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常陸大宮市役所（本庁） 52-1111
山方支所 57-2121
美和支所 58-2111
緒川支所 56-2111
御前山支所 55-2111
総合保健福祉センター（かがやき）54-7121
水道課 52-0427
水道お客さまセンター 52-0427
下水道課 53-7250
教育委員会生涯学習課山方分室 57-2903
教育委員会生涯学習課美和分室 58-2142
教育委員会生涯学習課緒川分室 56-5111
教育委員会生涯学習課御前山分室 55-2116
教育支援センター（あゆみの広場）54-2026
消防本部・東消防署 54-0119
西消防署 56-2119
大宮公民館 52-0673
山方公民館 57-2903
御前山市民センター 55-2116
文化センター・ロゼホール 53-7200
図書情報館 53-7300
緒川総合センター 56-5111
おおみやコミュニティセンター 53-5885
山方農林漁家高齢者センター 57-3963
美和工芸ふれあいセンター 58-2142
御前山保健福祉センター 55-2111
西部総合公園体育館 52-5223
歴史民俗資料館大宮館 52-1450
歴史民俗資料館山方館 57-2616
文書館 52-0571
おおみや広域聖苑 54-0202

※市民課窓口のみの開設（昼休みを除く）

８月の休日窓口開設日
8月26日（日）9:00～17:00

本市は
　 『なぎなた競技』開催

P2 ○下水道工事について
P2 ○浄化槽をお使いの皆さんへ
P3 ○平成30年大阪府北部地震災害義援金について
P3 ○国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の更新について
P4 ○平成30年夏の交通事故防止県民運動
P5 ○地域創生まちづくり事業補助金について
P6 ○後期高齢者医療被保険者の皆さんへ

　人間ドック健康診査及び脳ドック健康診査の費用助成について
P6 ○上下水道料金の支払いは口座振替をご利用ください
P7 ○子宮頸がん・乳がん検診のお知らせ
P8 ○腹部超音波検診のお知らせ
P9 ○市産農畜産物放射性物質測定結果について
P10-11○常陸大宮市職員採用試験について
P12 ○蚊の発生源対策をしましょう
P12 ○自動車のカーテン・サンシェード等の交通違反について
P12 ○平成29年度中山間地域等直接支払交付金が23集

落協定に交付されました
P12 ○水田農薬空中散布の実施について
P13 ○ブロック塀の適切な管理に努めましょう
P20 ○図書情報館からのお知らせ
P22 ○けんこうカレンダー【8月】
P22 ○休日・祝日の当番医（7/15～8/11）

P14 ○第9回恋の華咲くマッチングパーティー参加者募集
P14 ○子育て広場「ベビーマッサージ」参加者募集
P14 ○一般社団法人常陸大宮市シルバー人材センター会員募集
P14 ○合気道一日体験教室参加者募集
P15 ○水戸市医師会看護専門学院准看護学科地域特定推薦入学志願者募集
P15 ○地震体験ツアー参加者募集
P16 ○上村田霊園使用者募集
P16 ○平成30年度茨城県警察官採用試験（第2回）
P17 ○自衛隊募集及び採用説明会

P17 ○市民健康教室開催
P18 ○第73回国民体育大会関東ブロック大会なぎなた競技会の開催について
P18 ○平和をねがうおはなし会
P18 ○ふれあいギャラリーの催し物
P18 ○歴史講演会について
P18 ○常陸大宮市文化センター　催し物のご案内
P19 ○美和ふるさとまつり

P21 ○各種無料相談【8月】
相 談

お知らせ

募 集

イベント
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　公共下水道工事を下記のように行います。工事に伴い付近にお住まいの方、通行される方には交通規
制等でご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
○工事場所　田子内町、泉、上村田、下村田地内
○工事期間　平成30年7月～平成31年1月
○工事時間　8:30～17:00

　浄化槽は、定期的な維持管理（保守点検・清掃と法定検査）が必要で、法律により実施が義務付けら
れています。浄化槽を正しく使うためにも、皆さんのご協力をお願いします。
１．保守点検
○実施機関　県に登録している保守点検業者
○実施回数　年３～４回　※10人槽以下の家庭用浄化槽の場合
○内　　容　浄化槽内の機器（送風機など）の点検調査や消毒剤の定期的な補充を行います。
２．清　　掃
○実施機関　市の許可を受けた清掃業者
○実施回数　年に１回以上　※全ばっ気方式は６か月に１回以上
○内　　容　浄化槽に溜まった汚泥などを抜き取ります。
３．法定検査
○実施機関　公益社団法人茨城県水質保全協会（県指定検査機関）
○実施回数　毎年１回　※初回検査は使用開始から３～５か月以内
○内　　容　浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを確認するた

め浄化槽の外観・水質・保守点検の記録等の書類を検査します。

お知らせ
下水道工事について

浄化槽をお使いの皆さんへ

　 下水道課下水道G　☎53-7250問

　 下水道課下水道G　☎53-7250
　 茨城県県北県民センター環境・保安課　☎0294-80-3355
　 【法定検査の申込先】　公益社団法人茨城県水質保全協会検査部　☎029-291-4004

問
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　平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により被災された方々を支援することを目
的として、下記のとおり義援金を募集します。
〈日本赤十字社常陸大宮市地区〉
○義援金の名称　平成30年大阪府北部地震災害義援金
○募集期限　　　平成30年9月28日（金）まで
○義援金受付口座

　※税の軽減を受ける方は、下記にお問い合わせください。
○現金による預かり
　日本赤十字社常陸大宮市地区窓口（社会福祉課内）及び各支所窓口
○義援金の流れ

　上記の口座及び窓口でお預かりした義援金は、日本赤十字社茨城県支部を経由して、大阪府に設置
された義援金配分委員会を通じ、全額を被災された皆さんへお届けします。

○その他
　　不明な点がありましたら、お問い合わせください。

　70歳から74歳までの方が現在使用している国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は、
平成30年7月31日までとなっています。
○8月1日から使用できる被保険者証兼高齢受給者証を7月末に郵送します。
　これまで70歳から74歳までの方には、被保険者証を毎年3月末（4月更新）に、高齢受給者証を7月
末（8月更新）に送付していましたが、国保の広域化にともなう利便性向上のため、4月1日より被保険
者証に高齢受給者証の内容を記載した被保険者証兼高齢受給者証を交付しています。現在お手元にあ
る高齢受給者証は使用できなくなりますので、ご自身で破棄してください。
（個人情報が多く記載されていますので、ハサミなどで細断してから破棄してください）
○新しい被保険者証兼高齢受給者証は、世帯の70歳以上の加入者全員分を世帯主宛てに郵送します。
○記載内容をご確認ください。
　被保険者証兼高齢受給者証に記載されている氏名、生年月日、住所などに誤りがないかご確認くだ
さい。記載内容に相違やご不明な点がある場合は、本庁医療保険課へお問い合わせください。
○有効期限
　国保の広域化にともない、被保険者証兼高齢受給者証の有効期限が原則毎年7月31日になります（被
保険者証兼高齢受給者証に記載されている負担割合が毎年8月切替のため）。
　ただし、次に該当する方は有効期限が異なりますのでご注意ください。
　・平成31年7月31日までに75歳になる方
　　有効期限は75歳の誕生日の前日までです。
　　※75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ移行します。
○下記に該当する場合は、本庁医療保険課又は各支所まで届出をしてください。
　１．職場の健康保険等に加入したとき
　　　持参するもの…被保険者証兼高齢受給者証、社会保険の被保険者証及び印鑑（朱肉を使うもの）
　２．施設入所等をするため、住民票を市外へ異動したとき
　　　（特例により常陸大宮市の被保険者証兼高齢受給者証を引き続き交付します）
　　　持参するもの…在所証明書、印鑑（朱肉を使うもの）
　３．施設等を退所されたとき
　　　持参するもの…被保険者証兼高齢受給者証、印鑑（朱肉を使うもの）

