は応募できません︒
◇応募方法
月 日︵水︶ま
でに︑村指定の登録申込書
を役場総務課または保健セ
ンターに提出してください︒
用紙は役場総務課︑保健セ
ンターに用意してあります︒
◇選考方法 詳細は後日︑応
募者に通知します︒
◇問合せ 役場総務課人事担当

母子父子福祉住宅
手当を支給します

２４

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

庭または父子家庭の方
･自家住宅を所有せず︑住ま
いを有料で借りている方
･児童扶養手当の所得制限の
範囲内にある方
＊当該年度により所得制限の
額が変わる場合があります︒
◇手当の額 月額４０００円
◇申請方法 申請書︑賃貸契
約書の写し︑家賃に係る領
収書の写し︑印鑑︑振込先
の分かるものをお持ちにな
り︑村教育委員会学校教育
課子ども育成室︵役場内︶へ
申請してください︒
＊申請は年２回必要です︒
◇後期︵３月︶支給分申請期限
３月 日︵金︶
◇問合せ 村教育委員会学校
１８

※入会した児童の保護者の方
には︑児童クラブ保護者会
に加入していただく必要が
あります︒︵年会費 一世帯
につき１０００円︶

◇問合せ 大谷時計台児童館︑
木原城山児童館

がんばっぺ！茨城
企業説明会

茨城労働局と県は︑大学・
短大・高専・専門学校を平成
年３月に卒業を予定する者
︵概ね３年以内の既卒者含む︶
を対象に︑企業説明会を開催
します︒茨城労働局ホームペ
ージから参加申込書をダウン
ロードし︑必要事項を記入し
てご来場いただくと便利です︒
＊事前申し込みは不要です︒
◇開催日時・会場
・水戸会場 ３月 日︵月︶︑
日︵木︶午後１時 分〜

フェリヴェールサンシャイン

・土浦会場 ３月 日︵月︶︑
日︵水︶午後１時 分〜
ホテルマロウド筑波
◇問合せ 茨城労働局職業安
定課☎０２９ ２２４ ６
２１８︑ハローワーク龍ヶ
崎☎０２９７ ６０ ２７
２７
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放課後児童クラブ
入会児童募集

児童館では︑放課後に大谷
時計台児童館・木原城山児童
館・安中小学校で開設してい
る放課後児童クラブの平成
年度入会児童を募集します︒
◇対象児童 仕事や病気等︑
保護者の事情により放課後
家庭において健全な育成を
受けることができない小学
１〜６年生
◇利用時間 放課後から保護
者が迎えに来れる時間まで
＊最長で午後６時 分まで︒
◇申込方法 各児童館で配布
している﹁入会申請書﹂と家
庭状況に応じた﹁各種証明
書﹂用紙︵村ホームページで
もダウンロード可︶を︑対象

＊安中小学校で開設している
放課後児童クラブ﹁安中学
区児童クラブ﹂への加入を
希望する場合は︑大谷時計
台児童館に必要書類を提出
してください︒
◇申込期間 ２月 日︵水︶〜
３月１日︵火︶午前９時 分
〜午後５時 分
＊土・日を除きます︒

の児童館に提出してください︒

２８

３０

☎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

−

−

−

−

教育課子ども育成室︵役場内︶

１５

２４

１４

３０

７

３０

２８

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
村では︑借家住まいの母子
父子家庭の方に対し︑母子父
子福祉住宅手当を年２回︵９
月と３月︶に支給しています︒
◇対象 美浦村に住所を有し︑
次の両方に該当する母子家

３０

２９

１７

９

３１

１５

：

２９

非常勤一般職募集
︵管理栄養士︶

６５

２

お知らせ
村では︑非常勤の管理栄養
士を募集します︒
◇募集人数 １名
◇勤務場所 村保健センター
◇勤務期間 平成 年４月
日〜平成 年３月 日
＊更新の場合あり︒
◇勤務時間 週３日・午前８
時 分〜午後５時 分︵曜
日︑時間は応相談︶
◇賃金 日給８０００円
◇応募資格 美浦村に通勤可
能な 歳未満の方で︑管理
栄養士資格を有する方
◇欠格事項 地方公務員法第
条欠格事項に該当する方
３０

