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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。

　税務署や国税局で「税のスペシャリスト」と
して勤務する税務職員（国家公務員）を募集
します。
▶受験資格
　1　 令和 3 年 4 月1日において、高等学校
　　　または中等教育学校を卒業した日の
　　　翌日から起算して 3 年を経過していな
　　　い者
　2　 令和 4 年 3 月までに、高等学校または
　　   中等教育学校卒業見込みの者
　3　 人事院が上記 1・2 に掲げる者に準ずる
　　   と認める者
▶試験の程度　高等学校卒業程度
▶申し込み方法　
　原則インターネット申し込み
　次のアドレスへアクセスし、説明に従い入力
　する。
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
　【インターネット申し込みができない場合】
　希望する第 1次試験地を所轄する国税局へ
　問い合わせてください。（沖縄国税事務所）
▶受付期間　6 月 21日（月）9:00 ～
　　　　　　6 月 30 日（水）※受信有効
▶試験日
　第 1次試験日　9 月 5 日（日）
　第 2 次試験日　10 月13 日（水）～
　　　　　　　　10 月 22 日（金）のいずれ
　　　　　　　　か第 1次試験合格通知書
　　　　　　　　で指定する日時
▶合格発表日　
　第 1次試験合格者　10 月 7 日（木）
　最終合格者　　　　11月16 日（火）
問　【インターネット申し込みについて】
　　人事院人材局試験課
　　9:00 ～17:00
　　（土・日曜日および祝日等の休日は除く）
　　☎ 03-3581-5311　内線 2333
　　【上記以外】
　　関東信越国税局人事第二課試験係
　　9:00 ～17:00
　　（土・日曜日および祝日等の休日は除く）
　　☎ 048-600-3111　内線 2097

2021 年度税務職員採用試験要綱

令和３年経済センサス
活動調査のご協力をお願いします

行方市玉造B&G海洋センター
プール監視員募集

▶雇用期間　7 月 21 日（水）～
　　　　　　8 月 31 日（火）　予定
▶勤務時間　8:30 ～ 19:00
　　　　　シフト勤務制
　　　　　（勤務時間は要相談）
▶賃金　１時間あたり 860 円
▶業務内容　プール監視および
　　　　　　施設管理業務
▶応募資格　
　１　令和 3 年 4 月 1 日現在で
　　　満 16 歳以上の方
　２　泳ぐことができる方
　３　7 月上旬実施予定の普通救命講習
　　　および業務打ち合わせ会議に出席
　　　できる方
▶申込締め切り日　6 月 30 日（水）
▶応募方法　
　市販の履歴書に必要事項を記入し、行方市
　玉造Ｂ＆Ｇ海洋センターへ履歴書を提出
　してください。
▶その他
　感染拡大防止のため、プールの開放を　　
　中止する場合があります。
　ご承知の上、応募をお願いします。
問・申　行方市玉造 B&G 海洋センター
　　　 行方市玉造甲 3185
　　　 ☎ 0299-55-3211

　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。10 年に 1 度のこの機会に
検診を受け、自分のお口の状況、それに合っ
た口腔ケアの方法を知りましょう。
▶期間　6 月 1 日（火）～
　　　　令和 4 年 2 月 28 日（月）
▶内容　現在の歯の状況・歯石・歯周疾患の
　　　　状況等の検診
▶場所　市内の歯科医院
▶対象者　令和 4 年 3 月 31 日までに
　　　　　30 歳・40 歳・50 歳・60 歳・
　　　　　70 歳になる方
▶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
問・申　健康増進課（行方市保健センター内）
　　　  ☎ 0291-34-6200

