
試験の方法

　第1次試験　教養試験（作文含む）
　　日　時　9月16日（日）
　　会　場　茨城大学（水戸市文京2丁目1番１号）　
　第2次試験　（第1次試験合格者のみ）口述試験、適性検査、身体検査
　
受験申込方法

　申込用紙は市役所 総務部 職員課 人事係に請求してください。郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採
用試験申込用紙請求」と朱書し、次のものを必ず同封してください。
　●あて先を明記して120円切手を貼った返信用封筒（A4判）
　●受験する職種（一般事務、消防士１、消防士２（救急救命士）、保健師、幼稚園教諭）、試験区分（A大学卒、
　　B短大卒・高校卒等）を明記した様式任意の書類

受験受付期間　7月2日（月）～31日（火）
　　　　　　　※持参の場合は、月～金曜日の午前9時～午後5時に受付。郵便の場合は、7月31日必着。

申込み・問い合わせ　〒319－0192　茨城県小美玉市堅倉835番地　
　　　　　　　　　　　　　　　　  小美玉市役所　総務部　職員課　人事係
　　　　　　　　　　　　　　　　  ☎４８－１１１１　内線1273

試験区分、採用予定人員及び受験資格

職　種 採用予定人員

一般事務

消防士１

消防士２
（救急救命士）

保健師

幼稚園教諭

若干名

1名程度

1名程度

1名程度

1名程度

受験資格

昭和56年4月2日以後に生まれた人で、高校以上を卒業した者及び
卒業見込みの者

昭和54年4月2日以後に生まれた人で、高校以上を卒業した者及び
卒業見込みの者で、かつ保健師資格取得者（資格取得見込者含む）

昭和54年4月2日以後に生まれた人で、高校以上を卒業した者及び
卒業見込みの者で、かつ幼稚園教諭資格取得者（資格取得見込者含む）

昭和56年4月2日以後に生まれた人で、高校以上を卒業した者及び
卒業見込みの者（視力が両眼とも矯正視力を含み0.7以上、かつ赤
色、青色、黄色の色彩の識別ができる者）　

消防士２（救急救命士）については上記のほか、救急救命士資格を
有する者（資格取得見込者含む）

平成19年度
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次のことについて十分注意してください！

　市では、不法投棄物の回収及び環境点検並びに啓発広報を行うため、不法投棄対策キャンペーン等活動臨
時職員を募集します。

〔雇用内容及び雇用人員〕
臨 時 職 員　若干名（女性）
雇用期間等　8月1日～平成20年1月31日　　月14日勤務　　1日6時間勤務
資 格 等　普通自動車免許（AT車限定を除く）を有する年齢60歳以下の方（小美玉市在住）
雇 用 基 準　小美玉市臨時職員雇用等管理規定による

〔申込手続き〕
受 付 期 間　7月2日～17日
提 出 書 類　履歴書１部（写真添付）、運転免許証の写し、身分証明書又は住民票
申込み・問い合わせ　小美玉市役所　市民生活部　環境課　　☎４８－１１１１　内線1141

臨　時　職　員　雇　用　の　ご　案　内

　良質米の生産に病害虫防除はかかせない大切なものです。
　今年も水稲の病害虫を防除するための無人ヘリコプターによるカメムシ、イモチ病の防除（農薬散布）を小
川地区内水田と美野里地区内水田で実施します。

①実施当日に雨天の時、または実施までの天候の都合により順延となる場合がありますので、
　実施日を変更する場合には防災無線により周知します。
②安全のため、散布実施後２～３日は水田に入らないでください。
③たばこ耕作者は、水田付近は散布日前に収穫してください。
④養魚池などは散布日にかけ流しをしてください。
⑤水田付近で家畜の放し飼いはせず、飼料などは事前に確保してください。
⑥散布地域付近の野菜などは、14日以上おいてから使用してください。
⑦飲料水・食物には、ビニールなどの覆いをして、薬剤のかからないように注意してください。
⑧自動車などに直接薬剤がかかった場合はすぐに水洗いをしてください。
⑨通勤・通学者は、ご注意ください。
⑩水田付近で洗濯物・ふとんなどを干す場合には、散布時間を避けてください。

無人ヘリコプターによる農薬空中散布を実施します

地 区 名

実 施 日

実施時間

実施区域

薬 剤 名

実施主体

問い合わせ

小川地区 美野里地区

7月25日（水）　＜雨天順延＞ 8月4日（土）　＜雨天順延＞

午前5時ごろ～11時ごろまで 午前4時ごろ～10時ごろまで

小川地区内水田

アミスターエイト・スタークル液剤10
の混合剤（予定）

スタークル液剤10・ラブサイトフロアブル
の混合剤（予定）

美野里地区内水田

JA常陸小川水稲空中防除協議会 JA美野里町・小美玉市

JA常陸小川　営農経済部
☎58－5600

JA美野里町農産センター
☎48－1691



平成 19年 6月 28日　お知らせ版 3

●市政モニター制度とは
　　市政に対し、自由で清新な意見や提案、要望などを幅広く市民の皆さんから聴いて、それを反映させ、豊かで
　住みよいまちづくりに役立てることがねらいです。
●モニター通信
　　市政モニターの方には、モニター通信票を使って、まちづくりへの自由な意見や要望を出していただきます。
　モニター通信票と送付用封筒はあらかじめモニターにお渡ししますので、ご意見やご提案のあるときに随時
　お送りいただきます。回数や時期は自由です。送料は市が負担します。
●そのほかの仕事
　①アンケートへの回答（年1～2回）
　②モニター会議への出席（年3～4回）
　③市政に関係の深い施設などの見学（年1～2回）
●応募資格
　①市内在住の20歳以上の方
　②公務員や議員などでない方
　③国、県、他市町村の各種モニターに委嘱されていない方
●募集人数　9名（この他に、無作為に選ばれた16名の方が加わります。）
●任　　期　平成20年3月31日まで
●申込締切　7月27日（金）
●申 込 先　市役所市長公室秘書広聴課、小川総合支所総務課、玉里総合支所総務課
●問い合わせ　秘書広聴課　広報広聴係
　　　　　　　☎４８－１１１１　内線1221　FAX４８－１１９９　Eメールinfo@city.omitama.lg.jp

　羽鳥駅東側の住宅団地整備に伴い、土地利用計画との整合を図るために都市計画用途地域の変更案を取りま
とめました。つきましては、この案について、住民の皆様からご意見をいただくため、下記のとおり都市計画の原案
をお示し、公聴会を開催します。
　なお、公述申出者がない場合、公聴会は開催しません。

■都市計画の内容
　用途地域の変更
■都市計画用途地域の変更原案の閲覧場所及び問い合わせ先
　市役所　都市建設部　都市整備課　　☎４８－１１１１　内線1153
■閲覧期間
　7月9日（月）～23日（月）
　午前8時30分～午後5時＜土・日曜日及び祝日は除く＞
■公聴会の開催
　日　時　8月8日（水）午前10時
　場　所　市役所本庁　2階　第2・第3会議室　（小美玉市堅倉835番地）
■申出方法
　上記都市計画の内容に対して、意見を述べることを希望される方は、公述申出期間中に公述申出書を提出してください。
 【提出先】
　小美玉市長（都市整備課扱い）あて　【〒319－0192　小美玉市堅倉835】
■申出期間
　7月9日（月）～23日(月)
■公述人の決定
　公述申出者が多数の場合、意見内容を考慮のうえ代表者を選考させていただきます。
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　7月29日（日）は、参議院議員通常選挙の投票日です。
選挙は、皆さんが政治に参加するための大切な機会です。必ず投票しましょう。

