
お知らせ版
市報　行方 　市長公室　秘書課（麻生庁舎）  Tel 0299-72-0811

災害ごみ（瓦・ブロック・石・廃石膏ボードに限る）の仮置き場（玉造浄化センター隣）開設日　8/7（日）、8/28（日）、9/11（日）、9/25（日）、10/9（日）、10/23（日）　開設時間　午前 9時～午後 5時

　国では平成２３年度から、環

境保全効果の高い営農活動に

取り組む農業者に対して直接

支援を開始します。

支　　　　　援　　　　　　額　国 4,000 円 /10a

　　　　　（この他に県＋市で4,000円/10a支援予定）

申請期限　８月３１日

提　　　　　出　　　　　先　農林水産課（北浦庁舎）

申請書類　農林水産省ＨＰからダウンロードし

　　　　　てください

農林水産省環境保全型農業関連情報　 H P

http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/index.html

問農林水産課（北浦庁舎）☎ ０２９１－３５－２１１１

　福島原発事故により、農産物出荷制限によ

る農産物の廃棄や風評被害による野菜の価格

下落によって、損害を受けた方につきましては、

市及びＪＡで損害額のとりまとめを行っていると

ころです。

　現在のところ出荷制限を受けた作物（ホウレ

ンソウ・パセリ等）の仮払いがされておりますが、

それ以外の作物については、まだ支払いがされ

ておりません。ただ、国の原子力損害賠償紛争

審査会では、風評被害の損害についても賠償

の対象にするように、指針が出ておりますので、

近々支払が行われるものと思っています。

　今回の事故で農畜産物の損害を受けた方に

ついては、書類の提出をお願いします。

提出書類

（書類は市の HP からダウンロードできます）

委　　　　　任　　　　状

生産者報告書

①廃棄報告書（4 月分まで）

②販売価格下落報告書（5月分まで）

③その他

提　　　　　出　　　　　先

[ＪＡ出荷者以外の方 ]

行方市農林水産課

※証拠となる書類（写真・市場の出荷伝票等）

を持参の上、お超しください

[ＪＡ出荷者 ]

