みを含む）
・応募職種を明記
した書類を同封のこと。
◇受付期間 ７月１日（木）〜
８月 日（月）までの午前９
時〜午後５時
土・日・祝日を除きます。
※
郵送は８月 日（月）午後５
※
時必着。
◇給与 職員の給与に関する
条例規則に基づき支給され
ます。学校卒業直後の基本
給は次のとおりです。
（令和
３年４月１日現在・月額）
・大学卒業
万２２００円
・短大卒業
万５９００円
・高校卒業
万４９００円
学校卒業後、一定の経験年
※
数がある者は、一定額が加
算されます。
このほか、各種手当（扶養
※
・通勤・住居・時間外・期
末および勤勉手当）が支給
されます。
２

新型コロナウイルス感染症
への対応について

２

今後の感染拡大の状況や、
国、県の外出自粛要請等の状
況によっては、試験の日程等
について変更する場合があり
ます。その場合は、受験申込
者にお知らせするとともに、
村ホームページ等に掲載いた
しますので、試験前に確認の
うえ受験してください。
◇問合せ 役場総務課人事担
当☎０２９ ８８５ ０３
４０（内）２０３
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※ページ構成上募集がない月もあります。

令和４年度 美 浦 村 職 員 募 集

る罪を犯し刑に処せられた
者
・日本国憲法施行の日以後に
おいて、日本国憲法又はそ
の下に成立した政府を暴力
で破壊することを主張する
政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した者
◇試験の方法
・第１次試験 教養試験およ
び論文・作文
試験は大学卒程度と、短
※
大・高卒程度に区分。
・第２次試験 第１次試験合
格者を対象に個別面接試験
・身体検査。
第１次試験の合格者の発表
※
は 月中旬頃に、最終合格
者の発表は 月下旬頃に本
人に通知します。
◇第１次試験期日および会場
・期日 ９月 日（日）
・会場 美浦村役場（美浦村
受領１５１５番地）
◇第２次試験期日および会場
第１次試験の合格者に通知
します。
◇受験手続 申込書、履歴書
を役場総務課に提出（申込
書、履歴書は役場総務課で
交付）
郵便で請求の場合は、封筒
※
の表に「職員採用試験申込
用紙請求」と朱書きし、返
信用封筒（
×㎝ ・あて
先明記・１２０円切手を貼
付）と、住所・氏名・電話
番号・最終学歴（卒業見込

（広告欄）

１枠２，
７００円～（先着）

込みの方
◇欠格事項
次のいずれかに該当する者
は受験できません。
・日本国籍を有しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで、ま
たはその執行を受けること
がなくなるまでの者
・美浦村職員として懲戒免職
の処分を受け、当該処分の
日から２年を経過しない者
・人事委員会又は公平委員会
の委員の職にあって、第
条から第 条までに規定す

－

広報みほに広告を掲載しませんか
６３

１５１６１８

－

公共機関等の電話番号はお知らせの
最終ページに掲載しています。

令和４年度採用の村職員を募集します。採用試験等
については次のとおりです。

３１

１１

１９

３３

詳細は村ホームページをご覧になるか
役場総務課までお問合せください。

６０

お知らせ
◇募集職種・採用予定人数
①一般事務職 若干名
②保育士 若干名
◇受験資格
▼共通受験資格
昭和 年４月２日以降に生
まれた方
▼職種別受験資格
①一般事務職
高等学校卒業程度以上の学
力を有する者（学歴不問）
②保育士
保育士および幼稚園教諭の
資格を有する方または令和
４年３月 日までに取得見
５６

１０

２４

１５

◇通知対象者 昭和３２年４月２日～平成２２年１月３１日生の方
◇新型コロナワクチンの接種順位
① 医療従事者
②６５歳以上の方
③ 基礎疾患を有する方・高齢者施設の従事者
④ その他
※④の方は申請不要です。接種順位が来たら接種券を送付
しますので、今しばらくお待ちください。
◇問合せ 健康増進課（保健センター）☎０２９－８８５－１８８９

１８

消印有効）
郵送申込みは、インターネ
※
ット申込みができない場合
のみ利用してください。
◇受験案内 裁判所ウェブサ

イト (https://www.courts
.go.jp/saiyo/index.html)
または裁判所で配布してい
る受験案内をご覧ください。
▼第一次試験日
９月 日（日）
▼第一次試験種目
基 礎 能 力 試 験（ 多 肢 選 択
式）、作文試験
▼第二次試験日
月中旬から下旬
▼第二次試験種目
人物試験（個別面接）
◇問合せ 水戸地方裁判所事
務局総務課人事第一係☎０
２９ ２２４ ８４１７

