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。

市報 行方

令和３年３月１日 № 168

お知らせ版
からだと脳の健幸くらぶ
参加者募集

令和２年度行方市６次産業化シンポジウム

～コロナ禍においても活かせる商品開発や販路拡大～

コロナ禍において、商品開発・販路拡大の

▶期日

体験談、専門家による EC サイトの活用方法
や商品販売方法などの、すぐに役立つ内容で
す。お気軽にご参加ください。
▶期日

３月 13 日（土）

▶時間

14：00 ～

▶場所

オ ンラインおよび行方市農業振興

メールまたは電話、FAX にて、住所・氏名・
電話番号をご記入の上、お申し込みくださ
い。申込者には、参加方法等を前日までに
送付します。当日、インターネットによ
り自宅等からの参加となります。インター

（毎週水曜、全 14 回コース）
▶時間

14：00 ～ 15：30

▶場所

北浦公民館

▶対象

市内在住の 65 歳以上の方で、認知症
予防をしたい方、腰痛、膝痛、肩痛
など体に不調のある方

▶募集人数

※通信料は自己負担となります。

▶申込方法

ただきます。また「いばらきアマビエちゃ
ん」（茨城県の感染拡大防止システム）の
登録をお願いします。
問・申

農
 林水産課ブランド戦略室

☎

０２９１－３５－３１１４

FAX

０２９１－３５－２８２６

E-mail

name-brand@city.namegata.lg.jp

下記まで、電話でお申し込みく
ださい。

▶申込締切

４月 23 日（金）

（金曜日
▶時間

13：30 ～ 15：30

▶場所

麻生藩家老屋敷記念館

▶対象

初心者の方

▶定員

５人

（１カ月は条件付採用期間）
管理棟

※定員になり次第締切

▶参加費

毎回 100 円
（材料費として）
３月 26 日（金）

▶申込方法

下記まで、電話でお申し込みく

問

生涯学習課（北浦庁舎）
☎０２９１－３５－２１１１

地域包括支援センター（旧玉造保健セ

2021 年度
国家公務員採用試験
人事院は、2021 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）
第１次試験日

４月 25 日（日）

■一般職試験（大卒程度試験）
受付期間

４月２日（金）～４月 14 日（水）

第１次試験日

６月 13 日（日）

■一般職試験（高卒者試験、社会人試験（係員級））
受付期間

６月 21 日（月）～６月 30 日（水）

第１次試験日

９月５日（日）

※申し込みは、インターネットにより行って
ください。
なめがたエリアテレビが放送した番組の一部を、パソコンや
スマートフォン、タブレット等に無料で配信する動画配信
サービス「なめテレオンデマンド」。
見逃してしまった番組や、もう一度見たい過去に放送した番
組を、いつでも好きな時間に視聴することができます。

URL

問

月曜日〜金曜日

8：15 〜 16：00
※勤務時間については、配属先と要調整
▶時給

897 円～ 951 円

▶期末手当

13 日（木）、17 日（月）、18 日（火）、
20 日（木）の６日間
▶時間

18：00 ～ 21：00

▶内容

第二種電気工事士（筆記）
受験対策・練習問題解説

▶定員

○インターネットの場合
鹿島産業学院ホームページ〈電子申請〉
から、必要事項を入力してください。
入 力の際、申込者のメールアドレスが

通 勤距離が２km 以上の場合、

必要になります。

片道の通勤距離に応じ別途支給

○郵送の場合

▶応募資格

鹿 島産業学院ホームページから「受講

・特別支援教育に理解のある方

申請書」をダウンロードし、必要事項

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

を記入の上、84 円切手を同封し下記ま

応募資格に該当する人であっても、条件に

▶募集人数

若干名

▶申込方法

下記まで持参または郵送による
募集定員になるまで

▶その他

３月 15 日（月）～４月７日（水）

▶申込方法

12 月期 1.275 月分

行方市ホームページをご覧ください。

3,040 円（テキスト代含む）

▶申込期間

６月期 1.275 月分

より受験できない場合があります。詳しくは

15 人（定員を超える場合は抽選）

▶受講料

（４月採用の場合 0.3825 月分）
▶通勤手当

５月 10 日（月）、11 日（火）、

で送付してください。
※詳細は、ホームページをご覧ください。
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

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

面接試験についての詳細は、応募者へ通知
します。
勤務条件および一定の条件を満たす場合、
通勤手当、期末手当、有給休暇、健康保険、
厚生年金保険、雇用保険、労災保険（また
は市町村非常勤職員の公務災害補償）が適
用になります。
問・申

