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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成21年度 第18号
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2月6日(土)は、停電のため終日ごみ搬入ができません。
　電気設備等の点検による停電のためごみ処理設備を
停止します。2月8日(月)からは、通常どおり搬入できます。
※　天候不良の場合は、2月13日(土)に変更になります。

　皆様のご理解とご協力をお願いします。

　潮来クリーンセンター　　TEL 64-5311
　潮来市　環境課　施設管理センター　TEL 64-5050

　市では、平成21.22年度「物品役務等入札参加資格申
請書」の追加受付をします。
　　　　　　2月1日（月）～2月8日（月）（土、日を除く）
　　　　　　午前9時から午後5時まで
　　　　　　（正午から午後1時までは除く。）
※　提出書類等詳細については、潮来市ホームページを

ご覧ください。

　潮来市　財政課　管財契約グループ
　TEL 63-1111　内線215

　求人者、障害者の方ともに、管轄のハローワークへお
申し込みください。
　土浦会場　2/ 5（金）ホテルマロウド筑波
　水戸会場　2/23（火）ホテルレイクビュー水戸
時間は、いずれも 午後1時～3時30分です。（受付12時30分～）

　公共職業安定所（常陸鹿嶋）
　TEL 0299-83-2318　FAX 0299-82-6028

　　　　　1月31日（日)
　　　　　午前10時～午後2時30分（受付9時30分～）
　　　　　鹿嶋市　まちづくり市民センター（宮中463-1）
　　　　　講演「ストーマケア、臭いについて、その他」他
　　　　　講演講師　磯野 貴久江氏（皮膚排泄ケア認定看護士）
　　　　　1,000円（昼食代込み）

 （社）日本オストミー協会　中部地区センター（弓削）
　TEL・FAX 029-241-8290

　県立カシマサッカースタジアムでは、スタジアムの長
寿命化等を目的とした各種改修工事を行うため、スタジ
アムの一般開放（見学）を2月22日（月）まで一時中断さ
せていただきます。
　なお、カシマサッカーミュージアム、カシマウェルネス
プラザなどについては、通常どおり運営いたします。

　県立カシマサッカースタジアム　　TEL 0299-84-6622
　県企画部事業推進課　鹿島担当　TEL 029-301-2756

　「水郷視覚障害者協会」は、障害者福祉の向上を第一
の目的とし、潮来市・行方市に在住、または勤務している
視覚障害者並びにこの活動に賛同される方を以て構成
されている福祉団体です。

○ＩＴの活用を強く推進し、サポートも行なっています。（パソ

コン・携帯電話）

○年2回以上の研修会並びに他福祉団体との交流会を積極的

に行なっています。

○「移動の自由」について、「福祉タクシー制度」創設に当初よ

りかかわり実現。また、「ガイドヘルパー」の充実を毎年訴え

ています。

　活動に賛同され入会を希望される方は、下記までご連絡
ください。※会費　月額500円（半年前納）は、活動費に当てています。

　水郷視覚障害者協会（塚崎）　
　TEL 72-1482　（午前9時～午後7時）
　E-mail tuka0622@agate.plala.or.jp

　心の不安や悩み、不眠、アルコール依存、高齢者の認
知症等について専門医が相談に応じます。
　　　　　2月1日（月）午後1時30分～2時30分
　　　　　かすみ保健福祉センター
下記まで電話又は直接窓口で予約してください。

　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL 64－5240

　身体・知的障害者の就労を促進し、自立と社会参加を
促進するため、就業支援相談を実施します。
　担当者は、潮来市身体障害者福祉協議会の相談員です。
　　　　　2ヶ月に1回　第2水曜日
　　　　　午後1時30分～4時30分　予約制です。
　　　　　2/10(水)・ 4/14(水)・ 6/9(水)
　　　　　8/11(水)・10/13(水)・12/8(水)
　　　　　　潮来市社会福祉協議会内　会議室

　潮来市社会福祉協議会　TEL 63-1296

子育て スポーツ・健康づくり 保健・医療

ケアマネージャー（１名）
　　　　　　介護支援専門員　（ケアマネージャー）

居宅介護支援事業においてケアプランの
作成業務その他

　　　　　　原則、午前8時30分～午後5時30分
　　　　　　月額基本給　187,400円以上（当法人規程による）
　※月額基本給は、経験により優遇します。
　※その他手当　賞与年2回　交通費支給、社保完備
　　　　　　平成22年4月より
　　　　　　原則1年　ただし、更新は可能です。
　　　　　　（1）書類選考（2）面接

