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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、新型コロナウイルス感染症などの影響により中止や変更
とな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。

　自動車や各種機械の燃料として使用される
軽油の購入代金には、軽油引取税という地方

（県）税が含まれており、皆さまの暮らしを
支える貴重な財源となっています。
　灯油や重油等をそのままディーゼル車の燃
料として使用したり、これらと混和した軽油
を使用することは、軽油引取税を免れるため
の脱税行為であり、悪質な犯罪です。
　また、不良燃料の使用は不完全燃焼を起こ
し、故障の原因となるだけでなく、その排気
ガスによって地域の皆さまに迷惑をかけ、環
境にも悪い影響を与えます。
　豊かな自然環境を守り、住みよい郷土をつ
くるためにも、正しい軽油を使いましょう。
　詳しいことについては、県税事務所にお尋
ねください。その他不正軽油に関する情報に
ついても、県税事務所までお寄せください。
問 茨城県行方県税事務所　課税第一課
　 ☎０２９９－７２－０４８３

正しい軽油を使いましょう

急な病気やケガで、すぐに受診したほうがよいの
か様子をみても大丈夫なのか不安なときや救急車
を呼ぶか迷ったとき、ご相談ください。夜間や休
日など受診可能な医療機関もご案内します。

　職場における新型コロナウイルス感染症の
感染防止対策を進めるため、事業者の皆さま
には、厚生労働省が示している「職場におけ
る新型コロナウイルス感染症の拡大を防止す
るためのチェックリスト」をご参照の上、安
全かつ安心して働ける環境づくりに取り組ん
でいただけますようお願いします。
　同チェックリストは、①感染予防のための
体制作り②感染防止のための基本的対策③具
体的な感染防止対策④配慮が必要な労働者へ
の対応等⑤陽性者が判明した場合の対応⑥熱
中症予防との関係　の項目から構成され、最
新情報を元に随時更新しています。
　具体的な対策は、業種、業態、職種等職場
の実態を踏まえながら進めていく必要があり
ます。まずは全員がすぐにできる対策から確
実に実施していただけますようお願いします。
　詳しくは厚生労働省のホームページからダ
ウンロードできますのでご活用ください。
URL  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/0000121431_00145.html
問 鹿嶋労働基準監督署
　 ☎０２９９－８３－８４６１

職場における新型コロナウイルス感染防止
対策の徹底について

　潮来税務署は、申告される方の新型コロナ
ウイルス等の感染リスクを避けるために、自
宅等からの申告手続きをおすすめしています。
ご自宅で申告書を作成し、ｅ－Ｔａｘや郵送で
申告書の提出をお願いします。
　なお、令和２年分確定申告の相談会場は、
感染症対策のため、入場者数の制限をし、会
場内のソーシャルディスタンスを確保します
ので、受付を早めに打ち切る場合があります。
　「マイナンバーカード」と「マイナンバーカー
ド対応のスマートフォン」をお持ちの方は、
ｅ－Ｔａｘを利用して申告書等を送信できます。
　また、マイナンバーカードをお持ちでない
方も「ＩＤ・パスワード方式の届出」をされ
ると、ＩＤ・パスワードだけでｅ－Ｔａｘを利
用できます（スマートフォンからもｅ－Ｔａｘ
送信できます）。
　「ＩＤ・パスワード方式の届出」は、税務署
に出向いての手続きになりますが、今回特別
に、行方市役所でも受け付けを行います。こ
の機会にぜひご利用ください。
▶日程・会場
　10 月 20 日（火）麻生庁舎別棟 A 会議室
　　　　　　　　　（財政課隣）
　10 月 21 日（水）玉造庁舎第 1 会議室
　10 月 22 日（木）北浦庁舎第 1 会議室
▶受付時間　10：00 ～ 12：00
　　　　　　13：00 ～ 15：30
▶持ち物　本人確認書類（運転免許証など）
　※代理人による手続きはできません。
▶所要時間　お一人約５分（待ち時間を除く）
問  潮来税務署　個人課税第一部門
　☎０２９９－６６－７５１０（ダイヤルイン）

