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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。

今月号に掲載している事業について、状況によっては変更がある場合がございます。参加される際は、事前に問い合わせ先までお問い合わせください。

　自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在
で自動車を所有している方に課税されます。
　今年の納期限は、６月１日（月）です。
　お近くの金融機関、郵便局、コンビニエ
ンスストアまたは県税事務所で納期限まで
に納付してください。
■�自動車税（種別割）はクレジットカード、
スマートフォン決済アプリで納付ができ
ます！

　定期課税分の自動車税（種別割）は、ク
レジットカード、スマートフォン決済アプ
リでも納付できます。
　銀行やコンビニ等に行くことなく「いつで
も・どこでも・簡単」に自宅や外出先から、
24時間いつでも自動車税（種別割）を納付す
ることができます（納期限までに限ります）。
※�詳しくは、納税通知書に同封されるチラ
シまたは茨城県税務課ホームページをご
覧ください。

問�茨城県行方県税事務所　収税課
　�☎０２９９－７２－０４８２

自動車税（種別割）は納期限（６月１日）
までに納めましょう！

　けしの仲間には、法律で栽培が禁止されて
いるものがあります。外観の特徴から、園芸
用のけしと区別ができます。
▶簡単なけしの見分け方
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植えてはいけない「けし」と
植えてもよい「けし」の見分け方

　“植えてはいけない「けし」”を見かけたら、
保健所にご連絡ください。
問 茨城県潮来保健所
　 ☎０２９９－６６－２１１６

　お口の健康を守ることは、全身の健康管理
への入り口です。この機会に検診を受け、自
分に合った口腔ケアの方法を知りましょう。
▶対象　�今年度内に 30 歳・40 歳・50 歳・

60歳・70歳になる方
▶内容　�現在の歯の状況・歯石・歯周疾患の

状況等の検診
▶料金　無料　※�検診結果に基づく治療を行う場

合は保険診療扱い

▶実施期間　�５月１日（金）～
令和３年２月 28日（日）

▶実施歯科医院　市内の歯科医院
▶申込方法　�下記まで、電話または市ホーム

ページ等からお申し込みくだ
さい。

問・申�健康増進課（行方市保健センター内）
　☎０２９１－３４－６２００

歯周疾患検診のお知らせ

　行方市の一部地域において、一部の低圧
太陽光発電設備の保護装置（パワーコンディ
ショナ）の機能設定の影響により、太陽光発
電設備による発電量が多くなる昼間帯に電
圧が繰返し変化し、照明等がチラつく現象
（電圧フリッカ）が発生しております。
　現在当社では、10キロワット以上の低圧
太陽光発電事業者さまへ保護装置の設定変
更を依頼するなどの対策を進めています。
　詳しくは、以下の東京電力パワーグリッド
のホームページよりご確認ください。

URL �http://www.tepco.co.jp/pg/company/
summary/office/ibaraki/index-j.html

問�東京電力パワーグリッド
　�☎０１２０－９９５－００７

東京電力パワーグリッド土浦支社
からのお知らせ

造林事業者に
茨城県の補助金が交付されます

▶補助対象
　・�造林面積 500㎡以上（500㎡当たり最
低 75本以上植栽すること）

　・�植林後５年間は下刈りをすることおよび
森林保険に加入すること

▶対象樹種　�スギ、ヒノキ、マツ、クヌギ、
ナラ等

▶補助額　�面積や植栽本数、樹種により金額
が変わります

▶手続きの方法
　�造林地（字・番地・面積・地目（山林））な
どが分かるようにしていただき、苗木の納
品書等、造林前の写真、印鑑を持参して農
林水産課（北浦庁舎）までお越しください。
▶申込締切　５月 29日（金）
※�詳しくは、下記までお問い合
わせください。