ＪＡなめがた　☎ ０２９９－７２－１８８０

問農林水産課（北浦庁舎）☎ ０２９１－３５－２１１１

平成 23年 8月 1日　№ 53

お 知 ら せ

　認知症は誰にでも起こり得る、身近な脳の病

気です。そのため、いつ自分や家族が認知症に

なるか分かりません。

　認知症とはどのような病気なのか、どのよう

な仕組みで予防が可能なのか、日常生活の中で

どのようなことを心がければよいのか等、「いつ

までも若々しく元気に過ごす」ために、下記の

とおり認知症予防講演会を開催します。

　講演会で関心を持たれた方は、９月 6 日（火）

よりスタートする認知症予防のための「脳はつら

つ教室（５回コース）」も是非ご参加ください。

日　　時　８月23 日（火）

時　　間　午後1時30分～3 時（受付：午後1時～）

場　　所　玉造保健センター

対　　　　　象　　　　　者　一般（年齢制限なし）

定　　員　１５０名

入　　　　　場　　　　　　料　無料

講　　師　ＮＰＯ認知症予防サポートセンター

　　　　　　　　　　城　直美　氏

テ　　　　　ー　　　　　　マ　「今日からできる認知症予防」

申込方法　下記申し込み先まで電話でお申し

　　　　　込みください。

締　　　　　切　　　　　　日　８月19 日（金）

　　　　　※定員になり次第、締め切り

問　行方市地域包括支援センター 

　　☎ ０２９９－５５－０１１４

『認知症予防講演会』を
開催します

夏だ！！パラセーリング！
◆期　　間

７月～８月末の土日

（８月13 日・14 日は運休）

◆受付場所　

道の駅「たまつくり」内

受付所

◆受付時間　午前 10 時～午後 4 時

◆料　　金　体験者　中学生以上　5,000 円

　　　　　　同乗者　中学生以上　1,000 円

　　　　　　　　　　小学生　　　500 円

　　　　　　　　　　幼稚園以下　無料

サンセットフェスタIN天王崎
　霞ケ浦に面した天王崎公園を舞台に繰り広げられ

る真夏の祭典。湖上花火大会がファンタスティックな

世界へと誘い、夏の夜空を彩ります。

◆日　　時　8 月20 日（土）　

　　　　　　午後４時～イベント開始

　　　　　　午後７時～セレモニー

　　　　　　午後７時 30 分～打ち上げ

◆場　　所　天王崎公園

◆問い合わせ　行方市商工会

　　　　　　☎ ０２９９－７２－０５２０

水郷なめがた水辺の里写真コンクール
応募をお待ちしています！　　　　　　

◆テ　　　　ー　　　　　マ　行方市の帆引き船・お祭り・風景

　　　　　　等を題材にした写真　

◆応募締切　12/13（火）※当日消印有効

◆作品規格　平成 23 年 1月以降に行方市内で

　　　　　　撮影された写真

※詳しい規格についてはお問い合わせください。

問　行方市観光協会（市商工観光課内）

　　☎ ０２９９－５５－１２２１

　行方市観光協会より

　　　　イベント情報 　８月「児童扶養手当現況届提出」に伴い、就労・

生活・就学資金等の「悩み事相談窓口」を開設

します。お気軽にお問い合わせください。

日　　時　８月29 日（月）

　　　　　午前 10 時～午後３時

場　　所　行方市役所玉造庁舎（相談室）

問　茨城県鹿行県民センター県民福祉課

　　☎ ０２９１－３３－６２６４　

　児童扶養手当を
　　　　　受給している方へ

～あなたも「家族の会」の仲間になりませんか

　　つらい介護に立ち向かってゆきましょう～

　公益社団法人「認知症の人と家族の会」通称

「家族の会」は３１年前に結成され、全国に約

１０，０００人の会員がおります。「会員同士がと

もに励まし合い助け合って、人として実りある人

生を送るとともに、認知症になっても安心して

暮らせる社会の実現を希求する」ため様々な活

動をしております。

　茨城県支部の主な活動は、介護家族の交流

会「つどい」、電話相談、会報の発行です。

新しく会員になられた多くの方から・・・「家族

の会に加入し「つどい」に参加して、日ごろの

つらい思いを話し合い、介護に取り組む勇気が

得られた」などの声が寄せられております。

【「つどい」の会場、開催日時 】

○つくば市大穂窓口センター内事務所

　（第１金曜日　午後1 時～3 時）

○茨城県水戸合同庁舎内会議室

　（第２金曜日　午後1 時～３時）

【電話相談】

毎　　週　月～金曜日　12 時～午後 4 時

　☎ 029-879-0808・029-879-0018

 あなたも「家族の会」の仲間になりませんか！

是非ご連絡ください。お待ちしています。

問公益社団法人　認知症の人と家族の会茨城県支部

　〒300-3257 つくば市筑穂 1-10-4

　（つくば市大穂窓口センター内 3 階）

　☎ ０２９－８７９－０８０８

認知症の家族を
介護している皆様へ

福島原発事故に対する
農畜産物損害賠償請求について

　有機農業を行っている方へ

　個人事業者の方で、平成 22 年分の確定消費

税額（地方消費税は含みません）が 48 万円を

超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告

と納付が必要です。

　中間申告の方法や納付の期限等、詳しい内容

については国税庁ホームページをご覧ください。

問　国税庁　 H P 　www.nta.go.jp

個人の課税事業者の方へ
中間申告と納付について

　個人事業税は、県内で事業を営んでいる個人

の方に、前年分の所得金額に対して課税される

税金です。納期は、毎年 8 月と11月の 2 期に

分かれています。今月はその第 1 期分の納期と

なっており、納期限は 8 月 31日（水）です。期

限内に完納されるようお願いします。

　なお、個人事業税の納税には『口座振替制度』

がありますので、是非ご利用ください。

問　茨城県行方県税事務所　☎ ０２９９－７２－０７７２

県税事務所からのお知らせ
8 月は個人事業税第 1 期分の納期です

　住宅用土地を取得した日から２年（平成 16 年 4 月1日から平成 24 年３月 31日までに土地を取

得した場合 3 年）以内に新築住宅を取得されますと、その土地に係る不動産取得税が減額・還付

される場合があります。この減額は、申請により適用となりますので、土地の不動産取得税を既に

納められた方で、減税申請のお済みでない方は、早めに申請していただくよ

うお願いいたします。

　このほか、中古住宅の取得につきましても、一定の要件のもとで、不動

産取得税が軽減される場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。

問　茨城県行方県税事務所　☎ ０２９９－７２－０７７３

不動産取得税の減額について



 

