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潮来市長 　今　泉　　和

「新年の

　 　あいさつ」
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※勤務内容等については、担当課にお問合せください。

【お問合せ】潮来市総務課　人事行政グループ　TEL.63-1111　内線222

潮来市役所

担当課において

④選考審査

（面接・書類審査など）

職　種 資 格 勤務条件 報 酬 勤務場所 採用期日 担当課

公民館

嘱託員
不 要

週３日

１日８時間

月額

75,600円

大生原

公民館

平成19年

４月１日

中央公民館

℡66-0660

◎ 登録募集職種 ◎

②　　登　　録

Ａ　課 Ｂ　課

③登録者の中から人材検索

Ｃ　課

⑤雇用通知書
（採用された場合）

①　提　　出

登録から採用まで 平成19年度
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綴込

順序

業 種 別 提  出  書  類

添　付　書　類
様 式 記 入 要 領 等

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

１ ◎ ◎ ◎ 入札参加資格審査申請書 代表者印は、実印とする。

２ ◎ 経営事項審査結果通知書の写し 所轄行政庁の証明のあるもの。

３ ◎ ◎ 経営規模等統括表  

４ ◎ ◎ ◎ 許可証明書の写し
Ⅱについては、登録証明書

Ⅲについては、認可許可を受けている場合は、付けること。

５ ◎ ◎ ◎ 登記簿謄本又は身分証明書
法人の場合は、登記簿謄本　（写し可）

個人にあっては身分証明書　（写し可）

６ ◎ ◎ ◎ 営業所一覧表 所管営業所にアンダーラインを引く。

７ ◎ ◎ ◎ 工事経歴書（直前２年間の実績）
Ⅱの場合は、「業務経歴書」

Ⅲの場合は、「納入実績書」と書き換える。

８ ◎ 主要取引金融機関名 主要取引金融機関を記入

９ ◎ ◎ ◎

納税証明書（写し可）

（直前１年間の納税証明書）

※（潮来市に納税義務のある者は、潮来

市の納税証明書を添付すること。）

・[法人]法人市民税、固定資産税、軽自動車税

・[個人]市県民税、固定資産税、軽自動車税

・国　税　[法人] 法人税、消費税及び地方消費税

　　　　　　　　（その３の３・未納のない 証明）

　　　　　[個人] 所得税、消費税及び地方消費税

　　　　　　　　（その３の２・未納のない 証明）

・地方税　[法人] 法人県民税、法人事業税

　　　　　[個人] 県民税、事業税

10 ◎ 職員名簿 潮来市に本店、営業所等があるもの。

11 ◎ ◎ ◎ 技術者経歴書 職種毎に用紙を別葉とする。

12 ◎ ◎ 財務諸表 貸借対照表、損益計算書及び利益金処分に関する書類

13 ◎
建設業退職金共済事業加入・履行証明

法定外労災補償制度への加入証明書

建設業労災防止協会への加入証明書

（写し可）

14 ◎ ◎ ◎ 委任状（任意の用紙で可（Ａ４）） 代理人を定め、一定期間入札及び契約等の行為を委任する場合のみ提出のこと。

15 ◎ ◎ ◎ 使用印鑑届・印鑑証明書 印鑑届は任意の用紙で可（Ａ４）・印鑑証明書（写し可）

注)「納税証明書」委任等をする場合は、委任先（支店・営業所等）の所管の県税事務所発行の納税証明書が必要になります。（法人事業税・法人県民税）

提 出 書 類 一 覧 表 

　潮来市では、平成19・20年度「建設工事等入札参加資格申請書」の定期受付をします。市が行う

建設工事・測量・建設コンサルタント・物品等の競争入札に参加を希望する業者は、次の要領に基

づき書類の提出をお願いします。

【お問合せ】潮来市総務課　管財契約グループ　TEL.63-1111 内線232・233

指名参加願い定期受付

受付期間：平成19年１月９日（火）～２月９日（金）

①受付期間：平成19年１月９日（火）～２月９日（金）

　　　　　　（土・日・祭日を除く）

②受付時間：午前９時から午後５時まで

　　　　　　（正午から午後１時15分までは除く。）

③受付場所：潮来市役所 ３Ｆ 第３会議室

④提出書類：下記一覧表業種別欄の◎印のもの

　　　　　　作成基準日　平成18年10月１日

⑤提出部数：１部　Ａ４フラットファイル綴

　（ファイル色指定）別表の綴じ込み順で綴じ表紙・背表紙に、「平成19・

　20年度建設工事等入札参加資格申請書」と商号「会社名」を記入する。

　Ⅰ　建　　　設　　　工　　　事：【 水色系 】

　Ⅱ　測量・建設コンサルタント等：【 桃色系 】

　Ⅲ　物　　品　　製　　造　　等：【 黄色系 】

⑥提出様式：「中央公契連」統一様式

⑦注意事項

