
全国家計構造調査へのご協力を
お願いします 
全国家
お願いお知らせ

▶10月から11月までの２か月間、2019年全国家計構造
調査が実施されます。
▶この調査は、全国の家計の構造を総合的に明らかにす
るため、総務省統計局が統計法に基づく基幹統計調査
として５年ごとに実施します。
▶調査の対象となる世帯には、統計調査員が調査票を配
布しますので、ご回答をお願いします。
▶統計調査員は、茨城県知事から任命されており、「調
査員証」を必ず携行しています。
▶調査により集められた個人情報は統計法により保護さ
れ、厳重に管理されますのでご安心ください。
▶調査に関する詳しい情報は、総務省統計局のホーム
ページをご覧ください。
https://www.stat.go.jp/data/zenkokukakei/2019/index.html
　皆様の調査へのご理解・ご回答をよろしくお願いします。
　【問合せ先】企画政策課
　　　　　　 ☎０２９－２１５－８００３（直通）

陸上自衛隊
高等工科学校生徒募集
陸陸陸陸陸陸陸陸上上上上上上上自自自自自自自
高高高高高高高等等等等等等等等等工工工工工工募　集

　陸上自衛隊高等工科学校では、令和２年４月着校の生
徒を募集します。本校では、技術を学びながら高等学校
卒業の資格取得ができます。
▶受付時期　推薦採用：令和元年11月１日（金）～11月29日（金）
一般採用：令和元年11月１日（金）～令和2年１月６日（月）
▶応募資格　令和２年４月１日現在15歳以上17歳未満
（平成15年４月２日から平成17年４月１日までの間
に生まれた者)の男子で、中学校卒業または中等教育学
校の前期課程修了者（見込含）
▶試験　推薦採用：令和２年１月５日（日）または６日
（月）の指定する１日　一般採用：第１次　令和２年１
月 18日（土）
▶手当　月額102,500円 期末手当年２回 (平成31年１
月１日現在) ※法律の改正により改定される場合があ
ります。

　その他の詳細は、ホームページを
　ご覧ください。

※自衛官候補生は年間を通じて募集しています。
　【問合せ先】自衛隊茨城地方協力本部　水戸募集案内所
　　　　　　 ☎０２９－２２６－９２９４
　ホームページ：http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 水戸税務署からのお知らせ

【問合せ先】企画政
　　　　　　 ☎０２

所所所所所所

水戸税お知らせ

　国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行
政に対する知識と理解を深めていただくため、毎年11月
11日から17日までを「税を考える週間」としています。
　「税を考える週間」の実施に合わせて、国税庁ホーム
ページ内に「くらしを支える税」をテーマとした特設
ページを設け、国税庁の各種取組について紹介している
ほか、ツイッターによる情報発信も行っています。
　詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）
をご覧ください。
　【問合せ先】水戸税務署
　　　　　　 ☎０２９－２３１－４２１４（直通）

女性に対する暴力をなくす運動

【問合せ先】水戸税
　　　　 ☎０２

女性にお知らせ

　11月12日から25日までは、「女性に対する暴力をな
くす運動」の期間です。
　配偶者等からの暴力や性犯罪、セクシュアル・ハラス
メント、ストーカー行為等は女性の人権を著しく侵害す
るものです。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
配偶者や同棲相手からの暴力（DV）についての相談受付
▶茨城県女性相談センター（配偶者暴力相談支援センター）
☎０２９－２２１－４１６６
 （月～金曜日：午前９時～午後９時、
　土・日曜日・祝日：午前９時～午後５時）
▶NPO法人ウィメンズネット「らいず」
　☎０２９－２２２－５７５７
 　（水・金曜日、午前10時～午後３時）
　【問合せ先】企画政策課
　　　　　　 ☎０２９－２１５－８００３（直通）

　 　　 　　 ☎☎☎☎☎☎☎０２０２０２０２０２０２９－９－－９－９－９－９－２２２２２２２２２２２２６－６－６－６－６－６６６ ９２９２９２９２９９２９２９４９４９４９４９４９４
ホーホーホーホーホーホームペムペムペムペムペムムペム ージージージージージージージジ：h：h：h：h：h：hhttttttttttttt p:p:p:p:p:p://///////////wwwwwwwwwwwww.w.w.w.w.w..momomomomomod.d.d.d.d.dd.gogogogogogo.j.j.j.j.j.jjp/p/p/p/p/p/pcpcpcpcpcpco/o/o/o/o/o/ibibibibibbibararararararakakakakakaki/i/i/i/i///
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Neighboring town

大洗町　第23回大洗あんこう祭
　熟練の板前による「あんこうの吊るし切り」
実演、あんこう汁の販売（収益の一部はチャリ
ティとなります）など、大洗の冬の味覚「あん
こう」を存分に堪能できるイベントを今年も開
催します。
▶日時　11月17日（日）午前９時～午後３時
　　　　※雨天決行、荒天中止
▶場所　大洗マリンタワー前芝生広場他
　　　 （大洗町港中央10）
　【問合せ先】大洗のまつり実行委員会
　　　　　 （大洗町商工観光課内）
　　　　　  ☎０２９－２６７－５１１１

東海村　東海Ｉ～ＭＯのまつり
　東海村の特産物である「さつまいも」をテー
マにした、県内唯一のいもづくしの祭典です。
「いも掘り探検隊」や「ジャンジャンどり」
（さつまいもの詰め放題ゲーム）、「珍いもコ
ンテスト」など、一風変わったイベントや、い
もフードの食べ歩きもできます。
▶日時　11月23日（土･祝）
　　　　午前９時～午後４時
▶場所　東海文化センター（東海村船場768-15）、
JA常陸東海支店（東海村船場544-2）の周辺
　【問合せ先】東海Ｉ～ＭＯのまつり運営協議会
　　　　　  （東海村観光協会内）
　　　　　　 ☎０２９－２８７－０８５５
　　　　　　 http://www.tokai-kanko.com/
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情報
11月の納税