※手続きの際、世帯主及び対象者の個人番号（マイナンバー）のわかるもの、届出人の本人確認が
できるもの（運転免許証等）をお持ちください。

○70歳未満で被保険者証を使用している方
　　現在お使いの被保険者証は、原則平成31年7月31日まで引き続き使用できます。

平成30年大阪府北部地震災害義援金について

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の更新について

問　 日本赤十字社常陸大宮市地区（　　 社会福祉課内）　☎52-1111　内線132　134　　 54-0024本庁 FAX

金融機関 支店名 口座番号 名　義

東日本銀行 大宮支店（212） 普通預金
395533

日本赤十字社常陸大宮市地区災害義援金
代表　三次 真一郎

問　　　  医療保険課国保G　☎52-1111　内線165本庁
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◎横断歩道があるところでは減速し、歩行者がいる場合は一時停止しま
しょう。
◎日没30分前にはライトを点灯し、自車の存在を周囲に知らせましょう。
◎夜間、先行車や対向車がいない場合は、ライトを上向きに切り替えましょう。
◎歩行者の方は、道路を横断する際は横断歩道を利用し、左右の安全を確
認してから横断しましょう。

歩行者（特に子どもと高齢者）の保護

◎飲酒運転やスピードの出し過ぎ、信号無視などの危険な運転は、重大事
故に直結します。
　交通ルールを守り、安全運転を心がけてください。
◎疲労による運転は注意力が散漫になり思わぬ危険を招きます。ハンドル
を握ったら運転に集中できるように、適宜休憩をとりましょう。
◎高齢者の自転車や歩行者を見かけたら、自転車や歩行者との間隔を十分
にとり、スピードを落とし、思いやりのある運転をしましょう。

飲酒運転・スピード違反・疲労による運転等の防止

◎日頃から、家族で自転車は車両の仲間であることや、運転中のルールや
マナーについて確認しましょう。
◎自転車の点検設備の励行、反射材用品の活用等で事故を防止するととも
に、自転車保険へも加入しましょう。

自転車の安全利用の推進

7月20日（金）・7月27日（金）

飲酒運転根絶のための県下一斉広報日

問　　　  安全まちづくり推進課安全まちづくり推進G　☎52-1111　内線114本庁

〈実施機関等〉
常陸大宮市交通安全対策推進協議会・一般財団法人茨城県交通安全協会大宮地区交通安全協会・常陸大
宮市交通安全母の会連絡協議会・大宮地区安全運転管理者連絡協議会・大宮警察署

平成30年夏の交通事故防止県民運動
7月20日（金）～7月31日（火）

「ヘルメット　自分を守る　パートナー」
　夏は、季節特有の解放感、暑さや行楽の疲労などによる交通事故の多発が懸念されます。
　県民一人ひとりが交通安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組む
ことにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的に、夏の交通事故防止県民運動を展開します。
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　この補助金は、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、市民相互の連帯感を一層高め、地域の特
性を生かした魅力と活力のある元気なまちづくりを推進するため、市民が主体となって実施する公益性
が高く地域の活性化を推進する活動に対し、補助金を交付します。
○補助の期間　平成30年度から4年間とします。
○補助対象者　この補助金の対象者は、次に掲げるいずれにも該当する団体とします。
　　　　　　　・活動拠点を市内に有し、市内で活動している団体
　　　　　　　・原則として、市内に在住または在勤する方で構成され、構成員が10人以上の団体
　　　　　　　・規約、会則等の定めにより代表者、組織、活動目的等が明らかである団体
　　　　　　　・政治的または宗教的な活動を目的としない団体
○補助対象事業　補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業で、補助の目的に照らして市長が適当

と認める事業とします。

○申請方法　申請書（HPからダウンロード可能）に必要事項を記入し、地域創生課（本庁3階）まで持参してください。

地域創生まちづくり事業補助金について

問　　　  地域創生課　地域創生企画室　☎55-7600（直通）　　 53-6502
　　　  sousei@city.hitachiomiya.lg.jp　　　 http://www.city.hitachiomiya.lg.jp

本庁
H P

FAX

対象事業
廃校その他の用途廃止された市有施設を活用し、地域住民が気軽に集うことができる地域づくり
活動拠点を整備する事業
※集会場等の改修など補助制度がある施設は対象外となります。

補助金額 １団体につき補助対象経費10/10（補助限度額100万円）
対象経費 自主的に行う事業の実施に直接必要となる経費

１．地域づくり事業

対象事業
次に掲げる生活環境の保全や生活道路の維持修繕等を、計画を立て年間を通じて実施する団体
①市内の生活道路の維持修繕　　　②市内の環境整備に関する事業
③市内の景観づくりに関する事業　④その他市長が認めた事業

補助金額 １団体につき補助対象経費の10/10（補助限度額50万円）
対象経費 自主的に行う事業の実施に直接必要となる経費

２．生活の基盤づくり事業

（1）観光資源整備事業
対象事業 市の観光資源となる施設の整備に加え、整備後のPRや観光振興活動に努める事業
補助金額 １団体につき補助対象経費の10/10（補助限度額50万）
対象経費 自主的に行う事業の実施に直接必要となる経費

（2）お祭り等開催事業
対象事業 地域の賑わいづくりとコミュニティづくりを目的としたお祭り・イベント等を開催する事業
補助金額 １団体につき補助対象経費の1/2（補助限度額50万円）
対象経費 お祭り・イベント等の準備及び開催に必要となる経費で、次の対象外経費を除く。

・人件費、交際費、慶弔費、親睦会費及び社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費
（3）伝統文化継承事業

対象事業
次に掲げる地域の賑わいづくりとなる伝統文化継承のための事業
①継承のための資料作成・データ化　
②継承のための用具等の修繕事業
※指定文化財は既存の補助を活用し対象外となります。

補助金額 １団体につき補助対象経費の1/2（補助限度額100万円）
対象経費 伝統文化継承に必要となる経費

（4）市民交流活動事業
対象事業 地域で市民の交流を図るための事業を、計画を立て年間を通じて実施する団体
補助金額 １団体につき補助対象経費の1/2（補助限度額30万円）
対象経費 市民交流活動に必要となる経費で、次の対象外経費を除く。

・人件費、交際費、慶弔費、親睦会費及び社会通念上公金で賄うことがふさわしくない経費

３．賑わいのまちづくり事業

補助対象事業 補助対象外事業
１．地域づくり事業
２．生活の基盤づくり事業
３．賑わいのまちづくり事業
　 （1）観光資源整備事業　（2）お祭り等開催事業
　 （3）伝統文化継承事業　（4）市民交流活動事業

１．事業の効果が特定の個人または団体に限定される事業
２．営利のみを目的とする事業

（提出書類）　・地域創生まちづくり事業補助金交付申請書（様式第1号）
　　　　　　・事業計画書（様式第2号）　・収支予算書（様式第3号）　・団体概要調書（様式第4号）
　　　　　　・団体の規約、会則等　　　・団体の構成員名簿　　　　・その他市長が必要と認める書類
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　上下水道料金の支払いに口座振替を利用すると、振替日に指定口座から自動的に料金が納入されます。
支払いに行く手間や払い忘れもなく、大変便利です。
　ぜひ、便利で安心な口座振替をご利用ください。
　なお、預貯金残高が不足にならないよう、振替日前日までに入金をお願いします。振替日に振替でき
なかった場合、再振替は行っていませんのでご注意ください。
○振替日
　・毎月25日（土・日曜日、祝日にあたる場合は翌営業日）
　※窓口での手続き後、口座振替が適用されるまでの1 ～ 2か月は、納付書でお支払いください。
○申込方法　
　　次の金融機関（本店・各支店）の窓口でお申し込みください。
　・常陽銀行　　・筑波銀行　　・茨城県信用組合　　・東日本銀行　　・常陸農業協同組合（支店のみ）
　・水戸信用金庫　　・烏山信用金庫　　・中央労働金庫　　・ゆうちょ銀行、郵便局
○申し込みの際に必要なもの
　・通帳など口座番号がわかるもの　・通帳の届出印　　・お客様番号がわかるもの（納入通知書など）
※口座振替依頼書（申込用紙）は、市内の金融機関及び水道お客さまセンター・各支所にあります。

　市では、後期高齢者医療被保険者の生活習慣病予防及び疾病の早期発見、健康の保持増進を図るため、
予算の範囲内において、人間ドックまたは脳ドックを受診される方の費用の一部を助成します。
【人間ドック】
○対象となる方（次のいずれにも該当する方）
　・市内に住所を有する後期高齢者医療の被保険者の方
　・申請日において、納期限の到来している後期高齢者医療保険料を全額納付している方
　・市が実施する住民健診を受診していない方
○助成額
　10,000円（ただし、人間ドックの費用が10,000円未満の場合は人間ドックの費用となります）
○申請・利用方法

　人間ドック受診後下記窓口へ、「健診結果表・領収書・振込先が分かるもの（本人名義）・後期高齢
者医療被保険者証・印鑑（朱肉を使う認印）」を持参して申請してください。なお、申請書は窓口に備
え付けてあります。