公 示 日　7月12日（木）　　投 票 日　7月29日（日）　　投票時間　午前7時から午後8時まで

◆期日前投票について
　投票日当日に、仕事やレジャーなどで投票できない方は、市役所や各総合支所で、期日前投票ができます。

　期　　間　7月13日（金）～28日（土）
　投票時間　午前8時30分から午後8時まで
　問い合わせ　小美玉市選挙管理委員会　☎４８－１１１１

「目指せ！投票率アップ・ピッタリ大作戦」
　第21回参議院議員通常選挙における茨城県の投票率をピッタリ当てた方の中から、抽選で20名様に「茨
城の名産品セット（常陸牛、メロン、コシヒカリの詰合せ）」をプレゼントします。

　応募資格　茨城県内にお住まいの方（応募は一人一口に限ります。）
　応募方法　①第21回参議院議員通常選挙における茨城県選挙区選出議員選挙の予想投票率及び②選挙に関するアンケートへ
　　　　　　　　　の回答を必ず記載して、住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を明記のうえ、茨城県選挙管理委員会あて郵送・
　　　　　　　　   FAX・Ｅメールか、又は茨城県選挙管理委員会ホームページから応募してください。
　記載方法　①予想投票率
　　　　　　　○前回参院選（平成16年執行）の投票率（50.07％）を上回る予想投票率を記載してください。
　　　　　　　○小数点以下第2位まで記載してください。
　　　　　　②選挙に関するアンケート
　　　　　　　質問「この目指せ！投票率アップ・ピッタリ大作戦をどこで知りましたか？」（複数回答可）
　　　　　　　回答例：チラシ、広報紙、新聞記事、ホームページ、映画館CM、知人から聞いた…などなど
　　　　　　　※小数点以下第2位まで予想しなかった場合、前回の投票率以下の投票率を予想した場合、アンケート未回答の場
　　　　　　　　　合、氏名等未記入の場合、２口以上応募した場合及び応募期間外に応募した場合、その応募は無効となります。

　申 込 先　郵便：〒310－8555　水戸市笠原町978－6　茨城県選挙管理委員会
　　　　　　FAX029－301－0233　　Ｅメールアドレス pittari＠pref.ibaraki.lg.jp
　　　　　　茨城県選挙管理委員会ホームページ　http://www.pref.ibaraki.jp/senkan/index2.html
　応募締切　7月28日（土）※当日消印または配信有効
　抽選方法及び結果の発表
　　茨城県選挙管理委員会において8月上旬に抽選会を実施し、結果を当選者へ個別に連絡します。
　　※正解者が20名に満たない場合はその残人数分について、及び実際の投票率が前回以下だった場合は20名分について応募者全員
　　　（無効は除く）を対象に抽選を実施します。

　賞品の発送　9月下旬、「県名産品詰合せ」（常陸牛：500ｇ（すき焼き用ロース4名分）、メロン（アールス
　　　　　  2個）、新米コシヒカリ5kg）を当選者へ発送します。
　主　　催　茨城県選挙管理委員会・茨城県明るい選挙推進協議会・茨城県市町村選挙管理委員会連合会
　問い合わせ　（平日のみ 8:30から17:15まで）
　　　　　　茨城県選挙管理委員会「専用ダイヤル」　☎029－301－0231又は☎029－301－0232

　7月は‶社会を明るくする運動”の強調月間です。
‶社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の
防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞ
れの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社
会を築こうとする全国的な運動です。
　今年は、重点目標を「犯罪・非行の防止と更生の援助のた
め、地域住民の理解と参加を求める」として運動しています。
（主唱：法務省）

～この一票が創る　あの街　この街　明日の街～

　投票場所　小美玉市役所期日前投票所
　　　　　　小川総合支所期日前投票所
　　　　　　玉里総合支所期日前投票所
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〈広域連合の組織〉

各種申請等の窓口

被保険者
（後期高齢者）

市町村
後期高齢者医療担当課

広域連合議会（22名）
市長：８名：各市議会で選挙
町村長：３名：各町村議会で選挙
市議会議員：８名：各市議会で選挙
町村議会議員：３名：各町村議会で選挙

選挙管理委員会　監査委員　公平委員会

構成市町村長から選挙

連合長が議会の同意を得て選任

事務局

総務課 企画課 事業課 給付課 会計室

会計管理者

広域連合長

副広域連合長

問い合わせ
　茨城県後期高齢者医療広域連合　☎０２９－３０９－１２１１　FAX０２９－３０９－１１２６
　市役所　医療保険課　医療福祉係　☎４８－１１１１　内線 1104

　・平成20年4月から後期高齢者の医療保険制度が変わります！

　平成18年6月の健康保険法等の改正に伴い、平成20年4月1日から新たな「後期高齢者医療制度」が始まり
ます。これにより、後期高齢者は現在加入している国保や社保（被扶養者を含みます。）を脱退し、後期高齢者
医療制度に加入することになります。対象となる方は次の方です。
平成20年4月1日現在
①75歳以上の者
②65歳以上75歳未満の者で、一定の障害を持ち、広域連合長が認めた者

　・茨城県後期高齢者医療広域連合の設立

　後期高齢者医療制度に関する事務を広域にわたり処理するため、県内すべての市町村で組織する「茨城県
後期高齢者医療広域連合」が設立されました。現在、後期高齢者医療制度施行に向けた準備に取り組んでお
り、平成19年度中に必要な事項を決定していきます。
　今後、後期高齢者医療制度の内容について随時紹介していきます。

　・茨城県後期高齢者医療広域連合の組織と市町村との連携

　茨城県後期高齢者医療広域連合は、県内すべての市町村が加入し、後期高齢者医療に関する事務を広域
にわたり処理するための「特別地方公共団体」です。茨城県後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療制度
全体の財政を運営していく組織です。後期高齢者の方の各種申請等の窓口取扱いは、現在と同様に市町村が
行います。

ご存知ですか？「後期高齢者医療制度」ご存知ですか？「後期高齢者医療制度」
茨城県後期高齢者医療広域連合通信  Vol.1
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障害者自立支援法が施行されました

　平成18年4月に障害者自立支援法が施行されました。この法律は、障がい者が地域で安心して暮らせる
社会の実現をめざしています。障害者自立支援法は、障がいの種別（身体障害・知的障害・精神障害）にかか
わらず、障がいのある人々が必要とするサービスを利用するための仕組みを一元化しました。
　また、障がい者の自立を支援するために、義務的経費に位置づけられる自立支援給付と、裁量的経費に位
置づけられる地域生活支援事業で構成されました。