１６

１

美浦村防災訓練を
実施します
村では︑有事に備えて村内
全域の居住者を対象に防災訓
練を実施します︒
参加者は︑避難時を想定し
た服装でご来場ください︒
会場の近隣の方は︑徒歩で
ご来場いただくと会場までの
危険箇所をしっかり確認する
ことができます︒
＊事前申し込みは不要です︒
◇日時 ２月 日︵日︶午前９
時開始︵雨天中止︶
＊午前８時 分から受付︒
◇会場 美浦中学校
◇駐車場 役場駐車場
◇問合せ 役場総務課消防防
災係

第 回梅朝基礎落語

＊予約不要︒聴講を希望され
る方は当日文化財センター
にお越しください︒
◇日時
月 日︵日︶午後１
時 分〜３時 分
◇会場・問合せ 文化財セン
ター
２１

公開会議なので︑どなたで
も傍聴することができます︒
◇日時 ２月 日︵日︶午後２

村教育委員会定例会
を傍聴しませんか

２

時 分から︵受付時間 午
後２時〜２時 分︶
◇会場 村中央公民館２階会
議室
：

２８

３０

好文亭梅朝さんによる落語
講座です︒江戸時代に始まっ
た落語は現代にも通じる素晴
らしい話芸です︒落語にまつ
わるお話を通して落語に親し
みましょう︒
今回は﹁めでたい﹂をテーマ
に落語﹁八五郎出世﹂﹁堀の内﹂
を解説付きで披露します︒

３０

２８

２０

◇その他 個人情報が含まれ
るもの等︑議事によっては
一部非公開となります︒
◇問合せ 村教育委員会学校
教育課︵役場内︶

広報みほが電子書
籍で閲覧できます
このたび︑広報みほが﹁イ
バラキイーブックス﹂のサイ
トもしくは無料アプリ上で︑
電子書籍として閲覧できるよ
うになりました︒
＊電子書籍のデータ取得の際
の通信料は有料となります︒
︽イバラキイーブックス︵ iba
︶︾
raki-ebooks
株式会社光和印刷が運営す
る︑インターネット上で茨城
県の発行物を無料で閲覧でき
る地域特化型電子書籍ポータ
ルサイト︒︵ http://www.ibarak
︶
i-ebooks.jp/
︽電子書籍︾
パソコンやスマートフォン︑
タブレット等で見ることがで
きるデジタル化した書籍です︒
ＰＤＦ等の画像ファイルで見
るよりも紙の冊子に近い感覚
で操作することができます︒
◇問合せ 役場総務課広報広
聴係
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３０

３０

１３

「個人番号カード」の申請をした方へ

平成２８年１月から個人番号カードの交付が始まりました。
交付の用意ができた方には、順次役場からお知らせのハガキをお送りしますので、ハガキに記載されて
いる期限までに、役場住民課まで個人番号カードの受け取りにお越しください。
◇受取可能時間 平日の午前８時３０分〜正午、午後１時〜５時１５分（第２・第４水曜日は午後６時３０分まで）
◇交付の際に必要なもの 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書（ハガキ）、通知カード、
本人確認書類（ハガキを参照）、住民基本台帳カード（お持ちの方のみ・必須）
《交付の際の留意点》交付手続きには２０分程度かかります。窓口の状況によっては長時間お待ちいただい
たり、受取可能時間との兼ね合いから、ご来庁いただいた時間によっては即日交付できない場合があり
ます。交付の際には、本人確認のうえ暗証番号を設定しますので、事前に暗証番号を考えておいてくだ
さるようお願いします。また、原則として本人がお越しください。ただし、１５歳未満の方または成年被
後見人の方は、法定代理人の方が同行してください。
＊病気、身体の障がいといったやむを得ない理由により来庁が難しい場合に限り、代理人にカードの受け
取りを委任できます。詳しくはお問い合わせください。
《本人確認》本人確認は厳格に行います。法定代理人の方の場合、法定代理人の本人確認と代理権の確認
が必要です。
（内）
１２４・１２８
□問合せ 役場住民課☎８８５−０３４０

本１０００万円までとその利
息等が保護されます︒
決済用預金は全額保護され
ます︒決済用預金とは︑当座
預金や利息の付かない普通預
金等の︑﹁無利息︑要求払い︑
決済サービスを提供できるこ
と﹂という３要件を満たす預
金です︒該当するかについて
は︑各金融機関にご相談くだ
さい︒
◇問合せ 財務省関東財務局
水戸財務事務所理財課☎０
２９ ２２１ ３１９５