学校教育課（北浦庁舎）
☎０２９１－３５－２１１１

人事院関東事務局

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。

☎０４８－７４０－２００６～８

※インターネットへの回線接続費および通信料は各自負担となります。

問 情
 報政策課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

週 29 時間

３月 26 日（金）～４月５日（月） ▶申込締切

受付期間

ンター内）☎０２９９－５５－０１１４

新型コロナウイルス感染拡大防止に
ご協力ください

▶勤務時間

▶期日

・普通自動車免許を有する方

所 圭吾先生（理学療法士）
補給）、室内シューズ

行方市立小学校等

ださい。

Rise total support
筆記用具、タオル、飲み物（水分

▶勤務場所

裁縫道具、座ぶとん

▶申込締切

のエクササイズを行います。

問・申

全８回）

転倒予防などの体操、個別メニュー

▶持ち物

児童等の日常生活動作の介助や学習活動上の

５月 21 日、６月４日、６月 18 日、 ▶募集期間 随時
７月２日、７月 16 日
▶任期 令和３年４月１日～令和４年３月 31 日

脳活性化エクササイズ、介護予防・

▶講師

行方市立小学校等において、配慮を要する 《第二種電気工事士受験対策（筆記）講座》

た作品は、麻生藩家老屋敷記念館に飾ります。 サポートを行う特別支援教育支援員を募集し
▶期日 ４ 月９日、４月 23 日、５月７日、 ます。

▶持ち物

無料

※振 興センター内会議室にてご参加される
場合は、感染予防のため人数制限させてい

20 人

▶参加費

振興センター内会議室から参加できます。
3 月 10 日（水）

２階会議室

予防をしたい方や、身体機能の低下

ネット環境において参加が難しい場合は、 ▶内容
▶申込締切

ます。毎回１作品ずつ仕上げていき、完成し

５月 12 日～８月 18 日

センター（山田 3282-10）
▶申込方法

初心者向けに「つるし飾り教室」を開催し

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

令和 3 年度会計年度任用職員
（特別支援教育支援員）募集

やさしいつるし飾り教室
参加者募集

企画部 情報政策課
（麻生庁舎） Tel 0299-72-0811

出典：厚生労働省 HP

▶行方市ホームページから
も確認できます

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。

2021 年度

２・３月は、茨城県フィルタリング
普及啓発推進月間です

労働基準監督官採用試験

労働基準監督官とは、労働基準関係法令に

コロナ禍において、子どもがインターネッ

基づいて工場、事業場などに立ち入り、事業

トを利用する時間が増えています。有害な情

主に法に定める基準を遵守させることにより、 報から子どもを守るため、フィルタリングを
労働条件の確保・向上、労働者の安全や健康

積極的に利用しましょう。

の確保を図り、また、不幸にして労働災害に

また、この機会に、安全・安心にインター

あわれた方に対する労災補償の業務を行うこ

ネットを使うためにどうしたらよいか、家庭

とを任務とする厚生労働省の専門職員です。

のルールを決めましょう。

▶採用試験受験資格
１．1991（平成３）年４月２日～ 2000（平
成 12）年４月１日生まれの者
２．2000（平成 12）年４月２日以降生ま
れの者で次に掲げるもの
①大学を卒業した者および 2022（令和４
年３月までに大学を卒業する見込みの者
②人事院が①に掲げる者と同等の資格があ
ると認める者
▶試験の程度 大学卒業程度
▶インターネット申込受付期間
３月 26 日（金）9：00 ～
４月７日（水） 受信有効
インターネット申込専用アドレス
【http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.
html】
▶試験日
〇第１次試験日 ６月６日（日）
（第一次試験合格者発表日 6/29（火）9：00）
〇第２次試験日 ７月 13 日（火）～７月
15 日（木）のうち指定
された日
（最終合格者発表日 8/17（火）9：00）
▶その他
・労 働基準監督官の業務、採用後の処遇
等については厚生労働省ホームページ
（https://www.mhlw.go.jp/general/
saiyo/kantokukan.html）から、2021
年度試験については人事院ホームペー
ジ（https://www.jinji.go.jp/saiyo/
saiyo.html）からご確認ください。
・茨城労働局のホームページからも採用情
報をご覧いただけます。
【h ttps://jsite.mhlw.go.jp/ibarakiroudoukyoku/roudoukyoku/
gyoumu_naiyou/soumubu/about_
recruit.html】
問 茨城労働局総務部総務課

問

☎０２９－２２４－６２１１
または最寄りの労働基準監督署

茨城県青少年家庭課
☎０２９－３０１－２１８３

行方市社会体育施設の使用料金が改定されます
受益者負担原則の確保および社会情勢に即した適正な設定を目的とし、４月１日から行方

市社会体育施設の使用料金が下表の通り改定されます。利用者の皆さまのご理解とご協力を
お願い申し上げます。

問

生涯学習課スポーツ推進室

☎０２９１－３５－２１２０

☆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。

いばらき出会いサポートセンターの
マッチングシステムを
リニューアルします
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

全国健康保険協会（協会けんぽ）
加入者の皆さまへ
医療費が高額になりそうなときは
「限度額適用認定証」
健康保険には、高額な医療費を支払った場
合に、あとで自己負担限度額を超えた分につ
いて払い戻される「高額療養費制度」があり
ます。しかし、払い戻されるとはいえ、高額な
医療費の支払いは経済的に大きな負担とな
ります。そこで、高額な窓口負担が予想され
る方は、保険証と「限度額適用認定証」
を併せ

出会いの場を提供しています。
令和３年４月から、マッチングシステムを一
層便利に、使いやすくリニューアルします。
新システムでは、自分のスマートフォン等か
らお相手検索やお見合い申し込みができ、相性
の良いお相手をＡＩ（人工知能）が紹介します。
新システムは、令和３年３月から新規入会受
付開始（登録料 11,000 円／２年間）。詳しくは、
センターホームページをご覧ください。
■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

て医療機関窓口へ提示することで、医療機関
ごと（１カ月単位）の窓口負担が法定の自己
負担額までとなります。
手続き方法や詳細については、協会けんぽ
茨城支部にお問合せください。
問

協会けんぽ茨城支部

業務グループ

☎０２９－３０３－１５８２

♥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

広告募集

受付
広告原稿提出
（発行１カ月前）
「市報なめがた」へ
↓
広告を掲載しませんか
広告掲載内容審査
市では「市報なめがた」に有料広告
↓
を掲載される方を募集しています。
広告掲載決定
詳しくは情報政策課（麻生庁舎）まで。
↓
☎ 0299-72-0811
掲載発行
FAX0299-72-1537

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