常陽銀行無料年金相談

常陽銀行委託の社会保険労
務士が、無料でご相談に応じ
ます。（要予約）
◇開催日 ７月 日（火）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☎０２９ ８８５
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いきいきミセス講座
受講生募集

（火）は休館です。
預けて安心！法務局におけ
◇対象・定員 村内在住の女
性 名
る自筆証書遺言書保管制度
申込者多数の場合には募集
※
要項に則り選考。
昨年７月 日から、法務局
◇計画内容 村ホームページ、 （本局・支局）において「自筆
または中央公民館等で配布
証書遺言書保管制度」が始ま
している募集チラシをご確
り、多くの方から遺言書の保
認ください。
（８月より掲載
管申請がされております。
予定です。）
本制度を利用して、自筆で
◇申込・問合せ 生涯学習課
書いた遺言書を法務局に保管
（中央公民館内）
していただくことにより、大
切な遺言書の紛失や改ざん等
を防止することができます。
詳しい手続は、水戸地方法務
局ホームページ (http://hou
mukyoku.moj.go.jp/mito/)
をご覧ください。
◇問合せ 水戸地方法務局土
浦支局総務課☎０２９ ８
２１ ０７８３（平日：午
前８時 分から午後５時
分まで）

裁判所職員一般職試験

１２

－
２９１５

－

（裁判所事務官、
高卒者区分）

－
２０

－

１５
１５

１０

１０

－

◇受付期間
◎インターネット ７月６日
（火）午前 時から７月 日
（木）まで（受信有効）
◎郵送 ７月６日（火）から７
月９日（金）まで（７月９日
１０

１０

新型コロナワクチンの接種順位「基礎疾患を有する方」を把
握するために、６月２３日に『新型コロナワクチン接種に係る
基礎疾患申出について』という通知を発送しました。
この申請に基づき接種に必要な接種券を発送しますので、通
知で詳細を確認のうえ、該当する方は通知に同封した申出書
を提出してください。
※申請締め切りは７月９日（金）としてありますが、それを過
ぎても随時手続きしますので申請してください。

１０

－
３０

女性の資質や能力向上の助
けとなることを目的とした講
座です。家庭や職場からはな
れて、リフレッシュしてみま
せんか？
◇申込期間 ８月３日（火）〜
８月 日（水）
月曜、祝日及び８月 日
※

新型コロナワクチン『基礎疾患申出』について

（広告欄）

活動調査

ご協力ありがとうご ざ い ま し た

〜経済センサス

６０

６１

６月１日を調査期日に、「令

日（金） ※
月曜休館。
◇対象 村内に在住の 歳以
上の方（令和３年４月１日
現在）
◇定員
名
応募者が定員以上の場合は
※
募集要項等により選考。
◇内容 村ホームページもし
くは公民館備え付けの要項
をご覧ください。
◇申込・問合せ 生涯学習課
（中央公民館内）

２０

美浦大学院
（高齢者
学級）
受講生募集

◇申込・問合せ 生涯学習課
（中央公民館内）

県立ＩＴ短大
オープンキャンパス

）
w.ibaraki-it.ac.jp
◇その他 実施の案内・変更
等はホームページでお知ら
せします。

県立盲学校

１１

和３年経済センサス 活動調
査」が行われました。村内事
業所、企業の皆さまには、お
忙しいところ、インターネッ
トや郵送による調査への回答
にご協力いただき、誠にあり
がとうございました。
集計結果は、総務省統計局
および経済産業省のホームペ
ージで令和４年５月から順次
公表する予定ですので、しば
らくお待ちください。
なお、調査票の提出・回答
がまだお済みでない事業所に
おかれましては、お早めの提
出・回答をお願いします。
◇問合せ 役場企画財政課

美浦大学（高齢者
学級）受講生募集

（広告欄）

２７

１ ３３８８、メール（ shi
en@ibaraki-sb.ibk.ed.jp)
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本校は「開かれた短期大学
地域巡回教育相談会
校」としてＩＴのプロフェッ
ショナルを育成しています。
視覚に障がいのある方の見
ＩＴに興味のある方、技術
えにくさを補うための補助具
を身に付けたいと考えている
（レンズや拡大読書器など）を
方は、ぜひこの機会にご参加
展示したり、相談会を行った
ください。
りします。小さなお子様や保
◇開催日時 ７月 日（土）、
護者の方だけでなく、成人の
８ 月 日（土）、 日（土）、
方や関係機関からの参加もお
令和４年２月 日
（土）
受けしています。
午前９時〜午後４時
入学を前提としない相談会
◇場所 茨城県立産業技術短
ですので、お気軽にご参加く
期大学校
ださい。相談は無料です。
◇内容 学校見学や体験授業
＊コロナウイルス感染予防の
を行います。
ため予約制となっておりま
◇対象者 ＩＴに関心をお持
す。事前に予約してからお
ちの高校生及び保護者など
越しください。
◇申込み 体験授業は要申込。 ◇日時 ７月 日（火）午前
電話にて間い合わせるかホ
時〜午後３時
ームページをご覧ください。 ◇場所 土浦合同庁舎本庁舎
◇締め切り 各開催日の前日
３階第２会議室（土浦市真
まで
）
鍋５
◇申込・問合せ 茨城県立産
◇問合せ・事前申込先 茨城
業技術短期大学校（水戸市
県立盲学校視覚障害教育支
下大野町６３４２）☎０２
援センター☎０２９ ２２
９ ２６９ ５５００、ホ
ームページ（ http://ww