【脳ドック】
○対象となる方（次のいずれにも該当する方）
　・市内に住所を有する後期高齢者医療の被保険者の方
　・申請日において、納期限の到来している後期高齢者医療保険料を全額納付している方
　・前年度に市から脳ドック健康診査の助成を受けていない方（2年に1回）
○実施医療機関

○助成額
　受診費用の7割を助成します。（ただし、20,000円を限度とします）
○申請・利用方法

　実施医療機関からご希望の医療機関を選択し、医療機関に申し込む前に下記窓口へ、「後期高齢者
医療被保険者証・印鑑（朱肉を使う認印）」を持参して申請してください。なお、申請書は窓口に備え
付けてあります。

上下水道料金の支払いは口座振替をご利用ください

　 水道お客さまセンター　☎52-0427問

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ
人間ドック健康診査及び脳ドック健康診査の費用助成について

申請・　　　  医療保険課医療・年金G　☎52-1111　内線165　167
　　　　　　  総合窓口・地域振興G　☎57-2121　　　　総合窓口・地域振興G　☎58-2111
　　　　　　  総合窓口・地域振興G　☎56-2111　　　　総合窓口・地域振興G　☎55-2111

問 本庁
山支 美支
緒支 御支

医療機関名 所在地 検査内容
ブレインピア南太田 常陸太田市谷河原町

脳ドック
水戸ブレインハートセンター 水戸市青柳町
聖麗メモリアル病院 日立市茂宮町
筑波大学附属病院 つくば市天久保
常陸大宮済生会病院 田子内町
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　下記日程で子宮頸がん･乳がん検診を実施します。受診を希望する方は、申込期間内に電話または
インターネットで申し込みください。　※インターネットでの申し込みは大宮地域の検診に限ります。
　平成30年度子宮頸がん･乳がん検診は平成31年2月14日までの期間で実施する予定です。
　（詳しくは、「平成30年度各種健（検）診について」をご覧ください）

○検診当日の受付時間　
　10:00～10:30　乳がん検診（マンモグラフィ・超音波）
　12:30～13:00　乳がん検診（マンモグラフィ・超音波）、子宮頸がん検診
　※詳しくは申し込みの際にご確認ください。

※年齢については、平成31年3月31日までに達する年齢です。
○申込方法

申込期間内に電話またはインターネットで申し込みください（申込期間は電話・インターネット
ともに共通です）。
申し込みページへは「常陸大宮市  がん検診」で検索またはQRコードからアクセスしてください。
※インターネットで満員の場合でも電話で申し込みが可能な場合があります。あらかじめご了承

ください。
○検診当日持参するもの

バスタオル（乳がん検診希望者）、スカート（子宮頸がん検診希望者）、個人負担金、婦人科検診票（申
し込みされた方に送付します）

○その他
　・申し込みのない方の受診はできません。必ず事前に申し込みください。
　・各日定員に達した場合は、申込期間内でも申し込みを終了します。また、申し込みの人数が予

定人数に達しない場合、受付時間や検診日の変更をお願いする場合があります。あらかじめご
了承ください。

　・申し込み後の検診日程の変更・キャンセルは、必ずご連絡ください。
　・子宮頸がん検診は医療機関で受診（個人負担額1,500円）することができます。
　　希望する方は、健康推進課へ電話で申し込みください。

　　・　 　　　  健康推進課健康推進G　☎54-7121
　　　　　　  総合窓口・地域振興G　☎56-2111
　　　　　　  http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/page002588.html

問申込 かがやき

H P
緒支

子宮頸がん・乳がん検診（7～8月申し込み）のお知らせ

検診日 場　　所 申込期間 申込先

  8月28日（火）
緒川保健センター 7月25日（水）～31日（火）

緒川支所
☎56-2111

平日8:30～17:15  8月31日（金）

  9月  4日（火） 大宮農村環境改善センター

8月  1日（水）～10日（金）
健康推進課（かがやき）

☎54-7121
平日8:30～17:15

  9月26日（水）
総合保健福祉センター

（かがやき）10月  4日（木）

10月29日（月）

検診項目 対象年齢 個人負担金
子宮頸がん検診 20歳以上   500円

乳がん検診（超音波） 30～39歳（毎年）
40歳以上（奇数年齢）   500円

乳がん検診（マンモグラフィ　2方向） 40～49歳（偶数年齢） 1,000円
乳がん検診（マンモグラフィ　1方向） 50歳以上（偶数年齢）   500円
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　平成30年度腹部超音波検診は平成31年2月5日までの期間で実施する予定です。
　（詳しくは、「平成30年度各種健（検）診について」をご覧ください）

○腹部超音波検診日程

　※各日定員に達した場合は、申込期間内でも申し込みを終了します。
○申込方法

申込期間内に電話またはインターネットで申し込みください（申込期間は電話・インターネット
ともに共通です）。
申し込みページへは「常陸大宮市  がん検診」で検索またはQRコードからアクセスしてください。
※インターネットで満員の場合でも電話で申し込みが可能な場合があります。あらかじめご了承

ください。
○検診当日の受付時間
　7：00～11：00　※詳しくは申し込みの際にご確認ください。
○対象年齢　40歳以上
　※年齢については、平成31年3月31日までに達する年齢です。
○個人負担金　　1,000円
○検診当日持参するもの
　バスタオル、個人負担金、総合検診票（申し込みされた方に送付します）
○その他
　・申し込みのない方の受診はできません。必ず事前に申し込みください。
　・申し込みの人数が予定人数に達しない場合、受付時間や検診日の変更をお願いする場合があり

ます。あらかじめご了承ください。
　・申し込み後の検診日程の変更・キャンセルは、必ずご連絡ください。
　・平成30年度から住民健診追加健診で腹部超音波検診は実施しませんので
　　ご注意ください。

《平成30年度の変更点》
①申込期間内に電話またはインターネット（大宮地域のみ）で申し込みが必要です
②住民健診追加健診では腹部超音波検診は実施しません

腹部超音波検診（8月申し込み）のお知らせ

検診日 定員 場所 申込期間 申込先

  9月  6日（木）

各日
104名

緒川保健センター 8月1日（水）～  7日（火）
緒川支所

☎56-2111
平日8:30～17:15  9月  7日（金）

  9月20日（木）

総合保健福祉センター
（かがやき）

8月1日（水）～10日（金）
健康推進課（かがやき）

☎54-7121
平日8:30～17:15

  9月21日（金）

10月  2日（火）

10月22日（月）

10月23日（火） 西部総合公園体育館

10月24日（水） 総合保健福祉センター
（かがやき）

8月1日（水）～10日（金）

8月1日（水）～  7日（火）

　　・　 　　　  健康推進課健康推進G　☎54-7121
　　　　　　  総合窓口・地域振興G　☎56-2111
　　　　　　  http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/page002588.html

問申込 かがやき

H P
緒支
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　市内で生産または採取された農畜産物などを対象に実施した、放射性物質の測定結果をお知らせします。
【検査条件】　使用機器：日立アロカメディカル株式会社製　CAN-OSP-NAI （簡易検査機器）
　　　　　　　　　　　ATOMTEX社製　AT1320 （簡易検査機器）
　　　　　　検 査 法：NaI （Tｌ） シンチレーションスペクトロメータ
　　　　　　計測時間：30分　検査期間　5/1 ～ 5/29

※「検出せず」とは放射性セシウムが存在しないか、検出限界値未満のことです。本検査は簡易検査であり、安全を保証するもの
ではありません。

○放射性物質検査日　※土・日曜日、祝祭日及び12/29～1/3は除く
　【本庁　農林振興課】大宮地域・山方地域：月～金曜日　
　【緒川支所】美和地域・緒川地域・御前山地域：月～金曜日
○放射性物質検査申込方法

検査を希望する方は、お住まいの地域の検査日の前日（月曜日に検査を希望する方は前週の金曜日）までに電話でお申し込みく
ださい。

　・受付時間　8:30～17:00　※土・日曜日、祝日は除く。
　・申し込みは先着順（1日8件）に受け付けます。
　・申し込みは1世帯1検体とし、その検査が終了するまで次の検査の申し込みはできません。
○検体の提出、返却
　・検査日の当日8:30～9:00までに検体を申込窓口まで提出してください。なお、提出する際に、検査申込書に記入願います。
　・検体は土などを水で洗い落とし、できるだけ細かくして、未使用のビニール袋等に入れてください。検査に必要な量は1kg