　●内容について説明できる方が持参してください。な

お、郵送による提出は認めません。

　●申請書（建設工事）を提出することができるもの

は、管轄行政庁で建設業法第27条の23の規定に基づ

く建設業者の経営に関する事項の審査を受けた者と

する。

　●証明書については、証明年月日が申請書提出時の

３ヶ月以内のものとすること。

　●提出書類に不備があると登録できない場合がありま

すので、注意してください。

平成19・20年度
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　「牛堀親爺の会」は、その活動を高く

評価され、11月18日（土）に笠間市で行

われた「大好きいばらきネットワーカー

活動推進大会」において、ふるさとづく

りの事例発表を行いました。

団体プロフィール

●名称：牛堀親爺の会　●会長：浅野慶一　

●参加資格：自称「おやじ」　

●会 員 数：２１人
　（主に旧牛堀町小中学校ＰＴＡのＯＢや公民館関係者を中心に構成）

●活動拠点：旧八代小学校空き教室

!!
｢
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ナンバーズ・ミニロト・

ロト６・toto・BIG

各種宝くじ発売中

イタコチャンスセンター
TEL.62-3000  URL:e92.net

損保ジャパン

ひまわり生命代理店

関口 明広( )
予約必要 TEL.63-2177

日本FP協会会員
No.30299318

の無料相談生命保険

12

14

塩原署長（中央）、泉団長（右）

「ノルマンディーの港（黄色い帆）」

小峰会長（下段右）



7

11

27

34

19

23

地域発展に貢献する

潮来市建設業組合
茨城県潮来市辻５８３－２

ＴＥＬ ０２９９―６３―１３５８

潮来市社会福祉協議会職員募集のお知らせ

【勤務時間】原則午前８時30分～午後５時30分

【勤務要件】週休２日制（非常勤ヘルパーについては週実働３から４日程度）

【雇用期間】平成19年４月１日～平成20年３月31日（１年契約・継続有）

【賃　　金】当法人規定による

　　　　　　◎臨時職員：月額131,900円～

　　　　　　（昇給・賞与有り、社保完備、交通費支給等、経験年数により一定額加算有）

　　　　　　◎常勤介護支援専門員：月額164,700円～

　　　　　　（昇給・賞与有り、社保完備、交通費支給等、経験年数により一定額加算有）

　　　　　　◎常勤ヘルパー：月額145,500円～

　　　　　　（昇給・賞与有り、社保完備、交通費支給等、経験年数により一定額加算有）

　　　　　　◎非常勤ヘルパー：時給1,150円～1,250円
　　　　　　（車借上げ及び燃料費含む）

【選考方法】（1）書類選考　　　　　（2）面接＜日程は後日連絡します＞

【提出書類】（1）履歴書＜写真貼付＞（2）資格を証明するもの

　　　　　　（3）常勤・非常勤の希望を明記

【提出場所】〒311-2421 潮来市辻765番地　社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

【受付期間】受付中～１月26日（金）までの午前９時～午後５時

　　　　　　（郵便の場合は１月２６日着分まで）

【お問合せ】社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

　　　　　　担当者：新橋、大川　TEL.６３－１２９６

広報いたこ 2007
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司法書士 篠塚健司事務所

遺産の相続手続　土地建物の名義変更

会社の設立等　サラ金の借金問題

 毎月第２水曜日、当事務所において無料相談を

 行っております。（予約必要 ℡６６－３５１１）

〒311-2423　潮来市日の出８丁目12番地６

区　分 人員 内　　　容 応　募　資　格

臨 時 職 員 １名 一般事務
高校以上を卒業及び卒業
見込の者

常勤介護支援専門員
（ケアマネジャー）

１名
要介護者が日常生活た
めの専門的援助を営む

資格取得者、一定経験者
優遇

常 勤 ヘ ル パ ー １名
ホームヘルプサービス及
びサービス提供責任者

介護福祉士又は訪問介護
１級課程修了者、正・準看護師

非常勤へルパー ３名 ホームヘルプサービス
介護福祉士又は訪問介護
２級課程以上修了者

潮来市シルバー緑化推進委員会潮来市立牛堀小学校

潮来市仏教会 116,739円
潮来市文化祭実行委員会 50,400円
牛堀幼稚園 16,854円
延方幼稚園 23,754円
津知幼稚園 1,935円
椎名会計 215,264円
匿名 1,091円
匿名 2,000円
潮来市職場平和委員会 2,520円
大洲保育所 3,443円