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 8 月 20 日（土）13：30 ～ 17：00

ビアスパークしもつま（下妻市）

② 8 月 25 日（木）　19：００～ 21：00

つくば山水亭（つくば市）

③ 8 月 28 日（日）13：30 ～ 17：00

守谷市市民交流プラザ（守谷市）

問・申 ＮＰＯ法人ベル・サポート　0280-87-7085

 
各種スポーツ大会・教室参加者募集

問・申 市体育協会事務局（スポーツ振興課内）　      

　　　〒311-1704　行方市山田 2175

　　　 　☎ ０２９１－３５－２１２０

　 　　　 FAX  ０２９１－３５－３８５４

募　　集

○ふれあいソフトバレーボール秋季大会○

期　　日　９月２５日（日）　　

時　　間　午前８時３０分

場　　所　北浦運動場体育館

参加料金　１チーム２，０００円（試合当日納入）

申込締切　９月１５日（木）午後５時

　　　　　（申込用紙は各体育施設にあります）

競技種目

○ウィメンズクラス（学生、生徒、一般、年齢

制限無し）女子のみ。

○フリークラス（学生、生徒、一般、年齢制限無し）

男子がチーム内に入る場合は２名以内とする。

○ブロンズクラス（30 歳代の男女と40 歳以上

の男女それぞれ一人）

○シルバークラス（40 歳代の男女と 50 歳以上

の男女それぞれ一人）

○ゴールドクラス（50歳以上の男女それぞれ２名）

＊すべてのクラスで監督を含め８名以内で構成

　されたチーム

＊ 9 月15 日以降のキャンセル・不参加につい

　はキャンセル料として 2,000 円を徴収させて

　いただきますのでご了承ください。

受験
種目

自衛官候補生（男子） 自衛官候補生（女子） 一般曹候補生 航空学生（海上・航空）

応募
資格

採用予定月の１日現在、
18歳以上 27 歳未満の男子

採用予定月の 1日現在、
18歳以上 27歳未満の女子

平成24年 4月 1日現在、
18 歳以上 27 歳未満の者

平成24年 4月 1日現在、
18 歳以上 21 歳未満の者

受付
期間

年間を通じて
行っています

8月 1日（月）～ 9月 9日（金）（締切日必着）

試験
期日

受付時にお知らせ
9月25日（日）～28日（水）
のうち指定する 1日

9月 17 日（土）（１次） 9月 23 日（金）（１次）

会場 受付時にお知らせ 別途各人に通知
受付時又は受験票交付時

にお知らせ
別途各人に通知

試験
科目

筆記試験・口述試験・適性検査及び身体検査
（１次）筆記試験・適性検査
（２次）口述試験・身体検査

（１次）筆記試験・適性検査
（２次）航空身体検査等
（３次）操縦適性検査等

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

問・申 自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所　小美玉市百里170（航空自営隊百里基地内）