問・申��農林水産課（北浦庁舎）
　　　☎０２９１－３５－２１１１

　５月開催予定の標記交流会は、今般の新型
コロナウイルスによる影響を鑑み、３月に続
き中止とします。なお、次回は７月を予定し
ていますので、同月掲載予定の広報紙等でご
案内します。
問�パーキンソン病友の会�鹿行地区世話役
　�発

ほ っ ち

知�☎０９０－１８５１－７７９９

パーキンソン病友の会
患者・家族のミニ交流会中止のお知らせ

　５月 16日から毎週土曜日、午後７時から
午後９時、潮来市中央公民館において開催を
予定していた鹿行手話奉仕員養成講座が、今
般の新型コロナウイルスによる影響を鑑み、
延期になりました。
　開催される日程等が決定した場合は、市報
等でお知らせします。
問�社会福祉課（玉造庁舎）
　�☎０２９９－５５－０１１１

2020 年度鹿行手話奉仕員養成講座
が延期になりました



▶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

「いばらき出会いサポートセンター」

に登録しませんか
　いばらき出会いサポートセンターは、独身の
方の出会いの場づくりのため、茨城県が労働団
体と共同で設立した団体です。
　登録制によるパートナー探しの支援や、ふれ
あいパーティーの開催、マリッジサポーターに
よる出会いの相談・仲介など、さまざまな形の
出会いの場を提供しています。
■登録方法
　入会手続きは予約制です。
　いずれかのセンターへ電話で来所予約を行っ
てから、ご本人が来所してください。
　相談は無料ですので、ご本人でもご家族の方
でも、お気軽にお問い合わせください。
■登録料　11,000 円（３年間）※相談無料
■問い合わせ＆申し込み
　（一社）いばらき出会いサポートセンター
　　☎ 029-224-8888
　�鹿行センター（鹿島セントラルビル本館８階）
　　☎ 0299-92-8888
♥�市では、上記登録料の一部 5,000 円を助成
します。
　「行方市結婚支援団体等加入時助成金」
　問�企画政策課（麻生庁舎）
　　�☎ 0299-72-0811

家庭教育応援ナビ「すくすく育ていばらきっ子」をご利用ください

　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
ます。ぜひ、ご覧ください。

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

【行方市地域結婚支援者等「チームＯＳＫ」】
　独身者の縁結び役として、恋愛や結婚に関する相
談や助言、出会いの機会の仲介を行っています。
　チームＯＳＫの支援を希望する方、チームＯＳＫ
の活動に興味のある方は、お気軽にお問い合わせく
ださい。
　問�企画政策課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

《�ワードビジネス活用講座�》
▶期日　�６月 29日（月）、30日（火）、
　　　　�７月２日（木）、６日（月）、７日（火）、

９日（木）
▶時間　18：00～ 21：00
▶内容　�ビジネス文書作成、表作成、ビジュ

アル効果のある文書作成等
▶対象　�初めてワードを使用する方、自己

流でワードを使用している方
▶申込期間　５月 11日（月）～６月３日（水）
▶定員　10人（抽選）
▶受　講料　3,040 円（テキスト代含む）
▶申込方法　�鹿島産業技術専門学院ホーム

ページまたは往復はがきでお
申し込みください。

※詳細は、お問い合わせください。
問・申�茨城県立鹿島産業技術専門学院
　　鹿嶋市林572-1　☎ 0299-69-1171
　 URL �http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/