－

２８１７

２６

２０

昨年度から開設された美浦
大学院。今までの豊富な経験
を活かして、いろいろなこと
に挑戦し、自らの地域社会に
貢献してみませんか。
◇申込期間 ７月 日（火）〜
月曜休館。
日（金） ※
◇対象 村内に在住の 歳以
上の方（令和３年４月１日
現在）で、平成 年度以降
に美浦大学を修了した方
◇定員
名
応募者が定員以上の場合は
※
募集要項等により選考。
◇内容 村ホームページもし
くは公民館備え付けの要項
をご覧ください。

－

－
１７
－
２６

－

２１

３０

３０

－

今や生涯学習の時代です。
より豊かで充実した人生を
送るため「見たり、聞いたり、
話したり」新しい仲間と一緒
に、長い歴史のある美浦大学
で学んでみませんか。
◇申込期間 ７月 日（火）〜

－

１３

１４

－

１３

８９３

３１

０１１０

１０

３３８０、
８９３ ３

る相談を無料で行っています。
◇対象者
歳から 歳の無
業の方及びその家族
◇申込み 電話、ＦＡＸ、メ
ール、ウェブから申込み。
◇問合せ いばらき県南若者
サポートステーション☎０
２９ ８９３
ＦＡＸ０２９

善意

〔村の小中学校へ〕
○美浦ライオンズクラブ様
生理用品
〔社会福祉協議会へ〕
○美浦村食生活改善推進員様
古切手
○野口久雄様 車イス３台
○匿名 玄米 ㎏
◇ありがとうございました
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個人事業税は
便利な口座振替で

口座振替をご利用になると、
納期限を忘れたり、わざわざ
金融機関に納付に行く必要が
なくなりとても便利です。お
申し込みは、県税事務所また
は預金先の金融機関へお問い
合わせいただくか、納税過知
書（８月中旬ころ発送）に同
封のハガキをご利用ください。
◇問合せ 茨城県土浦県税事
務所管理課☎０２９ ８２
２ ７２０３

－

４９

３８１、メール（ info@sa
）
posute-tsukuba.jp

－ －

〔村の教育事業へ〕
○さくら自動車株式会社様
１００万円

－

－

高齢者福祉・介護保険事業・

浦村第４期障がい者計画・第
もしくは令和４年３月 日
６期障がい福祉計画・第２期
までに卒業見込みの人、ま
障がい児福祉計画」を策定し
たは人事委員会がこれと同
ました。
等と認める人
計画書は役場福祉介護課で
《採用予定人数》
ご覧いただけるほか、村ホー
・男性警察官Ａ
名程度
ムページからも閲覧できます。 ・女性警察官Ａ
名程度
◇問合せ 役場福祉介護課
▼警察官Ｂ 昭和 年４月２
日から平成 年４月１日ま
茨城県警察官採用
で
に生まれた人で、警察官
Ａの受験資格（学歴区分）に
試験（第２回）
該当しない人
◇受験資格
《採用予定人数》
▼警察官Ａ 昭和 年４月２
・男性警察官Ｂ
名程度
日以降に生まれた人で、学
・女性警察官Ｂ
名程度
校教育法による大学（短期
◇受付期間 ７月１日（木）午
大学を除く）を卒業した人
前９時〜８月 日（金）午後
５時
※申込みは原則インターネッ
トによる。
◇第１次試験
９月 日（日）
＊一次試験合格発表日
月
１日（金）
◇問合せ 稲敷警察署警務課
６３１５３０
２０６０

若者の就労をサポート

☎０２９

１９

いばらき県南若者サポート
ステーションでは、就労に関
する様々な悩みを抱える方々
の将来に向けた取組みに関す

－

１６

１３

－

６３

美浦村社会福祉協議会では、えんぴつ、ノー
ト、色えんぴつ、クレヨン、画用紙、のり、
ボールペン等の未使用文具の寄附を受け付け
ています。
「美浦村中央公
民館ロビー」
「みほふれ愛
プラザ」に設置してある
文具ステーションにご提
供ください。文具が必要
な村内のお子さまを支援
するため、みなさまのご
協力をお願いします。

