かかわらず書類により判定
◇問合せ 役場福祉介護課

特設人権相談所を
開設します

◎ 月４日から 日までは︑
人権週間です！

◇講座開設の条件
･テーマ 生涯学習に関する
ことなら︑原則としてすべ
て可能です︒ただし︑①特
定の政党や宗教の宣伝を目
的とするもの︑②特定の企
業や団体の宣伝または営利
を目的とするもの︑③①②
以外で村教育委員会が不適
当と認めるものは除きます︒
･期間 平成 年５月から平
成 年３月末日まで
･回数 ３回以上 回程度
･会場 中央公民館他２施設
◇謝金 一回につき７０００円

◇募集締切
月 日︵土︶
＊応募用紙は︑中央公民館に
用意してあります︒
◇申込･問合せ 生涯学習課
︵中央公民館内︶
※応募いただいた内容等を協
議検討のうえ︑開設講座を
選定します︒

２０

１２

１０

昭和 年 月 日に︑国連
総会で世界人権宣言が採択さ
れたのを記念し︑毎年 月
日は﹁人権デー﹂と定められ
ました︒
法務省と全国人権擁護委員
連合会では︑人権デーを最終
日とする 月４日から 日ま
でを﹁人権週間﹂として各種
の人権啓発活動を行っていま
す︒一人ひとりはみな違いま
すが︑人権はすべての人に平
等に保障されています︒しか
し︑自分の人権を主張するだ
けでは︑他の人の人権を侵害
することもあります︒人権週
間に当たり︑人権は自分と同
じように他の人にもあること
を考え︑お互いに相手の立場
を配慮し︑豊かな人間関係を
つくりましょう︒

８月３１日現在死者ゼロ継続１，
０５３日

を受付できません︒
◇入所資格 父母および扶養
義務者︵保護者等︶が︑次
のいずれかの理由により家
庭で保育できない乳幼児
①保護者等が日中は家庭外で
仕事をしている︒
②保護者等が日中は家庭内で
家事以外の仕事をしている︒
③父または母が死亡︑離別︑
行方不明等の家庭で︑保護

２６

１０

年累計
４（ ２７ ）
５（ ３８ ）
０（ ０ ）

発生件数
負傷者数
死者数

２３

１２

１２

１０

みほ文化講座の講師
をしてみませんか

（８月１日〜３１日）

１２

中央公民館では平成 年度
に行う﹁みほ文化講座﹂の講
師を募集します︒原則として
村内に居住または勤務する
歳以上の方なら︑どなたでも
応募できます︒

２７

村の交通事故発生状況

美浦村ホームページアドレス
http://www.vill.miho.lg.jp/
Ｅメール info@vill.miho.lg.jp

人権擁護委員が女性･子ど
も･高齢者をめぐる人権の問
題や︑近隣とのトラブル等の
相談に応じます︒その他︑心
配ごとや困っていることがあ
りましたらお気軽にご相談く
ださい︒相談は無料で︑プラ
イバシーは厳守されます︒
◇日時
月 日︵金︶午前
時〜午後３時
◇会場 老人福祉センター
◇相談員 人権擁護委員３名
◇問合せ 役場福祉介護課
・・・・・・・・・
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１０

２０

１２

１０

２６

者等が日中は仕事をしている︒

④父母またはその一方が病気
や出産︑精神・身体障害者
である家庭で︑保護者等が
日中は仕事をしている︒
◇入所定員 大谷保育所１２
０名︑木原保育所 名
＊そのうち乳児枠は各６名
◇審査方針 新規・既入所に

２９

平成 年度保育所
入所のご案内

２７

平成 年４月から新規入所
を希望する乳幼児の入所申請
を次のとおり受け付けます︒
◇対象 村内在住で現在未入
所の乳幼児︵乳児は生後６
カ月以上︶
＊既入所児の世帯には通知済
◇日時
月 日︵火︶・ 日
︵水︶午後１時 分〜４時
◇申請場所 役場福祉介護課
◇申請に必要なもの 保育所
入所申請書︑各種証明書等
︵父母･祖父母等︶
＊用紙は︑役場福祉介護課で
お渡しします︒
＊書類不足の場合は入所申請
２６