常陽銀行無料年金相談

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︶
◇開催日時
月 日︵月︶午
前 時〜午後３時
◇会場 常陽銀行美浦支店
◇予約・問合せ 常陽銀行美
浦支店☎８８５ ２９１５

関東森林管理局ホームペー
ジの応募フォームから応募
してください︒
＊２月 日︵金︶必着︒
◇必要事項 氏名︵ふりがな︶︑
性別︑生年月日︑住所︵郵
便番号︶︑電話番号︑職業︑
国有林モニター募集を知っ
たきっかけ︑国有林モニタ
ーに応募する理由
◇選考結果発表 ３月末まで
に書面にてお知らせします︒
◇詳細・応募・問合せ 関東
森林管理局国有林モニター
担当係︵企画調整課内︶〒３
７１ ８５０８群馬県前橋
☎０２
市岩神町４
７ ２１０ １１５０︑Ｆ
０２７ ２１０ １

ＡＸ

２５

−

−

−

：

− −

−

−

−

１５４︑ホームページ︵ htt
p://www.rinya.maff.go.jp/
kanto/policy/business/mon
itor2627.html)
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ター多目的ホール
◎共通事項
◇講師 沼澤篤︵主任講師︶
◇申込・問合せ 茨城県霞ヶ
浦環境科学センター環境活
動推進課☎０２９ ８２８

ちびっこ探検学校
ヨロン島参加者募集

０９６２

−

◎第 講 霞ヶ浦の歴史１
縄文〜中世

茨城県霞ヶ浦環境科学セン
ターでは︑県民の皆さまに︑
霞ヶ浦について体系的・総合
的に学んでいただくために霞
ヶ浦学講座を開講しています︒

霞ヶ浦学講座

−

−

６２１６︑

１４

２８

−

２２４

３０

茨城県の
特定最低賃金改正

☎０２９

茨城県の特定最低賃金が︑
次のとおり改正されました︒
・鉄鋼業 時間額８５１円
・はん用機械器具︑生産用機
械器具︑業務用機械器具製
造業 時間額８２５円
・計量器・測定器・分析機器
・試験機・理化学機械器具︑
医療用機械器具・医療用品︑
光学機械器具・レンズ︑電
子部品・デバイス・電子回
路︑電気機械器具︑情報通
信機械器具︑時計・同部分
品製造業 時間額８２１円
・各種商品小売業 時間額７
９５円
◇効力発生日 いずれも平成
年 月 日
◇問合せ 茨城労働局賃金室
−

◇日時 ３月６日︵日︶午後１
時 分〜３時 分
◇会場 霞ヶ浦環境科学セン
ター２階会議室

最寄りの労働基準監督署

ご存知ですか？
預金保険制度

１０
−

公益財団法人国際青少年研
修協会では︑﹁第 回ちびっこ
国有林モニター募集
探検学校ヨロン島﹂の参加者
林野庁関東森林管理局では︑
を募集します︒日本人小学生
﹁国有林モニター﹂
を募集します︒
と在日外国人小学生が一緒に
◇募集人数
名程度
生活し︑積極的にチャレンジ
する心と国際感覚を養います︒ ◇期間 平成 年４月〜平成
年３月まで
◇場所・期間 鹿児島県大島
◇内容 国有林の広報誌やイ
郡与論町 ３月 日︵土︶〜
ベント情報等閲覧︑国有林
４月１日︵金︶ ６泊７日
野事業に関するアンケート
◇定員 日本人小学生２００
回答︑意見・提言等︒
名︑外国人小学生１００名
◇応募条件 福島県︑関東１
◇費用
万９０００円︵プ
都６県︑新潟県︑山梨県︑
ログラム参加費＋旅費︶
静岡県在住の国有林野事業
＊水戸駅から参加の場合の額︒
に関心のある平成 年４月
◇申込期限 ３月４日︵金︶
１日時点で 歳以上の方︒
◇資料請求・申込・問合せ
＊国会および地方議会の議員︑
公益財団法人国際青少年研
地方公共団体の長および常
修協会☎０３ ６４１７
勤の国家公務員は除きます︒
９７２１︑ＦＡＸ０３ ６４
◇応募方法 必要事項を記入
の上︑郵便はがき︑ＦＡＸ︑
４０

