用には
事前の申し込みが必要です。
締 受診日の 2 週間前
※定員になり次第締め切り
問 保健センター☎ 85-6900

レディースデイ健診

作業中は片側交互通行の予定です
が、全面通行止めの場合もあります。
ご理解とご協力をお願いします。
時 10月上旬～令和4年2月下旬（予
定）9:00 ～ 17:00
※一部夜間作業（22:00 ～翌5:00）を
予定。
問 道路建設課☎内線1282

井野台地先　道路工事

JA とりで総合JA とりで総合
医療センター医療センター

工事箇所

取手消防署取手消防署

時 令和4年1月9日（日）
▶第 1 部…10:00 ～（受付 9:30 ～）
対象学区…取手第一中学校・取手第
二中学校・戸

とがしら
頭中学校

▶第 2 部…11:30 ～（受付 11:00 ～）
対象学区…永山中学校・藤代中学校・
藤代南中学校
所 市民会館
※新型コロナウイルス感染症の拡大
状況により、やむを得ず開催内容の
変更や式典を中止する場合がありま
す。最新の情報は市ホームページで
ご確認ください。
問 生涯学習課☎内線2062

令和4年成人式

取手市　成人式

特定健診の結果、高血圧や糖尿病な
ど生活習慣病の重症化リスクがある
と判断された未治療の方を対象に訪
問します。
問 保健センター☎85-6900

生活習慣病の重症化予防　保健
師や栄養士が訪問

取手市　緊急災害
情報ブックマーク

緊急災害情報をブックマーク登録し
ている方は、再登録をお願いします。
変更後：https://www-city-toride-
ibaraki-jp.cache.yimg.jp/kinkyu/
問 安全安心対策課☎内線1181

緊急災害情報　URL変更

建築行為が伴わなくても、建築物を
用途変更する際には確認申請が必要
な場合があります。また、用途変更
に伴い、これまで対象でなかった防
火や避難などの規定が新たに対象と
なる場合には、その規定に適合させ
なければなりません。確認申請が不
要でも、法への適合は必要です。建
築士などにご相談ください。
問 建築指導課☎内線 3124

建築物の用途変更には
確認申請を

用途変更部分の床面
積の合計が 200 平方
メートル超

確認申請 必要 確認申請 不要

変更後の用途が特殊
建築物（例：福祉施設、
店舗など）

いいえ

いいえ

はい

はい

■申請が必要になる条件


