
お知らせ版
市報　行方 　市長公室  政策秘書課（麻生庁舎）  Tel 0299-72-0811平成 28 年 3 月 1 日　№ 108

平成 28 年度　国家公務員採用試験

　人事院は平成 28 年度中に次の採用試験を

行います。受験案内等は人事院ホームページ

内で確認できます。

　詳しくは、人事院関東事務局までお問い合

わせください。

■総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験）

　受付期間　４月１日（金）～４月 11 日（月）

　第１次試験日　５月 22 日（日）

■一般職試験（大卒程度試験）

　受付期間　４月８日（金）～４月 20 日（水）

　第１次試験日　６月 12 日（日）

■一般職試験（高卒者試験、社会人試験（係員級））

　受付期間

　（インターネット）６月20日（月）～６月29日（水）

　（郵送・持参）                                                         ６月20日（月）～６月22日（水）

　第１次試験日　９月４日（日）

※ 各試験の申し込みは、インターネットによ

り行ってください。

問 人事院関東事務局

　 ☎０４８－７４０－２００６～８

　 URL http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

春の火災予防運動　「３月１日～３月７日までの一週間｣

問 鹿行広域消防本部 予防課　☎０２９１－３４－７１１９　またはお近くの消防署へ

　春は空気が乾燥する上、季節風が強く、火災が発生しやすくなります。
火災予防対策をしっかりと行い、大切な命と財産を火災から守りましょう！
◆火の用心七つのポイント
　〇寝たばこやたばこの投げ捨てをしない。
　〇コンロで火を使っているときは、その場を離れない。
　〇家の周りに燃えやすい物を置かない。
　〇風の強いときは、たき火をしない。
　〇子どもには、マッチやライターで遊ばせない。
　〇電気器具は正しく使い、たこ足配線をしない。
　〇ストーブの周りには、燃えやすいものを置かない。

春は火災の多発期！！　枯れ草火災等に注意！

◆住宅用火災警報器を設置する
　住宅用火災警報器は消防法で設置が義務付けられています。
　住宅火災による死者の多くは、「逃げ遅れ」が原因です。万一火災が発生したときには、
　「早期発見」「すばやい避難」が重要です。その手助けとなるのが住宅用火災警報器です。
　火災からあなたの大切な家族やご自身の命を守るために設置と維持管理をお願いします。