確定申告はご自宅で !!
「ＩＤ・パスワード方式の届出」出張発行会

　茨城県では、正社員を目指す若者や離職さ
れた方などの求職者の就職を支援するため、
元気いばらき就職面接会（鹿行会場）を開催
します。複数の企業の人事担当者と直接話せ
る貴重な機会です。ぜひご参加ください。
▶期日　10 月 27 日（火）
▶時間　13：30 ～ 15：30
　　　　（受付 13：00 ～）
▶場所　鹿嶋市勤労文化会館
　　　　（鹿嶋市宮中 325-1）
▶対象　 求職者（学生を除く）
▶持参するもの　履歴書（複数枚）
▶参加費　無料
問  いばらき就職支援センター鹿行地区セン

ター　☎０２９１－３４－２０６１

元気いばらき就職面接会
県内の約 20 社が参加します !!

　縄文の人びとが残した優品の数々を紹介
するとともにそこから見えた人びとの交易・
交流の様子をさぐり、縄文社会の実像に迫り
ます。
▶期間　10 月 10 日（土）～ 11 月 29 日（日）
　　　　※休館日　月曜日（祝日の場合はその翌日）
▶時間　9：30 ～ 17：00（入館は 16：30 まで）
▶入館料　 一般 610 円（490 円）、
　　　　　満 70 歳以上 300 円（240 円）
　　　　　大学生 320 円（240 円）
　　　　　高校生以下無料
　　　　　※（　）内は 20 名以上の団体料金
　　　　　※ 11/13（金）は全ての方無料
問 茨城県立歴史館
　（水戸市緑町 2-1-15）
　 ☎０２９－２２５－４４２５

茨城県立歴史館　特別展Ⅰ
Jomon Period  －縄文の美と技、成熟する社会－

▶国宝「火焔型土器」（十日町市博物館）
　小川忠博氏撮影

　税金の専門家である税理士
による無料税務相談です。
　相続税、贈与税、消費税、
所得税などの税金の相談や、
個人事業・法人の創業に関する相談にご利用
ください。
▶開催日（水曜日）
　10 月７日・21 日、11 月４日・18 日、
　12 月２日・16 日、令和３年１月 20 日
▶時間　13：30 ～ 16：30
▶場所　 鹿嶋市まちづくり市民センター　

２階　団体事務室９
　　　　（鹿嶋市宮中 4631-1）
▶その他　事前にご予約をお願いします。
※ 新型コロナウイルス感染拡大状況によっ

ては、中止になる場合がございます。
問・申 関東信越税理士会　潮来支部
　　　☎０２９９－８４－７３３９

税理士による
無料税務相談所を開設しています

　集中的に必要に応じた介護予防のための
プログラムを提供することにより、活動的
な生活を目指すものです。
① 認知症予防のために、脳を活性化するレ

クリエーション
②転倒予防の体操
③ 専門職による栄養の取り方や口

こうくう
腔ケア、福

祉用具などのアドバイス
④外出支援プログラム　などを行っています。
▶期日　 11 月 18 日～令和３年１月 27 日
　　　　（毎週水曜日、全 10 回コース）
▶時間　10：30 ～ 12：15
▶対象　 市内在住で 65 歳以上の事業対象者