自立支援給付

地域生活支援事業

障害者・児

社会福祉課　障害福祉係　☎４８－１１１１　内線3121・3122【問い合わせ】

介護給付
●居宅介護（ホームヘルプ）

●重度訪問介護

●行動援護

●重度障害者等包括支援

●児童デイサービス

●短期入所（ショートステイ）

●療養介護

●生活介護

●施設入所支援

●共同生活介護（ケアホーム）

●相談支援
●コミュニケーション支援
●日常生活用具の給付又は貸与
●移動支援

●地域活動支援センター
●福祉ホーム
●その他の日常生活又は社会生活支援

●自立訓練
●就労移行支援
●就労継続支援
●共同生活援助（グループホーム）

訓練等給付
●（旧）更生医療
●（旧）育成医療
●（旧）精神通院公費※

※実施主体は都道府県等

自立支援医療
補
装
具

小美玉市地域生活支援事業小美玉市地域生活支援事業
　小美玉市では、障がいのある人が能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができる
よう、以下の事業を実施しています。

【手続き先】
小美玉市福祉事務所　障害福祉係（玉里総合支所内）　☎４８－１１１１　内線3121
小美玉市福祉事務所　美野里支所（四季健康館内）　　☎４８－０２２１　内線4011
小美玉市福祉事務所　小川支所（小川総合支所内）　　☎４８－１１１１　内線2111

相談支援事業

事業名 内　　容

コミュニケーション支援事業

日常生活用具給付等事業

移動支援事業

地域活動支援センター

日中一時支援事業

障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供
等や権利擁護のために必要な援助を行います。また、自立支援協議会を設
置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支
障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要点筆
記、点訳等を行う者の派遣などを行います。

重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付を行います。

屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。

障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。

日中において監護する者がいない場合、契約事務所を利用することで一時的に見守りの支援をします。

平成19年度排水設備主任技術者資格認定試験

｢懐かしの絵はがき、レコード…etc｣ 開催中！
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　戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第八回特別弔慰金）の請求を受け付けています。

対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成17年4月1日において恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法
による遺族年金等の受給権者がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
　＊支給対象遺族は、戦没者死亡当時に生存していたことが前提要件です。なお、子については戦没者の死亡当時の胎児も含まれます。
 
　⒈戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
　⒉戦没者等の子
　⒊戦没者と生計関係を有していた①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹 の順
　　（平成17年4月1日において婚姻により姓が変わっている方又は遺族以外の方と養子縁組をしている方は除かれます。）
　⒋上記３以外の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹の順
　⒌上記1から4以外の三親等内親族
　　（戦没者等の死亡時まで引続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。）

　＊戦没者等の子や兄弟姉妹など、同じ順位の方が複数人の場合は、そのうちの代表者お一人が請求できます。 

支給の内容　額面40万円、10年償還の記名国債
請 求 期 間　平成20年3月31日まで（この期間内に請求を行わないと、時効により権利が消滅することとなりますのでご注意ください）
問い合わせ・相談・請求の窓口
　福祉事務所社会福祉課社会福祉係（玉里総合支所２階）　☎０２９９－４８－１１１１　内線3224
　福祉事務所美野里支所（四季健康館内）　　　　　　　　☎０２９９－４８－０２２１　内線4008
　福祉事務所小川支所（小川総合支所１階）　　　　　　　☎０２９９－４８－１１１１　内線2111

戦没者等のご遺族の皆さまへ

試 験 日　10月16日（火）　午後1時30分～3時30分
講 習 会　9月11日（火）　午前10時30分～午後3時30分
会　　場　ホテル　マロウド筑波（土浦市城北町2－24）
申込締切　8月7日（火）小美玉市役所下水道課（小川総合支所）必着
手 数 料　受験手数料2,000円、講習会手数料2,000円（計4,000円）
そ の 他　受験資格、申込書については、下水道課までお問い合わせください。
申込み・問い合わせ　下水道課　業務管理係（小川総合支所）☎48－1111　内線2121

平成19年度排水設備主任技術者資格認定試験平成19年度排水設備主任技術者資格認定試験平成19年度排水設備主任技術者資格認定試験平成19年度排水設備主任技術者資格認定試験

　史（資）料館では、平成19年度参考展示「懐かしの絵はがき、レコード…etc」を開
催しています。
　第一会場の玉里史料館では70～80年代のレコード、映画パンフなど、第二会場
の小川資料館では、大正～戦前にかけての絵はがきを展示します。
　見ると思わず「懐かしい」と言ってしまうようなものが、たくさん展示されています。
ぜひご来館いただき、自分の青春時代にタイムスリップしてみてください。

会　　期　9月9日（日）まで
入 館 料　無　料
休 館 日　月曜、祝日（月曜日が祝日の場合は、その翌日も休館）
　　　　　毎月、月末の平日（小川資料館のみ）
開館時間　平日　午前9時30分～午後6時
　　　　　土日　午前9時30分～午後5時（小川資料館）
　　　　　　　　午前9時30分～午後6時（玉里史料館）
問い合わせ　玉里史料館　☎26-9111

｢懐かしの絵はがき、レコード…etc｣ 開催中！｢懐かしの絵はがき、レコード…etc｣ 開催中！｢懐かしの絵はがき、レコード…etc｣ 開催中！
■参考展示■

第一会場(玉里史料館)

第二会場(小川資料館)
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総合健診を実施します
　健診は、日ごろの生活習慣を見直す良い機会になります。年に1回は必ず健康診断を受けましょう。
受診間隔は前回の受診から、おおむね12か月後です。
　平成19年度、人間ドック・他の医療機関等で検査をする予定の方は受けられません。
　総合健診は、胃がん、大腸がん、基本健康診査すべてを実施するセット検診になります。
 胃・大腸がん検診のみを希望される方は、日程が限られますのでご了承ください。

◆次に該当する方は、直接医療機関での検診をお勧めします。
　○現在、心臓・高血圧・高脂血症等で薬を飲んでいる方、自覚症状がある方
　○毎回、精密検査を指示される方

　平成14年度から5か年計画で開始された肝炎ウイルス検診は、
今年度から対象者が変わります。
　該当になる方は、ぜひ受診してください！

　●対象者　今年度40歳になる方
　　　　　   （希望者は当日受付で申込みください）

8月実施の健診申込みのお知らせ

■内容および対象・料金

項　　目

結核検診

肺がん検診

基本健康診査

介護予防検診
（問診票事前郵送）

胃がん検診

大腸がん検診

前立腺がん検診

肝炎ウイルス検診

コリンエステラーゼ

40歳以上

40歳以上

40歳以上該当者

40歳以上

65歳以上の基本健康診査受診者

40歳以上

40・45・50・55・60・65・70歳

40歳以上

50歳以上の男性

今年度40歳のみ

農薬多量使用者

胸部レントゲン検査

胸部レントゲン検査

喀痰検査

尿検査、身体測定、血圧、眼底、心電図、採血（貧血・
コレステロール・中性脂肪・肝機能・血糖・尿酸等）

問診・採血・医師の診察（該当者のみ）
要介護状態にならず、自立して元気で生活する
ことを目的としています。

胃バリウム検査

胃ペプシノゲン（採血検査）
※胃バリウム検査とセット検診

採便検査

採血検査

採血検査（Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスセット検査）

採血検査（肝機能検査）

無　  料

無　  料

500円

1,100円

無　  料

500円

500円

500円

500円

500円

100円

対　象　者 内　　容 料　金

※料金…70歳以上、身障手帳1・2級、生活保護・療育手帳Aのつく方は無料です。（受診時、確認できるものをご持参ください）

肝炎ウイルス検診は
今年度も実施します

地　　区

美野里

期　　日 会　　場 受付時間

午前 7時～ 9時 30分
＊30分毎の完全予約制8 月 四季健康館

  6日（月）
  7日（火）
  8日（水）
  9日（木）
10日（金）
11日（土）

■日  程

茨城県青少年のための環境整備条例と規則を改正しました
（平成19年7月1日施行）
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■申込み