　市では、生活環境の向上と霞ヶ浦や流入河川の水質保全を目的として公共下水道および農

業集落排水施設の整備を進めています。

　下水道および農業集落排水施設が整備された地域にお住まいで、まだ接続されていない方

は、速やかに接続工事（排水設備工事）を行っていただき、接続されますようお願いします。

※ 排水設備工事は、工事に必要な専門知識と技術を持った有資格者のいる、市の指定を受け

た「指定工事店」へご依頼ください。

公共下水道・農業集落排水施設への接続をお願いします

下水道は正しくお使いください
　快適な生活のために下水道の使用にあたっては、次のことに注意しましょう。

◆トイレでは

　トイレットペーパー以外の紙や紙おむつなど、異物は流さないでください。

◆台所では

　野菜くずや残飯、廃油（天ぷら油）などは流さないでください。

◆浴室では

　排水口に目ざらを付け、ゴミや毛髪は流さないでください。

◆下水道に危険物は流さない

　 ガソリン・シンナー・石油などの危険物は、下水道管内で爆発を起こす原因となるので、

流さないでください。

問 下水道課（玉造庁舎）　☎０２９９－５５－０１１１

　平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大

震災では、茨城県内に多数の住宅被害が発

生したことから、茨城県全域に被災者生活

再建支援法が適用されています。

　このたび、被災者生活再建支援制度の基

礎支援金および加算支援金の申請期限が１

年間延長されましたので、お知らせします。

■基礎支援金および加算支援金の申請期限

　平成 29 年４月 10 日

　　※変更前 : 平成 28 年４月 10 日

■対象となる区域および世帯

　茨城県内全域の世帯

■対　　　　　象　　　　　者

　 住宅被害が全壊・大規模半壊の世帯主、半

壊でその住宅をやむを得ず解体した世帯主

※ 茨城県災害見舞金を申請済みの方（住宅

被害が半壊）で、平成 29 年４月 10 日ま

でに住宅を解体する予定がある場合には

社会福祉課（玉造庁舎）までご相談くだ

さい。

※一度申請した方は除きます。

■申請受付　社会福祉課（玉造庁舎）

■受　　　　　付　　　　　日　

　平日　午前８時 30 分～正午、午後１時～

　午後５時 15 分（12 月 28 日～１月３日は

　除く）

問・申  社会福祉課 社会福祉グループ（玉造

庁舎）　☎０２９９－５５－０１１１

東日本大震災に係る被災者生活再建
支援制度の申請期限延長について

　新年度の募集となりますので、対象年齢等に該当する方であればどなたでも申し込むことができます。詳細については、

各戸に配布された案内チラシをご確認の上、お申し込みください。

～早期発見・早期治療が健康維持のカギ！年に一度は家族みんなで健診を！～

■健診期日　（北浦保健センター）６月７日（火）・６月８日（水）・６月 12 日（日）・６月 13 日（月）

　　　　　　（玉造保健センター）６月 17 日（金）・６月 19 日（日）・６月 20 日（月）・６月 21 日（火）・６月 22 日（水）

　　　　　　（麻生保健センター）７月 16 日（土）・７月 19 日（火）・７月 20 日（水）・７月 21 日（木）

■申込方法　 各戸配布された総合健診（ミニドック）申込ハガキにご記入の上、ポストへ投函ください。

　　　　　　市のホームページ（ URL http://www.city.namegata.ibaraki.jp/）からも申し込むことができます。

■申込締切　４月１日（金）必着　※定員に満たない日程は締切後であってもご案内させていただきますので、電話にてご相談ください。

問・申 健康増進課（北浦保健センター）☎０２９１－３４－６２００

平成28年度　総合健診（ミニドック）のお知らせ

◇行方市役所 北浦庁舎

　３月 28 日（月）

　〈午前〉   9：30 ～ 12：00

　〈午後〉13：00 ～ 15：30

◇セイミヤモール麻生店

　３月 29 日（火）

　〈午前〉10：00 ～ 13：00

　〈午後〉14：00 ～ 15：30
　　協力：麻生創生会

◇麻生保健センター

　３月 29 日（火）

　〈午前〉10：00 ～ 12：00

　〈午後〉13：00 ～ 15：30
　　協力：麻生創生会

問 健康増進課（北浦保健センター内）
　　☎０２９１－３４－６２００

献血のお知らせ（３月）

　お子さんと一緒に「論語」を読んで親と子

の絆を深めてみませんか。

期　　日　３月 13 日（日）

時　　間　午前 10 時～午前 11 時 30 分

場　　所　天王崎観光交流センターコテラス

対　　象　子ども（５歳以上目安）と保護者

　　　　　※ 小学生以上の場合、子どものみの参

加も可

募集人数　20 人　※定員になり次第締切

受　　　講　　　料　無料

申込締切　３月 11 日（金）

申込方法　 電話で下記までお申し込みくだ

さい。
問・申 政策秘書課（麻生庁舎）

　　　☎０２９９－７２－０８１１

親と子の論語塾　参加者募集



婚活ナビ☆パーティー情報☆

問・申 （一社）いばらき出会いサポートセンター