（生活機能に不安を抱えている方等）
および要支援認定者（原則、通所型
サービスを利用している方を除く）

▶人数　10 人（定員になり次第締切）
▶場所　 行方市地域包括支援センター（旧

玉造保健センター内）
　　　　※希望者には送迎があります。
▶料金　 １回につき 250 円（所得に応じて

500 円または 750 円）
▶申込方法　 下記まで電話でお申し込みく

ださい。
▶申込締切　10 月 21 日（水）
▶持ち物　 筆記用具、タオル、飲み物（水分

補給）、室内用シューズ
問・申  行方市地域包括支援センター
　　　☎０２９９－５５－０１１４

受講生募集！　笑顔で楽しく体を活性化
後期活き活き健康教室

　今年の 10 月１日現在で国勢調査が実施さ
れています。
　国勢調査は日本に住むすべての人が対象
です。回答がお済みでない方は、必ず 10 月
７日までに回答をお願いします。
　回答に当たっては、事務の効率化や新型コ
ロナウイルス感染防止のため、原則インター
ネットでお願いします。
問 情報政策課（麻生庁舎）
　 ☎０２９９－７２－０８１１

国勢調査の回答はお済みですか？
回答は 10 月７日までにお願いします

　予防接種や乳幼児健診は、お子さまの健や
かな成長のために一番必要な時期に受けて
いただくよう、お知らせしています。
　特に赤ちゃんの予防接種を遅らせると、免
疫がつくのが遅れ、重い感染症になる危険性
が高まります。
　お子さまの健康が気になるときだからこ
そ、予防接種と乳幼児健診は、遅らせずに、
予定どおり受けましょう。
問 健康増進課（保健センター）
　 ☎０２９１－３４－６２００

遅らせないで！子どもの予防接種と乳幼児健診
～新型コロナウイルス対策が気になる保護者の方へ～



　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♪
▶日時　10 月 24 日（土）14：00 ～ 16：00
▶場所　 行方市情報交流センター
▶募集人数　①番組出演　６組
　　　　　　②観覧　15 人
　※観覧者は、入場を制限いたします。
▶申込方法　 下記までご連絡ください。
▶申込締切　10 月 16 日（金）
問・申  情報政策課（行方市情報交流センター内）
　　  ☎０２９９－７２－０８１１
※ 収録にあたりましては、新型コロナウイルス

感染拡大防止に細心の注意を払い、対応に最
善を尽くしてまいります。出演・観覧にお越
しくださる皆さまにおかれましても、手洗
い・うがいやマスクの着用など、感染防止策
へのご理解とご協力を頂けますよう、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

なめテレ　出演・観覧者募集！
「奈良崎正明の昼カラ歌っちゃいまショー♪」

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

▶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
　登録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）
■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
・水戸センター
　水戸市三の丸 1-5-38（茨城県三の丸庁舎３階）

　☎ 029-224-8888
・鹿行センター
　神栖市大野原 4-7-1（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

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

☆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。▶日時　11 月９日（月）～ 11 月 12 日（木）

　　　　9：30 ～ 16：00
▶場所　茨城県立水戸聾学校
▶内容　 聴覚障害のあるお子様に関する相

談や学校見学。詳細はホームページ
（http://www.mito-sd.ibk.ed.jp）
をご覧ください。

▶申込方法　 ホームページから申込用紙を
ダウンロードし、FAX または
E メールで申し込むか電話でご
連絡ください。

▶申込締切　 10 月 31 日（土）
問・申 茨城県立水戸聾学校（担当：齋藤）
　　☎０２９－２４１－１０１８
　　FAX ０２９－２４１－８１４８
　　 E-mail 310rousienbu@mito-sd.ibk.ed.jp

令和２年度
茨城県立水戸聾学校　学校公開「個別相談会」

2020 年度 鹿行手話講習会の開催日が
変更になりました

　開催日が、次のとおり変更になりました。
▶開催日
　10 月３日・17 日
　11 月 28 日
　12 月５日・19 日
　１月 16 日・30 日
　２月 13 日・27 日
　３月６日【閉講式】
▶時間　19：00 ～ 21：00
▶会場　潮来市中央公民館（潮来市日の出 3-11）

※ 新型コロナウィルス感染拡大防止の観点
から、当初の予定より大幅に回数を減らし
ています。天候または感染症等の影響によ
り、さらに変更になる場合もありますが、
ご理解いただけますよう、よろしくお願い
します。