２６

−

−

−

１７ ９７２４︑ホームペー
ジ︵ http://www.kskk.or.jp
︶

１２月３１日現在死者ゼロ継続６６９日

３

２８７０

２０

１６

年累計
１（ １９ ）
１（ ２３ ）
０（ ０ ）

発生件数
負傷者数
死者数

３１

◎第 講 霞ヶ浦の歴史２
近世〜現代
◇日時 ３月 日︵日︶午後１
時 分〜３時 分
◇会場 霞ヶ浦環境科学セン

１４

２６

（１２月１日〜３１日）

１２

預金取扱金融機関が破たん
した場合︑定期預金や利息付
きの普通預金等は︑金融機関
ごとに預金者１人あたり︑元

２０

３０

３０

３０

１
３

３０

−

村の交通事故発生状況

１
２

２７

日︵日︶必着︒
◇問合せ 放送大学茨城学習
センター☎０２９ ２２８
０６８３︑ホームページ
︶
http://www.ouj.ac.jp
︵

善

意

−

−

−

−

− −

固 定 資 産 税 （４期）
国 民 健 康 保 険 税 （６期）
介 護 保 険 料 （８期）
後期高齢者医療保険料 （８期）

︹村へ︺
○一般社団法人茨城県建築士
会稲敷支部様 ５１１０円
○社会福祉法人美しの森﹁虹
の里﹂様 門松一揃い
︹善意銀行へ︺
○陶美様 ５０００円
○匿名希望１件 １２６０円
︹社会福祉協議会へ︺
○中野久永様︵群馬県︶︑フィ
ールドパック株式会社様
古切手
○匿名希望１件 介護用品等
○匿名希望２件 古切手
○匿名希望１件 使用済みプ
リペイドカード
ありがとうございました︒

＊納期限は２月２９日
（月）
です。

県立水戸南高校通
信制課程生徒募集

１０

２８４

２月の納税

１０

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）

１０

障がい者相談

２３

場所

２月１５日
（月）
、３月１４日
（月）
午後１：００〜３：００
老人福祉センター
日時

役場福祉介護課

問合せ先

−

毎週水・木曜日
午前９：００〜午後３：００

２０

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）

放送大学
４月入学生募集

来所
相談

◇受付期間
・一般入学︵新入学︶
３月 日︵木︶〜 日︵水︶
・編入学・転入学
３月４日︵金︶〜９日︵水︶
＊土・日曜日を除く
◇問合せ 茨城県立水戸南高
等学校︵通信制︶〒３１０
０８０４水戸市白梅２
☎０２９ ２４７ ４

場所

平成２８年２月号

広報みほ

19

毎週火〜金曜日
午前９：００〜午後３：００

平日住民課窓口に
来られない方へ

行政相談

１５

電話
相談

１８

登録証明書︶の発行︑印鑑
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︒

＊事前連絡の上、おこしください。
相談日以外は留守番電話またはＦＡＸで
相談を受け付けています。

放送大学では︑平成 年度
第１学期︵４月入学︶の学生を
募集しています︒放送大学は
テレビやインターネット等を
利用し授業を行う通信制の大
学で︑幅広い分野が学べます︒
歳以上の方なら︑１科目
から学習する選科履修生・科
目履修生として入学できます︒
歳以上の大学入試資格を
お持ちの方なら︑学力試験は
なく全科履修生として入学で
き︑４年以上在学して１２４
単位を修得し卒業すると学士
︵教養︶の学位を取得できます︒
＊資料無料︒出願期間は３月

場所：光と風の丘公園クラブハウス

◎住民票の写し・印鑑登録証
明書の休日交付︵電話予約︶

相談・連絡先 ☎・ＦＡＸ ８８５−７７８８

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

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

村では︑住民課窓口業務の
﹁時間延長サービス﹂および
﹁電話予約による証明書等の
休日交付﹂を実施しています︒
業務内容が通常とは異なりま
すので︑ご利用の際は電話等
で事前にご確認ください︒
◎住民課窓口時間延長実施日
毎月第２・第４水曜日︵祝
日の場合はその前開庁日︶
＊年末年始を除く
◇２月・３月の実施日時
２月 日・ 日︑３月９日
・ 日午後５時 分〜７時
◇取扱業務 各種証明書︵住
民票・戸籍の証明書・印鑑

＊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。

２８

２月２６日
（金）
午前１０：００〜正午
役場１階住民相談室
日時

３月７日
（月）
・２２日
（火）
午後１：００〜３：００
日時

１５

心配ごと相談

２４

＊３月１日
（火）
午前８：３０より申込受付

１０

３月２３日
（水）
午後１：３０〜４：００
日時

２３

弁護士による法律相談