善意銀行

申告も納税も、e-Taxで。

申告 納税 申請・届出

e-Taxでらくらく送信（税務署へ）

インターネット

所得税、法人税
消費税、酒税、印紙税

全税目

自宅やオフィス
税理士事務所などから

e-Taxを利用するには、事前
に開始届出書の提出、電子証
明書の取得などが必要です。

利用開始のための手続きなどのご質問は、潮来税務署に
お尋ねください。【潮来税務署 電話番号 0299-66-6931】

e-Taxホームページwww.e-tax.nta.go.jp

イータ君

（12月分・
 敬称略）
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　　　【お問合せ】潮来市社会福祉課　℡.63-1111　内線392

　　　　　　　　　潮来市地域包括支援センター　TEL.63-1111　内線396・397

（地域包括支援センターでも高齢者からの相談を受け付けています。悩まずに相談してください。）

広報いたこ 2007
２月号 Vol.70

　高齢者を狙った悪質商法が問題となっています。今回は、内閣府が発行している「見守り

新鮮情報」より、全国各地で起きている被害、悪質商法の新たな手口や対処の方法などをい

くつかお伝えします。高齢者の方をはじめ、周囲の方々みんなで気をつけましょう。「あれ？

おかしいな。」などと感じたり、何度も被害にあって悩んでいる場合には、１人で抱え込まず

に相談しましょう。

参考【内閣府ホームページ　http://www.consumer.go.jp/shinsen/mima2.htm#01】

　展示会では、営業マン数人が着物姿を「とても似合う」とほめちぎり、商品を買うと、

食事会、屋形船、観劇などに招待しておだててくれます。その上でまた展示会に誘い、次

の商品を買わせる手口です。着物、ネックレスなど12点、400万円以上買わされた被害まで

出ています。一度契約すると次から次へと勧誘されます。キッパリ断りましょう。

展示会に行くたびに、着物などを次から次に買わされる！

　「血液サラサラ検査」の旗を立てて、通りが

かった高齢者に「無料で調べますよ」と声をか

けます。顕微鏡につないだパソコン画面を見せ

「あなたの血液はドロドロ」などと不安にさせ、

商品のブレスレットを腕にはめさせて「さらさ

らになった」「長生きします」とブレスレットを

売りつけます。健康に不安がある場合は自分で

判断せずに、医師の診察をうけましょう。商品

の効果はわかりません。

　業者は最初に「換気扇を1000円で掃除します」

と電話をかけ、掃除後「汚れている壁や天井を

掃除すると９万円かかるが、石を買ってくれた

ら、掃除は無料にする」「自宅のお風呂が温泉に

なる」などと言い「石」を売りつけています。

石の温泉効果は信用できません。キッパリ断り

ましょう。

「血液サラサラ」にするブレスレットを
20万円で買わされた！

心配なときは…１人で悩まず相談してください！

茨城県消費生活センター鉾田分室

◎連 絡 先：０２９１－３３－４４１０（直通）

潮来市消費生活センター

◎相談受付：火曜日・金曜日（祝日、年末年始はお休み）

◎相談時間：９:30～12:00・13:00～16:00

◎連 絡 先：０２９９－６２－２１３８（直通）

相談するときは

①契約日等（状況）

②商品名

③販売会社名

　などわかる範囲で

お話ください。

被害
内容

被害
内容

悪質商法 に気をつけよう！

30万円もの「温泉効果のある石」を
売りつける被害が発生！

被害
内容「血液サラサラ」にするブレスレットを

20万円で買わされた！
30万円もの「温泉効果のある石」を
売りつける被害が発生！

展示会に行くたびに、着物などを次から次に買わされる！
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【お問合せ】潮来市健康増進課（かすみ保健福祉センター内）TEL.64-5240

みんなで元気づくり
保健センター
ニュース

シリーズ

No.8

　新しい年が始まりました。今年もお元気でお過ごしください。今回は『ノロウイルス』についてご紹介します。

　『ノロウイルス』は乳幼児から大人まで幅広い年齢層に、胃腸炎を起こすウイルスです。年間を通じて発

生していますが、特に冬期に多く発生していますので、十分注意してください。

【予防のポイント】

（１）殺菌する

　　　ア　食品を加熱するときは、85℃以上で１分以上。

　　　イ　器具の消毒は、熱湯（85℃以上で１分以上）または塩素系消毒液で行いましょう。

（２）手洗いの励行

　　　手洗いは、料理を行う前、食事の前、トイレに行った後、下痢や嘔吐などの汚

物処理やオムツ交換を行った後には必ず行いましょう。

（３）二次感染の予防

　　　下痢や嘔吐などで床などが汚れた時は、マスクと手袋を着用して、ペーパータオルで静かにふき取り、

塩素系消毒液で浸すようにして、床をペーパータオルでふき取りましょう。

【感染したときの症状】

　潜伏期間（感染から発症までの時間）は24～48時間で、主症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛です。発熱は

