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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成18年度 第6号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
市長とまちづくりを語りませんか
｢市長と語る午後のひととき｣を開催します

【日　時】7月8日(土)午後1時～4時
【場　所】ショッピングプラザ　ラ・ラ・ルー
※1組の時間は20分程度
【問合せ】潮来市秘書広聴課　℡.63-1111 内線206

｢子育て広場｣七夕イベントのお知らせ
7月は七夕イベントを行います。ぜひご利用ください。
【日　時】7月5日(水)午前10時～
【場　所】中央公民館　大ホール
【問合せ】潮来市社会福祉課 子育て支援室
　　　　　℡.63-1111 内線386

平成18年度排水設備主任技術者
資格認定試験及び講習会

【試験日時】 10月17日(火)午後 1時30分～3時30分　
　　　　　　　　　　　 （受付12時30分～）
【講習会日時】9月14日(木)午前10時30分～3時30分　
　　　　　　　　　　 　（受付10時～）
【会　　場】センチュリープラザ石岡(石岡市八軒台18-32）
【申込締切】8月8日(火)
【受験手数料】4,000円(講習会手数料込)
【申込方法】希望者は下記にて受験申込書を受け取り、
必要事項を記入の上、必要書類等を添えて申込み。
【申込み・問合せ】潮来市下水道課
　　　　　　　　　℡.63-1111 内線324・325

潮来市長杯ソフトバレーボール大会
【期　　日】7月23日(日)
【参加資格】潮来市に居住もしくは職場を有する者。
【申込方法】所定の申込用紙に参加料を添えて下記ま
　　　　　　で直接申し込む。
【参 加 料】1チーム　2,000円
【申込締切】7月12日(水)午後5時まで(先着32チーム)
※キャプテン会議を7月13日(木)午後7時より中央公民
　館3階研修室で行います。組合わせ抽選・ルールの
　確認等を行います。会議に欠席の場合は失格となり
　ますので必ずチームから1名以上出席してください。
【申込み・問合せ】
潮来市教育委員会　生涯学習課　　　　　　　　　　
スポーツ振興グループ
℡.64-2611 内線642・643

男女共同参画推進月間標語募集
　毎年11月は県の男女共同参画推進月間です。月間の
メインテーマとなる標語を募集します。
【募集内容】男女共同参画社会の実現をイメージした標語
【応募資格】県内に居住・通勤・通学している方
【応募期限】7月20日(木)当日必着
【応募部門】・学生の部(高校生以下)
　　　　　　・一般の部(学生以外)
【応募方法】ハガキ・FAX・Eメールにより、応募作品、
住所、氏名、年齢、性別、職業を明記のうえ応募
【応募・問合せ】〒310-8555水戸市笠原町978-6
　　　　　　　　茨城県知事公室女性青少年課
　　　　　　　　℡. 029-301-2178 
　　　　　　　　FAX.029-301-2189 　　　　　　　
　　　　　　　　Eメール josei1@pref.ibaraki.lg.jp

１．試験区分、採用予定人員及び受験資格
　　職種区分  採用予定人員 　　　　　　　　　　　　受　　験　　資　　格
　　一般職　　　 若干名　　 昭和51年4月2日以後に生まれた人で、高校以上を卒業した者及び卒業見込みの者
　　　   　　               昭和46年4月2日以後に生まれた人で、高校以上を卒業した者及び卒業見込みの者
　　　　　　　　　　　　　　で、かつ保育士資格取得者(資格取得見込者含む)
上記の受験資格に該当する人であっても、次の各号の一に該当する人は受験できません。
(1)日本に国籍を有しない者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
(2)成年被後見人及び被保佐人
(3)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(4)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者
(5)日本国憲法又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又はこれ　
　 に加入した者
２．試験の方法　試験は第1次試験、第2次試験及び資格調査とし、第2次試験は第1次試験の合格者に対してのみ行います。
(1)第1次試験

