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お知らせ版

３月１日（日）～３月７日（土）

令和２年

春の火災予防運動

火災が発生しやすい季節にあたり、火災予防意識の一層の普及を図ることにより
火災の発生を防止し、火災による死傷者の発生や財産の損失を防ぐことを目的と
して、全国一斉に実施します。

春は火災の多発期‼

鹿行広域事務組合会計年度任用職員
（事務補助員・介護員）募集

企画部 情報政策課
（麻生庁舎） Tel 0299-72-0811

枯れ草火災等に注意！

お宅で火を出さないために
・寝たばこはしない。灰皿には水を入れる。
・ストーブは、燃えやすい物の近くで使わない。

鹿行広域事務組合では、火葬場（霞ヶ浦聖

火災になった時に命を守るために

2020 年度
国家公務員採用試験
人事院は、2020 年度に次の国家公務員採
用試験を行います。
■総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験）

・避難経路を確認し、避難の妨げになる物を置かない。

受付期間

・火災の時は、大声で周りに知らせながら逃げる。

第１次試験日

「住宅用火災警報器」の設置はお済みですか？
消防法で、全ての住宅、住居部分に「火災警報器」の設置が義務付けられています。
まだ付けていない方は、すぐに設置しましょう。

第１次試験日

分にも設置が必要です。

URL

問

https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html

人事院関東事務局
☎０４８－７４０－２００６～８

スマホ・パソコン操作
困りごと無料相談

■古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがある
■記入した ｢設置年月｣ または ｢製造年｣ を確認してみましょう。

問

９月６日（日）

ください。

住宅用火災警報器は設置後 10 年を目安にとりかえましょう！
ため、早めに交換しましょう（連動型を推奨します）。

６月 14 日（日）

※申し込みは、インターネットにより行って

○設置が必要な場所（※詳しくは消防署へご相談ください）
します。一般住宅で、２階や３階に寝室がある場合には，避難経路である階段部

すので、受診をお願いします。

☎０２９－３０３－１５８０

■一般職試験（高卒者試験、社会人試験（係員級））

火災からあなたと大切な家族の命を守る！設置と点検を！
基本的な取り付け場所は、就寝に使用する部屋（寝室・子ども部屋など）に設置

保険料率に反映されます。まずは、４月上旬に

４月３日（金）～４月 15 日（水） 問 協会けんぽ茨城支部 企画総務グループ

受付期間 ６月 22 日（月）～７月１日（水）

スマホ・パソコン操作、

きるのは退職日までです。ご家族（被扶養者）
の保険証も同様に、ご本人（被保険者）の退職
日の翌日から使用できなくなります（パートの
方などで、勤務時間や日数が減少し被保険者資
格を喪失する場合は、「資格喪失日」以降、保
険証は使用できません）。
また、ご家族（被扶養者）が、就職等により
扶養から外れる場合は、扶養から外れた日か

▶相談時間

れる際は、必ず保険証を会社へご返却ください。

▶資料代等

2,000 円

１時間（日時は電話で相談）

※事前に、電話での相談日時打ち合わせが必要です。
問・申

行方幕府 ☎０２９１－３５－４３２１

  〒 311-1724

行方市小貫 30-2

▶受験資格
【男性警察官 A・女性警察官 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令和３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
【男性警察官Ｂ・女性警察官Ｂ】
 昭和 62 年４月２日から平成 14 年４月
１日までに生まれた人で、上記警察官 A
の受験資格（学歴区分）に該当しない人（令
和３年３月 31 日までに高等学校を卒業見
込みの人を除く）
問

茨城県警察本部警務課

サイヨーゴハッピー

☎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）

もしくは最寄りの
交番・駐在所まで

協会けんぽにご加入の方が、保険証を使用で

書類作成などご相談ください。

平日 9：00 ～ 19：00

３月２日（月）～４月 10 日（金）

《保険証を使えるのは退職日までです》

ら、保険証を使用できなくなります。

▶電話受付

【インターネット（電子申請）】

皆さまが健診を受診したり、ジェネリック医
薬品を使用したりすることが、茨城支部の健康

５月 10 日（日）

▶申込受付期間

されることとなりました。

３月 27 日（金）～４月６日（月） 加入者のご家族（40 ～ 74 歳の被扶養者）を
対象に特定健診の受診券をご自宅に送付しま
第１次試験日 ４月 26 日（日）