●申込み期間内でも、定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申込みください。
●小美玉市に住所登録をしている方であれば受診できます。    
●その他、健診の詳細については順次、広報等でお知らせしていきます。年間予定表にも掲載してあります
　のでご参照ください。

　県では、明日の茨城を担う青少年の健やかな成長を願い、「茨城県青少年の環境整備条例」及び「茨城県
青少年のための環境整備条例施行規則」により良好な社会環境づくりに努めています。
　このたび、情報化や深夜営業店舗の増加などに対応し、条例と規則の一部を改正しました。

【改正の概要】
◆青少年のインターネット利用環境の整備について規定しました。

　・学校やインターネットカフェなどが、インターネットが利用できるパソコンなどを青少年に利用さ
　  せる場合は、フィルタリングソフト（※）などを使って、青少年に有害情報（※）を閲覧・視聴させない
　  ようにしなければなりません。

　・家電品販売店や携帯電話販売店などのパソコン・携帯電話の販売者やプロバイダーは、フィルタリン
　  グソフトなどについて説明するよう努めなければなりません。

　・保護者は、フィルタリングソフトなどを使って、青少年に有害情報を閲覧・視聴させないよう努めな
　  ければなりません。
　※フィルタリングソフト：有害なホームページを子どもに見せないようにするためのソフトウェア
　※有害情報：著しく性的感情を刺激し、また粗暴性、残虐性を助長し、犯罪や自殺を誘発したり、青少年の心身の健康を
　　害する情報など

◆罰則を強化しました。

　・青少年に対する不純な性行為＝2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
　・保護者が認めていない青少年の深夜連れ出し＝30万円以下の罰金
　・青少年の深夜のカラオケボックス・漫画喫茶・インターネットカフェ入場＝営業者に30万円以下の罰金
　・さらに、条例に違反した場合、青少年の年齢を知らなかったことを被疑者が立証しなければならなくなりました。

Ｈ18年度の総合健診を
　　　　受診された方

Ｈ18年度の総合健診を
　受診されなかった方

申込み期間（土・日は除く） 連絡先

7月17日（火）～7月27日（金）

事前に受診券･採便容器などセット一式を郵送致しますので申込みは不要です。
それぞれの健診日時は、昨年度の受診状況に基づき通知させていただきますので、
あらかじめご了承ください。
＊通知した日程に不都合がある場合は、通知が届き次第ご連絡ください。

・8月は堅倉・納場地区が対象となります。7月中旬ごろ、受診券を送付します。

　本年度から、日程・受付時間は完全予約制になります。
・総合健診は、セット検診ですので胃がん・大腸がん検診を希望しない方、40歳未満の方は11月の住民健診を受診し
   てください。

新たに申込みが必要となります。  
美野里会場（四季健康館）を希望する方は、電話等で下記期間内にお申込みください。

健康増進課（四季健康館内）
　　　　　　　　　　☎４８－０２２１

茨城県青少年のための環境整備条例と規則を改正しました
（平成19年7月1日施行）

茨城県青少年のための環境整備条例と規則を改正しました
（平成19年7月1日施行）

茨城県青少年のための環境整備条例と規則を改正しました
（平成19年7月1日施行）
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　自営業者等の第１号被保険者の方は、自分自身で保険料を納付しなければなりません。しかし、経済的な理
由などから、どうしても保険料を納付することが困難な方には、保険料の全額または一部を免除する制度があり
ます。受付開始月は毎年７月からとなり、免除申請が承認されると来年の６月まで、全額免除または一部免除と
なりますので、希望される方はお早めに手続きを行ってください。

●全額免除
　⒈保険料の全額（月額14,100円）が免除されます。
　⒉年金額は、保険料全額を納めたときと比べて1/3として計算されます。

●3/4免除
　⒈保険料の月額14,100円の3/4を免除し、残りの1/4（月額3,530円）を納付していただくものです。
　⒉年金額は、保険料全額を納めたときと比べて1/2として計算されます。

●半額免除
　⒈保険料の月額14,100円の1/2を免除し、残りの1/2（月額7,050円）を納付していただくものです。
　⒉年金額は、保険料全額を納めたときと比べて2/3として計算されます。

●1/4免除
　⒈保険料の月額14,100円の1/4を免除し、残りの3/4（月額10,580円）を納付していただくものです。
　⒉年金額は、保険料全額を納めときと比べて5/6として計算されます。

※一部免除については、承認された額の保険料を納めないと未納期間と同じ扱いになりますのでご注意ください。

手続きに必要なもの
　①年金手帳②印鑑③今年度1月以降に転入された方は、所得証明書
　④失業して間もない方は、雇用保険受給者証若しくは雇用保険被保険者離職票等の写し
　⑤同世帯の方が手続きする場合は、来庁される方の身分確認できるもの

全額免除と一部の判定の目安は…
　　本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年の所得により審査されます。免除対象となる所得（収入）の目安は
　下表のとおりです。

国民年金保険料免除制度国民年金保険料免除制度
～毎年申請が必要です～

☆免除対象となる所得（収入）の目安

（　）内は収入ベース

世帯構成

4人世帯
（3人扶養）

2人世帯
（1人扶養）

単身世帯
（扶養なし）

162万円
（258万円）

92万円
（157万円）

57万円
（122万円）

192万円
（300万円）

116万円
（192万円）

78万円
（143万円）

232万円
（357万円）

156万円
（249万円）

118万円
（195万円）

272万円
（408万円）

196万円
（306万円）

158万円
（252万円）

全額免除
３/４免除 半額免除

一部免除
１/４免除
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公用車売却のご案内公用車売却のご案内
小美玉市では、使用していた公用車を売却します。
希望者は小美玉市役所管財検査課までお問い合わせください。

●物品公開日時　7月10日（火）～13日（金）　午前9時30分～午後4時30分まで
●場　　　所　小美玉市役所北側駐車場
●入札参加申込
　　提出期間　7月17日（火）～20日（金）　午前8時30分～午後5時まで
　　提 出 先　小美玉市役所管財検査課（市役所本庁2階）※郵送での申込は不可
　　　　　　　申込書は、小美玉市役所管財検査課で直接受領されるかホームページよりダウン　
　　　　　　　ロードしてください。
●入 札 日 時　7月31日（火）　午後1時30分　市役所2階会議室

○その他、次のような制度もありますので、学生等の理由で未納のままになっている方は、忘れずに手続きを
　行ってください。

学生保険料納付特例制度…本人の所得が一定以下の場合、学生証を持参し、申請することによって在学期間
　　　　　　　　　　　　　中の保険料の納付を後払いできる制度です。
　　　　　　　　　　　　　毎年申請が必要で、特例となる期間は4月から翌年3月までとなります。
若年者保険料納付猶予制度…20歳代の本人と配偶者の所得が一定以下の場合、申請することによって保険料
　　　　　　　　　　　　　の納付を後払いできる制度です。
　　　　　　　　　　　　　毎年申請が必要で、承認期間は７月から翌年６月までとなります。（但し、年度の途
　　　　　　　　　　　　　　  中で30歳に到達する方については、30歳到達する月の前月までの承認となります。）