☎８８５−０３４０
☎８８５−４４５１
☎８８５−８４４２
☎８８６−０２９１
☎８８５−６７１１
☎８８５−１８８９
☎８８５−０７２０
☎８８５−８８９９
☎８８５−０５９７
☎８８５−１０６４
☎８８５−１５４９
☎８８５−４４８８
☎８８５−００３８
☎８８５−７０８０
☎８８５−８８８５
☎８８６−０００７
１１

お知らせ
３０

美 浦 村 役 場
中 央 公 民 館
中央公民館図書室
文化財センター
光と風の丘公園クラブハウス
保 健 セ ン タ ー
美浦水処理センター
（上下水道課）
大谷時計台児童館
木原城山児童館
大 谷 保 育 所
木 原 保 育 所
社会福祉協議会
老人福祉センター
デイサービスセンター
シルバー人材センター
８０

２
６

２６

１１

１０

４１７ ３５．
０１

第６投票区

９３４

３０８ ３２．
９８

第７投票区

１，
７３９

２０９ １２．
０２

第８投票区

１，
４７３

４１３ ２８．
０４

合計

１３，
７３３

３，
６０２ ２６．
２３

ングセンター
◇受講料 １０００円︵申込
時にお支払いください︶
◇対象 村内在住の方
◇募集人数
名︵定員にな
り次第締切︶
◇申込期間
月 日︵水︶〜
日︵木︶
◇申込･問合せ 光と風の丘
公園クラブハウス

１，
１９１

村道草刈及び小枝払い作

第５投票区

１６

業清掃ボランティア募集

◇日時
月 日︵土︶午前７
時 分集合︵作業時間 午
前７時 分〜 時 分︶
＊雨天の場合は中止といたし
ます︒
◇集合場所 美浦村役場正面
玄関前
◇募集対象 村内に居住して
いる 歳以上の方
◇作業内容 村道の草刈・小
枝払い・集草作業
・刈払機・のこぎり・熊手等
を所有されている方は持参
してください︒
・刈払機等をお持ちでない方
は︑貸し出しも行います︒
・除草作業の場所については︑
当日お知らせします︒
・燃料は役場都市建設課でご
用意します︒
◇申込・問合せ 役場都市建
設課

５１１ ３４．
７４
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新米が出来ました
この秋に収穫した︑美浦村
の特別栽培米コシヒカリ﹁光
一点﹂﹁美浦そだち﹂の新米販
売が始まりました︒
光一点と美浦そだちは︑Ｊ
ＲＡ美浦トレーニング･セン
ターで使用した馬の敷きわら
を再利用した堆肥で土づくり
を行い︑化学肥料と化学農薬
の使用を極力控えた栽培方法
で生産しています︒
精米と玄米︑どちらの販売
も行っています︒美浦の新米
をぜひご賞味ください︒
◇問合せ ＪＡ稲敷中部経済
センター︵光一点︶☎０１２
０ ５５ １７４９︑ＪＡ
茨城かすみ美浦営農経済セ
ンター︵美浦そだち︶☎８８
５ ０１２５

１，
４７１

選挙に関するお問い合わせは、美浦村選挙管理委員
会（役場総務課内☎８８５−０３４０内線２０４）へお問い合
わせください。

第４投票区

１０

３０

２６

３０

：

常陽銀行無料年金相談

３，
６０２票

４４２ ２０．
２８

４８票

２，
１８０

無効投票数

第３投票区

３，
５５４票

６８９ ２７．
５３

有効投票数

２，
５０３

田中しげひろ

第２投票区

２，
５８３票

９７１票

橋本 まさる

６１３ ２７．
３４

候補者氏名

２，
２４２

得票数

第１投票区

投票総数

得票数

候補者氏名

投票率
（％）

当日有権者数 投票者数
（人）
（人）

投票区

（届け出順）

◇茨城県知事選挙 開票結果

◇投票区別投票率

茨城県知事選挙結果
平成２５年９月８日執行

１０

１０

１５

常陽銀行顧問の社会保険労
務士が︑無料でご相談に応じ
ます︒︵要予約︶
◇期日
月 日︵水︶午前
時〜午後３時
◇場所 常陽銀行美浦支店
◇予約・問合せ 常陽銀行美
浦支店☎８８５ ２９１５