（液体や粉状のものは１リットル以上）です。
　・検査終了後、検査結果報告書と一緒に検体を返却しますので、再度、16:00～17:00までに窓口にお越しください。

市産農畜産物放射性物質測定結果について

問　　　  農林振興課農業畜産G　☎52-1111　内線208　　　　 総合窓口・地域振興G　☎56-2111本庁 緒支

検体名 採取場所 検出値（Bq/kg） 基準値セシウム134 セシウム137
スティック
ブロッコリー 岩崎 検出せず 検出せず

セシウム
134,137

100Bq/kg

小梅 野口 検出せず 検出せず
とどき 小田野 検出せず 検出せず
たけのこ 小舟、野上、千田 検出せず 検出せず
ハチク 石沢、氷之沢、上大賀、鷲子、照山、上小瀬、上村田 検出せず 検出せず
ホテイチク 下檜沢 検出せず 検出せず
マダケ 上大賀、上村田、照山、高部 検出せず 検出せず
ふき 鷲子、東野、三美、上大賀、野口平、千田 検出せず 検出せず
山ぶき 野口 検出せず 検出せず
原木春まいたけ 那賀 検出せず 検出せず
まいたけ 野口、那賀 検出せず 検出せず
鶏卵 大岩 検出せず 検出せず
イノシシ肉 氷之沢 検出せず 検出せず
お茶 上大賀、上小瀬 検出せず 検出せず
しいたけ 国長 検出せず 47
竹パウダー 野上 検出せず 検出せず

焼却灰 中居 検出せず 検出せず
セシウム
134,137

400Bq/kg

土壌 辰ノ口 検出せず 46
セシウム
134,137

5000Bq/kg
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　平成30年度常陸大宮市職員採用試験（平成31年4月1日採用予定）を次のとおり実施します。

【欠格事項】次の方は受験できません。
　ア　日本の国籍を有しない方
　イ　成年被後見人または被保佐人である方
　ウ　禁錮以上の刑に処せられ、その執行が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方
　エ　本市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない方
　オ　日本国憲法また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、またはこれに加入した方

常陸大宮市職員採用試験について 

【試験区分及び採用予定人数】
試験区分 採用予定人数 職　務　内　容

一般事務 十数名 市長部局または教育委員会等に配属され、主に一般行政事務に従事し
ます。

技術職（建築・土木） 若干名 市長部局または教育委員会等に配属され、主に建築、土木事務に従事
します。

保育士・教諭 若干名 市立の保育所または幼稚園等に配属され、保育業務等に従事します。

保健師 若干名 保健福祉部健康推進課等に配属され、健康づくり事業や介護予防事業
等の保健師業務に従事します。

消防職 若干名
消防本部または消防署に配属され、消火・救急・救助等の消防業務に
従事します。
※救急救命士の資格を有する方が採用された場合であっても、救急救

命業務に限定せず、消防業務全般に従事することになります。

【受験資格】
職種・試験区分 受験資格要件等

一
般
事
務

大学卒 昭和63年4月2日以降に生まれ､ 学校教育法に基づく4年制大学を卒業した方また
は平成31年3月末日までに卒業見込みの方

短大・高校卒等

次のいずれかに該当する方
ア　昭和63年4月2日以降に生まれ､ 学校教育法に基づく短期大学または高等学

校を卒業した方または平成31年3月末日までに卒業見込みの方
イ　昭和63年4月2日から平成13年4月1日までに生まれ､ 高等学校卒業程度の学

力を有する方

技
術
職

（
建
築
・
土
木
）

大学卒
昭和63年4月2日以降に生まれ､ 学校教育法に基づく4年制大学において建築また
は土木に関する課程を履修し卒業した方または平成31年3月末日までに当該課程
を履修し卒業する見込みの方

短大・高校卒等
昭和63年4月2日以降に生まれ､ 学校教育法に基づく短期大学または高等学校に
おいて建築または土木に関する課程を履修し卒業した方または平成31年3月末日
までに当該課程を履修し卒業見込みの方

保育士・教諭 昭和63年4月2日以降に生まれ､ 保育士､ 幼稚園教諭両方の資格を有する方また
は平成31年3月末日までに取得見込みの方

保健師 昭和53年4月2日以降に生まれ､ 保健師の資格を有する方または平成31年3月末日
までに取得見込みの方

消防職

次のアまたはイに該当し、かつ、ウ及びエの要件を満たす方
ア　平成5年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方｡ ただし､ 学校教育

法に基づく高等学校､ 短期大学及び4年制大学に在学中の場合は､ 平成31年
3月末日までに卒業見込みの方

イ　平成3年4月2日以降に生まれた方で、救急救命士の資格を有する方
ウ　視力、聴力､ 言語及び運動機能等において､ 消防職務遂行上の支障がない方
　　（視力は両眼とも裸眼で0.1以上かつ矯正で0.8以上であること｡ また､ 色覚は､

赤色､ 青色及び黄色の色彩の識別ができること）
エ　自動車運転免許（普通第1種）を有する方または平成31年3月末日までに取得

見込みの方
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○第3次試験合格者のみ
　・身体検査…職務遂行に必要な健康度を有するか検査を行います。
　　　　　　　（医療機関において診断を受け、身体検査書を提出していただきます）
　・資格調査…受験資格の有無を確認します。

【受験手続及び受付期間】
○受付期間　　7月2日（月）～8月3日（金）　8:30～17:15
　　　　　　　※土・日曜日、祝日は除く。郵送の場合は8月3日（金）17:15到着分まで
○申 込 先　　総務部総務課　職員グループ（本庁3階）〒319-2292常陸大宮市中富町3135-6
○申込方法　　直接持参または郵送

※郵送で申し込む場合は、封筒の表に「職員採用試験申込」と朱書きしたうえ、簡易書留で送付してく
ださい。また392円分の切手を貼った宛て先明記の返信用封筒（長3サイズ：3つ折りしたA4サイ
ズの用紙が入るサイズの封筒）を必ず同封してください。

○提出書類　　①試験申込書1部　②付属調書1部（職種区分を明記）　③資格取得者は免許状等の写し1部
○申込書の請求方法

　試験申込書及び試験案内は、本庁総務部総務課または各支所で請求できます。
　なお、郵便請求は、本庁総務課のみで受け付けます。封筒に「職員採用試験申込書請求」と朱書きし、
140円分の切手を貼った宛て先明記の返信用封筒（角2サイズ：A4サイズの用紙が折らずに入るサイ
ズの封筒）及び連絡先の住所・電話番号を記載した用紙を必ず同封してください。

問　　　  総務課職員G  ☎52-1111  内線321  　53-6010  　　soumu@city.hitachiomiya.lg.jp本庁 FAX

【試験の概要】

第1次試験

一般事務
技術職（建築・土木）
保育士・教諭
保健師
消防職

教養試験
適応性検査
論文・作文試験

9月16日（日）　受付/8:30　試験開始/9:00
試験会場　常陸大宮市立大宮中学校
　　　　　（抽ヶ台町3117）

消防職のみ 体力検査
9月22日（土）　受付/9:00　試験開始/9:30
試験会場　常陸大宮市大宮農村環境改善センター
　　　　　（上村田882-5）

第2次試験（一般事務のみ） 集団討論 一般事務の1次合格者を対象として､10月下旬に実施予定

第3次試験 面接試験 一般事務は2次合格者､ それ以外の職種は1次合格者を
対象として､ 11月中旬に実施予定

合格者の発表 第1次試験合格者…10月上旬､ 第2次試験合格者…11月上旬､
第3次試験合格者…11月下旬､ 内定通知…12月中旬

採用予定年月日 平成31年4月1日
【試験方法及び内容】
（1）第1次試験

区　分 方　　法

教養試験
大学卒

大学で履修した程度の時事、社会・人文、自然に関する一般知識並びに
文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力について、択一式に
よる筆記試験を行います。

短大・ 高校卒等
高校で履修した程度の時事、社会・人文、自然に関する一般知識並びに
文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力について、択一式に
よる筆記試験を行います。

体力検査 消防職のみ 職務遂行に必要な体力を備えているかどうかについて検査を行います。
適応性検査 職場における適応性について、職務への対応や対人関係に関連する性格傾向をみます。