軽症です。通常これらの症状が１～２日続いた後、治癒し、後遺症もありません。また、感染しても発症し

ない場合や軽い風邪のような症状の場合もあります。これらの症状があるときは早めに医師の診察をうけま

しょう。

【お問合せ】潮来市環境課 環境政策グループ　TEL.63-1111　内線252

・犬の放し飼いはやめてください。
　近隣や周囲の人に迷惑です。必ずつないで飼って下さい。

・犬のフンは飼い主の責任で持ち帰りましょう。
　飼い主が思っている以上に近隣の方は迷惑しています。

　飼い主のモラルにて、犬の『フン』を持ち帰りましょう。

産まれてから困るより、また不幸な犬猫をなくすためにも避妊去勢手術をおすすめします。

潮来市では手術に対して補助金交付をおこなっています。 

避 妊
　犬（めす）１頭　 7,000円

　猫（めす）１頭　 4,000円
去 勢

　犬（おす）１頭　 5,000円

　猫（おす）１頭　 2,000円

＊手術より20日以内に環境課まで来庁し、申請書にご記入ください。

＊口座振込になりますので、通帳等振込先の分かるものをお持ちください。 

　補助対象者  申請者（飼い主）が潮来市に居住及び住民登録されている方

　犬の補助条件  登録及び補助対象年度の狂犬病予防注射を受けていること

　必要なもの  手術証明書（領収書）、印鑑、郵便局以外の口座番号

飼い主の
ルールと
マナー

ペットは正しく飼いましょう！

犬猫避妊去勢手術・補助金交付について
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【お問合せ】　潮来市立図書館　TEL.８０－３３１１　FAX.６４－５８８０

（　は休館日、　は午後１時から開館）

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）

日にち 午前10時30分 午後３時

２

３日(土) ハリー・ポッターと炎のゴブレット 幸福の黄色いハンカチ

４日(日) ハリー・ポッターと炎のゴブレット 幸福の黄色いハンカチ

10日(土) ポケットモンスター 水の都の護神 恋におちたシェイクスピア

11日(日) ポケットモンスター 水の都の護神 恋におちたシェイクスピア

17日(土) 映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 星の王子 ニューヨークへ行く

18日(日) 映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 星の王子 ニューヨークへ行く

24日(土) マイ・シスターズ・キッズ プリティ・ウーマン

25日(日) マイ・シスターズ・キッズ プリティ・ウーマン

日にち 午後２時～

２月３日
(土)

まめまきのおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

２月10日
(土)

バレンタインデーのおはなし

いたこおはなし会

２月17日
(土)

リサイクルのおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

２月24日
(土)

梅のおはなし

うしぼりおはなし会

※上映当日、午前10時から整理券を配布しますので、カウンターでお受け取りください。

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

２月の図書館カレンダー

10月28日（土）、おはなし会拡大版として

ハロウィン特集を実施しました。

　過去に放映された大河ドラマの原作本を集めま

した。

「利家とまつ」「随筆宮本武蔵」

「義経」「功名が辻」

「最後の将軍 徳川慶喜」

「武田信玄」

「竜馬がゆく」など

　雪の季節です。こたつで静かに本を読むといいですね。

「ゆきおんな」「やまとゆきはら」「ゆきがたくさんつもっ

たら」「ゆきうさぎのちえ 北に生きるかしこい動物たち」

「ゆきのおしろへ」「はじめての

ゆき」「雪の上のなぞのあしあと」

「かがくのとも傑作集ドキドキ自然」

「雪の女王」など

◎大河ドラマ原作 ◎雪にまつわる本

「しろばんば」「あすなろ物語」「夏草冬濤」「氷壁」「敦煌」「楊貴妃

伝」「井上靖 わが一期一会」「西域をゆく」「孔子」「額田女王」「猟銃」

「井上靖全集」「昭和文学全集」など

　入り口正面の本棚にそろえてあります。

図書館へ

今月の本棚 よ う こ そ

図書館だより

井上　靖　2007年ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」原作者

おはなし会おはなし会
　図書館では、図書資料やサー

ビスの詳しい内容を掲載した情

報紙「クローバー」や、一般向

け映画解説書「シネマテーク」、

子ども向け映画解説書「こども

えいが会」を毎月発行していま

す。館内エントランスカウン

ターにおいてありますので、是

非ご覧ください。

　今年も皆様のご来館をお待ち

しています。

お知らせ
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
法律相談（高）
１歳児育児相談（か）
（H18.2月生）

