市報 行方

平成20年６月１日 №15 秘書広聴課 (麻生庁舎) Tel 0299−72−0811

お知らせ版
お知らせ
霞ヶ浦ふれあいランド
○第12回特別企画展
｢山と水辺の風景｣ 展
霞ヶ浦の水環境を考える一環として第12
回特別企画展を実施します。今回は、郷土
行方市出身者であります下記の２人の方々
による大変すばらしい作品の展示です。
◇作品出品者
石田 辰雄（栃木県足利市在住）
仁平仙之助（東京都国分寺市在住）
◇期 間 ５月１日(木) 〜６月29日(日)
◇場 所 水の科学館内
○日曜イベント (場所：水の科学館内 受講料：無料 10時〜)
押し花絵体験会
第１・第４日曜日(先着80名様)
ペーパークラフト
第2・第3・第5日曜日(先着80名様)
○虹の塔ギャラリーにて展示会を開催 (入場無料)
ふるさとの自然展 ５/31(土)〜6/4(水)
水墨画展 6/6(金)〜7/13(日)
絵手紙展 7/16(水)〜8/7(木)

楽しいイベントいっぱい！
遊びにきてね！

○ホタル見学会
初夏の夕べのひと時を、ホタルのほのか
な明かりの中でお過ごしください。
期 日 6月6日(金)〜6月8日(日)
時 間 午後７時30分〜午後9時
会 場 霞ヶ浦ふれあいランド内「ホタル水路棟｣
入場料 無料
主 催 (独)水資源機構利根川下流総合管理所
問合せ
〃
玉造管理所
☎：0299（55）4331
※開催期間中霞ヶ浦ふれあいランドは、午
後4時30分から午後9時まで特別料金 (半
額) にて臨時開館いたします。
この機会に是非、高さ60ⅿの展望等から
の夜景をお楽しみください。
問合せ

入館料
開館時間
休館日

☎0299−55−3927
大人 600円 子供 300円
（20名以上、団体割引あり）
午前９時30分〜午後４時30分
月曜日 (月曜日が祝日の場合は翌日)

少年指導委員を紹介します
少年指導委員とは・・盛り場をはいかいしたり、風俗営業所や性風俗関連特殊営業所
に出入りするなどして、その健全な育成を阻害するおそれのある少年に対し、きめ細や
かな指導や助言を行い、また、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、
風俗営業者等に必要な協力を要請するなど、風俗環境が及ぼす影響から少年を守るため
の諸活動を行う民間有志者で、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
に基づいて公安委員会から委嘱を受けた方をいいます。
行方警察署管内では11名の少年指導委員が活動しておりますので、少年に関する困り
ごとなどお気軽に相談して下さい。
問 行方警察署 生活安全課
問
行方地区少年指導委員連絡会
☎ 0299−72−0110
会長 大野 宗雄 (行方市南)
会員 新橋
勝 (行方市矢幡) 山中日出夫 (行方市羽生) 松本孝一郎 (行方市井上)
岡部
弘 (行方市両宿) 大和田 治 (行方市中根) 深谷 英久 (潮来市大塚野)
福原
隆 (潮来市潮来) 深澤 政司 (潮来市延方) 大森
庸 (潮来市牛堀)
兒玉 雅惠 (潮来市永山)

農業経営者の皆様へ
行方市の認定農業者になりませんか？
農林水産課では、随時、農業に関する相談
を受け付けております。認定農業者制度のほ
か、様々な農業経営の相談等にお気軽にお問
合せください。なお、来庁される場合は、個
別の相談であることが予想されますので、事
前に内容と時間をお電話等でご予約いただき
ますようにお願いいたします。
〇認定農業者制度とは・・・
安定的な農業経営を目標とし、プロの農業
経営者として誇りをもって頑張っていこうと
する農業者を幅広く育成していく制度です。
具体的には、自分の理想とする農業経営を
５年後の目標として設定し、その目標を達成
するために現在の農業経営状況を改善してい
くための設計書が農業経営改善計画認定申請
書となります。
〇認定農業者になるメリットは・・・
実際の自分の農業経営状況を細かく知るこ
とによって、将来何をするべきかを明確にす
ることができます。また、目標を達成するた
めに必要な低金利資金やリース事業など様々
な制度が利用できます。
具体的な条件や認定の手続きにつきまして
は、北浦庁舎内農林水産課で受け付けており
ますので、お気軽にお問い合わせください。
問 農林水産課 (北浦庁舎)
問
☎ 0291−35−2111

「ご近所の底力さきがけモデル育成事業」
助成のお知らせ
県及び大好きいばらき県民会議では、地域
コミュニティの活性化をめざし、地域コミュ
ニティ等の先進的で独自性の高い内容の活動
に対して，助成を行います。
対象団体 地域に根ざし、積極的に地域活動
に取り組む団体等 (自治会・町内会、
老人クラブ、子ども会、PTA、ボラ
ンティアグループなど）
助 成 額 １団体あたり10万円以内
募集期限 ６月18日(水) (当日消印有効)
問合せ先 大好きいばらき県民会議
〒310−0011
茨城県水戸市三の丸1−5−38
☎ 029−224−8120
■ 029−233−0030
詳しい要項については、大好きいばらき県
民会議HPをご覧ください。
■ http://www.daisuki-ibaraki.jp/
※要項は、麻生庁舎・企画課 (0299−72−0811)
にもございますので、お問い合わせください。

