申込期限▶7月11日（金）
対象者▶市内在住で、出荷を目標とし
て意欲をもって農業経営に取り組む
（予定も含む）方で、次の要件に該
当する方
①栗の栽培を始めておおむね3年目
までの生産者で、基本技術を習得
したい方
②新たに栗の栽培を始めようとする
方（注：家庭果樹園を対象とした
ものではありません）

申 ・ 問 農政課（内線527）
笠間地域農業改良普及センター
℡0296-72-0701

ひざつう

夏休み親子水道教室参加者募集

市民公開講座「膝 痛の原因・予
防・ケア」を開催します

水道教室に参加し、私たちの利用し
ている水道水について学びましょう。
日時▶8月3日（日）
午前8時50分～午後2時
会場▶茨城県企業局県中央水道事務所
（那珂市豊喰685）
内容▶水道水をつくる実験、浄水場見
学等
募集対象▶小学3〜6年生と保護者
60組120名（応 募 多 数 の 場 合 は
抽選）
参加費▶無料
申込期限▶7月11日（金）
申込み▶住所、保護者名と児童名（お
よび学年）
、電話番号、
「夏休み親子
水道教室」と明記のうえ、はがき、
FAX、
メールでお申し込みください。
申 ・ 問（公財）茨城県企業公社 業務課
〒310-0852 水戸市笠原町978-25
℡029-301-1133
Fax029-301-1135
Email:kigyoukousya@mizudasu.
or.jp

水戸済生会総合病院健康サポート委
員会では、市民公開講座を開催します。
専門の医師から膝痛の原因や治療に関
するお話を聞き、体操も行います。事
前申込みは不要です。動きやすい服装
でお気軽にご参加ください。
日時 ▶7月5日（土）午 前10時 ～11
時30分
会場 ▶水戸済生会総合病院 新棟5階
（丹野ホール）
講話▶水戸済生会総合病院 整形外科
いけざわ よしやす

部長 生澤 義輔さん
体操▶リハビリテーション科
問 水戸済生会総合病院
℡029-254-5151

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告
（4月30日）
【平成25年度環境モニタリング】
井戸と比較して高く、さらに環境基準を上回るヒ素が
環境保全事業団より、大気・騒音・振動・悪臭・水質・
前年度同様検出されたが、地質の影響による自然由来
土壌等のモニタリング結果について資料の提出を求め、
のものである。
その資料に基づき説明を受けた。
 周辺民家モニタリング井戸の調査では、6井戸中3
①溶融炉排ガスについて、年2回実施した法定検査では
井戸で一般細菌および大腸菌が水道水質基準を超過し
すべての項目で管理目標値に適合していた。また、連
たが、工事前調査結果と同様の傾向である。
続監視では、ばいじんを除く硫黄酸化物、窒素酸化物、 ③場 内出入口付近に位置する現況保全地（湿地）に生育
塩化水素、一酸化炭素について、法律で定められた規
するシラン、ハッチョウトンボ、オゼイトトンボ等は
制規準は超えていないものの管理目標値をわずかに超
これまでと同様に確認された。
えるデータが一時的に見られた。
④その他全般的に環境基準などの目標値を満足しており、
②場 内モニタリング井戸の調査では、4井戸中3井戸で
今後とも適正に維持管理していくことが求められる。
有害物質はほとんど定量下限値であり、環境基準を満 【次回の監視活動】
たしている。また、1井戸では鉄分、マンガンが他の
搬入車両等対策について実施。

6月の納税等
納期限： 6月30日（月）
市
介

県
護

民
保

険

税（１期分）
料（２期分）

※納税には、簡単で便利な口座振替をご利用ください。
 納期限を過ぎると延滞金が加算されます。早めの納税を
お願いします。
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案内
7月1日に経済センサス－基
礎調査および商業統計調査が、
全国一斉に実施されます

