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。
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聖火リレートーチがやってくる！
～トーチ巡回展示～

この度、茨城県と茨城県内の市町村が連
携して、東京 2020 オリンピック聖火リレー
と東京 2020 パラリンピック聖火リレーの
トーチ巡回展示（無灯火）を行います。
４月から７月上旬にかけて、県内の全ての
市町村で実施されますので、ぜひご覧くださ

茨城県近代美術館

「日本画の 150 年

展示会場

鹿嶋市

鹿嶋市役所
第一庁舎

神栖市

かみす防災
アリーナ

４月５日（月）
～６日（火）

潮来市

潮来市立
中央公民館

４月７日（水）
～８日（木）

鉾田市

鉾田市役所

４月９日（金）
～ 10 日（土）

行方市

行方市役所
麻生庁舎

４月１日（木）
～２日（金）
４月３日（土）
～４日（日）

４月 11 日（日）
小美玉市
～ 12 日（月）

明治から現代へ」

▶申込受付期限
【インターネット（電子申請）】
４月９日（金）午後５時まで
▶受験資格
【男性警察官 A・女性警察官 A】

たちの作品を多数展示し、明治から現代に至

く）を卒業した人もしくは令和４年３月

で、学校教育法による大学（短期大学を除

表現を打ち出し、時代を切り開いてきた画家

31 日までに卒業見込みの人または人事委

る日本画 150 年の流れをたどります。
▶期間

４月 17 日（土）～６月 20 日（日）
休館日：月曜日

▶時間
▶場所

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】

ただし、GW 中の 5/3（月 ･ 祝）

 昭和 63 年４月２日から平成 15 年４月

は開館、5/6（木）は休館

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

9：30 ～ 17：00（入場は 16：30 まで）
茨城県近代美術館

和４年３月 31 日までに高等学校を卒業見

▶料金 一般 610 円、満 70 歳以上 300 円  他
※６月５日（土）は満 70 歳以上の方は入場無料

問

※土曜日は高校生以下入場無料

8：30 ～ 17：15）

行方警察署警務課

（無料）を取得された方が優先となります。

（平日

☎０２９－２４３－５１１１

8：30 ～ 17：15）

もしくは最寄りの
交番・駐在所まで

ふれあいサロン（視覚障害当事者相談）
開設のお知らせ
見えにくい・見えない方のさまざまなご相

企画部担当課（麻生庁舎）

談をお受けしています。おひとりだけ、ご家族

☎０２９９－７２－０８１１
▲森田曠平「女神春秋 花鎮め」昭和 57(1982) 年
茨城県近代美術館寄託

生活を目指すものです。
笑顔やコミュニケーションが生まれ、楽し
く続けられるのが特徴です。
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

だけで悩んでいませんか？
▶期日 ４月21 日（水）、５月19 日（水）、
６月16 日（水）

令和３年度セルフ・コンディショニング教室
参加者募集
身体に不調があっても「時間がたてば」
「年

のせい」と見て見ぬふりをして過ごしていま
せんか？

我慢をせず、自分の身体に目を向けて、冷

えやむくみ、腰痛、肩こりなどさまざまな不
調を改善するための方法を一緒に学びませ
んか。
▶期日

５月 11 日（火）、25 日（火）、
６月８日（火）、22 日（火）、

こうくう

③専門職による栄養のとり方や口腔ケア、福

７月６日（火）、20 日（火）

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

５月 19 日～７月 21 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
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