１０

３１

毎日の生活に欠くことので
きない道路の大切さを知って
いただくとともに︑通学・歩
行者自動車交通等の安全を確
保するため︑次の日程で一緒
に道路清掃活動をしていただ
けるボランティアの方を募集
します︒村と村民が協働し︑
身近な生活環境を改善し︑﹁人
と自然が輝く﹂美浦村のまち
づくりに参加してみませんか︒
多くの方の参加をお待ちして
います︒
＊なお︑当日作業を行うにあ
たり︑傷害保険に加入しま
すので︑参加していただけ
る方は事前に電話または役
場都市建設課窓口にてお申
込みください︒

−

バウンドテニス教
室受講者募集
テニス未経験の方でも楽し
めるニュースポーツです︒
◇日時
月 日︵火︶から︑
毎週火曜日午後２時〜５時
︵計５回︶
◇会場 農林漁業者トレーニ
１２

１１

２０

−

１１

１８

１１

−

−

美浦村役場

一定の土地取引の後に

特別警報（大雨等）が発令されま
した。
【○月○日：○時○分】
最大級の警戒をし、ただちに命
を守る行動をとってください。
今後の情報に注意してください。

は届出を！〜国土法〜

実践的研究を行い︑３カ月で
体重・腹囲が減少し︑活力年
齢が８歳若返る方法です︒
主に生活習慣病の対策とし
て︑参加された方に﹁スマー
トダイエット﹂の基礎知識を
得ていただき︑普段の食生活
に応用できるようになってい
ただくことを目指します︒
◇開催日程
・第１回
月 日︵土︶
・第２回
月 日︵土︶
・第３回
月 日︵土︶
＊午前９時 分〜正午に開催
︵受付開始は午前９時︶︒
＊各回とも希望者は 階カフ
ェテリアでヘルシーメニュ
ーを食べることができます︒
︵別途費用４００円未満︶
◇対象
・第１回 １００名のうち村
内居住者 名︵先着順︶
・第２回以降
名のうち村
内居住者 名︵希望者多数
の場合は抽選︶
◇費用
・第１回のみ １０００円
・全３回参加 ３４７５円
＊すべて資料代です︒
＊ヘルシーメニュー代は含み
ません︒
◇申込方法
氏名・連絡先・参加希望回
１４１９１２

を事務局まで電子メール・
ハガキまたは電話にてお申
し込みください︒
＊通常業務中はすぐに応対で
きない場合がありますので︑
できるだけ電子メールにて
お申し込みください︒
・アドレス
maek@ti.com
・宛先 〒３００ ０４９６
美浦村木原２３５０ 日本
テキサス・インスツルメン
ツ㈱美浦工場 施設グルー
プＥＳＨ担当 前田一夫
・電話番号 ０２９ ８８０
４０９３
◇申込締切
月９日︵水︶
＊第２回以降の分については
締切以後も参加者の状況に
より相談に応じます︒

−

−

談窓口☎０２９ ２２１
３１９０︵専用ダイヤル︶
平日午前８時 分〜正午︑
午後１時〜４時 分

水戸財務事務所では︑多重
債務相談の窓口を開設してい
ます︒借金の返済でお困りの
方はお電話ください︒相談無
料︒秘密は守ります︒
◇問合せ 財務省関東財務局
水戸財務事務所多重債務相

多重債務相談窓口

−

２５

けるものです︒また︑新たに
﹁特別警報﹂では︑市町村に
よる住民の方々への周知活動
も義務化されました︒
村では﹁特別警報﹂が発令
された場合︑村内全域に対し
て緊急速報メール︵エリアメ
ール︶を送信し︑広報車等に
て村内全域の皆様に周知をい
たします︒
◎特別警報が発令された際の
緊急速報メール︵エリアメ
ール︶文面