ソフトテニス教室
▶期間　5 月 1 日（土）～ 12 月 25 日（土）
　　　　19:00 ～ 21:00
　　　　（毎週土曜日　全 35 回）
▶場所　玉造運動場（テニスコート）
▶対象者　市内在住在勤者（初心者歓迎）
▶申し込み　随時お申し込み可能です。
▶参加費　1 回あたり 100 円
▶その他　ラケット・テニスシューズ等は、
　　　　　ご持参ください。
　　　　　　※貸し出しはありません。
問・申　行方市スポーツ協会
　　　 ソフトテニス部　門井
　　　  ☎ 090-4615-5568

卓球教室
▶期間　前期：5 月 14 日（金）～
　　　　　　　8 月 20 日（金）
　　　　　　　（毎週金曜日　全 15 回）
　　　　後期：10 月 1 日（金）～
　　　　　　　12 月 24 日（金）
　　　　　　　（毎週金曜日　全 13 回）
　　　　　　　19:00 ～ 21:00
▶場所　麻生運動場　体育館（アリーナ）
▶対象者　小学1年生以上（市内在住在勤者）
　　　　　※小学 1・2 年生は、保護者同伴
▶服装　運動のできる服装・体育館シューズ
▶参加費　1 回あたり 100 円
▶その他　用具は、初回にどのような物を　
　　　　　購入すれば良いかご指導します。
問・申　 行方市スポーツ協会
　　　  スポーツ推進委員　髙野
　　　  ☎ 090-3085-8802

麻生柔道教室
▶期間　5 月 15 日（土）～ 7 月 31 日（土）
　　　　（毎週土曜日　全 12 回）
　　　　18:00 ～ 19:00
　　　　※期間以外でも随時参加可能です。
▶場所　麻生運動場　体育館
　　　　（トレーニングルーム）
▶対象者　幼児から中学生まで
▶参加費　無料
問・申　行方市スポーツ協会　柔道部　梅原 
　　　  ☎ 090-8747-7079

【スポーツ保険掛け金】
　中学生以下　　　　　  　800 円
　高校生以上64 歳以下　1,850 円
　65 歳以上　　　　　　1,200 円
※教室において発生したけが・事故につい　
　ては、スポーツ保険で保証される以外の責
　任は負いかねますので、ご了承ください。

行方市スポーツ協会主催
スポーツ教室参加者募集！

歯周疾患検診のお知らせ

ケイキクラス参加募集
（幼児小学生クラス）

　集まれきらきらキッズ！
　フラで楽しく仲良く元気いっぱい！
　ゆったりとしたフラのリズムで友達同士
　のつながり、アロハの心で踊りましょう。
▶期間　6 月 6 日、20 日　  9:30 ～ 10:45
　　　　6 月 13 日、27 日　9:00 ～ 10:15
　　　　（毎週日曜日　全 4 回）
▶場所　麻生公民館　研修室
　　　　※ 6 日のみ多目的室で実施
▶対象　幼児・小学生
▶募集人数　10 人
　　　　　　（定員になり次第、締め切り）
▶講師　フラインストラクター　椎名慶子
▶参加費　無料
▶持ち物　飲み物・運動のできる服装
▶その他　一般クラス（第 1、3 金曜日
　　　　　10:00 ～ 12:00）も募集中
問・申　フラインストラクター　椎名慶子
　　　 ☎ 070-8449-7976

令和３年６月１日現在で実施します。
全国の全ての事業所および企業が対象です。

　国民健康保険や医療・介護の問題で困って
いること相談したいことはありませんか？
　皆さんがお困りの問題について、ご相談に
乗ります。

▶期間　6 月 12 日（土）　9:30 ～ 12:30
▶内容　医療や介護サービスの利用で困っ
　　　　ていること、費用や保険料負担で
　　　　困っていること、負担軽減策など
▶受け付け電話番号
　☎　029-228-0600
　☎　029-228-0602
▶回答者　医療・福祉団体のスタッフ
▶相談料　無料
▶主催　茨城県社会保障推進協議会
問　茨城県社会保障推進協議会
　　担当者　木村
　　☎　　029-228-0600
　　FAX　029-228-0602