15 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）

18：30 ～ 20：00

▶対象

行方市民で 64 歳以下の女性

▶場所

行方市保健センター（山田 3282-10）
※初めての方優先

▶募集人数

問・申

補給）、室内用シューズ
▶申込方法

下 記まで電話でお申し込みく
ださい。

▶申込締切

４月 14 日（水）

 方市地域包括支援センター
問・申 行

☎０２９９－５５－０１１４

テキスト代等

４月 12 日（月）～４月 16 日（金）
下記までお申し込みください。

健康増進課（行方市保健センター内）

  ☎０２９１－３４－６２００

防災行政無線テレホンサービス
をご利用ください

アール医療福祉専門学校など
筆記用具、タオル、飲み物（水分

健康運動指導士 本村 利津子先生

▶申込方法

500 円または 750 円）
▶持ち物

コンディショニングインストラクター

▶申込期間

１ 回につき 250 円（所得に応じて

▶講師

15 人（定員になり次第締切）

▶参加費

※希望者には送迎があります。
▶料金

全 6 回コース

▶時間

（生活機能に不安を抱えている方等） ▶講師

☎０２９９－７２－０１１０

茨城県近代美術館

場合があります。

プログラムを提供することにより、活動的な

サイヨーゴハッピー

（平日

入場はオンラインで「日時指定 WEB 整理券」

※自治体の都合により、展示会場が変更になる

集中的に必要に応じた介護予防のための

茨城県警察本部警務課

☎０１２０－３１４０５８

★予約優先制

問

笑顔で楽しく体を活性化！
活き活き健康教室 受講生募集！

込みの人を除く）

小美玉市役所

新型コロナウイルス感染拡大防止に
ご協力ください

５月９日（日）

 昭和 63 年４月２日以降に生まれた人

※展示時間は、おおむね 10：00 ～ 16：00

問

▶第１次試験日

がらも、新しい日本画を創造しようと独自の

▶展示スケジュール（行方市近隣自治体）
市町村名

企画展

受け継がれてきた伝統や技法に基づきな

い。
展示日

令和 3 年度茨城県警察官採用試験
（第１回）

企画部 広報発行担当課（麻生庁舎） Tel 0299-72-0811

防災行政無線から流れた放送内容を聞く

ことができるテレホンサービスが、昨年４

月から通話料無料のフリーダイヤルになっ
ております。

防災行政無線が聞こえなかった場合や放

送内容を確認したい場合にご利用ください。
また、各庁舎窓口において、防災行政無

線テレホンサービスシールを配付しており
ますので、お問い合わせください。

▶時間 13：30 ～

▶防災行政無線テレホンサービス

▶対象 県 内に居住する視覚障害者とその

☎０１２０－３４―０８１１（フリーダイヤル）

家族および視覚障害者を支援等す

問

る立場にある方

総務課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

▶場所 茨 城県立視覚障害者福祉センター
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。
※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。

出典：厚生労働省 HP

２階（水戸市袴塚1-4-64）
※予定は変更する場合があります。事前に電
話等でご確認ください。
問

社会福祉法人

茨城県視覚障害者協会

☎０２９－２２１－００９８

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。

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。

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

《機械 CAD（AutoCAD）
（基礎）講座》
▶期日

さまの医療費等に基づき、都道府県ごとに設

の６日間

定されています。

り出張相談を実施します。どうぞお気軽にご

18：00 ～ 21：00

▶内容

基本的な機械図面の作成実習（２次
元 CAD）、AutoCAD の操作方法
使用予定ソフト：AutoCAD2016
10 人（定員を超える場合は抽選）

▶申込期間

《アーク溶接特別教育》
６月 21 日（月）、22 日（火）、23 日（水）
の３日間
▶時間

9：00 ～ 17：00

▶内容

労 働安全衛生法に基づく特別教育
（修了者には修了証を交付）
持参品：作 業着、安全靴、帽子、
防じんマスクなど

▶定員

15 人（定員を超える場合は抽選）

▶申込期間

４月 26 日（月）～５月 19 日（水）
（必着）

各講座共通
▶受講料

利用ください。

3,040 円（テキスト代含む）

▶申込方法
①『インターネット』の場合
鹿 島産業学院 HP〈電子申請〉から、必要

協会けんぽの健康保険料率は、加入者の皆

令和３年度の協会けんぽ茨城支部の健

▶期日

康保険料率については、現状の9.77% から

・毎月第３金曜日

9.74％に引き下げとなります。また、介護保

（４ 月 16 日、５月 21 日、６月 18 日、 険料率（全国一律）については、現状の1.79％
７月 16 日、８月 20 日、９月 17 日、 から1.80% に引き上げとなります。
（ 令和３

※ただし、変更になる場合があります。
▶時間

10：00 ～ 15：00
（12：00 ～ 13：00 を除く）

▶場所

麻生公民館１階

第１会議室

（麻生 1221）

ンティブ（報奨金）制度」が導入され、
支部（都
道府県）ごとの加入者および事業主の健康に
対する取り組みが、２年後の健康保険料率に
反映されることとなりました。
皆さまが健診を受診したり、ジェネリック

▶受付相談内容
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、求人受付等
▶相談員人数 就職支援センター職員２人程度
▶その他

医薬品を使用したりすることが、茨城支部の
健康保険料率に反映されますので、まずは、
４月上旬に加入者のご家族（40 ～74 歳の
被扶養者）を対象に特定健診の受診券をご自
宅に送付しますので、受診をお願いします。