※技術職、保育士・教諭、保健師、消防職の1次合格者は､ 第2次試験は行わず､ 第3次試験に進みます。
（2）第2次試験

区　分 方　　法
集団討論 与えられた課題について､ 受験者同士で自由に討論していただき､ 主として人物について

の評定を行います（一般事務の1次合格者に対してのみ行います）。
（3）第3次試験

区　分 方　　法
面接試験 個別面接により､ 主として人物についての評定を行います｡

（一般事務は2次合格者､ それ以外の職種は1次合格者に対してのみ行います）
論文・作文試験 文章による表現力､ 課題に対する理解力をみます｡

（論文･作文試験は第1次試験日に実施しますが､第3次試験の受験者のみを対象として評定します）
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　水稲病害虫防除を目的に、下記のとおり水田農
薬空中散布を実施します。
　実施にあたっては十分注意して行いますので、
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
○事業実施主体　常陸大宮市水田防除協議会
○対象地区　　　市内全域
○対象病害虫　　カメムシ類、いもち病、紋枯病
○使用薬剤　　　アミスタートレボンＳＥ
　　　　　　　　（殺虫殺菌剤）
○実施方法　　　ラジコンヘリコプター
○実施時間　　　5:00頃～11:00頃まで

※気象条件等により、順延または一部変更にな
る場合があります。

○実施日

○散布にあたってのお願い
①散布中及び散布直後は、散布区域にできるだ

け近寄らないでください。
②身体または自動車等に薬剤がかかった場合

は、速やかに洗い流してください。
③散布区域周辺での洗濯物については、散布終

了後に干してください。

蚊の発生源対策をしましょう

　 　　 農林振興課農業畜産G ☎52-1111 内線206問 本庁

　 大宮警察署交通課　☎52-0110問

平成29年度中山間地域等直接支払交付金
が23集落協定に交付されました

自動車のカーテン・サンシェード等の
交通違反について

　　　　　 健康推進課母子保健G　☎54-7121問 かがやき

　蚊が発生する季節になりました。蚊は、デング
熱やジカ熱などの感染症を媒介する恐れがありま
す。蚊が媒介する感染症を予防するためには「蚊
をできるだけ発生させない」「蚊に刺されない」
ことが重要です。
　蚊は、バケツや空き缶に溜まった雨水など、小
さな水たまりを好んで卵を産みつけます。蚊を発
生させないために、住まいの周辺に小さな水たま
りを作らないようにしましょう。
　また、やぶなどの蚊が多い場所に行くときは、
肌を露出せず、虫除けスプレーを使用するなど、
蚊に刺されないように注意しましょう。

○認定している集落協定の概要
　集落協定数・・・・23集落協定
　交付対象面積・・・901,985㎡
　交付金額・・・・・6,470,344円
○対象農用地
　・農業振興地域内で面積の合計が1ha以上の農用地
　・傾斜のある農用地（田で1/100以上、畑で8度以上）
○対象者

　集落協定を締結し、5年間農業生産活動等を
継続する農業者等

○10aあたりの交付金
　300～21,000円
○交付金の使用方法

　交付金は、制度に取り組む集落協定の取り決
めによって、共同活動や個人配分に使えます。

　自動車のフロントガラス、運転席・助手席窓ガ
ラスに「カーテンやサンシェード（日除け）等」を取
り付けて走行するのは道路交通法違反です。
　運転者の視界が妨げられるため、思わぬ交通事
故につながるおそれがあります。
　運転席・助手席窓ガラスには何も取り付けない
でください。安全確認をしっかりして、交通事故
のないように安全運転をお願いします。
〇違反内容
　道路交通法第55条第2項（乗車積載方法違反）
　違反点数　1点
　反則金　　7,000円　大型車・中型車・準中型車
　　　　　　6,000円　普通車

水田農薬空中散布の実施について

【大宮地区】
実施日 実施地区

8/1（水）岩崎・上大賀・小祝・鷹巣・東野・照田・辰ノ口・
塩原・小倉・富岡・石沢・上村田・下村田

8/2（木）
高渡町・宇留野・根本・泉・上岩瀬・下岩瀬・
鷹巣・八田・若林・北塩子・西塩子・小野・
三美・小場

【山方地区】
実施日 実施地区
8/6(月) 山方・小貫・照田・長田・長沢
8/7(火) 山方・野上・舟生・盛金・西野内・諸沢・小貫
【美和地区】

実施日 実施地区
8/7(火) 美和地区全域
【緒川地区】

実施日 実施地区
8/6(月) 那賀・下小瀬・国長・上小瀬・大岩・小舟

8/7(火) 上小瀬・油河内・松之草・小玉・小瀬沢・
吉丸・入本郷・千田

【御前山地区】
実施日 実施地区
8/3(金) 御前山地区全域

　 　　 農林振興課農業畜産G ☎52-1111 内線207
　 JA常陸　大宮営農経済センター ☎52-4510
　 JA常陸　山方支店　　☎57-2116
　 JA常陸　美和支店　　☎58-2231
　 JA常陸　緒川支店　　☎56-2511
　 JA常陸　御前山支店　☎55-2141

問 本庁
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　過去に発生した大地震では、ブロック塀の倒壊等が多数発生しています。避難路や通学路等の人が通
行する道路に面するブロック塀については、倒壊による被害が拡大するので注意が必要です。
　建築基準法では、維持管理の不十分さによる不都合が生じないようにするため、建築物の所有者、管
理者に対して、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努力義務を課し
ています。
　ブロック塀は所有者の責任において管理することが基本です。倒壊を未然に防止するために安全点検
を行いましょう。

国土交通省ホームページ　http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/index.html

ブロック塀の点検のチェックポイント

出典 ：
パンフレット「地震からわが家を守ろう」 日本建築防災協会 2013．1 より一部改

高さ

ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合が
あれば危険なので改善しましょう。
まず外観で１～5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や
分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

□ １．塀は高すぎないか
・塀の高さは地盤から2.2ｍ以下か。

□ ２．塀の厚さは十分か
・塀の厚さは10cm以上か。 （塀の高さが2ｍ超2.2ｍ以下
の場合は15cm以上）

□ ３．控え壁はあるか。 （塀の高さが1.2ｍ超の場合）
・塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した
控え壁があるか。

□ ４．基礎があるか
・コンクリートの基礎があるか。

□ ５．塀は健全か
・塀に傾き、ひび割れはないか。

＜専門家に相談しましょう＞

□ ６．塀に鉄筋は入っているか
・塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも 80cm間隔
以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、
横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
・基礎の根入れ深さは30cm以上か。 （塀の高さが1.2ｍ超の
場合）

ひび割れ

鉄筋

厚さ

根入れ

控え壁

組積造 （れんが造、石造、鉄筋のないブロッ
ク造） の塀の場合

□ １．塀の高さは地盤から1.2ｍ以下か。

□ ２．塀の厚さは十分か。

□ ３．塀の長さ４ｍ以下ごとに、塀の厚さの

1.5倍以上突出した控え壁があるか。

□ ４．基礎があるか。

□ ５．塀に傾き、ひび割れはないか。

＜専門家に相談しましょう＞

□ ６．基礎の根入れ深さは20cm以上か。

ブロック塀の適切な管理に努めましょう

問　　　  建設部都市計画課　住宅・営繕G　☎52-1111　内線256本庁
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　結婚を希望する皆さん、すてきな相手との出会
いを求め、婚活パーティーに参加してみませんか。
　いばらきマリッジサポーターは茨城県から委嘱
され、結婚相談や出会いの仲介・お見合いをサポー
トするボランティアです。たくさんの方のご応募
お待ちしています。
○日　　時　9月1日（土）13:00～16:30（受付/12:30～）
○場　　所　常陸太田市民交流センターパルティ―ホール
　　　　　　（常陸太田市中城町3210 ☎0294-73-1234）
○対 象 者　男性30～49歳、女性30～45歳
　　　　　　※住所は問いません。
○募集人数　男女各20名（応募者多数の場合は抽選）
○参 加 費　男性2,000円、女性1,500円（当日徴収）
○そ の 他
　・参加決定者のみ後日決定通知書を郵送します。
　・参加決定後の無断キャンセル、当日キャンセルに

ついては、キャンセル料（会費全額）が発生します。
○申込方法　氏名、住所、電話番号、性別、年齢、

職業を記入のうえ、メールまたはFAXで
お申し込みください。※電話申込不可

○申込期限　8月20日（月）
○申 込 先　
　【メール】ibarakimarisapokenpoku1@gmail.com
　【ＦＡＸ】0295-58-2957（受付/正午～14時）