潮来市長・
市議会議員補欠選挙

＋当番医

仲沢医院563-2003

＋当番医

常南病院563-1101

＋当番医

船坂医院566-1285

潮来市文化講演会
（潮来公民館）
＋当番医

大久保診療所
562-2506

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）

子育て広場（中）
３歳児健診
（H15.11月生）

◎今月の納税は、

　国民健康保険税の第六期分、

　下水道事業受益者負担金の第四期分、

　介護保険料の第六期分です。

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H18.6月生）

献血
（ホームジョイ本田）
（10:00～12:00・13:00～15:30）

子育て広場（中）子育て広場（中）

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）

子育て広場（図）
７ヶ月児育児相談（か）
（H18.6月生）

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）

子育て広場（図）
１歳児育児相談（か）
（H18.2月生）

マタニティ・セミナー（か）
１歳６ヶ月児健診
（H17.7月生）

振替休日

子育て広場（中） 子育て広場（中）
ポリオ
（H18.10月31日以前生）

（津知・延方・大生原地区）

February

のカレンダー月

● 実施場所 ●

（い）…潮来保健センター

（か）…かすみ保健福祉センター

（中）…中央公民館

（図）…市立図書館

（高）…高齢者センター
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建国記念日

子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H18.9月生）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H18.9月生）

子育て広場（図）
ポリオ
（H18.10月31日以前生）

（牛堀地区）

子育て広場（中）
ポリオ
（H18.10月31日以前生）

（潮来地区）

＋当番医

延方クリニック
566-1873

～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.51VOL.51

■開催趣旨

　「Ｅ～クオリティーカフェ」は、男女共同参画社会の実現に向けて、専門家等と一般の人々が誰でも市内

の公共施設を始めとした、喫茶店等の身近な場所で、気軽にお茶を飲みながら男女共同参画社会の視点で語

り合う学習の場として実施しています。

　今回は、潮来市では男女共同参画でご活躍され潮来市男女共同参画審議会会長であります根本芙美氏が講

師です。根本氏は、専門的に民俗学を長年研究されておりますことから、潮来の歴史を振り返りその時代に

生きた女性たちの生き様を学習しながら、歴史を物語る石塔に思いをはせ読んでいきます。市民の皆様の参

加をお待ちしています。

　　　◎テーマ：潮来の隆盛　～石塔にみる女性の生き方～

　　　◎講　師：根本　芙美 氏（潮来市男女共同参画審議会会長）

　　　　＜日　程＞　１月２５日（木）午後７時～８時30分

　　　　＜場　所＞　「北斎遊学館」(牛堀1-10　TEL.６４－５５１７)

　　　　※参加ご希望の方は、会場準備の関係で１月24日（水）までに住所、氏名等参加希望の旨ご連絡

　　　　　ください。又、当日の車の駐車につきましては、牛堀出張所の駐車場をご利用願います。

Ｅ～クオリティーカフェ（第６回）開催します

　【お申込み・お問合せ】潮来市秘書広聴課　℡.63-1111 内線206　FAX.80-1100

　　　　　　　　　　メールアドレス info@city.itako.ibaraki.jp いずれかにご連絡ください。

期日前投票（市役所 8:30～20:00、牛堀出張所 8:30～17:00）
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　市長へのたより

総数 女 10,488 世帯（－11）世帯数15,840人男 15,445人 （－11）（－10）31,285人（－21）

　12月７日（木）、潮来保育所において、毎

年恒例の餅つき大会が行われました。

　子ども達につきたてのお餅を食べてもら

おうと、父母の会役員の皆さんが準備をし

てきたもので、当日は、ついた餅をきなこ

餅にしたり、お雑煮にしたりして、みんな

でおいしく食べました。

　また、小さな杵を使って餅つき体験をし

たり、記念撮影をしました。

小さな杵で餅つき体験

父母の会のみなさんが準備をしてくれました

お母さん達も餅をつきました

小さな杵で餅つき体験

つきたての餅をみんなでおいしく食べました つきたての餅をみんなでおいしく食べました

年少さんは餅つきを応援