この調査は総務省と経済産業省が主
体となり5年に一度、全国の全ての事
業所および企業を対象とした大規模な
調査であり、我が国の経済の「いま」
を全国的および地域的に知ることがで
きます。
調査内容▶
経済センサス－基礎調査では、事業
所および企業の基本的構造を調査しま
す。
商業統計調査では、商業を営む事業
所企業の商品販売額、売場面積などの
事業活動の実態を調査します。
※今 回の調査については、インター
ネットによるオンライン回答もでき
ますので、是非ご利用ください。

申 は申込み先、 問 は問合せ先です。

秘密は守られますので、安心してご
相談ください。
期間▶6月23日（月）～29日（日）
時間▶午前8時30分～午後7時
※た だし、土・日曜日は午前10時
～午後5時
℡0120-007-110
（全国共通フリーダイヤル）
相談員▶法務局職員・人権擁護委員
実施機関▶水戸地方法務局・茨城県人
権擁護委員連合会

税務職員採用試験のお知らせ

裁判所職員一般職試験（高卒者
試験）のお知らせ

受付 期間▶7月15日（火）～7月24
日（木）
受験 資格▶平成26年4月1日現在で
高等学校卒業後2年以内の方、また
は平成27年3月までに高等学校を
卒業する見込みの方
第一次試験▶
期日 9月14日（日）
試験種目 基
 礎能力試験（多肢選択
式）
、作文試験
第二次試験▶
期日 10月中旬～下旬
試験種目 人物試験（個別面接）
申込 方法▶申込書に必要事項を記入
し、簡易書留郵便で提出してくださ
い（7月24日消印有効）
。
申 ・ 問 水戸地方裁判所事務局 総務課
人事第一係
℡ 029-224-8421
http://www.courts.go.jp/

税務の仕事は、国の財政基盤を支え、
国民生活の安定・向上と社会福祉に寄
与するという、非常にやりがいのある
仕事です。
受験申込期間▶
◎インターネット申込み
6
 月23日（月）午 前9時 ～7月2日
（水）
（受信有効）
◎郵送または持参申込み
6月23日（月）～6月26日（木）
（6月26日までの通信日付印有効）
第1次試験 9月7日（日）
受験資格▶
①平 成26年4月1日現 在 で、高 等
栗新規栽培者講座の参加者募集
学校または中等教育学校を卒業し
た日の翌日から起算して3年を経
笠間の栗グレードアップ会議では、
過していない方および平成27年 「笠間の栗」産地の振興を図るため、
3月までに高等学校または中等教
これから栗栽培に挑戦しようとする人
育学校卒業見込みの方。
や定年後に取り組みたい人を対象に、
②人事院が上記に準ずると認める方
講座の開催を予定しています。この講
申込方法▶
座では、栗栽培に必要な知識と技術を
インターネット、郵送または持参
身につけられるよう、栗栽培の基礎や
申 ・ 問 〒330-9712 埼玉県さいた
生産・出荷の実作業について学んでい
ただきます。
ま市中央区新都心1番地1
栗は植えてから本格的に収穫するま
さいたま新都心合同庁舎1号館 人事
でに数年かかります。数年後に栗栽培
院関東事務局
を始める予定の方も、今から準備を始
℡048-740-2006
めましょう。
http://www.jinji-shiken.go.jp/
講座 内容▶栗の品種と栗栽培の特徴、
juken.html
せんてい
ほじょう
※受験申込書請求先（インターネット
剪定方法、苗の植え方、圃場見学
を利用できる環境にない場合）
など
関東信越国税局人事第二課 人事院
開催 時 期 ▶ ①8月 上 旬、 ②9月、 ③
関東事務局および税務署（総務課）
12月（全3回） ※土曜日または日
曜日に開催。各日半日程度
受講料▶無料
定員▶10名程度

募集

問 企画政策課（内線214）

全 国 一 斉「子 ど も の 人 権110
番」強化週間のお知らせ

法務省と全国人権擁護委員連合会
は、
「いじめ」や児童虐待など子ども
をめぐるさまざまな人権問題に積極的
に取り組むことを目的として、全国一
斉「子どもの人権110番」強化週間を
実施し、悩みを持ったお子様や保護者
の方からの相談に応じます。
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