○固定資産税　　　　　　３期
○国民健康保険税　　　　５期
○後期高齢者医療保険料　５期
下記納期限までに銀行、コンビニまたは役場窓口
で納付しましょう。

納期限は12月２日（月）
第２回さと学
「地域の資源を繋げる」

で納付しましょう
納期限

第２回
「地域お知らせ

　自身の故郷“さと”で地域づくりに取り組むためのノ
ウハウを、学んでみませんか。
　地域おこし協力隊員が企画する「さと学」の第２回の
テーマは「茨城町の資源を繋げる」です。町に今ある資
源を繋げることで、見えてくる地域の関係性をもとに、
これからの“ふるさとづくり”を考えます。法政大学の
保井美樹教授を講師に招き、「ソーシャル・キャピタ
ル」という概念を学んだ後、これから取り組むテーマを
チームで決めていきます。
▶日時　11月23日（土）　午後１時～５時（午後０時30分開場）
▶場所　桜の郷コミュニティセンター（桜の郷3114-9）
▶対象　町内で地域づくりに取り組んでいる方、これか

ら取り組みたいと考えている方
▶定員　30人　※先着順となりますが、できるだけご希

望に添い、お一人でも多くの方に参加していた
だけるよう配慮します。

▶参加費　無料
▶申込方法　下記の申込先に電話かメールでお申し込み
ください。メールの場合は①氏名②住所③日中連絡の
つく電話番号④参加人数を必ず記載してください。
　【申込・問合せ先】
　町民協働課　☎０２９－２９１－８８０２（直通）
　メール：chiikiokoshi@town.ibaraki.lg.jp

毎日コツコツ 骨粗しょう症予防教室

つく電話番号④参
【申込・問合せ先】
　町民協働課　☎０
　メール：chiikiok

毎日コ募　集

　「骨粗しょう症」とは加齢とともに骨の量が減り、スカ
スカになる状態のことを指し、女性に多く見られる病気
です。日頃から食生活や運動に気を配ると骨の減るス
ピードを遅らせることができます。骨粗しょう症予防の
ための食事と手軽な運動にトライしてみませんか。
▶日時　12月６日（金）
　　　　受付　午前９時45分～
　　　　講話・調理実習　午前10時～午後０時30分
　　　　運動実技　　　　午後 １時～３時
▶場所　ゆうゆう館内保健センター　
　　　　栄養指導室（２階）、健診室(１階）
▶対象　町内在住の女性
▶持参するもの　米１合、エプロン、三角巾、運動ので
きる服装、運動靴、汗拭きタオル、水分補給用の飲料
水など、500mlの中身入りペットボトル２本（ダンベ
ル代わりに使用）
▶参加費　無料
▶定員　20人　※定員になり次第締め切らせていただきます。
▶申込方法　11月５日（火）から11月22日(金）まで
に、下記までお申し込みください。
　【申込・問合せ先】健康増進課
　　　　　　　　　 ☎０２９－２４０－７１３４（直通）

　関係機関が集まり、登記、年金、雇用、税金など行政手
続きに関する質問や相談のほか、相続、離婚、多重債務な
どの法律相談に応じます。相談無料、予約不要です。
▶日時　11月25日（月）午前10時30分～午後３時
▶場所　ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター）
　　　　２階一般展示室（水戸市千波町東久保６９７）
　【問合せ先】総務省　行政相談センターきくみみ茨城　
　　　　　　 ☎０５７０－０９－０１１０

くらしの困りごと相談会
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くくくくくくくくらららららららお知らせ

　「茨城県交通安全条例」が改正され、「自転車の安全な
利用の推進」と「自転車損害賠償責任保険への加入促
進」に関する条文が追加されました。
　自転車は、誰もが手軽に利用できる便利な乗り物ですが、少
しの油断や過ちで、取返しのつかない事故につながります。法
律や交通ルールを守り、安全な自転車利用を心がけましょう。
▶主な改正事項
県民の責務
・自転車を利用する場合は、自転車保険への加入に努め
なければなりません。
保護者の責務
・お子様が自転車を利用する場合は、自転車保険への加
入に努めなければなりません。
・お子様に対して、交通事故の防止及び自転車の安全な利用に
ついて、必要な指導を行うように努めなければなりません。
事業者の責務
・事業に自転車を利用する場合、自転車保険への加入に
努めなければなりません。
・自転車通勤をしている従業員に対して、保険加入促進
のための啓発と情報提供に努めなければなりません。
・自転車販売店は、自転車の購入者に対して、保険加入促
進のための啓発と情報提供に努めなければなりません。
▶自転車事故での高額賠償事例
・男子小学生（11歳）が自転車で走行中、歩いていた女
性と衝突。女性が意識不明の重体に…損害賠償額
9,521万円
万が一の事故に備えて、自転車保険に加入しましょう！
　【問合せ先】町民協働課
　　　　　　 ☎０２９－２９１－８８０２（直通）

茨城県交通安全条例が
改正されましたノ
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　 　 ２階２階２階２階２階２階２２階２２ 一般一般一般一般一般一般一般展展展展展展展
【【【【【【問合問合問合問合問合問合問合合問 せ先せ先せ先せ先せ先せ先せ先】総】総】総】総】総】総総】 務省務省務省務省務省務省
　 　 　 ☎☎☎☎☎☎０５０５０５０５０５０５
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お知らせ
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