　免除または猶予された保険料については、将来受け取る年金が少なくならないよう、10年以内であれば納付
することができます。このとき、承認された年度から3年度目以降に納付する場合は、経過年数に応じて当時の保
険料に加算された額となります。
　あとで生活に余裕ができたときには、年金額を増やすためにも追納しましょう。

市民課　国民年金係　電話４８－１１１１　内線1107【問い合わせ】

管財検査課　管財係　☎４８－１１１１　内線1251【問い合わせ】

車　　種
三菱
キャンター　P-FE317BD
三菱
油圧ショベル　MS030

平成19年4月19日 平成1年式 約80,000km １万円

平成3年式 ３万円

車　　検 年　　式 走行距離 最低売却価格

　小美玉市では、地球温暖化防止および省エネルギーに資するため、
9月23日（秋分の日）まで職員の執務時の軽装（ノー上着、ノーネクタイ）
を励行していますので、ご理解とご協力をお願いします。
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8月のほけんがいど8月のほけんがいど

と　　き

2

3

21

22

28

29

31

2
6
7
8
9
10
11
23
25

30

木
月
火
水
木
金
土
木
土

木

こころのデイケア（9：30～10：00）

総合健診（7：00～9：30）

こころの健康相談（9：30～10：00）
子宮・乳がん検診（12：00～13：00）
こころの健康相談（9：30～10：00）
こころのデイケア（9：30～10：00）

希望者※事前要予約

希望者※事前要予約（受診券持参） 
対象地区：納場・堅倉地区

希望者※事前要予約
希望者※事前要予約 （受診券持参）
希望者※事前要予約
希望者※事前要予約

小川保健相談センター

四季健康館

四季健康館
玉里保健福祉センター
玉里保健福祉センター
四季健康館

木

金

火

水

火

水

金

乳児健診（13：00～13：30）

ハローベビー教室：出産編（9：15～9：30）
育児相談（9：30～11：00）

3歳児健診（13：00～13：30）

1歳6か月児健診（13：00～13：30）

乳児健診（13：00～13：30）

育児相談（9：30～11：00）

2歳児歯科健診（13：00～13：30）

四季健康館

玉里保健福祉センター
四季健康館

玉里保健福祉センター

四季健康館

小川保健相談センター

小川保健相談センター

小川保健相談センター

美野里　4か月児（平成19年3月生）
美野里　10か月児（平成18年9月生）
妊婦とその夫
乳幼児と保護者
小川（平成16年2月生）
玉里（平成16年2～3月生）
美野里（平成17年12月16日～平成18年2月10日生）
小川・玉里　4か月児（平成19年4月生）
小川・玉里　10か月児（平成18年10月生）
乳幼児と保護者
小川（平成17年5月生）
玉里（平成17年4～6月生）

事業名（受付時間） と  こ  ろ対  象  者

と　　き 事業名（受付時間） と  こ  ろ対  象  者

■健康教室・健康相談　  
　  テーマ　痛風について　8月28日（火）～31日（金）　10：00～11：30　四季健康館　大広間

　なかがわ水遊園で巨大ピラルクーと出会おう。
　那珂川をテーマにした水と緑の体験ゾーン。おもしろ魚館では那珂川に棲むアユやイワナなどを中心に
約230種6万尾を展示。他にも地域特産品を加工体験できる味わい工房や展望台、つかみどり池、水遊びが楽
しめる水の広場などさまざまな施設がそろっています。

と　　き　８月９日（木）　美野里公民館前午前８時出発
と こ ろ　栃木県大田原市　なかがわ水遊園
内　　容　草木染体験　バックヤードツアー　水族館見学
募集人員　40名（小学4年生から6年生）　定員を超えた場合は抽選となります。
参 加 料　2,000円（昼食代、工作代を含む）
募集期間　7月20日（金）～26日（木）　午前9時～午後8時
　　　　　お一人で2名まで申込めます。電話での申込みはできません。
　　　　　直接お近くの公民館へお申込みください。
申込み・問い合わせ
　　　　　美野里公民館　☎４８－１１１０ （25日（水）休館日）
　　　　　小川公民館　　☎５８－３１１１
　　　　　玉里公民館　　☎２６－９１１１ （23日（月）休館日）
抽選及び説明会
　　　　　7月29日（日）午後2時から
　　　　　美野里公民館研修室（参加料はこの時お預かりします。）

●母子保健事業

●成人保健事業

わんぱく教室参加者募集わんぱく教室参加者募集
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　掛軸と色紙から20号の額装まで、バラエティーにとんだ作品展とミニ盆栽展です。
ぜひ、ご覧ください。

と　　き　7月12日（木）～22日（日）（月曜日休館）
　　　　　午前9時～午後4時（最終日は午後3時まで）
と こ ろ　やすらぎの里小川
主　　催　小美玉市文化協会墨遊会（水墨画）・ミニ盆栽クラブ
問い合わせ　やすらぎの里小川　☎58－4580

墨遊会・ミニ盆栽クラブ合同展墨遊会・ミニ盆栽クラブ合同展

　野田隠谷地区では、毎月1回、地域での健康づくり「食と健康」講座を開催しています。本年8月にはそれに加
えて、ゴム動力の模型飛行機を作って飛ばすことを予定しています。また、希望者にはＵコン機（エンジン付）の
体験操縦も予定しています。ぜひ、ご参加ください。

日　　時　8月18日（土）午前9時～午後3時
場　　所　野田小学校体育館及び校庭
対 象 者　小学5,6年生
講　　師　田村　光（模型飛行機教育免許状所有）、田村　亘
申込方法　往復はがきに参加者名、学年、保護者名、住所、電話番号を記入してお申込みください。8月4日（土）必着。
申 込 先　隠谷区長　田村　政之（〒311－3411　小美玉市野田335）
参 加 費　500円（ゴム動力機1機の材料代）当日受付で納入してください。
持参するもの　お弁当
問い合わせ　田村　☎58－4078

模型飛行機を作って飛ばしましょう模型飛行機を作って飛ばしましょう

と　　き　7月22日（日）　＊雨天中止
　　　　　午前8時20分小美玉市役所前駐車場集合
　　　　　（午後3時まで）
内　　容　午前：観察会と採集　午後：標本作り
　　　　　観察会のみの参加もできます。
講　　師　広瀬誠先生（茨城県自然観察指導員連絡会代表）
持 ち 物　弁当、水筒、帽子、タオル、軍手
　　　　　植物標本を作る場合：小スコップ、ビニール袋
　　　　　昆虫標本を作る場合：虫かご、虫捕り網
服　　装　長袖、長ズボン、長靴
参 加 費　無料
対 象 者　市民ならどなたでも。ただし小学校低学年までは保護者同伴。
主　　催　美野里生物の会
申込み・問い合わせ　矢口　☎46－3345　　海老澤　☎48－0666

夏休みの宿題を作ろう！　『昆虫・植物標本作り』夏休みの宿題を作ろう！　『昆虫・植物標本作り』
■夏休み自然観察教室

ウチワヤンマ

18年観察会
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県や国等のお知らせ県や国等のお知らせ県や国等のお知らせ