kasansen/kunren/index.html

６月１日は「人権擁護委員の日」です

　全国人権擁護委員連合会では、人権擁護
委員法が施行された日を記念して、毎年６
月１日を「人権擁護委員の日」と定め、人
権擁護委員制度の周知と人権尊重思想の普
及高揚を呼びかけています。
　人権擁護委員は、市町村長の推薦を受け、
法務大臣から委嘱された民間人で、地域の
皆さんからの人権相談を受け、解決のお手
伝いをしたり、人権侵犯の被害者を救済し
たり、地域住民の皆さんに人権について関
心を持ってもらえるようなさまざまな啓発
活動を行っています。
　この制度は、官民一体となって人権擁護
活動を行う事が望ましいという観点から設
けられた制度で、諸外国には例を見ないも
のです。現在、約１万４千人の人権擁護委
員が全国の各市町村に配置されています。
▶各種人権相談窓口
①みんなの人権 110番
　☎０５７０－００３－１１０
②子どもの人権 110番
　☎０１２０－００７－１１０
③女性の人権ホットライン
　☎０５７０－０７０－８１０
④インターネット人権相談
　https://www.jinken.go.jp/
※①～③開設日：月～金まで毎日（休日除く）
　　　　相談時間：8：30～ 17：15
　④受付時間：24時間

令和２年度
いばらき就職支援センター出張相談

　鹿行地区就職支援センターでは、就職を
希望される方々に、より身近に当センター
をご利用いただくため、麻生公民館におい
て下記のとおり出張相談を実施します。
　どうぞお気軽にご利用ください。
▶期日（変更になる場合があります）
・毎月第３金曜日（１月は第２金曜日）
　（�５月 15 日、６月 19 日、７月 17 日、　
８月 21 日、９月 18 日、10 月 16 日、
11 月 20 日、12 月 18 日、１月８日、
２月 19日、３月 19日）

▶時間　10：00～ 15：00
　　　　（12：00～ 13：00を除く）
▶場所　麻生公民館１階会議室
　　　　（麻生 1221）
▶受付相談内容
　�求人受付、就職相談、職業紹介、内職相談、
キャリアカウンセリング、適性診断等
▶相談員人数　就職支援センター職員２人
▶その他
　・料金無料
　・�予約を受け付けています。予約なしの場
合、時間帯によっては、お待ちいただ
く場合がありますのでご了承ください。

問・申�鹿行地区就職支援センター
　　�☎０２９１－３４－２０６１

歯の何でも電話相談

　ふだん、歯医者さんに聞けないこと、入
れ歯のこと、子どもさんの歯の悩み、イン
プラント、矯正、口臭の悩み、顎

がく
関節症、歯

周病、ブラッシングの仕方、料金のことなど、
歯に関する悩みや質問を無料で電話相談い
たします。
　匿名で結構ですので、お気軽にお電話く
ださい。茨城県保険医協会の歯科医師がご
相談に応じます。
▶日時　６月14日（日）13：00～ 16：00
▶受付電話番号　☎０２９－８２３－７９３０
▶相談料　無料
問�一般社団法人茨城県保険医協会
　�☎０２９－８２３－７９３０

☆行方市からの婚活情報☆
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。

ストップ　不法電波

　総務省では、６月１日から 10日までを「電
波利用環境保護周知啓発強化期間」として、
電波を正しく利用していただくための周知・
啓発活動および不法無線局の取り締まりを
強化します。
　電波は暮らしの中で欠かせない大切なもの
です。電波のルールはみんなで守りましょう。
問�関東総合通信局
　�●不法無線局による混信・妨害
　　�☎０３－６２３８－１９３９
　�●テレビ・ラジオの受信障害
　　�☎０３－６２３８－１９４５

子ども専用相談窓口
「子どもホットライン」

　茨城県では、18歳までの子どもを対象と
した相談窓口「子どもホットライン」で、毎
日 24 時間、電話・メール・FAX での相談
を受け付けています。
▶電話番号　☎０２９－２２１－８１８１
　詳しくは「子どもホットライン　茨城」で検
索し、茨城県教育委員会のホームページをご
覧ください。

広告募集
「市報行方」へ
広告を掲載しませんか
市では「市報行方」に有料広告を掲
載される方を募集しています。
詳しくは情報政策課（麻生庁舎）まで。

☎ 0299-72-0811
FAX0299-72-1537

受付
広告原稿提出
（発行１カ月前）

↓
広告掲載内容審査

↓
広告掲載決定

↓
掲載発行