(2)第2次試験　口述試験、身体検査、適性検査とします。
(3)資格調査　 受験資格の有無について調査します。
３．試験日及び試験場
     区　　分    　　第1次試験              第2次試験
     日　　時  　　  9月17日(日)       　　 10月下旬
     試験会場         茨城大学   　　 第1次試験合格者に通知
４．合格者の発表
(1)第1次合格者の発表は、10月中旬に掲示板（市役所前、出張所前）に掲示するほか合格者に通知します。
(2)最終合格者の発表は、11月に掲示板（市役所前、出張所前）に掲示するほか合格者に通知します。
５．給与　給与は潮来市職員の給与に関する条例及び規則に基づき支給されますが、例えば学校卒業直後に採用さ
　　　　　れた場合は、次のとおりです。
　　     学　　　歴        高 等 学 校   短　大　等 　　　大　　　学
　　 給料(基本給)月額　  １３８,４００円 １５１,０００円   １７０,２００円
　（注）1.学校卒業後一定経験年数があるものは、給料（基本給）月額に一定額が加算されます。
　　　　2.このほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当等が支給されます。
        3.上記給料（基本給）月額は、平成18年4月1日現在のものです。
６．受験手続及び受付期間　　　　　　　　
(1)申込用紙の請求：申込用紙は市役所総務課に請求してください。郵便で請求する場合は、封筒の表に｢職員採用 
　　　　　　　　　 試験申込用紙請求｣と朱書し、次のものを必ず同封してください。
　　　　　　　　　・あて先を明記して120円切手を貼った返信用封筒（Ａ4判）
　　　　　　　　　・受験する職種(一般職、保育士職)、試験区分(大学卒、大学卒以外)を明記した様式任意の書類
(2)受 験 申 込 先：〒311-2493　茨城県潮来市辻626番地 潮来市役所 総務部総務課 人事・行政グループ
(3)受  付  期  間：7月3日(月)～8月2日(水)申込みは月～金曜日 午前9時から午後5時、郵便の場合は8月2日必着です。
(4)提 出 書 類 等：ア.申込書1部 (所定の申込み用紙を使用してください)申込書に貼付ける写真のほかに、写真
　　　　　　　　　　　１枚を添えて申し込んでください。なお、写真の裏には、氏名を記入してください。
　　　　　　　　　 イ.受験料　不　要　　　　　　　　　　　 
                   ウ.あて先を明記して290円切手を貼った定形封筒（受験票送付用）
７．採用の時期　採用期日は、平成19年4月1日を予定しております。
８．その他      受験申込者には、受験票を後日配達記録郵便にて送付します。
※職員募集内容については、潮来市ホームページ(http://www.city.itako.ibaraki.jp/)でもご覧になれます。
【申込み・問合せ】潮来市総務課 人事・行政グループ　℡.63-1111 内線221～223

公務員として必要な大学で履修した程度の一般的知識、知能(社会科学、人文科学、
自然科学、判断推理、文章理解(英語含む)、数的処理、資料解釈)について、択一式
による筆記試験を行います。作文は主として文章表現力等について試験を行います。

公務員として必要な高等学校で履修した程度の一般的知識、知能(社会科学、人文科
学、自然科学、判断推理、文章理解(英語含む)、数的処理、資料解釈)について、択一
式による筆記試験を行います。作文は主として文章表現力等について試験を行います。

試　　験 方　　　　法

 教養試験
(作文含む)

　Ａ
大学卒

   Ｂ
 短大卒
高校卒等 

保育士職 若干名

一般職
保育士職
共通

市制施行５周年記念事業　前川まちづくりシンポジウム

第1部
基調講演

第2部
パネル

ディスカッション

｢私たちは、川を生かしたまちづくりを目指します｣　
NPO法人新町川を守る会　理事長　中村英雄氏(徳島県徳島市)

基調説明 ｢前川から住みよいふるさとづくりへ｣　潮来市長　今泉　和

【問合せ】潮来市企画財政課　℡.63-1111　内線216

(テーマ)
｢水辺を、そして前川を魅力ある交流空間とするために｣～市民と行政とのパートナーシップ～
(コーディネーター)　植田 義継 氏(茨城県トライアスロン協会理事長)
(パ ネ リ ス ト)◎潮来市長　今泉 和 
　　　　　　　　　◎兼平 紀子 氏(愛友酒造株式会社社長)　
　　　　　　　　　◎塚本 　勝 氏(潮来ジャランボプロジェクト事務局長)　
　　　　　　　　　◎中村 英雄 氏(NPO法人新町川を守る会理事長)

前川と生きる　美しい水郷 人が輝く交流舞台へ
　豊かな水郷の水辺や景観を守り、暮らしに生かす工夫や新たに交流資源として創造すること、そのための仕
組やルールづくり、そして温もりのあるまちづくりとは・・・。前川の治水をはじめ水辺の整備など、市民と
行政とのパートナーシップを踏まえながら、まちづくりを考えます。(定員300名　入場無料)
【開 催 日 時】7月9日(日)午後1時30分～3時30分(予定)　【会　　場】潮来公民館　大ホール
　　　　　　　　　　　　(開場午後1時)