試験日（第1次）　9月16日（日）
受付期間　7月1日（日）～8月17日（金）
職務内容　個人の生命、身体及び財産の保護並びに犯罪の予防、鎮
　　　　　　圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まりその他公
　　　　　　共の安全と秩序の維持の任務に従事します。

試験区分、採用予定人員及び受験資格

※7月14日（土）午後1時から、石岡警察署において、採用
　試験説明会を行います。（電話予約要）
※その他、身体基準等がありますので、詳細は石岡警察
　署警務課（☎28－0110）へお問い合わせください。

警察官採用試験（第2回）のご案内

平成１９年度自衛官募集

試験区分

男性警察官A

女性警察官A

男性警察官B

女性警察官B

50名

5名
平成20年
4月1日

59名

5名

受験資格 採用年月日採用予定人数
昭和53年4月2日以降に生まれた人で、
学校教育法による大学（短期大学を除
く。）を卒業した人。若しくは平成20年3月
31日までに卒業見込みの人又は人事委
員会がこれと同等と認める人。

昭和53年4月2日から平成2年4月1日までに生ま
れた人で、警察官Aの受験資格に該当しない人。

　皆さまの大切な年金に関して不安を与え、心よりお詫び
申し上げます。年金記録をもう一度確認させてください。

　○電話でのお問い合わせは、「ねんきんあんしんダイヤル」
　　☎0120－657830（24時間、土日も受け付けています。）
　○来訪でのお問い合わせは最寄りの社会保険事務所へ。
　○インターネットのID・パスワード方式によるについては、社会保険
　　  庁ホームページ（http://www.sia.go.jp）をご利用ください。

　　水戸南社会保険事務所　
　　☎029－227－3251

社会保険庁からのお知らせ
年金加入記録の確認について

航空学
（海・空）

受付期間

応募資格

8月1日～9月7日

高卒（見込含）
21歳未満

8月1日～9月7日

18歳以上
27歳未満

年間を通して受付（男子のみ）
8月1日～9月7日

18歳以上
27歳未満

20年1月25日 11月14日
男子　10月下旬
女子　11月16日

9月22日 9月17日
男子　9月19・23・26日
女子　9月25日

種目

募集要項

一般曹候補生
（陸・海・空）

2等陸・海・空士
（20年3・4月入隊）

第1次試験

第2次試験

合格発表

初任給等

衣 食 住

そ の 他

連 絡 先

試
験
期
日
等

給　

料　

等

問

対 象 者　飲食物取扱従事者（食品の製造・加工・調理・販売など）
受付日時　7月24日（火）　午後1時30分～2時30分
会　　場　四季健康館　☎48－0221　
検査手数料　赤痢・サルモネラ　1件700円
　　　　  赤痢・サルモネラ・Ｏ－157　1件1,000円
持参するもの　腸内細菌検査名簿
そ の 他　●検査容器は各商工会・大洗町健康福祉センター・笠間
　　　　　　　保健サービスセンター（旧笠間保健所）、水戸保健所
　　　　　　　に用意してあります。事前に取りにいらしてください。
　　　　 ●検査結果は2週間程度で郵送されますので、食品衛
　　　　　　  生責任者管理記録簿と併せて保管してください。

　　茨城県水戸保健所　保健指導課
　　　☎０２９－２４１－０５７１

飲食物取扱従事者の保菌検査

問

小美玉市役所総務部総務課　☎48-1111（内線1282）
自衛隊茨城地方連絡部　百里事務所　☎52-1366
http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki
E-mail　hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp

157,500円（学歴・経歴等により増額されます。）
その他各種手当があります。
ボーナス年2回（約4.4か月分）

入隊後約6年間
で幹部パイロット
になります。

入隊後約3年以
降、選考により
3等陸・海･空曹
に昇任します。

陸上は2年海上・航空
は3年1任期として採用
されます。（以降1任期
2年として、継続可能）

10月13日～18日
の間指定する1日
（第2次試験合格者
のみ3次試験あり）

10月5日～12日
の間の指定する
1日

無料で支給されます。

　産業財産権に関する出願・登録の方法や特許権等に係る法律問題に
至るまで、さまざまな質問に専門家がお答えします。※相談は無料、要予約
　
と　　き　8/1、9/3、10/1、11/1、12/3、2/1、3/3
　　　　　午前10時～午後4時（正午から午後1時までは除く）
と こ ろ　茨城県産業会館9階　（財）茨城県中小企業振興公社内
　　　　　 水戸市桜川2－2－35　☎029－224－5339

　　　（社）発明協会茨城県支部
　　　☎029－264－2076　FAX029－264－2213　

発明相談会

問申

受験資格　昭和61年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた者
第1次試験　9月16日（日）：教養・適性（択一式）、作文
第2次試験　10月中旬～下旬：口述試験（個別面接）
受付期間　7月17日～25日

　　水戸地方裁判所事務局総務課人事第1係
　　☎029－224－8421
　　http://www.courts.go.jp/　

裁判所事務官Ⅲ種試験

問

◆常陽銀行美野里支店　☎46－3112
　　7月24日（火）　午前10時～午後3時

年金相談
◆常陽銀行小川支店　☎58－2424
　　7月24日（火）　午前10時～午後3時　　　※予約願います。
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県や国等のお知らせ

　県では、男女がパートナーとして、それぞれの個性を大切にしながら、
能力を十分発揮できる男女共同参画社会の実現を目指し、毎年11月を
「男女共同参画推進月間」としています。この月間の趣旨を広く理解して
いただくため、シンボルともなる標語を募集します。

募集内容　「男女共同参画社会をイメージした標語」
募集部門　学生の部（高校生以下）、一般の部（学生以外）
応募資格　茨城県内に居住・通勤・通学している方
応募期限　7月18日（水）
応募方法　応募作品のほか、住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・職
　　　　　　業・電話番号を明記して、はがき、電子メール又はファク
　　　　　　シミリにより、下記応募先までお送りください。何作品で
　　　　　　も応募可能ですが、未発表で自作のものに限ります。
表　　彰　入賞（最優秀賞1点、優秀賞5点以内）作品は、11月に開
　　　　　　催予定の「男と女・ハーモニートップセミナー」において表
　　　　　　彰し、記念品を贈呈します。

　　　茨城県女性青少年課男女共同参画担当　　　　
　　　〒310－8555　水戸市笠原町978－6
　　　 ☎029－301－2178　FAX029－301－2189
　　　Ｅメール joseil@pref.ibaraki.lg.jp
　　　 ホームページ　
　　　　http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/
　　　　　　　　　　　　　　　　　bugai/josei/josei.htm

『男女共同参画推進月間』の標語募集！！
～あなたの言葉をポスターに～

問応

　税関では、海外からの引き上げの際にお預かりした次
の通貨・証券などをお返ししています。
　○終戦後、外地から引き上げて来られた方が、上陸地
　　の税関、海運局に預けられた通貨、証券など
　○外地の集結地において総領事館などに預けられた
　　証券などのうち日本に送還されたもの
　返還の申し出・ご照会は、預けられた方ご本人はもとよ
り、ご家族の方でも結構です。お心当たりのある方はお問
い合わせください。