　　　☎ ０２９－２２４－８８８８

　　　 URL http://www.ibccnet.com/

　　携帯 URL http://www.ccworld.jp/ibaraki-dsc/

（一社）いばらき出会いサポートセンター主催・共催
３月度　英会話カフェ開催！

　外国人と気軽に英語でおしゃ

べりを楽しみませんか？英語が

上手に話せなくても大丈夫で

す。当日はゲストティーチャー

としてＡＬＴにお越しいただく予定です。

期　　日　３月 20 日（日）

時　　間　午後１時 30 分～

場　　所　天王崎観光交流センターコテラス

参　　　　　加　 　　　　費　１人 300 円（茶菓・材料代）

申込方法　 ①氏名②住所③連絡先④年齢を

下記までご連絡ください。

申込締切　３月 18 日（金）

問・申  政策秘書課（麻生庁舎）

　　  ☎０２９９－７２－０８１１

みんなでしゃべらないと！
日　　時　3 月 18 日（金）19：00 ～ 21：00

場　　所　茨城県三の丸庁舎　3 階 A 会議室

　　　　　（水戸市三の丸 1-5-38）

対　　象　 24歳～36歳の独身男女（干支の申年優先）

各 16 人

申込期限　3 月 4 日（金）

なめがたふれあいスポーツクラブ
教室案内　「桜を愛でる歩く会」

問・申  なめがたふれあいスポーツクラブ

　　　☎０９０－２５６１－０４８６

　　　玉造 B&G 海洋センター

　　　☎０２９９－５５－３２１１  ※月曜除く 

　ウォーキングと、桜を愛でながらの市内

探訪で楽しいひとときを過ごしましょう♪

ウォーキング教室①

桜と伝説　ロマン歩行

（桃浦～沖洲トーホーランド桜並木）

期　　日　３月 27 日（日）

集合場所　玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

時　　間　午前８時 30 分集合～正午帰着

参　　　　　加　　　　　費　300 円　※保険代等

参加対象　小学生以上

ウォーキング教室②

桜と歴史　ながら歩き

（羽黒山公園～家老屋敷方面）

期　　日　４月３日（日）

集合場所　天王崎公園駐車場

時　　間　午前８時 30 分集合～正午帰着

参　　　　　加　　　　　費　300 円　※保険代等

参加対象　小学生以上

※小雨決行。荒天時は中止となります。

◆申込締切　３月 19 日（土）
◆申込方法　 住所・氏名・年齢・連絡先電

話番号を下記までお知らせく
ださい。

受験種目 一般幹部候補生

応募資格

【大卒程度試験】

平成 29 年４月１日現在、次の各号

のいずれかに該当する者

（１） 22 歳以上 26 歳（学校教育法

に基づく大学院の修士課程も

しくは専門職大学院の課程を

修了した者またはこれに相当

すると認められる者（平成 29

年３月学位取得見込みを含む。

以下 ｢修士課程修了者等｣ と

い う。） に あ っ て は、28 歳 ）

未満の者

（２） 20 歳以上 22 歳未満で、学校

教育法に基づく大学（短期大

学を除く。以下｢大学｣という。）

を卒業した者（平成 29 年３月

卒業見込みの者を含む。）また

は外国における学校を卒業し

た場合で大学卒業に相当する

と認められる者

【院卒者試験】

平成 29 年４月１日現在、修士課程修

了者等で、20 歳以上 28 歳未満の者

受付期間
３月１日（火）から５月６日（金）

まで（締切日必着）

試験期日

第１次試験：５月 14 日（土）

　　　　　　筆記試験

　　　　　　５月 15 日（日）

　　　　　　 筆記式操縦適性検査

（飛行要員希望者のみ）

第２次試験： ６月 14 日（火）～　

６月 17 日（金）のう

ち指定する日

試験場

第１次試験：都道府県ごとに実施

第２次試験： 陸上・海上・航空自衛

隊別に全国の主要都市

等で実施します。

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

問 自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所

　☎０２９９－５２－１３６６

　自衛隊茨城地方協力本部募集課

　募集班

　☎０２９－２３１－３３１５

平成 28 年度 自衛官募集案内

愛玩用家畜（ペット）の
飼養状況の報告について

　愛玩用（ペット）であっても家畜を飼養

されている方は、家畜伝染病予防法により、

毎年２月 1 日現在の飼養頭羽数等を県に報

告することになっています。

　報告が必要な家畜は次のとおりです。

　これらの家畜を１頭（羽）でも飼育してい

れば、ペットであっても報告の必要がありま

す（犬、猫、うさぎ、インコなどは対象とな

りません）。

　報告方法・用紙など詳しいことは、下記ま

でお問い合わせください。

問 茨城県鹿行家畜保健衛生所

　 ☎０２９１－３３－６１３１

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、

いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、

だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

行方市消費生活相談員募集

　市では、４月１日採用予定の嘱託職員を次

のように募集します。

募集職種　消費生活相談員（非常勤職員）

職務内容　 消費生活に関する相談および消

費生活センターに関する業務

勤務場所　商工観光課（北浦庁舎）内

　　　　　行方市消費生活センター

雇用期間　４月１日～平成 29 年３月 31 日

募集人数　１人

応募資格

○ （独）国民生活センター消費生活専門相談

員、（一財）日本産業協会消費生活アドバ

イザーもしくは（一財）日本消費者協会消

費生活コンサルタント有資格者または消

費生活に関する高度な知識と経験を有す

る者

○パソコン操作が堪能な者

○普通自動車免許取得の者

○ 地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当し

ない者

賃　　金　月額 160,000 円

勤務時間　 午前８時 30 分～午後４時 45 分

（休憩時間１時間）

勤務日数　週４日（29 時間以内）

休　　日　 土日・祝日、年末・年始、年次有

給休暇あり

社会保険等　社会保険・雇用保険あり

選考方法　応募者全員に面接を実施します。

面接期日　 ３月 19 日（土）

　　　　　※詳細は追って通知します。

申込方法

○ 市販の履歴書に必要事項を記入し、運転免

許証・資格認定書の写しを添えて、下記ま

で持参または郵送により応募してください。

※ 提出書類については、返却しません。また、

提出いただいた個人情報については、本採

用選考以外の目的に使用することはありま

せん。

申込期限　３月 15 日（火）午後５時必着

※ その他、雇用条件等の詳細については、行

方市嘱託職員等任用管理規則によります。

問・申 商工観光課くらし支援グループ（北浦庁舎）

　　  〒 311-1792 行方市山田 2564-10

　　  ☎０２９１－３５－２１１１

第１次試験日　５月８日（日）

　　（教養試験・論（作）文試験）

受験資格

（１）警察官Ａ

　　　 昭和 62 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）を卒業した人もしくは平成 29

年 3 月 31 日までに卒業見込みの人また

は人事委員会がこれと同等と認める人

（２）警察官Ｂ

　　　 昭和 61 年 4 月 2 日から平成 10 年 4

月 1 日までに生まれた人で、（1）の受

験資格（学歴部分）に該当しない人（平

成 28 年 10 月 1 日から勤務可能な人に

限る）

受付期限

　　郵送・持参：４月 12 日（火）

　　電子申請　：４月 11 日（月）午後 5 時

問 茨城県警察本部警務課

　☎０１２０－３１４０５８（平日 8:30 ～ 17:15）

　 行方警察署警務課

　☎０２９９－７２－０１１０（平日 8:30 ～ 17:15）

平成 28 年度　第１回
茨城県警察官採用試験

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
◆３月 26 日（土）13：30 ～ 16：30

　ホテルべストランド（つくば市）

問・申  ＮＰＯ法人ベル・サポート

☎ 0280-87-7085　  携帯 090-5514-5446

なめがた版　婚活 No.２

サッカー観戦婚活「恋のＳＵＩＴＥ　ＢＯＸ」

時　　　　間　　12：00 ～ 17：00（予定）

場　　　　所　　茨城県立カシマサッカースタジアム

対　　　　象　　概ね 25 歳～ 45 歳の独身男女

　　　　　　　　　　各 9 人

会　　　　費　　男性　4,000 円　　女性　2,500 円

受付期限　　3 月 7 日（月）

申込方法　　 電話・FAXまたはEメール（name-kikaku2@

city.namegata.lg.jp）にて下記までお申し

込みください。「なめがた日和」（http://

namegata.mypl.net/) からもお申し込みい

ただけます。

問・申 政策秘書課まちづくりグループ（麻生庁舎）

　　　☎ 0299-72-0811　 FAX 0299-72-2174

3/19
 （土）

行方市地域結婚支援者等「チームＯＳＫ」
あなたの結婚を応援します！

　市では、若者が抱える恋愛や結婚に関する悩

み等の相談に対応できるおせっかい役「行方市

結婚支援者等『チームＯＳＫ（おせっかいの略）』」

が活躍中です。チームＯＳＫは、“行方らしさ”

のある寄り添った結婚支援活動を行います。

　チームＯＳＫに相談したい方またはチームＯ

ＳＫとして活動したい方は、電話にて下記まで

お問い合わせください。

※ 詳細は「なめがた日和（http://namegata.mypl.

net/）」内の結婚活動支援コンテンツからもご

覧になれます。

問 政策秘書課まちづくりグループ（麻生庁舎）
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