　　　☎ ０２９９－５２－１３６６

自衛官募集案内

申込受付

（郵送・持参）８月１7日（水）まで

（インターネット）８月１５日（月）午後５時まで

第１次試験日（教養試験・論文試験）

９月18 日（日）

受験資格

警察官 A

昭和 57 年 4 月2 日以降に生まれた人で、学校

教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業し

た人若しくは平成 24 年３月 31日までに卒業見

込みの人又は人事委員会がこれと同等と認める

人。

警察官 B

昭和 57 年４月２日から平成 6 年４月１日までに

生まれた人で、警察官 A の受験資格に該当しな

い人。

警察官採用説明会の開催

8 月 6 日（土）午前 10 時～正午まで

　行方警察署 3 階会議室で、警察官採用説明

会を開催しますので、行方警察署警務課までお

問い合わせください。なお、当日の申し込みも

可能です。

問・申 茨城県警察本部警務課☎ ０２９１－３１４０５８

行方警察署警務課　☎ ０２９９－７２－０１１０

茨城県警察官採用試験

○インディアカ教室○

期　　日　９月２０日（火）・１０月４日（火）

　　　　　１８日（火）１１月１日（火）・１５日（火）

　　　　　２９日（火）　計６回

時　　間　午後８時～１０時

対　　象　中学生以上

　　　　　（中学生は保護者付き添いのこと）

場　　所　北浦運動場体育館

参加料金　６００円（スポーツ安全保険代）

申込締切　８月３１日（水）

　　　　（申込用紙は各体育施設にあります）

○スロートレーニング教室○

期日・場所・時間　

８月25 日（木）　９月１日（木）

麻生運動場　トレーニングルーム

９月22日（木）　29 日（木）

玉造農村環境改善センター　大会議室

10 月13 日（木）　20 日（木）

北浦公民館　２Ｆ会議室

※時間は午後７時 30 分～午後９時

人　　数　30 名（定員になり次第締め切り）

料　　金　無料

申込方法　電話にてスポーツ振興課

　　　　（北浦運動場内）０２９１－３５－２１２０まで

※運動のできる服装と水分補給飲料をご持参ください。

婚活ナビ☆パーティー情報☆

　いばらき出会いサポートセンター主催

8/12（金）みんなでしゃべらないと
　　　　　　楽しくおしゃべりしましょ♪
時　　間　19：00 ～ 21：30
場　　所　茨城県立青少年会館（水戸市）
対 象 者　25 ～ 35 歳の独身者
募集開始　7/11（月）

8/25（木）素敵な予感！ふれあいパーティー
時　　間　19：00 ～ 21：30
場　　所　レストランしいな（日立市）
対 象 者　35 ～ 42 歳の独身者
募集開始　7/25（月）

電話・メールにて
　　　お申込みください。

問・申 いばらき出会い
　　  サポートセンター
　☎ ０２９－２２４－８８８８
　 URL http://ibccnet.com/
　携帯 URL http://www.ccworld.jp/ibaraki-dsc/

なめがた版　婚活 No.2

「湖上で婚活☆サンセットパーティー」

優雅に遊覧船「ホワイトアイリス」に乗って

夕日を見ましょう♪

場　　　　所　ラクスマリーナ（土浦市）

時　　　　間　16：00 ～ 19：00　　

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　概ね 45 歳以下の独身者

募集開始　7/20（水）

問・申 市企画政策課（麻生庁舎）

　　  ☎０２９９－７２－０８１１

8/20
（土）

日　　時　９月８日（木）（予備日９日（金））

　　　　　午前８時 30 分集合　9 時スタート

場　　所　鉾田市大洋総合運動場　18 ホール

参　　　　加　　　　　費　一人 200 円

募集人数　１５０名

申込締切　８月10 日（水）　

申込方法　はがきに、住所、氏名、生年月日

　　　　　を記入して下記までお申し込みください。

問・申 〒 311-1721 行方市両宿 410　佐藤栄　

　　　☎ ０２９１－３５－１１４８

茨城県鹿行地域高齢者はつらつ百人委員会

グランドゴルフ大会

　「夏休み　楽しく学ぼう　水質浄化！」をテー

マに、霞ヶ浦や環境問題について楽しみながら

学べる様々な催しを用意し

て皆様をお待ちしています。

期　　日　8 月20 日（土）

時　　間　午前 10 時～午後 3 時 30 分

場　　所　霞ヶ浦環境科学センター

参　　　　加　　　　　費　無料

問　霞ヶ浦環境科学センター環境活動推進課

　　☎ ０２９－８２８－０９６１

「霞ヶ浦環境科学センター」
夏まつり 2011

【自由研削といし特別教育】

労働安全衛生法に基づく講習で研削といしの基

礎知識・関係法令・実技教育を学びます。

（修了者に特別教育修了証を交付）

実施期日　10 月1日（土）・2日（日）2日間

時　　間　午前 9 時～午後 4 時

【機械製図（基礎）】

基本的な機械製図の作成実習（２次元 CAD）

AutoCAD の使用法（使用予定ソフト：AutoCAD2008）

実施期日　10 月 3 日（月）・4 日（火）・6 日（木）

　　　　　11日（火）・13 日（木）・17日（月）

時　　間　午後６時～９時

○定　　員　各コース共　10 名（抽選）　

○受　　　　　講　　　　　料　2,900 円（テキスト代含む）

○応募期間　8 月 8 日（月）～ 9 月 8 日（木）

○申込方法　

『往復はがき』で 1 講座 1人1 葉（連名不可）

①講座名②氏名③〒住所④電話番号⑤年齢⑥

職業（会社名）⑦昼間の連絡先と電話番号を

記入の上、応募期間中にお申し込みください。

問　茨城県立鹿島産業技術専門学院

〒311-2223 鹿嶋市林 572-1 ☎ ０２９９－６９－１１７１

鹿島産業技術専門学院　在職者訓練講座