　自分の経験や技術を活かして「何か仕事をした
い」「少し収入を得たい」と思っている60歳以上
の皆さん、シルバー人材センターに会員登録し仕
事をしてみませんか。
　シルバー事業は、官公庁や民間企業・一般家庭
等から仕事を引き受けて、皆さんに適した仕事を
していただき「配分金」をお支払いするものです。
○登録条件
　①常陸大宮市内にお住まいの方
　②年齢が60歳以上の健康な方

※会員登録の際に年会費（1,500円）を納めてい
ただきます。

○主な仕事
　草刈り、草取り、農作業、植木の剪定、生垣
の刈込、簡易な大工仕事、屋内外の清掃、家事
援助、筆耕、障子襖の張替、網戸の張替、施設
管理、空き家やお墓の管理、その他簡単な仕事

　県内でリトミック・ピアノ教室等の講師をして
いる中橋のぞみさんを講師に迎え、ベビーマッ
サージを行います。ベビーマッサージは親子の肌
のふれあいをとおしてコミュニケーションを深
め、絆を育む効果があるといわれています。マッ
サージオイルは使用せず、肌着の上から行います
のでお気軽にご参加ください。
○日　　時　8月7日（火）10:30～11:30（集合/10:10）
○場　　所　総合保健福祉センター（かがやき）2階

※総合保健福祉センター（かがやき）の駐車場が
満車の場合は、おおみやコミュニティセン
ター裏の駐車場をご利用ください。

○募集人数　先着10組
○対 象 者　
　保育所（園）に通っていない1歳未満児とその保護者

※首がすわったお子さんからハイハイができる
くらいまでのお子さん向けの内容です。

※予約が必要です。予約をしていない方の当日
の参加はできません。

　また、この日の講座中は、広場を閉鎖します。
○持 ち 物　バスタオル等お子さんを寝かせられ

るもの、飲み物等
○服　　装　動きやすい服装
○申込期間　7月10日（火）～8月6日（月）

○日　　時　8月17日（金）　18:30～20:30
○場　　所　西部総合公園体育館トレーニングルーム
○対 象 者　市内在住・在学・在勤の中学生以上

の初心者の方
○参 加 費　400円（保険料等、当日に徴収）
○募集人数　20名程度
○講　　師　公益財団法人合気会公認指導員
○持 ち 物　飲み物、タオル

※運動のできる服装で参加してくだ
さい（長袖・長ズボン）。

○申込期限　8月7日（火）
○申込方法　必要事項を記入し、直接またはFAX

でお申し込みください。

第9回恋の華咲くマッチングパーティー参加者募集

子育て広場「ベビーマッサージ」参加者募集

一般社団法人常陸大宮市シルバー人材
センター会員募集

募 集

　　・　 子育て広場　☎53-1401 
　　　　 ［総合保健福祉センター（かがやき）内］
　　　　 受付時間/火・水・木曜日10:00～16:00
　　　　 ※開設時間外は本庁こども課へ転送されます。

問申込

　　・　 いばらきマリッジサポーター県北地域活動協議会
　　　　 会長  川野 和彦　☎090-2467-0207

問申込

　　・　 一般社団法人常陸大宮市シルバー人材センター
　　　　 本所  ☎53-5885
　　　　 山方支所 ☎57-6826  美和支所　☎58-3311
　　　　 緒川支所 ☎56-2857  御前山支所☎55-2733

問申込

合気道一日体験教室参加者募集

　　 一般財団法人常陸大宮市体育協会
　　 （西部総合公園体育館内）☎52-5223  　52-5224
　　 合気道連盟会長　木村  司郎　☎52-4796問

申込
FAX

※本申込書の個人情報については、目的以外には一切使用し
ません。

合気道一日体験参加申込書
き　り　と　り（FAXの際はきりとり不要）

ふりがな 住　　所 年齢氏　　名 電話番号
〒

☎
〒

☎
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　水戸市医師会看護専門学院准看護学科の平成31年度地域特定推薦入学試験に、市推薦枠で志願され
る方を募集します。
　地域特定推薦入学とは、准看護学科への入学を希望する高校生（平成31年3月卒業見込み）または高等
学校卒業後10年以内の方を市長が推薦する制度です。
　資格等の詳細は、学生募集要項（願書）を専門学院から取り寄せ、ご確認ください。
○申込要件　
　①受験者または、保護者が市内に住所を有する方
　②受験年度の3月に高等学校を卒業見込み、または高等学校卒業後10年以内の方
　③水戸市医師会看護専門学院への入学を確約できる方
　④入学後は、水戸市医師会看護専門学院の学則及び規則等に従い、卒業まで就学する意志がある方
　⑤卒業・資格取得後は、市内の保健・医療・福祉機関等において看護師として就業する意志がある方
○募集人数　准看護学科　2名程度
○提出書類　地域特定推薦入学推薦願（市町村用）、住民票1通　※健康推進課に直接持参してください。
○受付期間　【健康推進課】
　　　　　　9月10日（月）～9月25日（火）　9:00～17:00　※土・日曜日祝日を除く
　　　　　　【水戸市医師会看護専門学院】
　　　　　　10月15日（月）～10月23日（火）　※学院宛郵送　※締切日消印有効
○試 験 日　11月11日（日）
○合格発表　11月15日（木）

　常陸大宮市国際交流協会では、災害時海外出身者支援事業として、市民と海外出身者を対象とした地
震体験ツアーを開催します。
　市民と海外出身者が共に地震体験をすることで、それぞれの国の文化を踏まえた災害時の対応力を高
めると共に、ツアーを通して国際交流が行えますので、ぜひご参加ください。
○期　　日　9月2日（日）　
○内　　容　午前　築地場外市場　自由散策・各自昼食
　　　　　　午後　東京消防庁（防災シアター、地震体験、消火体験、煙体験、応急体験）
○日　　程　7:00 市役所集合　→　7:30 出発　→　築地場外市場　自由散策・各自昼食　→　
　　　　　　東京消防庁での防災体験　→　17:30 市役所帰着予定
○募集人数　30名（先着順）
○負 担 金　4,000円（海外出身者3,000円）
　　　　　　※昼食代、飲み物代など個人的性質の諸費用及び、集合場所までの費用は含まれません。
○申込締切　7月24日（火）※定員になり次第締切
○申込方法　下記の申込書に必要事項を記載のうえ、事務局に活動負担金を添えてお申し込みください。

水戸市医師会看護専門学院准看護学科地域特定推薦入学志願者募集

　　・　　　　　 健康推進課健康推進G　☎54-7121
【入試に関する問い合わせ先】
　 水戸市医師会看護専門学院入試係（水戸市河和田町107-2）☎029-251-3840　　　http://www.mitokango.jp

問

問

申込

H P

かがやき

地震体験ツアー参加者募集

　　・　 常陸大宮市国際交流協会事務局（　　 市民協働課内）☎52－1111　内線126問申込 本庁

※本申込書の個人情報のついては、目的以外には一切使用しません。

地震体験ツアー参加者募集
き　り　と　り（FAXの際はきりとり不要）

ふりがな 住　　所 年齢 生年月日氏　　名 電話番号 性別
〒

☎
〒

☎
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　上村田霊園の使用者を随時募集しています。申請方法については下記のとおりです。詳細については、
生活環境課までお問い合わせください。
○所在地　　上村田864番地（大宮農村環境改善センターそば）
○募集区画（6月末現在）

　※募集区画の配置図は、生活環境課窓口及び市ホームページで確認できます。
○申請者資格
　（1）所在地の市町村税等に滞納がない方
　（2）納付期限内に墓地使用料及び管理料を納入できる方
　（3）他の市営墓地使用許可を受けていない方
○申請に必要な書類
　（1）常陸大宮市公営墓地使用許可申請書
　　 申請書は生活環境課窓口にあります。
　　 また、市ホームページよりダウンロードも可能です。
　（2）申請者の住民票（本籍地入り）
　（3）市町村税の滞納がないことを証する書類
　　 （滞納のない証明書、納税証明書 等）
○申請受付場所　　生活環境課（本庁1階）

※区画の予約や仮押さえは行っていません。事前に現地を確認のうえ、
　希望の区画を決定してから申請してください。

○試験区分、採用予定人数、受験資格及び予定年月日

○受付期限　　【郵送・持参の場合】　　　　　　　　8月28日（火）《消印有効》
　　　　　　　【インターネット（電子申請）の場合】　8月28日（火）17:00《受信有効》
○試験日程　　【第１次試験】　9月16日（日）
　　　　　　　【第２次試験】
　　　　　　　第１日目　10月13日（土）・14日（日）のいずれか1日
　　　　　　　第２日目　11月13日（火）～16日（金）のいずれか1日
　　　　　　　※日時及び試験場は、第１次試験合格者のみに通知します。