国保・医療・介護なんでも電話相談室

第 63回水道週間について

　スローガン
　　「生活も　ウイルス予防も　蛇口から」
　
　令和３年６月１日（火）から７日（月）まで、
全国一斉に水道週間が実施されます。
　市では、今後もより質の高い安全で良質な
水を、安定的に供給できる水道施設の整備に
努めます。
　水道事業の取り組みに、今後ともご協力を
よろしくお願いします。
問　水道課　行方市玉造甲 3452-1
　　☎ 0299-55-1108



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　事業推進課（情報交流センター）
　　　☎ 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。

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、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
の支援をおこなっています。
　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、ホームページ上の「入会
申し込み」から事前登録を行い、登録完了後に

「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
・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）
　TEL　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）　
　TEL　0299-92-8888 
　詳しくは、センターホームページをご覧ください

　♥�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・申　事業推進課（情報交流センター）
　　　☎ 0299-72-0811

勤労者向け融資制度のご案内

　県では、中央労働金庫と提携して、勤労者
等の生活の安定を図るため、生活資金等を低
利で融資しています。融資要件など、詳細は
お問い合わせください。
▶対象者等
※別途保証料率　年 0.7% あり

対象 勤労者 失業者
育児・

介護休業者

使途
冠婚葬祭・医療・

教育費用　等
生活資金 生活資金

金利 1.6% 1.2% 1.5%

限度 100 万円まで
50万円

まで

100 万円

まで

▶お申し込みいただける方
　・勤労者の方　
　・県内に原則として、1 年以上居住または
　　勤務している方
　・現在の勤め先に原則として、1 年以上継
　　続勤務している方
　・前年税込年収 150 万円以上の方
問・申　お近くの中央労働金庫（県内）または
　　　 県労働政策課
　　　 ☎　029-301-3635

　空間を図的に表現する絵図や地図は、都市
や村の歩みをたどるのに、大変適した資料で
す。
　本展示では、色鮮やかに描かれた近世絵図
から、機能別に作製された近代までの古地図
を紹介し、茨城の都市や村の歩みを測量技術
の歴史とともに振り返ります。
▶期間　7 月 15 日（木）～ 9 月 5 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）
▶場所　茨城県立歴史館
▶料金　一般 350 円（290 円）、満 70 歳
　　　　以上 170 円（140 円）、大学生　
　　　　180 円（140 円）高校生以下無料
　　　　※ (　) 内は 20 人以上の団体料金
　　　　※ 7 月 29 日（木）は、満 70 歳以
　　　　　上の方無料
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　企画展 2
絵図・地図・アーカイブ図
－描かれた茨城の都市と村－

学生の皆さんへ！
就職面接会を開催します

　大学院・大学・短大・専修学校等（高校は
除く）の令和４年３月卒業予定者および既卒
未就職者（おおむね卒業後３年以内）を対象
に、県内企業を集めた「チャレンジいばらき
就職面接会」を開催します。
　面接会は、午前の部と午後の部で参加企業
を入れ替えて行われますので、ぜひご参加く
ださい。
　　※事前申し込み・参加費無料です。
　　※履歴書を複数枚お持ちください。
　　※外国人留学生も参加可能です。
　詳しくは、お問い合わせ先まで

▶期間および場所
　水戸会場　（１日目） 　６月 28 日（月）　
　県水戸合同庁舎
　（水戸市柵町 1-3-1）
　
　水戸会場　（２日目） 　７月 15 日（木）　
　ホテルレイクビュー水戸
　（水戸市宮町 1-6-1）
　
　土浦会場　（１日目）　 ７月 1 日（木）　
　ホテルマロウド筑波
　（土浦市城北町 2-24）
　
　土浦会場　（２日目） 　７月 2 日（金）　
　県南生涯学習センター
　（土浦市大和町 9-1）