・料金無料
・予約を受け付けています。予約なしの場

問

ことがありますのでご了承ください。
問・申

☎０２９１－３４－２０６１

茨城司法書士会では、司法書士による相続

▶相談時間 14：00 ～16：00
▶相談先電話番号
☎０２９－２１２－４５００

ダウンロードして、必要事項を記入の上、

鹿嶋市林 572-1 ☎ 0299-69-1171
URL

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

する労働者や死亡した労働者のご遺族は、疾
病発症が仕事によるものと認められた場合
「労働者災害補償保険法」に基づく、給付の
対象となります。
令和元年度分の労災保険給付の請求件数
は、全国で 1204 件（石綿肺を除く）、茨城
は 12 件、支給決定件数は全国で 1093 件

した。石綿肺※２ の支給決定件数は全国で 52
件でした。

また、石綿による疾病で死亡した労働者の
ご遺族で、時効（５年）によって労災保険の
遺族補償給付を受ける権利が消滅した人に
ついては「石綿による健康被害の救済に関す
る法律」に基づき、疾病発症が仕事によるも
のと認められた場合、特別遺族給付金が支給
される仕組みとなっています。
令和元年度分の特別遺族給付金の請求件
数は、全国で 43 件、支給決定件数は全国で
23 件であり、茨城は、請求、支給決定とも
にありませんでした。
なお、令和元年度石綿ばく露作業による労

広告募集
「市報なめがた」へ
広告を掲載しませんか

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。
詳しくは広報発行担当課まで。
☎ 0299-72-0811
FAX0299-72-1537

☎０２９－２１２－４５１５
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

問

生労働省のホームベージをご覧ください。
また、労災補償制度や健康管理手帳制度に
働基準監督署で受け付けております。
※１ 石 綿による疾病は、肺がん・中皮腫・石綿肺・良性石

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
AI マッチングシステムがスタート！！
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、県が労働団体と
共同で設立した団体です。
会員制によるパートナー探しの支援を行って
います。
４月 1 日から、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した。
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。
【登録方法】
登録入会手続きは、ホームページより仮登録
を行い、仮登録完了後にホームページより来所
予約を取ってから、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（２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
☎ 029-224-8888

♥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 企画部婚活担当課（麻生庁舎）

☎ 0299-72-0811

綿胸水・びまん性胸膜肥厚
※２ 石 綿肺はじん肺の一種であり、じん肺として労災認
定された事案のうち、石綿肺と判断したものを抽出

茨城司法書士会
☎０２９－２２５－０１１１

☆行方市からの婚活情報☆

災認定等事業場を公表しておりますので、厚

▶相談日 毎週水曜日（年末年始期間を除く） 関する相談は、茨城労働局および県内の各労

鹿 島産業学院 HP から「受講申請書」を

茨城県立鹿島産業技術専門学院

石綿による疾病※１で、療養や休業を必要と

登記無料電話相談事業を行っています。

②『郵送』の場合

問・申

企画総務グループ

相続登記無料電話相談

鹿行地区就職支援センター

者のメールアドレスが必要になります。

※詳細は、ホームページをご覧ください。

協会けんぽ茨城支部

☎０２９－３０３－１５８０

合、時間帯によっては、お待ちいただく

事項を入力してください。入力の際、申込

84 円切手を同封し当学院に送付ください。

「令和元年度石綿による疾病※１ に関する
労災保険給付などの請求・決定状況ま
とめ（確定値）」を公表します

（同）、茨城は９件で、請求件数、支給決定件
10 月 15 日、11 月 19 日、12 月 17 日、 年３月分（４月納付分）より変更）
数ともに、昨年度と比べると、やや増加しま
１月 21 日、２月 18 日、３月 18 日）
また、平成30 年度からは、新たに「インセ

４月 12 日（月）～５月６日（木）
（必着）

▶期日

令和３年度保険料率のお知らせ

いばらき就職支援センター（鹿行地区）で

６月７日（月）、８日（火）、10 日（木）、 は、就職を希望される方々に、より身近に当
14 日（月）、15 日（火）、17 日（木） センターをご利用いただくため、下記のとお

▶時間

▶定員

全国健康保険協会（協会けんぽ）
加入者の皆さまへ

令和３年度
いばらき就職支援センター出張相談

し、別途集計している。

問

茨城労働局労働基準部労災補償課
☎０２９－２２４－６２１７

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 企画部婚活担当課（麻生庁舎）

☎ 0299-72-0811