上村田霊園使用者募集

平成30年度茨城県警察官採用試験（第2回）

　　・　 　　 生活環境課生活環境G　☎52-1111　内線123問申込 本庁

種　　別 面　　積 募集区画数 使用料（市内） 使用料（市外） 管理料（年額）
第１種 8㎡ 4 800,000円 960,000円 6,900円
第２種 7㎡ 30 700,000円 840,000円 6,000円
第３種 4㎡ 77 400,000円 480,000円 3,400円
第４種 3㎡ 70 300,000円 360,000円 2,600円

　　・　 大宮警察署警務係　☎52-0110問申込

試験区分 採用予定人数 受験資格 採用予定年月日

男性警察官A 13名 昭和60年4月2日以降に生まれた方で、学校教育法
による大学（短期大学を除く）を卒業した方もしく
は、平成31年3月31日までに卒業見込みの方また
は、人事委員会がこれと同等と認める方

平成31年4月1日
女性警察官A 3名

男性警察官B 61名 昭和60年4月2日から平成13年4月1日までに生ま
れた方で、上記警察官Aの受験資格（学歴区分）に該
当しない方女性警察官B 10名
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自衛隊募集及び採用説明会

受験種目 自衛官候補生 一般曹候補生 航空学生（パイロット）

受験資格 18歳以上27歳未満の方

海上自衛隊
（高卒見込含む）18歳以上23歳未満の方

航空自衛隊
（高卒見込含む）18歳以上21歳未満の方

受付期間 年間通して募集 7月1日（日）～9月7日（金）

試験期日 受付時に通知 １次：  9月21日（金）～23日（日）
２次：10月12日（金）～17日（水）

１次：  9月17日（月）
２次：10月15日（月）～21日（日）
３次：11月17日（土）～12月20日（木）

特徴
所要の教育を経て
３か月後に２等陸・
海・空士に任用

入隊後２年９か月経過以降選考
により３等陸・海・空曹

パイロット
入隊６年で３等海・空尉

採用説明会 7月21日（土）　8:00～16:00　日立出張所

　　・　 自衛隊茨城地方協力本部　日立出張所　☎0294-21-1524
　　　　 　　 http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

問申込
H P

※試験会場は別途通知します。詳細は下記にお問い合わせください。

イベント
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○日　　時　8月18日（土）　13:30～15:00
○場　　所　図書情報館視聴覚室
○内　　容　
　詩　　　　「おにいちゃん死んじゃった」
　おはなし　「シベリアの豆の木」「あしたの約束」
　　　　　　※常陸大宮高校生
　　　　　　「おかあさんの木」
　ギター演奏　鳥の歌、花は咲く
○主　　催　命をつなぎ隊ともとも
○共　　催　おおみや平和の会
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　今年の10月に福井県で開催される第73回国民
体育大会の出場権をかけて、関東ブロック大会が
開催されます。
　皆さんの観覧をお待ちしています。
○日　　時　7月22日（日）　9:00～15:00
○場　　所　西部総合公園　体育館
○参加チーム　8都県（茨城県、群馬県、栃木県、千葉県、
　　　　　　埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県）
○競技内容　少年女子試合競技（団体戦3人制）

　大宮郷土研究会では、毎年総会終了後に、一般
の方々を対象とした歴史講演会を開催していま
す。今年は、近世史専門の先生が地元の文書を読
み下し、その中から豪商について講演します。興
味のある方はぜひご来場ください。予約の必要は
ありません。
　また、大宮郷土研究会では会員の募集を行って
います。入会御希望の方は、下記問合せ先までご
連絡ください。
○日　　時　7月22日（日）　10:00～11:30
○会　　場　常陸大宮市文化センター 2階会議室
○演　　題　「鷲子村献金郷士薄井家の盛衰過程」
○講　　師　野上  平 氏
　　　　　　（常陸大宮市文書館調査協力員）
　　　　　　※入場無料

演歌新時代　
山内惠介熱唱ライブ2018
～新たなる夢の扉へ～

11/16（金）

出演者の都合により、演目、曲目、
その他を変更することがあります。

常陸大宮市文化センター
催し物のご案内

問 　常陸大宮市文化センター　☎53-7200
　  　53-7201 　　 http://www.roze-hall.net/FAX H P

　 いきいき茨城ゆめ国体常陸大宮市実行委員会
　 （文化スポーツ課国体準備室内）
　 ☎53-1111　内線348　349

問

　 内田　☎090-4093-4067問

　 常陸大宮市歴史民俗資料館 大宮館 ☎52-1450問

　会員による作品展を開催します。多くの
皆さんのご来場をお待ちしています。

○体験会　期間中いつでも体験できます。
　　　　　大宮公民館へお申し込みください。
　　　　　（材料費：500円）
○主　催　きりえ愛好会・
　　　　　常陸大宮きりえクラブ羽金堂本部
※入場無料

ふれあいギャラリーの催し物
（北町 15・高速バス停隣）

◎ふれあいギャラリーで作品展を開催しませんか。
　詳しくは、大宮公民館にお問い合わせください。
　 大宮公民館　☎52-0673問

第73回国民体育大会関東ブロック大会
なぎなた競技会の開催について

歴史講演会について

きりえ愛好会・常陸大宮きりえクラブ羽金堂本部
「きりえ作品展」

7月30日（月）～8月11日（土）
10:00～17:00

※初日は13:00から最終日は15:00まで

　３年連続紅白出場を果たし、歌唱力はもちろ
ん、その端正なルックスで人気急上昇中！
　“演歌界の貴公子”山内惠介の熱唱ライブをお
見逃しなく！
◆場　所　大ホール
◆時　間　開場/13:30
　　　　　開演/14:00
◆入場料
　全席指定　6,000円
　（未就学児入場不可）
◆チケット発売日
　8月5日（日）
　窓口/9:00～
　電話・インターネット予約/13:00～

※窓口販売でチケットが完売になった場合は、
電話・インターネット予約はありません。

　※販売初日はお一人さま4枚まで
　インターネット先行販売
　7月25日（水）17:00～7月27日（金）23:59

平和をねがうおはなし会
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大人も子
どもも一

日楽しめ
るイベン

ト盛り沢
山!!

ぜひ家族
、お友達

と美和運
動公園へ
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■行事予定
　★おはなし会

ロゼのつどい・くれよん 8月  4日（土）
美和かわせみ・ひこうき雲 8月11日（土）
めばえの会 8月16日（木）
どんどんちっち・おひさま 8月18日（土）
はみんぐばあど・御前山かわせみ 8月25日（土）

　★夜のおはなし会
　　○日　　時　8月24日（金）19:00～20:00
　　○場　　所　図書情報館 エントランスホール
　　○対　　象　3歳以上
　　　　　　　　※必ず保護者同伴でお願いします。
　　○参 加 費　無料
　　○定　　員　50組（先着順）

○申込方法　8月1日（水）から図書情報館
に直接、または電話でお申し
込みください。

　★第58回名作映画劇場「フラガール」
　昭和40年代初頭に福島県いわき市の町お
こしとしてつくられた常磐ハワイアンセン
ター。その誕生秘話を映画化した涙あり笑
いありの感動コメディーです。フラダンス
を踊る少女たちのひたむきな姿とレッスン
するダンサーの情熱をぜひご覧ください。

　　○日　　時　10月13日（土）上映 14:00
　　　　　　　　※開場は30分前
　　○場　　所　市文化センター　小ホール
　　○上映時間　120分（入場無料/定員280名）
　　○協　　力　シネファン21

※定員を超えた場合は、入場を制限するこ
とがありますのでご了承ください。

※ホール客席内は飲食禁止です。

■募集
　★夏休み工作教室
　　○日　　時　　8月21日（火）9:30
　　○場　　所　　図書情報館2階　視聴覚室
　　○講　　師　　野沢　二郎　氏
　　○対　　象　　市内在住の小学生
　　○定　　員　　先着30名
　　○申込期間　　7月21日（土）9:00から