平成１８年度潮来市職員（平成１９年度採用）募集要項



物　件　②

所　　　　在：潮来市日の出二丁目8－9外
地　　　　目：宅地
区　 画　 数：4区画
平均区画面積：約450㎡（約136坪）
平 均 単 価：約20,650円／㎡　(約68,300円／坪)
平 均 価 格：約9,290,000円

　　略　図

テレビ放映のお知らせ

◎潮来トライアスロン全国大会
【番 組 名】夢の扉(TBS)
【放送日時】6月25日(日)午後6時30分～
【内　　容】交通事故で両足を失った若者が生きるこ
　　　　　　とに絶望することなく、トライアスロン
　　　　　　に挑戦するドキュメンタリー
【問 合 せ】潮来トライアスロン全国大会実行委員会
　　　　　　会長 植田 義継　℡.63-2328

◎牛堀おやじの会
【番 組 名】おはよう茨城(フジテレビ)
【放送日時】7月2日(日)午前6時15分～30分
【内　　容】子ども達にベーゴマ、竹とんぼ、竹馬な
どの昭和の遊びを教えている｢牛堀おやじの会｣が出演
【問 合 せ】茨城県広報広聴課　℡.029-301-2118

潮来市制施行５周年記念協賛事業
第38回アイモアカラオケ大会

　カラオケ大会参加希望の方はアイモアサービスカウン
ターにて受付を行っています(先着30名)。歌うカラオケ
(カセットテープのみ)は大会当日に持参してください。
【日　時】7月16日(日)正午～
【場　所】アイモアプラザ
【ゲスト】小林 哲也さん(キングレコード)
　　　　　山口 正光さん(作曲家)
　　　　　潮来美笑女合唱団(子どもの安全よびかけ隊)
【問合せ】潮来ショッピングセンターアイモア
　　　　　℡.63-3715

夏休み「みなと」親子体験教室

【内　　容】｢みなと｣学習会と船上見学会
【日　　時】7月31日(月)～8月4日(金)午前9時～正午
　　　　　（鹿島港湾・空港整備事務所に9時集合）
【対　　象】小学生と保護者 各日：親子10組(先着順)
【費　　用】1人100円(障害保険料)
【申込方法】はがきまたはファックスにて下記内容を
記載の上、お申込みください。①住所、②参加者氏名
(保護者・児童)・年齢・学校名・学年、③電話番号
【申込期限】7月24日(月)必着
【申込み・問合せ】国土交通省鹿島港湾・空港整備事務所
　　　　　　　　TEL.0299-84-7711 (広報担当)
　　　　　　　　FAX.0299-82-1673

親子で楽しく七夕飾りをしよう

【日　時】7月1日(土)午前9時30分～正午
【場　所】中央公民館　大ホール
【持ち物】ビニールシート、飲物、マジックペン、紙
　　　　　を切るはさみ、のり等
【その他】高齢者の方々の参加もお待ちしています。
七夕飾りをしながら、潮来市の昔話を子ども達に聞か
せていただきたいと思います。完成した七夕飾りは中
央公民館ロビーに展示します。※折り紙は用意します。
【問合せ】NPO法人いたこ子育て支援センター
 理事長 松﨑 ちか ℡.66-0125(潮来市日の出3-5-11) 

元気のもとは食事から

～合同介護者教室開催～
　いつまでもおいしく食事が食べられるよう、元気な
体づくりに大切な｢食事｣について講演会を開催します。
【日　時】7月15日(土)午前10時～11時30分
【場　所】中央公民館　大ホール
【内　容】(1)栄養と体のバランス(2)低タンパクと病
　　　　　気の関係(3)食欲のない時の食事の工夫
【講　師】管理栄養士 高崎 智子先生
【問合せ】在宅介護支援センターあやめ
　　　　　℡.80-2223 鬼沢・堀越・君和田
　　　　　在宅介護支援センター福楽園　
　　　　　℡.64-6767 岩田・甲斐・茂木
　　　　　地域包括支援センター　
　　　　　℡.63-1111 内線397

