
～情報公開制度の運用状況について～
　平成 29 年度（平成 29 年４月１日
～平成 30 年３月 31 日まで）の運用
状況は次のとおりです。

【運用状況】
●公開請求の件数：０件
●公開決定の件数：０件
●不服申し立ての件数：０件

問  龍ケ崎地方衛生組合　総務課
☎０２９７－６４－１４４４

平成 30 年度労働保険
年度更新の申告・納付のお知らせ

●申告・納付期間：６月１日（金）～
７月 10 日（火）

●その他：申告の際は、年度更新申告書
受理相談会をご利用ください。

～口座振替制度のご案内～
　労働保険料の納付については、口座
振替制度をご利用ください。翌年度以
降も継続して口座振替により納付がで
き、納付期限も延長されます。

問  茨城労働局　総務部
労働保険徴収室
〒 310-8511
水戸市宮町１丁目８番 31 号
☎ ０２９－２２４－６２１３

～情報公開制度の運用状況について～
　茨城県南水道企業団では、住民参加
による開かれた企業運営を図るため、
情報公開条例を制定しております。
　平成 29 年４月１日～平成 30 年３
月 31 日までの運用状況をお知らせし
ます。

【運用状況】
●情報公開請求の件数：０件
●個人情報の開示、訂正、削除及び目

的外利用等の中止の請求の件数：０件

問  茨城県南水道企業団　総務課庶務係
☎０２９７－６６－５１３１

龍ケ崎地方衛生組合
からのお知らせ

茨城労働局からの
お知らせ

茨城県南水道企業団
からのお知らせ

　事前予約は不要です。
●日時：７月 12 日（木）　

午後１時～午後３時
●場所：ハローワーク龍ケ崎

（龍ケ崎市若柴町 1229-1）
●対象者：看護職の求職者

看護職への進学を希望する方
●参加費：無料
●内容：看護職の就業相談

看護学校などへの進学相談

問  公益社団法人　茨城県看護協会
☎０２９－２２１－７０２１

（電話相談専用ダイヤル）

「看護の仕事」
相談会のお知らせ

客室乗務員のおはなし
　客室乗務員の経験者から仕事の魅力
や体験談など生の声を聞くことができ
ます。将来客室乗務員を目指している
方には、貴重な機会となりますのでぜ
ひご参加ください。
●日時：６月 24 日（日）

午後１時～
●場所：航空科学博物館

１階　多目的ホール
●費用：入館料のみ

問  航空科学博物館
（千葉県山武郡芝山町岩山 111-3）

☎０４７９－７８－０５５７

～ものづくりマイスターの募集～
　次の職種について、中小企業・工業
高校などで実技指導ができる有資格者
を募集しています。
●内容：電子機器組み立て

機械加工（普通旋盤・NC 旋盤・
NC フライス盤・マシニング
センタ）など

●応募資格：１級技能士資格保有、社
内外での後進指導経験な
どを有していること。職
業訓練指導員免許保有

（ただし、当方が実施す
る講習を受講することに
より免除可能）

●指導内容：３級技能検定の課題を使
用した実技指導など

●その他：指導内容、応募方法・資格
などの詳細については、お
問い合わせください。

問  茨城県職業能力開発協会
技能振興コーナー　飯田・松川
☎０２９－２２１－８６４７
HP http://www.ibamono.jp/

航空科学博物館
イベントのお知らせ

茨城県職業能力開発
協会からのお知らせ

～情報公開制度の運用状況について～
　平成 29 年度（平成 29 年４月１日
～平成 30 年３月 31 日まで）の運用
状況は次のとおりです。

【運用状況】
●公開請求の件数：１件
●公開決定の件数：１件
●不服申し立ての件数：０件

問  龍ケ崎地方塵芥処理組合
総務課　庶務係
☎０２９７－６０－１７７７

龍ケ崎地方塵芥処理
組合からのお知らせ

講座名：機械加工講座（技能検定対策）
●日時：７月 21 日（土）・28 日（土）

29 日（日）
午前９時～午後４時

●内容：普通旋盤・フライス盤の
技能検定対策

●定員：10 名
●申し込み期限：６月４日（月）～

25 日（月）
【期限内必着】

●持参品：技能検定で使う工具
測定器類など

●申込方法：土 浦 産 業 技 術 専 門 学 院
ホームページまたは、往
復はがきに①講座名②氏
名③住所④電話番号⑤年
齢⑥職業（会社名）をご
記入の上、申込期間内（必
着）に学院へ郵送（一人
１枚）にてお申し込みく
ださい。定員を超えた場
合は、抽選による選考と
なります。

●受講料：2,980 円

問  ・ 申  茨城県立土浦産業技術専門学院
☎０２９－８４１－３５５１
HP http://www.t-gakuin.ac.jp/
〒 300-0849
土浦市中村西根番外 50 番 179

茨城県立土浦産業
技術専門学院在職者

訓練の受講生募集

　富士山麓の自然豊かなキャンプ場
で、全国から集まる青少年（日本人・
外国人）が、キャンプ生活や富士登山
などの野外活動を共にしながら友情を
深め、さまざまな体験を通して、「仲
間づくり」、「チャレンジ」の大切さや
友達と協力し助け合う楽しさを学ぶ事
を目的とします。
●日時：７月 31 日 （火）～８月４日（土）
●場所：静岡県立

朝霧野外活動センター
●定員：日本人 80 名　外国人 20 名
●対象：小学３年生～中学３年生
●募集締め切り日：７月５日（木）
●参加費：問い合わせ先までご連絡く

ださい。

問  公益財団法人　国際青少年研修協会
☎０３－６４１７－９７２１

 info@kskk.or.jp
〒 141-0031
東京都品川区西五反田 7-15-4
第三花田ビル　４階

青少年国際交流
キャンプ参加者
募集のお知らせ

　茨城県交通安全協会および交通安全母の会では、多発し
ている交通事故による死者を一人でも減らす為「前照灯常
時点灯運動」を推進することとしました。
　この運動は、運転者自身の安全意識の向上や、自分の車
の存在をいち早く周囲にアピールする効果によって、交通
事故を防止するものです。

～ 前 照 灯 常 時 点 灯 運 動 ～

「前照灯常時点灯運動」の名称を大募集！

県民が親しみやすい名称を募集！

採用された方に商品を贈呈します！

募集期間　６月 29 日（金）までに、
取手地区交通安全協会へご応募ください。

応募方法　所定のチラシをホームペー
ジからダウンロードしてご
応募ください。

問い合わせ先　取手地区交通安全協会　会長　小川　一成
取手地区交通安全母の会連合会
会長　鴻巣　美智代
☎　０２９７－７２－１１３１
FAX ０２９７－７２－１１１３

役 場 税 務 課 か ら の お 知 ら せ
　平成 30 年度町・県民税納税通知書を６月 12 日に発行いたしますので、必ず開封
して内容をご確認ください。
　年金から差し引きで町・県民税を納付いただいている方でも、下記に該当する方
は納付書が同封されている場合があります。

問い合わせ先　役場税務課　町民税係
☎６８－２２１１　（内線２６４・２６５）

●平成 29 年中に公的年金以外の収入があった方
●平成 29 年度の町・県民税額に変更があった方
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