るか︑移動が困難な場合には
無理せず家の中の安全な場所
に留まり︑身の安全を確保し
てください︒村からの情報等
は随時周知を行います︒
村では︑﹁防災マップ﹂﹁揺れ
やすさマップ﹂﹁洪水ハザード
マップ﹂﹁土砂災害ハザードマ
ップ﹂を作成し︑大災害時に
想定される被害状況や避難所
等を村ホームページにて公開
しています︒いざという時に
備え︑避難場所までの経路︑
地区の消火栓・防火水槽等の
位置︑家族との連絡先等の確
認をし防災力を高めましょう︒
◇問合せ 役場総務課

スマートダイエッ
ト教室参加者募集
日本テキサス・インスツル
メンツ㈱美浦工場では︑社内
の福利厚生として筑波大学田
中教授の﹁スマートダイエッ
ト教室﹂を開催するにあたり︑
地域への貢献事業の一環とし
て︑社員および関係者以外の
村内にお住まいの方も参加を
受け付けます︒この機会にぜ
ひご参加ください︒
筑波大式スマートダイエッ
トは 年以上も減量に関する
２０

３０１２１０１０

５０

１２

国土利用計画法では︑土地
取引について届出制度を設け
ています︒一定規模以上︵市
街化区域は２０００㎡以上︑
市街化調整区域は５０００㎡
以上︶の土地取引を行った場
合は︑国土利用計画法第 条
第１項に基づき土地の利用目
的に関して審査を受ける必要
があります︒権利取得者︵譲
受人︶は︑契約締結日から起
算して２週間以内に役場都市
建設課へ届出をしてください︒
制度の詳細については︑茨城
県ホームページまたは役場都
市建設課まで直接お問い合わ
せください︒
◇問合せ 役場都市建設課
美浦村全域に特別警報発令

特別警報が発令された場合
には︑決して慌てずに周囲の
状況を確認し︑命を守るため
の行動をとってください︒災
害状況により村内の避難所を
開設しますので︑緊急速報メ
ール︵エリアメール︶または
広報車等からの情報を確認し︑
開設している避難所へ避難す

−
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−

３０

新たに﹁特別警報﹂が
スタートしました
３０

１０

３０

２３

平成 年８月 日から新た
に始まった﹁特別警報﹂とは︑
﹁警報﹂の発表基準をはるか
に超える数十年に一度の大災
害が起こると予想される場合
に︑対象地区の住民の方々に
対して最大限の警戒を呼び掛
２５

１０

◇相談内容の例
・道路 通学路の危険な個所
を解消してほしい︒

測定日９月１７日

校舎内

０．
０８４

美浦中学校

校庭（地上高１ｍ）

０．
１２７

測定日９月１７日

校舎内

０．
０９３

美浦村役場

駐車場（地上高１ｍ） ０．
１１

測定日９月１８日

庁舎内

０．
０８

・事業主が変わっても退職金
は企業間を通算して計算さ
れます︒
・自社の福利厚生に便利な提
供施設の割引サービスが利
用できます︒
◇建退共制度の特例措置のお
知らせ
・建退共では︑地震等により
災害救助法が適用された皆
様に対し︑各種手続きの特
例措置を実施しています︒

１０４
校庭（地上高５０㎝） ０．

から︶
◇場所 茨城県立霞ヶ浦聾学
校︵阿見町上長３ ２︶
◇内容 授業公開︑学習発表
◇対象 どなたでもご参観い
ただけます︒︵要申込︶
◇参加費 無料
◇申込方法 ご希望の方は︑
電話またはＦＡＸにより
月１日︵金︶までにお申込み
ください︒
◇申込・問合せ 県立霞ヶ浦
聾学校☎０２９ ８８９
１５５５︑ＦＡＸ ０２９
８８９ ２４１３

・登記 遺産相続した土地・
建物の名義変更はどうやる
のか？
・労働 賃金未払いやセクハ
ラ等の職場でのトラブル
・年金 ねんきん定期便の見
方を教えてほしい︒
・税金 遺産相続したときの
税金はどれくらい？
・法律 相続トラブル︑多重
債務
◇問合せ 総務省茨城行政評
価事務所☎０５７０ ０９
０１１０