■一般職試験（大卒程度試験）

▶第１次試験日

する取り組みが、２年後の健康保険料率に反映

受付期間

・住宅用火災警報器を設置し、点検する。
・身近な消火器の設置場所を確認する。

まの医療費等に基づき、都道府県ごとに設定さ

▶受付期間 ２月 10 日（月）～３月 13 日（金） 険料率については、現状の 9.84% から 9.77％
▶応募方法 鹿 行広域事務組合ホームページ
に引き下げとなります。また、介護保険料率（全
（http://rokkou-kouiki.jp/wp）
国一律）については、現状の 1.73％から 1.79%
をご覧いただくか、鹿行広域事
に引き上げとなります（令和２年３月分（４月
務組合事務局までお問い合わせ
納付分）より変更）。
ください。
また、平成 30 年度からは、新たに「インセ
問 鹿行広域事務組合事務局
ンティブ（報奨金）制度」が導入され、支部（都
☎０２９１－３３ー５０２３
道府県）ごとの加入者および事業主の健康に対

そばを離れる時は火を消す。
・放火されないように、燃えやすい物を外に放置しない。

協会けんぽの健康保険料率は、加入者の皆さ

いずれも非常勤の職員（会計年度任用職員） れています。
の身分となります。
令和２年度の協会けんぽ茨城支部の健康保

・ガスこんろの周りに、物を置かない。
・コンセントは、たこ足配線しない。

≪令和 2 年度保険料率のお知らせ≫

苑）の事務補助員、養護老人ホーム（鹿行潮
来荘）の介護員を募集します。

令和２年度茨城県警察官採用試験
（第１回）

全国健康保険協会（協会けんぽ）
加入者の皆さまへ

お勤めの会社を退職される場合や、扶養から外
問

協会けんぽ茨城支部

全国パーキンソン病友の会茨城県支部

患者・家族のミニ交流会

病気の悩み、薬、介護などについて語り合っ

てみませんか。
▶期日

３月 21 日（土）

▶場所

鹿嶋ショッピングセンターサンポー

▶時間

13：30 ～ 15：30

ト１階コミュニティールーム

▶参加費

▶申込方法

無料

問・申

前日までにご連絡ください。

茨城県パーキンソン病友の会
ほ っ ち

発知 ☎０９０－１８５１－７７９９

業務グループ
☎０２９－３０３－１５８２

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

茨城県では、茨城県霞ケ浦水質保全条例な 《第二種電気工事士受験対策（筆記）講座》

なめがた大使で歌手の奈良崎正明さんが
MC を務める市民参加型の歌番組です。
皆さんの自慢の歌声を披露してみませんか♪

どの一部を改正し、令和３（2021）年４月
１日から霞ヶ浦流域の小規模事業所（飲食店

▶日時 ３月 30 日（月）14：00 ～ 16：00

やコンビニなど）への排水規制を強化しま

▶場所

す。

行方市情報交流センター
（旧麻生保健センター内）

▶募集人数

①番組出演
②観覧

６組

これまでは、排水基準を超過した場合、勧
告などで規制してきましたが、改正後は、改

どなたでも大歓迎

善命令や排水一時停止命令が発出され、命令

▶申込方法

下記までご連絡ください。

に従わなかった場合は罰則が適用されます。

▶申込締切

３月 19 日（木）

問・申

情報政策課（行方市情報交流センター

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

霞ヶ浦流域の小規模事業所の
排水規制が変わります

なめテレ 出演・観覧者募集！第 19 回収録
「奈良崎正明の昼カラ歌っちゃいまショー♪」

また、県では改善対策をしたい事業者への
支援も行っています。排水処理施設の整備に

（旧麻生保健センター）内）

対する融資制度や利子相当額を補給する制

  ☎０２９９－７２－０８１１

度もありますので、ぜひ活用してください。

▶期日

５月 11 日（月）、12 日（火）、

財務省関東財務局水戸財務事務所へ
ご相談を！
総合出先機関として、地域の皆さまからの相

21 日（木）の６日間

○だまされないで！危ない投資勧誘！

▶時間

18：00 ～ 21：00

○電子マネーを使った詐欺に注意！

▶内容

第二種電気工事士（筆記）

▶定員

15 人（抽選）

▶受講料

3,040 円（テキスト代含む）

▶申込期間

３月 16 日（月）～４月８日（水）

▶申込方法

鹿 島産業技術専門学院ホーム

☎０２９－２２１－３１９５
（月～金 8：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00・祝祭日を除く）