内職をしている皆さんへ

教科書検定結果の公開について

○仕事を依頼する人は最初の原材料等の引渡
しの時までに、内職者に対して、委託者の
名称、所在地、工賃の支払方法などについ
て、文書で示す必要があります。
○仕事を依頼する人は、内職者に対して、原
材料の受け渡しの都度、委託業務の内容、
工賃単価、工賃の支払期日、納品の期日等
を文書で示す必要があります。
○仕事を依頼する人は、内職者に対して、物
品を受領する都度、受領した物品の数量、
その年月日を文書で示す必要があります。
○仕事を依頼する人は、内職者に対して、工
賃を支払う都度、支払った工賃の額、その
年月日を文書で示す必要があります。
○以上のことが行われていない場合には、匿
名で結構ですから、茨城労働局労働基準部
賃金室 (水戸市宮町1−8−31 ☎ 029−224
−6216) に情報の提供をお願いします。
○茨城県の場合、男子既製洋服製造業、婦人
・子供既製服製造業、電気機械器具製造業
で工程ごとに最低工賃が決まっていますの
で、この業種の内職に従事している人で、
関心がある方は、上記賃金室までお問い合
わせください。
○工賃の支払いが遅れている方は、未払いと
なっている工賃の計算がわかる関係書類を
持って、早めに最寄の労働基準監督署にご
相談下さい。
問 茨城労働局 労働基準部 賃金室
問
☎ 029−224−6216

文部科学省では教科書用図書の検定にかか
る資料の公開をしています。
対象 平成21年度から使用される高等学校の
主として高学年用の教科用図書
場所 財団法人教科書研究センター第5会議室
江東区千石1-9-28
期間 ７月31日(木) まで
日時 土曜日、日曜日及び祝日を除く
10時〜12時及び13時〜16時30分
会場 ☎ 03−5606−4311
※「会場問合せ先」は会場の場所や休館日等
の詳細についての問合せ先です。検定結果
の公開に関するお問い合わせは文部科学省
初等中等教育局教科書課へお願いします。
問
問 教科書課教科書情報係
☎ 03−5253−4111 (代表)

平成20年度甲種 (新規) 防火管理講習実施案内
日

時

７月16日(水)・17日(木)の２日間
午前９時〜午後４時30分まで
場
所 鹿行広域事務組合消防本部会議室
（鉾田市安房1418-15）
☎ 0291−34−7119
定
員 80名
申込締切 ６月30日(月) まで
※ただし締切日前であっても、定員になり次
第締め切ります。
申請書の配布・受付場所
行方消防署
☎ 0291−35−0119 (小幡1101−38）
麻生出張所
☎ 0299−80−6119 (麻生3339−1）
玉造出張所
☎ 0299−36−2799 (浜102−2）
申請書は、当消防本部ＨＰからもダウンロー
ドできます。
■ http://business2.plala.or.jp/rokkou-j/syoubou/syoubou.htm

経営事項審査改正に伴う再審査申請のお願い
建設業法施行規則等の一部改正に伴い、平
成20年４月１日から、経営事項審査の基準が
大幅に改正されました。
これに伴い、行方市では、本年度10月から
行う一般競争入札の建設工事参加資格要件に
おける経営事項審査結果の総合評点について
は、改正後の基準にする予定です。
つきましては、10月からの入札参加資格に
ついては、改正後の経営事項審査を受けてい
ることを要件といたしますので、行方市が発
注する建設工事の入札に参加を希望される方
は、必ず、再審査等を受審するようお知らせ
します。
問 財政課 契約検査グループ (麻生庁舎)
問
☎ 0299−72−0811 (内線354)

電気設備安全点検のお知らせ
調査の際に、費用をいただくことはありま
せん。また物品販売などもいたしませんので、
類似の業者にはお気をつけください。
該当されるお客様には、前月の「電気使用
量のお知らせ (東京電力の検針票)」に記載し
てお知らせしておりますが、具体的な日時に
つきましては、調査日の数日前に「電気設備
安全点検訪問日のお知らせ」チラシを持参し
た関東電気保安協会調査員（制服、腕章、写
真入りの調査員証を着用）が個別にお伺いし
ますので、ご協力をお願いします。
＜予定地域＞
６月：両宿･小貫･小幡･北高岡･次木･山田･行戸
７月：天掛･籠田･新宮･ 中根･浜･繁昌･南高岡
吉川･山田
問 財団法人 関東電気保安協会
問
茨城事業本部 調査部
☎ 029−226−3221