大谷小学校

月 日〜 日は
行政相談週間です

校舎内

−

測定日９月１７日
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：

：

：

１２５
校庭（地上高５０㎝） ０．

時〜正午
◇場所 役場１階住民相談室
◇美浦村担当行政相談委員
諸岡正明さん︵宮地︶
･････････
また︑茨城行政評価事務所
では︑国の行政機関・地方公
共団体･弁護士会･司法書士
会等と合同で︑﹁くらしの一日
総合相談所﹂を開設します︒
下記の相談内容の例にあるよ
うな﹁相談したいこと﹂はあ
りませんか？予約不要・無料
にてご相談を受け付けます︒
︽くらしの一日総合相談所︾
◇日時
月 日︵火︶午前
時 分〜午後３時
◇場所 土浦市民会館１階会
議室

０．
０６９

：

安中小学校

００９５

０．
０５５

１１
−
１０

−

−

：

２
７

：

校舎内

：

測定日９月１７日

２２５

（単位：μＳｖ/ｈ）

１０

木原小学校

校庭（地上高５０㎝） ０．
１１１

２９

◇使用機器
学校：クリアパルス Ａ２７００
役場：日立アロカメディカル ＴＣＳ―１７２Ｂ
◇測定放射線 γ線

１
０−

日々の暮らしの中で︑行政
サービスの制度や仕組みが分
からなかったり︑行政に望ん
でいることはありませんか︒
そんなときは︑﹁行政相談委
員﹂にご相談ください︒
美浦村では︑諸岡正明さん
が行政相談委員として活動し
ており︑次のとおり行政相談
所を開設しています︒どうぞ
お気軽にお越しください︒︵相
談無料・秘密厳守︶
︽定例相談︾
◇日時
月 日︵木︶午前
２４

３０

１０

村内小・中学校、
美浦村役場の放射線量率

２
１−

１０

※﹁建退共﹂ホームページ︵ ht
tp://www.kentaikyo.taisyo
︶に︑制度説明
kukin.go.jp/
用動画・Ｑ&Ａ等︑建退共
についての情報が掲載され
ています︒ぜひアクセスし
てご覧ください︒
◇問合せ 建退共茨城県支部
☎０２９

霞ヶ浦聾学校﹁学校
公開﹂のお知らせ

−

聴覚障害児が学習する場で
ある聾学校を参観していただ
き︑聴覚障害についてのご理
解とさらなるご協力を賜りた
く公開の場を設けました︒ぜ
ひご来校ください︒
◇日程
月 日︵金︶午前９
時〜正午︵受付は午前９時
１５

知 っ て い ま す か？
建退共制度
建退共制度は︑中小企業退
職金共済法に基づき︑建設業
労働者の福祉の増進と建設業
を営む中小企業の振興を目的
として設立された退職金制度
です︒この制度は︑事業主の
方々が︑労働者の働いた日数
に応じて掛金となる共済証紙
を共済手帳に貼り︑その労働
者が建設業界で働くことをや
めたときに建退共から退職金
を支払う︑いわば業界全体で
の退職金制度です︒
◇加入できる事業主 建設業
を営む方
◇対象となる労働者 建設業
の作業現場で働く人
◇掛金 日額３１０円
◇特徴
・国の制度なので安全︑確実︑
申し込み手続きは簡単です︒
・経営事項審査で加点評価の
対象となります︒
・掛金の一部を︑国が助成し
ます︒
・掛金は事業主負担となりま
すが︑法人は損金︑個人で
は必要経費扱いとなり︑税
法上全額非課税となります︒
−

１１

役場福祉介護課

問合せ先

−

１０

５０

２９

−

１１

意

村 県 民 税 （３期）
国 民 健 康 保 険 税 （４期）
介 護 保 険 料 （４期）
後期高齢者医療保険料 （４期）

善

＊納期限は１０月３０日
（木）
です。

ホームページ
http://www.
pref.ibaraki.jp/bukyoku/sy
oukou/rosei/h25daisuki/ind
ex.html

１１

１０月の納税

でお問い合わせください︒
◇問合せ 教育ローンコール
センター☎０５７０ ００
８６５６︵ナビダイヤル︶︑
または☎０３ ５３２１
８６５６

歴書を複数お持ちください︒
◇日時
月 日︵火︶
・プレセミナー 午前 時〜
時 分
・面接会 午後１時〜４時
◇会場 ホテルマロウド筑波
◇問合せ 県労働政策課☎０
２９ ３０１ ３６４５
＊大好きいばらき就職面接会