１５

４０

－

障がい福祉等計画策定

みなさまのご家庭に眠つている未使用文具
をご寄附ください。必要な方に届けます！

村では、『地域で支え合う健
康で安心して暮らせる村づく
り』を基本理念とし、①高齢
者が安心して暮らせる環境づ
くり、②生涯現役に向けた環
境づくり、③介護予防・日常
生活支援総合事業の充実、④
介護サービスの充実と制度の
安定的運営の４つを基本目標
に定め、令和３年度から令和
５年度を対象とする「美浦村
高齢者福祉計画及び第８期介
護保険事業計画」および「美

美浦村こども支援プロジェクト

◇問合せ 村社会福祉協議会☎０２９－８８５－００３８

美 浦 村 役 場
みほふれ愛プラザ
子育て支援センター
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
保 健 セ ン タ ー
美浦水処理センター
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
デイサービスセンター
老人福祉センター
シルバー人材センター
消費生活センター
美 浦 村 商 工 会

☎０２９－８８５－０３４０
☎０２９－８８５－６５１１
同上プラザ内
☎０２９－８８５－４４５１
☎０２９－８８５－８４４２
☎０２９－８８６－０２９１
☎０２９－８８５－６７１１
☎０２９－８８５－１８８９
☎０２９－８８５－０７２０
☎０２９－８８５－０５９７
☎０２９－８８５－１０６４
☎０２９－８８５－１５４９
☎０２９－８８５－４４８８
☎０２９－８８５－００３８
☎０２９－８８５－８８８５
☎０２９－８８５－７０８０
☎０２９－８８６－０００７
☎０２９－８８５－７１４１
☎０２９－８８５－２２５０

防災行政無線の放送内容の
自動電話案内サービス
放送内容が聞き取りにくかった場合、音
声で放送内容を確認できます。

☎ ０２９－８
０２９－８８
８５－０
５－００
０１
１０
美浦村防災メール
災害等に関する緊急情報等を
メールで受け取ることができ
ます。ホームページか、右の
ＱＲコードから登録できます。

７月の納税
納期限は８月２日（月）
です。
固 定 資 産 税 （２期）
国 民 健 康 保 険 税 （１期）
介 護 保 険 料 （１期）
後期高齢者医療保険料 （ １ 期 ）
（広告欄）
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令和３年７月号

各種相談
弁護士による
法律相談

日時

心配ごと
相談

日時

美浦村社会福祉
協議会主催

８月２５日（水）午後１時３０分～４時

※８月２日（月）午前８時３０分より申込受付。

８月２日（月）、２３日（月）
午後１時～３時

※予約は随時受付。

申込 社会福祉協議会☎０２９－８８５－００３８
会場 老人福祉センター☎０２９－８８５－７０８０
学校生活、子育てなどで悩みがあるときはご相談ください。

教育相談
美浦村教育相談
センター

行政相談
（予約不要）

障がい者
相談

▼

公共機関等お問合せ一覧

電話相談・来所相談・訪問相談
開所時間 月～金曜日
午前９時～正午、午後１時～４時
相談・予約 光と風の丘公園クラブハウス内
☎・ＦＡＸ ０２９－８８５－７７８８
国の仕事のことなどで困ったときはご相談ください。

日時
会場

７月３０日（金）午前１０時～正午
役場１階会議室

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。

日時

（予約不要）

会場

７月１２日（月）、８月１６日（月）
午後１時～３時
みほふれ愛プラザ

平日、住民課窓口に来られない方へ
◎住民課窓口時間延長
毎月第２・第４水曜日の午後５時１５分～７時に実施します。
・７月・８月の実施日 ７月１４日・２８日、８月１１日・２５日
・取扱業務 各種証明書の発行、印鑑登録、パスポートの交付、
戸籍届書の預かり、マイナンバー（個人番号）カードの交付、
電子証明書の更新
※転入・転出・転居等の住民登録業務は取扱いできません。
◎住民票の写し・印鑑登録証明書の休日交付（電話予約）
事前に平日・午前８時３０分～午後５時までに電話予約をい
ただくと、土・日・祝日に証明書を受け取ることができます。
※ご予約の際は証明書を受け取りにくる方がお電話ください。
◇問合せ 役場住民課

美浦村メガソーラー発電量
５月の発電量 ３２３，
１５０ｋWh

５０２ｋWh
累計（今年度）６０４，