問 鹿行手話奉仕員養成委員会事務局
　 ☎０５０－５２７６－９５８５
　 FAX０２９９－７２－２６６１

　茨城県では、茨城県霞ケ浦水質保全条例な
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
やコンビニなど）への排水規制を強化します。
　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
善命令や排水一時停止命令が発出され、命令
に従わなかった場合は罰則が適用されます。
　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
対する融資制度や利子相当額を補給する制度
もありますので、ぜひ活用してください。
問  茨城県県民生活環境部環境対策課
　 ☎０２９－３０１－２９６６
　 鹿行県民センター環境・保安課
　 ☎０２９１－３３－６０５６

霞ヶ浦流域の小規模事業所の
排水規制が変わります

財務省関東財務局水戸財務事務所へ
ご相談を！

　関東財務局水戸財務事務所では、財務省の
総合出先機関として、地域の皆さまからの相
談を無料で受け付けています。
○ だまされないで！危ない投資勧誘！
○ 電子マネーを詐欺の支払いに悪用！
　☎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
　（月～金 8：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：30・祝祭日を除く）
※ 新型コロナウイルス感染症に関する上記

のご相談もお受けしています。

　水戸地方法務局（本局）は、庁舎移転に伴い、
９月 23 日（水）から下記の所在地において
業務を開始しましたので、お知らせします。
　なお、ご不明な点は、水戸地方法務局ホー
ムページをご覧いただくか、下記までお問い
合わせください。
▶移転先住所
　　〒 310-0061
　　水戸市北見町１番１号
　　　水戸地方法務合同庁舎（１・２階）
▶電話番号　☎０２９－２２７－９９１１
　　　　　　※電話番号は変更ありません。

▶交通手段　JR 水戸駅北口から徒歩 15 分

水戸地方法務局（本局）
庁舎移転について

スマホ・パソコン操作
困りごと無料相談

　スマホ・パソコン操作、
書類作成などご相談ください。
▶電話受付　平日 9：00 ～ 19：00
▶相談時間　１時間（日時は電話で相談）
▶資料代等　2,000 円
※ 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

令和２年度　ボイラー取扱技能講習
（小規模ボイラー取扱資格取得講習）

▶日時
　11 月 28 日（土）9：00 ～ 17：00
　11 月 29 日（日）9：00 ～ 18：05
▶場所　茨城県ＪＡ会館　本館１階
　　　　（水戸市梅香 1-1-4）
▶申込期間　11月２日（月）～11月９日（月）
▶定員　50 人（定員になり次第締切）
▶受講料　13,200 円（テキスト代別）
▶修了証　 講習の全科目を修了し、修了試験

（筆記試験）合格者に交付します。
※詳しくは、お問い合わせください。
問・申  一般社団法人日本ボイラ協会茨城支部
　　  ☎０２９－２２５－６１８５
　　　〒 310-0022 水戸市梅香 1-5-5
　　　茨城県 JA 会館分館３階

▶期日　12 月２日（水）～ 12 月４日（金）
▶時間　10：00 ～ 16：00
▶場所　鹿嶋勤労文化会館
　　　　（鹿嶋市大字宮中 325-1）
▶講習内容　 スーパーマーケット等、流通分野

に関する基礎知識や接遇を学び、
店舗補助業務での就業を目指す

▶対象　① シルバー人材センターの会員に
なって就業できる満 60 歳以上の
方。または職種転換を希望する
シルバー会員

　　　　②全日程参加可能な方
▶定員　10 人（定員になり次第締切）
▶受講料　無料
▶申込方法　 下記窓口にて、所定の申込書

でお申し込みください。
▶申込締切　11 月 19 日（木）
問・申 行方市シルバー人材センター
　　　☎０２９９－８０－６８１８

高齢者の就業を支援します　受講者募集
店舗業務補助スタッフ講習