　　横浜税関　鹿島税関支署　　　　
　　☎0299－92－2558
　　（〒314－0103　神栖市東深芝9　鹿島港湾合同庁舎内）

終戦当時の海外引揚者やそのご家族の方がたへ
通貨・証券などをお返ししています

問

　放送大学はテレビ・ラジオで授業を行う通信制の大学です。
現在、平成19年10月入学生を募集しています。詳しい資料を無
料で送付しますのでお気軽にお問い合わせください。

募集学生の種類
　【教養学部】　全科履修生（4年以上在学し、学士の学位の習得を目指す）
　　　　　　　選科履修生（1年間在学し、希望する科目を履修）
　　　　　　　科目履修生（6か月在学し、希望する科目を履修）
　【大 学 院】　修士科目生（1年間在学し、希望する科目を履修）
　　　　　　　修士選科生（６か月在学し、希望する科目を履修）
受付期限　8月15日（水）

　　　放送大学茨城学習センター
　　　〒310－0056　水戸市文京2－1－1（茨城大学内）
　　　☎029－228－0683　FAX029－228－0685

放送大学１０月入学生募集

問申

 子どもとの接し方、遊び方や事故予防等を学ぶ「子育てボランティア養
成研修」を開講します。（受講料無料、別途資料代500円）なお、受講後に
活動を希望される方は名簿に登録し、必要に応じ子育て支援事業等に
おけるボランティア活動をお願いしています。

日　　程　水戸市福祉ボランティア会館　8/9,10,11 
　　　　　日立市大沼交流センター 　9/13,20,27 
　　　　　牛久市中央生涯学習センター　9/17,24,10/4 （各会場とも定員50名）
申込方法  茨城県のホームページ、又は小美玉市福祉事務所に備え
　　　　　　  てある所定用紙を事務局までファックスで送付。
事 務 局　リリー保育福祉専門学校
　　　　　FAX029－228－1880（☎029－226－0206）
締め切り　7月17日（必着）

　　県子ども家庭課少子化対策室
　　☎029－301－3261

子育てボランティア養成研修

問

　この研修は、実務研修を受けるための専門的知識等の有無を確認する
もので、合格者は、研修を受講する資格を得られます。研修を修了し、県に
登録されて、はじめて介護支援専門員となります。（合格しても、実務研修を
修了しなければ介護支援専門員になれません）
　
試験期日　10月28日（日）午前10時開始
試験会場　【一般会場】
　　　　　　水戸地区　茨城大学（水戸市文京2－1－1）
　　　　　　日立地区　茨城キリスト教大学（日立市大みか町6－11－1）
　　　　　　土浦地区　筑波大学（つくば市天王台1－1－1）
　　　　　　土浦地区　土浦第二高等学校（土浦市立田町９－６）
　　　　　【身障者等用会場】
　　　　　　県立盲学校　（水戸市袴塚1－3－1）
受験資格　保健・医療・福祉の分野で通算5年以上かつ900日以上又は通
　　　　　　　算10年以上かつ1,800日以上の実務経験を有する者で、
　　　　　　①受験資格を有し、現在茨城県内で受検資格対
　　　　　　　　 象の業務に従事している者
　　　　　　②現在業務に従事していないが、過去の実務経験により
　　　　　　　　　　受験資格を有し、住所が茨城県内にある者
　　　　　※詳細な条件は国家試験等の有無、勤務先、従事業務内
　　　　　　　　容等により異なるので試験案内参照のこと。
受験案内の配布　配布開始期日　7月3日（火）から
　　　　　配布場所　県内の各保健所、各地方総合事務所福祉課、
　　　　　　　　　　　　　　茨城県長寿福祉課介護保険室、茨城県社会福
　　　　　　　　　　　　　　 祉協議会調査研修部
　　　　　※郵送希望の場合、390円切手を貼った角2（240㎜×332㎜）
　　　　　　　　の返信用封筒に住所、氏名を明記し、社会福祉協議会調査研
　　　　　　　　 修部又は茨城県長寿福祉課介護保険室あて請求すること。
受験願書の受付　受付期間　7月9日（月）～31日（火）　
受付方法　簡易書留で郵送されたもののみ受付（当日消印有効）
郵 送 先　〒310－8586　水戸市千波町1918
　　　　　茨城県社会福祉協議会調査研修部
受講資格者発表　12月10日（月）
実務研修予定　平成20年1月～3月に、7日間（計44時間）実施予定。

　　茨城県社会福祉協議会調査研修部　☎029－243－8539
　　茨城県保健福祉部長寿福祉課介護保険室　☎029－301－3343

平成19年度 介護支援専門員実務研修受講試験のご案内

問
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小　川　図　書　館 平日 午前9時30分～午後6時      
 土日 午前9時30分～午後5時      
玉　里　図　書　館 全日 午前9時30分～午後6時      
美野里公民館図書室 全日 午前9時30分～午後10時

小美玉市図書館・図書室カレンダー

7月・8月のおはなし会7月・8月のおはなし会7月・8月のおはなし会7月・8月のおはなし会

・7月14日（土） 午前10時30分～
・7月28日（土） 午前10時30分～
・8月11日（土） 午前10時30分～
・8月25日（土） 午前10時30分～

どなたでも参加いただけます。ぜひお越しください。

小川図書館
小川図書館　２階　多目的室

玉里図書館
玉里総合文化センター　１階　和室

・7月14日（土） 午前10時30分～
・8月 4 日（土） 午前10時30分～
美野里公民館図書室
美野里公民館

・7月21日（土） 午前11時～

開館
時間

7　月
日 月 火 水 木 金 土

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8　月
日 月 火 水 木 金 土

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

7

14

21

28

＊■は小川図書館･玉里図書館の休館日です。
＊■は美野里公民館図書室の休館日です。
＊■は全館･全室の休館日です。

6

13

20

27

　

5

12

19

26

Library information

＜課題図書の貸し出しを行っています＞
　（社）全国学校図書館協議会・毎日新聞社主催「第53回青少年読書感想
文全国コンクール」、茨城新聞社主催「小学生読書感想文コンクール」が実
施されます。
　両コンクールとも、「自由図書」と「課題図書」のどちらでも応募できます。課
題図書は各図書館・図書室で貸し出ししています。夏休み後半は特に利用
が集中し、貸し出し中の場合が多くなりますので、お早めにご利用ください。
  たくさんの人が利用できるように、貸出は1人1冊1週間までとさせていただ
きます。期限をお守りいただけますよう、ご協力お願いします。

夏休みイベント情報（玉里図書館）
　玉里図書館では「おりがみ教室」と「一日図書館
員」を右記の通り実施します。募集期間は7月14日
（土）から29日（日）までです。市内図書館・図書室に
ある申込用紙にご記入のうえ、玉里図書館にお申
込みください。
＜問い合わせ＞
〒311-3433  小美玉市高崎291-3
小美玉市玉里図書館　
☎0299－26－9111　FAX0299－26－9261

おりがみでいろんなものを作って遊ぼう！
＜おりがみ教室＞
日　時　8月2日（木）・8月9日（木）
　　　　14：00～16：00
場　所　玉里総合文化センター
対　象　どなたでも参加できますが、小学３年
　　　　　 生以下は保護者同伴でお願いします。
参加費　無料
募集人数　各15名（先着順）

図書館の仕事を体験しよう！
＜一日図書館員＞
日　時　8月2日（木）・8月9日（木）
　　　　10：00～17：00
場　所　玉里図書館（玉里総合文化センター内）
対　象　小学4～6年生
参加費　無料
募集人数　各6名（先着順）
＊おりがみ教室にも参加していただきます。