▶時間
　午前の部　10:20 ～ 12:20
　午後の部　14:00 ～ 16:00
　※全日程共通

▶参加予定企業数（午前・午後の部合計）
　水戸会場
　1 日目：40 社　2 日目：80 社
　土浦会場
　1 日目：60 社　2 日目：60 社

▶申し込み方法
　チャレンジいばらき就職面接会のホーム
　ページ上で、ご案内します。
　ご案内時期は、５月下旬～６月上旬になる
　見込みです。都度、ホームページをご確認
　ください。

問・申　県労働政策課　☎ 029-301-3645
　　　 HP　https://www.pref.ibaraki.jp/
soshiki/shokorodo/rosei/index.html

定員
100人

100人
後
期

法令（共通） 1月24日（月）
甲乙種第1類

実施日
7月8日（木）
8月10日（火）
8月11日（水）
7月28日（水）

前
期

講習区分
法令（共通）
甲乙種第1類
甲乙種第4類
乙種第6類

甲乙種第4類 1月31日（月）
乙種第6類 1月25日（火）

実施会場

各30人
茨城県建設技術研修センター
（水戸市青柳町4193）

11月22日（月）～12月3日（金）

6月7日（月）～6月18日（金）

申し込み期間

2月1日（火）
各30人

問・申　（一社）茨城県消防設備協会
　　　☎　029-226-9611
　　　HP　https://www.i-ssk.or.jp

令和 3年度労働保険
年度更新の申告・納付のお知らせ

　昨年度につきましては、新型コロナウイル
ス感染拡大の影響を受け、労働保険年度更新
の申告・納付期限を延長しましたが、令和 3
年度の労働保険年度更新にかかる申告・納付
期間は、例年通りの 6 月 1 日（火）から 7
月 10 日（土）までとなります。
　申告の際は、年度更新申告書受理相談会
を、ご利用ください。
　労災保険率および雇用保険率は、令和 2
年度と同率となります。
　申告書等の事業主証明欄の代表印の押印
が不要となりました。
　労働保険料の納付については、口座振替制
度をご利用ください。申請手続きを一度行え
ば、翌年度以降も、継続して口座振替により
納付ができ、納付期限も延長されます。

　
納期 第 1 期 第 2 期 第 3 期

口座振替無
7 月 12 日

（月）
11 月 1 日

（月）
1 月 31 日

（月）
口座振替
納付日

9 月 6 日
（月）

11 月 15 日
（月）

2 月 14 日
（月）

問　茨城県労働局　総務部　労働保険徴取室
　　水戸市宮町 1 丁目 8 番 31 号
　　☎ 029-224-6213
　　（HP)　https://ibaraki-roudoukyoku.
　　　　　 jsite.mhlw.go.jp/
　　各 労働基準監督署・各 公共職業安定所

　放送大学は、2021 年 10 月入学生を募集しています。
　10 代から 90 代の幅広い世代、約 9 万人の学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみた
いなど、さまざまな目的で学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約 300 の幅広い授業科目があり、
1 科目から学ぶことができます。
問・申　放送大学茨城学習センター　水戸市文京町 2-1-1（茨城大学構内）
　　　 ☎　029-228-0683　FAX　029-228-0685

　障害年金の申請を検討している方、障害年
金が受給できるか分からなくてお悩みの方、
お待ちしています。
　参加ご希望の方は、事前にお申し込みくだ
さい。
▶期間　6 月 25 日（金）
▶時間　13:00 または 15:00
▶場所　麻生公民館　第二集会室
▶料金　無料
▶申し込み方法　電話またはメールで
　　　　　　　　お申し込みください。

問・申　藤嶋社会保険労務士事務所
　　　☎　090-4662-4974
　　　メール　k.fuji-sr@ozzio.jp 

障害者年金勉強会・相談会

▲常州茨城郡成沢村一郷絵図（当館寄託）

消防設備士受験準備講習のお知らせ

放送大学　入学生募集のお知らせ

▶納付日