○借金のことでお悩みはありませんか？
☎０２９－２２１－３１９０

申し込みください。

鹿嶋市林 572-1 ☎ 0299-69-1171
URL

http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/
kasansen/kunren/index.html

問

茨城県県民生活環境部環境対策課

不動産鑑定士による
不動産無料相談会

☎０２９－３０１－２９６６
または鹿行県民センター環境・保安課
☎０２９１－３３－６０５６
家庭教育応援ナビ「すくすく育ていばらきっ子」

「統計の日（10 月 18 日）」標語募集
総務省では、「統計の日（10 月 18 日）」
周知のための広報媒体等に活用する標語を
募集しています。
▶部門

不動産鑑定士が、不動産
の価格などの相談に無料で
お答えします。

ます。ぜひ、ご覧ください。

時間

9：30 ～ 12：00

場所

県南生涯学習センター５階

時間

9：30 ～ 12：00

場所

茨城県開発公社１階中会議室
（水戸市笠原町 978 ｰ 25）

【つくば会場】４月 10 日（金）
時間

9：30 ～ 12：00

場所

筑 波銀行つくば副都心支店２階
セミナールーム２
（つくば市研究学園 5-20-1）

▶申込方法 当日会場にてお申し込みください。
問
問

茨城県教育庁総務企画部生涯学習課就学前教育・家庭教育推進室 ☎０２９－３０１－５１３２

一般社団法人

茨城県不動産鑑定士協会

  ☎０２９－２４６－１２２２

日時

4 月 11 日（土）13：00 ～ 15：00

場所

Bombo Freely GYM（石岡市杉並）

対象

30 ～ 39 歳の独身男女各６人
※応募者多数の場合は抽選

受付期間

３月２日（月）～３月 30 日（月）

申込方法

下記までお申し込みください。

～初心者大歓迎～
日時

4 月 25 日（土） 9：00 ～ 12：00

場所

茨城県庁

対象

30 ～ 49 歳の独身男女各 12 人

福利厚生棟

アリーナ

※応募者多数の場合は抽選
受付期間

３月９日（月）～４月 10 日（金）

の部、一般の部、統計調査員の部、

申込方法

下記までお申し込みください。

公務員の部
▶応募方法

応募用紙または①部門②お住ま

問・申（一社）
いばらき出会いサポートセンター


☎０２９－２２４－８８８８

いの都道府県名③氏名（ふりが
な）④所属・学校名（学年）⑤
電話番号⑥標語（１人５作品
まで）をご記入の上、メール・

小講座室１（土浦市大和町 9-1）
【水戸会場】４月６日（月）

～初心者にも懇切丁寧に教えます～

小 学生の部、中学生の部、高校生

【土浦会場】４月２日（木）

茨城県教育委員会では、家庭教育に関する学習機会と情報を提供するサイトを開設してい

【30 代】
キックエクササイズで
夏までに欲しい身体をＧＥＴする！

【30 ～ 49 歳】
であイバ！ピンポン☆サークル

※詳細は、お問い合わせください。
茨城県立鹿島産業技術専門学院

いばらき出会いサポートセンター主催

（月～金 8：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：30・祝祭日を除く）

ページまたは往復はがきでお

問・申

市の結婚支援事業と、近隣で開催される
パーティー情報をお知らせします。

関東財務局水戸財務事務所では、財務省の

14 日（木）、18 日（月）、19 日（火）、 談を無料で受け付けています。

受験対策・練習問題解説

☆行方市からの婚活情報☆

FAX・郵送にてご応募ください。
▶応募締切

▶その他パーティー情報は…
（一社）いばらき出会いサポート

センターのホームページでご確認
ください

３月 31 日（火）

※入選者には表彰状および副賞を授与
■過去の特選作品

ＮＰＯ法人ベル・サポート境主催

出会いパーティー

2019 年度
「数字の先に映し出せ新たな時代僕らの
未来」
2018 年度
「活かせ統計、未来の指針。」
問・申

総務省政策統括官付統計企画管理官室
普及指導担当

〒 162-8668 東京都新宿区若松町 19-1
FAX ０３－５２７３－１１８１
E-mail

toukeinohi@soumu.go.jp

◆日時

３月 14 日（土）13：30 ～ 16：00
（受付 13：00 ～）

◆場所
◆対象

ホテルベストランド（つくば市研究学園）
30 ～ 40 歳代の独身男女

問・申 ＮＰＯ法人ベル・サポート境

☎０２８０－８７－７０８５
URL

http://www.bell-support.net