施　設　名

小川図書館　 ☎58－5828

玉 里 図 書 館　 ☎26－9111

美野里公民館図書室　 ☎48－1110

これからピークの食中毒これからピークの食中毒これからピークの食中毒
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7月・8月のおはなし会7月・8月のおはなし会

■
■
■

これからピークの食中毒これからピークの食中毒これからピークの食中毒これからピークの食中毒これからピークの食中毒

連
絡
先

※防火教室および救急講習会等については、随時各消防署にお
　いて受け付けを行っていますので、受講希望者は下記までご
　連絡ください。
　　◇小川消防署　　☎５８－４６１１
　　◇美野里消防署　☎４８－２２６６
　　◇玉里消防署　　☎５８－０５５５

火災の問い合わせ　☎５８－０１１９(自動音声案内)
病 院 の 照 会 等　各消防署へ電話にてお問い合わせください。

平成19年
小美玉市管内における火災・救急出場件数

区　　分

火　　災

救　　急

5月中 累　計

0

137

74

24

18

21

16

718

430

110

82

96

急　　病

交通事故

一般負傷

そ  の  他

小美玉市消防本部　〒311-3423　小美玉市小川 43-2　
　　　　　　　　　　☎５８－４５４１　FAX５８－１１９０

【問い合わせ】

　「食中毒」というと、夏に起こると思われがちですが、実際には夏だけでなく、一年中発生するのです。また、
レストランやホテルなど、飲食店で発生していることがよく取りただされておりますが、実は、そればかりでは
なく、毎日食べている家庭の食事でも発生しますし、発生する危険性をたくさん秘めているのです。ただ家庭
での発生では症状が軽かったり、発症する人が少人数であることから、風邪や寝冷えなどと思ってしまうこと
も多いようです。しかし、時には、重症になったり、死亡する例もありますので、家庭においても食中毒の予防と
して次のポイントを守りましょう。

　⒈肉や魚は、新鮮なものを購入し、ビ二―ル袋に包んで持ち帰りましょう。
　⒉卵や乳製品は、消費期限や賞味期限を確認し購入しましょう。
　⒊買い物から帰宅したら、冷蔵や冷凍が必要な食品はすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
　⒋包丁やまな板などの調理器具は、十分に洗浄し、熱湯消毒しましょう。
　⒌加熱調理は、十分行ってください。
　⒍手は石けんでしっかりと洗い、食器や器具は清潔なものを使用してください。
　⒎調理したものは早く食べましょう。
　　（お刺身などに付いている腸炎ビブリオという食中毒菌は、10分で2倍に増えます。）

総務省統計局からのお願い
労働力調査のお知らせ
　「労働力調査」は、法律で定められた統計調査で、
わが国の就業の状況を調べる調査です。就業者数、
完全失業者数、完全失業率などの動向が明らかにさ
れ、経済対策や雇用失業対策に役立てられます。
　8月から9月にかけて、下記の地区内において「労
働力調査」が実施されます。知事から委嘱された調
査員が、調査対象地区内の各世帯に名簿づくりのた
めにお伺いします。この名簿をもとに調査世帯を選
ばせていただきます。労働力調査の内容を他に漏ら
すことや目的外に使用することは固く禁じられてい
ますので、調査にご協力いただいた世帯に迷惑がか
かることがありません。ご協力をお願いします。

調査地域　小美玉市羽鳥脇山地内の一部
問い合わせ　茨城県企画部統計課　人口労働担当　
　　　　　☎029-301-2649

行政についての要望や苦情を伺います。
相談は無料で秘密は厳守されます。

7月 4 日

7月11日

7月17日

8月 1日

8月 9日

8月15日

午前10時～正午　玉里総合支所2階　相談室
小出智惠子　相談委員

午前10時～正午　玉里総合支所2階　相談室
小出智惠子　相談委員

午後1時～3時　小美玉市役所2階　政策会議室
石﨑　渡　相談委員

午後1時～3時　小美玉市役所1階　相談室
石﨑　渡　相談委員

午後1時30分～3時30分　小川総合支所3階　大会議室
中島　庸夫　相談委員

午後1時30分～3時30分　小川保健相談センター
中島　庸夫　相談委員

行 政 相 談

【問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48－1111　内線1221
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休日診療当番医(外科)

　

人　口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53,379人（－ 1 ）
　男　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,077人（－ 4 ）
　女　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,302人（＋3 ）
世帯数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,346戸（＋10）

人口と世帯数 （平成19年6月1日現在）

・固定資産税  第2期

・国民健康保険税 第4期

（※納期限は、7月31日となっています。）

7月の納税・納付

緊急診療所（石岡市医師会病院内）☎23－3515
緊急診療所（内科・小児科）

7月16日・22日・29日
◆受付　午前９時～11時30分
　　　　午後１時～３時30分

7月16日・21日・22日・28日・29日
◆受付　午後７時～10時30分

休　日

夜　間

7月7月7月
◆受付  午前９時～11時30分・午後１時～３時30分
日

16

22

29

 外　　　科

石岡循環器科脳神経外科病院

滝田整形外科

府中クリニック

（小美玉市）

（石岡市）

（石岡市）

☎（58）5211

☎（23）2071

☎（22）2146

7月7月7月

(　　）は前月比

市長と直接お話をしてみませんか？

　※対話は1人30分程度でお願いします。
　※電話でご予約のうえ、おいでください。　

と　き　8月9日（木）午前10時～正午

ところ　市役所1階　相談室

【予約・問い合わせ】 秘書広聴課　広報広聴係
☎48-1111　内線1221

【問い合わせ】 社会福祉課（玉里総合支所内）　社会福祉係
☎48-1111　内線3224

対話の日対話の日対話の日

心配ごと相談
悩んでいること、困っていることなどがありました
ら、お気軽にご相談ください。
相談は無料です。※は弁護士が相談に応じます。事
前にご予約ください。

8月 1日
午後1時～4時

8月 8日
午後1時～4時

8月15日
午後1時30分～4時30分

8月22日
午後1時～4時

　社会福祉協議会小川支所
　☎５８－５１０２
※社会福祉協議会美野里支所（四季健康館内）
　☎３６－７３３０
　社会福祉協議会本所
　☎３７－１５５１
※社会福祉協議会小川支所
　☎５８－５１０２

人権相談
　人権問題等でお困りのことがありましたら、お気
軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じ
ます。相談は無料で、秘密は守られます。

7月19日

8月3日 

玉里保健福祉センター

小川保健相談センター

午前10時～午後3時

移動児童相談
　18歳未満のお子さまの生活に関することでお悩
みをお持ちの方は、ご相談ください。相談は無料
で、秘密は守られます。

と　　き　7月27日（金）
　　　　　午前10時～午後3時

と  こ  ろ　四季健康館
相談担当　茨城県福祉相談センター職員

【問い合わせ】 社会福祉課（玉里総合支所内）児童福祉係
☎48-1111　内線3226

次回お知らせ版 8月号の発行日は7月26日（木）です。 この広報紙は再生紙を使用し、環境に優しい大豆インキで印刷しています。

携帯電話から市政情報がご覧になれます。
http://www.city.omitama.lg.jp/mobile/index.html