身体・知的障がい者やご家族の悩み事等
何でもご相談に応じます（予約不要）

大好きいばらき就
職面接会
︵後期︶

日時 １０月２１日
（月）
午後１：００〜３：００
場所 老人福祉センター

︹社会福祉協議会へ︺
○フィールドパック株式会社
様︵布佐︶より︑古切手
ありがとうございました︒

障がい者相談

２５
１５

日時 １０月２４日
（水）
午前１０：００〜１２：００
場所 役場１階住民相談室

−

行政相談

−

事前連絡のうえお出かけください

−

光と風の丘公園クラブハウス

２６

国の仕事のことなどで困ったときは
ご相談ください（予約不要）

﹁国の教育ローン﹂
案内

来所相談

大学院・大学・短大・専修
学校等︵高校は除く︶の平成
年３月卒業予定者および未
就職既卒者を対象に﹁大好き
いばらき就職面接会︵後期︶﹂
を開催します︒県内企業約１
５０社の企業説明や面接を受
けることができますので︑ぜ
ひご参加ください︒事前申込
不要︑参加費は無料です︒履
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☎・ＦＡＸ ８８５−７７８８

１１

電話相談

登録︑パスポートの交付︑
戸籍届書の預かり︵審査・
受理決定は後日︶
＊転入・転出・転居等の住民
登録業務は取扱いできませ
ん︒ご了承ください︒

日時

毎週水・木曜日
（電話受付 火〜金）
午前９：００〜１２：００
午後１：００〜３：３０

﹁国の教育ローン﹂は︑高校︑
短大︑大学︑専修学校︑各種
学校や外国の高校︑大学等に
入学・在学するお子さまをお
持ちのご家庭を対象とした公
的な融資制度です︒
◇ご融資額 お子さま一人に
つき３００万円以内
◇利率 年２・ ％︵平成
年９月 日現在︶
＊母子家庭︑または世帯年収
２００万円︵所得１２２万
円︶以内の方は︑年２・
％となります︒
※ご利用いただける方等︑お
申込みに関するご相談は教
育ローンコールセンターま

＊相談日以外は留守番電話又はＦＡＸで

◎住民票の写し・印鑑登録証
明書の休日交付︵電話予約
制︶

教育相談

３０

会場・申込先
老人福祉センター☎８８５−７０８０
主
催 美浦村社会福祉協議会

１５

毎週月曜日（祝日・年末年始を除く）
午後１：００〜３：００
日時

１０

心配ごと相談

住民票の写しと印鑑登録証
明書は︑事前に平日の午前
８時 分から午後５時まで
に電話予約したものを︑土
日・祝日の役場閉庁時に受
け取ることができます︒ご
予約の際は必ず︑証明書を
受け取りにいらっしゃる方
が直接お電話ください︒
・・・・・・・・・
◇問合せ 役場住民課

＊事前に申込みをされていない方は、
お待ちいただく場合があります。

平日住民課窓口に
来られない方へ

＊１１月６日
（水）
午前８：３０より申込受付

住民課では︑窓口時間の延
長や電話予約による証明書等
の発行を行っています︒通常
の業務内容とは異なりますの
で︑ご利用の際は電話等で事
前にご確認ください︒
◎住民課窓口延長サービス
◇ 月の実施日
月９日・
日︵毎月第２・４水曜日
︹祝日・年末年始を除く︺に
実施しています︶
◇実施時間 午後５時 分〜
午後７時
◇取扱業務 各種証明書︵住
民票・戸籍の証明書・印鑑
登録証明書︶の発行︑印鑑

日時 １１月２０日
（水）
午後１：３０〜３：３０

２３１０

弁護士による法律相談

５５