平成18年度介護支援専門員
実務研修受講試験

　この試験は、介護支援専門員実務研修を受けるため
の専門的知識等の有無を確認するもので、合格者は、
研修を受講する資格を得られます。研修を終了し茨城
県に登録されて、はじめて介護支援専門員となります。
【試験期日】10月22日(日)午前10時開始
【受験資格】保健・医療・福祉の分野で通算5年以上
かつ900日以上又は通算10年以上かつ1,800日以上の実
務経験を有する者で、下記のいずれかの条件を満たす者。
①受験資格を有し、現在茨城県内で受験対象資格の業
　務に従事している者
②現在業務に従事していないが、過去の実務経験によ
　り受験資格を有し、住所が茨城県内にある者
【受験案内の配布】
(1)配布開始：7月3日(月)から
(2)配布場所：茨城県の各保健所、各地方総合事務所
　福祉課、茨城県高齢福祉課介護保険室、茨城県社会
　福祉協議会調査研修部
※郵送希望の場合は下記までお問合せください。
【受験願書受付】
(1)受付期間：7月10日(月)～7月31日(月)
(2)受付方法：簡易書留で郵送されたもののみ受付
　　　　　　(当日消印有効)
(3)郵 送 先：〒310-8586 茨城県水戸市千波町1918
　　　　　　　茨城県社会福祉協議会調査研修部
【問 合 せ】茨城県社会福祉協議会調査研修部　
　　　　　　℡.029-243-8539
　　　　　　茨城県保健福祉部高齢福祉課介護保険室
　　　　　　℡.029-301-3343

水郷まちかどギャラリーからお知らせ

◎グループ爽展
【期　間】7月4日(火)～9日(日)
【内　容】切り絵・書・洋画・モラ(民族手芸)
※入場無料、午前9時～午後5時(初日は午後1時～、最
　終日は午後3時まで)
【問合せ】水郷まちかどギャラリー　℡.63-3113

広報いたこ情報版　6月25日発行　発行者　潮来市長 今泉　和（広報に関するお問い合せは秘書広聴課 ℡.63-1111内線208まで）

　
住民健康診断を下記日程表のとおり実施いたします。
　 実　施　日　　　  実　施　場　所 　　　　　　　　　     対　　象　　地　　区
７月　３日（月） かすみ保健福祉センター　西丁、大塚野、宿、古宿、台上戸
　　　４日（火） かすみ保健福祉センター　牛堀第一、牛堀第二、赤須、清水、茂木、堀之内
　　　５日（水） かすみ保健福祉センター　横須賀西、横須賀東、芝宿、永山西、永山東
　　　６日（木） かすみ保健福祉センター　浜丁、上丁、下丁、あやめ、二丁目、三丁目
　　１０日（月） かすみ保健福祉センター　江寺、貝塚、築地、川尾
　　１１日（火） 　　 中央公民館　　　　 四丁目、五丁目、六丁目、七丁目、八丁目、七軒丁、十番、十四番
　　１２日（水） 　　 中央公民館　　　　 大洲、新町、後明、将監
　　１３日（木） 　　 延方公民館　　　　 小泉、洲崎、延方西、延方東
　　１４日（金） 　　 延方公民館　　　　 須賀、曲松、新宮、徳島、福島、米島、前川
　　１８日（火） 　　 延方公民館　　　　 大山、古高、下田、宮前
　　２５日（火） 　　大生原公民館　　　　大生原全域
　　２７日（木） 　　 中央公民館　　　　 日の出１．２．３．４．５丁目
　　２８日（金） 　　 中央公民館　　　　 日の出６．７．８丁目、未受診者

【受付時間】午前の部：9時30分～11時15分　午後の部：1時15分～2時30分
※午前中受診される方は朝食をとらずに、午後受診される方は昼食をとらずに来てください。(水、お茶は飲ん
　でもかまいません)尚、指定された日に都合のつかない方は、別の実施日に受けることもできます。
【問 合 せ】潮来市健康増進課(かすみ保健福祉センター)　℡.６４－５２４０

物　件　①

所　　　　在：潮来市上戸字横宿248－7外
地　　　　目：宅地
区　 画 　数：8区画
平均区画面積：約310㎡（約94坪）
平 均 単 価：約17,600円／㎡　(約58,100円／坪)
平 均 価 格：約5,460,000円
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潮来市有地売り払いの公募について

　潮来市では次の物件（土地）を売り払いますので、物件内容の確認や現地見学を希望される方は、下記まで
ご連絡ください。
【公募期間】6月26日(月)～7月10日(月)　午前9時～午後5時（土・日を除く）
【問合せ先】(財)潮来市開発公社　担当：土子、遠矢　TEL.63-1111 内線217
【売払い物件】

平成１８年度　住民健康診断のお知らせ

至稲敷市 国道51号 至鹿嶋市