※電話では受付しませんのでご来館のう
え、申し込みください。

※作品の内容等詳細については、決定次第
館内のポスター等でお知らせします。

■新しく入った本
＜一般書＞　
　・爆身 大沢　在昌
　・ロンリネス 桐野　夏生
　・六月の雪 乃南　アサ
　・青嵐の坂 葉室　　麟
　・瑕疵借り 松岡　圭祐
　・ののはな通信 三浦しをん
　・未来 湊　かなえ
　・ミルク・アンド・ハニー 村山　由佳
　・元禄お犬姫 諸田　玲子
　・長兵衛天眼帳 山本　一力
　・万引き家族 是枝　裕和
　・若旦那のひざまくら 坂井希久子

＜児童書＞
　・日本史探偵コナン 青山剛昌/原作
　・たなばたのねがいごと 村中　李衣
　・つくえはつくえ 五味　太郎
　・ききいっぱつねこざかな

わたなべゆういち
　・目に見えない微生物の世界

エレーヌ・ラッジカク
　・ジャングルのサバイバル9 洪　在徹
　・うんこ図鑑 荒俣　　宏
　・ノラネコぐんだんと海の果ての怪物

工藤ノリコ

図書情報館からのお知らせ

■開館カレンダー
　8月

　開館時間　9:30～18:00
　■休館日
　■開館時間延長日（19:00まで）
　※7月21日（土）～8月31日（金）は9:00開館

　 図書情報館　☎53-7300　　53-7301
　　　  http://www.tosyo.city.hitachiomiya.lg.jp
問 FAX

H P

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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＜市内で実施される相談＞

＊　　＝電話による相談　　　＝面接による相談
＊毎週行っている各種相談については、特に記述
　がない場合は、土・日・祝日は行いません。

電話 面接

＜子育て・教育に係る相談＞
◎教育支援センター

（学校生活に伴う問題について）
毎週月～金曜日／9:30～16:30
場所／同センター（野口1337）
☎55-2514

◎家庭教育・青少年相談
（子育て・子どもの心身の成長に
伴う問題や悩みについて）
毎週火・木曜日／9:00～16:00
場所／生涯学習課（本庁3階）
☎52-1111　内線336

◎家庭児童相談　
（家庭・家族・養育の正常化・健全化
について）
毎週月～金曜日／8:30～17:00
場所／こども課（本庁1階）
☎52-1111　内線137

＜消費生活相談＞
◎市消費生活センター
毎週月～金曜日／
9:00～正午、13:00～16:00
場所／商工観光課内（本庁2階）
☎52-2185
＊月・水・金は専任相談員が対応

＜身体障がい・知的障がいの相談＞

毎週月～金曜日／8:30～17:15
場所／常陸大宮市社会福祉協議会
本所　☎53-1125

＜市内で実施される相談＞
各種無料相談 【8月】

相 談

面接 電話・

面接 電話・

面接 電話・

面接 電話・

面接 電話・

社会福祉協議会の心配ごと相談　
●弁護士相談（要予約・先着順）
①【日時】17日（金） 13:00～16:00
　【場所】山方公民館
　【担当弁護士】後藤　直樹　先生

②【日時】29日（水） 13:00～16:00
　【場所】総合保健福祉センター（かがやき）
　【担当弁護士】岡田　利恵　先生

●一般相談　
【日時】1・8・22日（水） 9:00～14:00
【場所】社会福祉協議会本所
　　　　（総合保健福祉センターかがやき内）

●特設人権相談
　子どものいじめ・虐待・地域差別・嫌がらせ・家庭内問
題等人権に関わる問題でお困りの方は、お気軽にご相談く
ださい。
　相談は市の人権擁護委員がお受けし、秘密は厳守します。

【日時】2日（木） 9:00～正午
【場所】緒川保健センター 検診室

●こころの相談（要予約）
　さまざまな不安やこころの不調を抱え悩んでいる本人・
ご家族のための相談です。

【日時】24日（金） 10:00～正午　　
【場所】市役所本庁

＊メンタルサポートステーションきらり（大子町）による電話
相談を、毎週月～土曜日（10:30～17:15）に行っています。

☎0295-72-5881

予約・　 　　山方支所　☎57-6826問 社協

予約・　 　　本所　☎53-1125問 社協

予約・　 　　本所　☎53-1125問 社協

面接 電話・

面接

面接

面接

面接

予約・　 　　社会福祉課　☎52-1111　内線133問 本庁

●年金相談（要予約）
　日本年金機構水戸北年金事務所職員等による年金相談を行いま
す。相談は、混雑緩和等のため予約制とします。その際氏名、性別、
生年月日、住所、基礎年金番号、電話番号をお知らせください。
　当日は、年金手帳（年金証書）や年金機構から送付された「ねん
きん定期便」などの年金に関する書類、印鑑、本人確認のための
運転免許証などをお持ちください。本人以外の方がお出でにな
るときは委任状（用紙は医療保険課にあります）も必要です。

【日時】23日（木） 10:00～14:30
【場所】市役所本庁２階会議室
予約　日本年金機構水戸北年金事務所　☎029-231-2283
　　　  医療保険課医療・年金G　☎52-1111　内線163問 本庁

①【日時】17日（金） 13:00～16:00

②【日時】29日（水） 13:00～16:00

【日時】2日（木） 9:00～正午

【日時】24日（金） 10:00～正午　　

【日時】23日（木） 10:00～14:30

【日時】1・8・22日（水） 9:00～14:00

　 常陸大宮市人権擁護委員協議会事務局（　　 市民課内）
　 ☎52-1111　内線102
問 本庁
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けんこうカレンダー 【8月】
　このコーナーの詳しい内容については、総合保健福祉センター（かがやき）内・健康推進課または、
各支所へお問い合わせください。

▽子どもに関すること
◎対象となるお子さんには個別に通知します。
全地域　会場：総合保健福祉センター（かがやき）
乳児健診（3～4か月児） 16日（木）受付/13:30～13:50 1.6歳児健診（1歳6か月児）  1日（水）受付/13:00～13:20
乳児相談（12か月児）

21日（火）
受付/  9:30～  9:40 2歳児歯科健診（2歳3か月児） 22日（水）受付/13:00～13:20

乳児相談（9か月児） 受付/13:30～13:40 3歳児健診（3歳2か月児）30日（木）受付/13:00～13:20

○市内の医療機関の診療時間は、9:00～正午です。
　（当番医のやむを得ない都合により診療時間の変更や休診となることがあります）
○近隣市町村の医療機関については、直接お問い合わせください。また、常陸大宮市ホームページからも検索できます。

◆救急医療二次病院◆ 常陸大宮済生会病院	 ☎52-5151
○24時間体制で、重症患者を受け入れています。

◆休日・祝日の当番医◆
○医療機関案内
　茨城県救急医療情報コントロールセンター　　☎029-241-4199（年中無休24時間対応）

電話で確認してからお出かけください。

▽おとなに関すること
大宮地域 美和地域

『子宮頸がん・乳がん検診』 『子宮頸がん・乳がん検診』
  8日（水） 総合保健福祉センター（かがやき） 1日（水） 美和工芸ふれあいセンター
緒川地域 6日（月） 美和総合福祉センター

『子宮頸がん・乳がん検診』
28日（火）

緒川保健センター
31日（金）

けんこうカレンダー 【8月】

再生紙と植物油インクを
使用しています。

 　　　　　健康推進課　☎54-7121　
　　　  総合窓口・地域振興G　☎57-2121　　　　 総合窓口・地域振興G　☎58-2111
　　　  総合窓口・地域振興G　☎56-2111　　　　 総合窓口・地域振興G　☎55-2111

問 かがやき
山支
緒支

美支
御支

◆休日・祝日の当番医◆　7/15 ～ 8/11 ＊病院名・電話番号
市　内（市外局番0295） 那須烏山市（市外局番0287） 茂木町（市外局番0285）

7/15 岡崎外科医院 ☎52-0547 山野クリニック ☎84-3850 もてぎの森「メディカルプラザ」☎64-1122
16 エヌ・ティークリニック ☎55-8865 南那須青木医院 ☎88-6211 桜井循環器科内科 ☎64-5131
22 丹治医院 ☎53-2115 阿久津クリニック ☎83-2021 吉永医院 ☎63-2303
29 大曽根内科小児科 ☎52-0302 烏山台病院 ☎82-2739 今井医院 ☎63-0320

8/5 小泉医院 ☎52-0116 近藤クリニック ☎83-2250 もてぎの森「メディカルプラザ」☎64-1122
11 大曽根内科小児科 ☎52-0302 熊田診療所 ☎88-2136 さとう耳鼻咽喉科クリニック ☎64-3341