（1）履歴書（写真貼付）（2）資格を証明す
るものを下記まで持参又は郵送してくださ
い。

　　　　　　1月25日（月）～2月10日（水）
　　　　　　午前9時～午後5時（土・日を除く）
　　　　　　（郵送の場合は、2月10日消印有効）

　潮来市社会福祉協議会（〒311-2421　潮来市辻765番地）
　TEL 63-1296（担当　前島・森内）

潮来クリーンセンターからのお知らせ

（後期）障害者就職面接会について

お　　知　　ら　　せ

こころの健康相談（相談無料、秘密厳守）

身体障害者就労支援相談

潮来市社会福祉協議会　契約職員募集

あなたのお近くに目の不自由な方はおりませんか？

鹿行地区オストミー講習会

相　　　　　　　　談

　　　　　1月30日（土） 午前9時30分～12時30分
　　　　　潮来市立中央公民館　大ホール　その他
　　　　　市来 真彦 氏（東京医科大学精神医学教室　准教授）
　　　　　「21世紀の健康づくり」～地域の中で元気に生きる～
　　　　　最新福祉機器展示、豚汁・おにぎりの配布
　　　　　入場無料
　　　　　潮来市社会福祉協議会（潮来市辻765番地）
　　　　　TEL 63-1296

　　　　　1月31日（日）　午前10時～午後4時
　　　　　レイクエコー　多目的ホール　　入場無料

鹿行地域の老若男女が交流を深め合い
ながら、舞踊・歌謡・詩吟などの芸能や
文化活動を発表します。

　　　　　鹿行地域高齢者はつらつ百人委員会・文化部
　　　　　TEL 64-6587(志村)
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潮来市役所 嘱託員登録者募集
　潮来市では、市嘱託員登録希望者を募集しています。(現在採用を予定している業務は下記のとおり)

登録制となっていますので、採用を希望される方は、登録をお願いします。今年度は登録2年目ですので、

21年度中に登録した方は登録の必要はありません。

【登録方法】Ā潮来市非常勤嘱託員等登録申請書ā及びĀ履歴書(写真添付)āを市総務課まで提出

　　　　　　(申請書は市役所、各公民館においてあるほか、潮来市ĬĎįīĽĎĚļからĞļđĻĹĎĢļできます。)

　　　　　　潮来市ホームページ http://www.city.itako.lg.jp/

【受付期間】下記業務の採用を希望する方は、2月10日(水)までに登録してください。

　　　　　　(登録はその後も随時受付ます)

【選考方法】嘱託員登録された方の中から選考を行います。

　　　　　　(登録しても採用されない場合があります)

※雇用期間は表示のないものについては、基本的に《平成22年4月1日～平成23年3月31日》となります。(3年を限度に更新できる場合あり。)

【問 合 せ】潮来市総務課 人事行政グループ

　　　　　　℡.63-1111 内線222・223

カーブミラー等の設置箇所を現地調査、台帳の作

製等（普通自動車運転免許資格・パソコンの基

本操作のできる方。《ワード、エクセル等》)

国勢調査に関する事務、調査票の受領・取りま

とめ・審査・点検・整理・提出事務等

（パソコンの基本操作のできる方。《ワード、エク

セル等》） 

児童保育

保育業務

( 幼稚園教諭免許)

給食献立及び給食調理業務（栄養士資格）

報酬

保育業務（保育士資格）

中央公民館

(66-0660)

担当課勤務時間

社会福祉課

(内線386)

(内線385)

(内線385)

(内線386)

(内線386)

一般事務

(3 名 )

国勢調査事務

（臨時職員）

(3 名 )

学童クラブ指導員

(若干名 )

募集業務 職務内容(必要資格等 )

保育所保育士

(若干名 )

公民館事務

（5 名）

幼稚園講師

(4 名 )

保育所栄養士

(1名 )

幼稚園預かり保育

(2 名 )

保育業務

( 幼稚園教諭免許)

利用者の接客受付け業務、清掃等の施設管理及び

施設使用に関する事務（パソコン操作のできる方）

午前8時～午後5時

1日8時間　週5日勤務

午後2時～午後6時30分

1日4.5時間・週4日勤務（交代勤務）

午前8時30分～午後5時30分

1日8時間　週5日勤務（交代勤務有）

午前8時30分～午後5時30分

1日8時間　週5日勤務

午前8時30分～午後5時30分

1日8時間　週3日勤務（交代勤務）

午前11時30分～午後5時30分

1日5時間　週5日勤務

午前9時～午後4時

1日6時間・週5日勤務

雇用期間　7/1～12/28（6ヶ月）1名

　　　　　9/1～11/30（3ヶ月）2名

午前9時～午後4時

1日6時間・月20日勤務

月額 108,000 円

月額 78,000 円

日額 4,500 円

月額 108,000 円

（時給 900 円）

日額 4,050 円

月額 180,000 円

月額 180,000 円

月額 180,000 円

総務課

( 内線 232)

秘書政策課

( 内線 208)

日　時

日　時

日　時場　所

場　所

内　容

参加費

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ・申し込み

問合せ・受付場所

問合せ・申し込み

問合せ・申し込み

問合せ・申し込み

問合せ・申し込み

受付期間

受付時間

相談場所

応募資格

勤務内容

勤務時間

給　　与

勤務開始

契約期間

選考方法

提出書類

受付期間

活動内容

潮来市社会福祉大会
「みんなでめざそう福祉の輪」

鹿行はつらつ交流発表会

問合せ

日　時

場　所

講　師

演　題

問合せ

日　時

場　所

内　容

その他



　竹を使って、竹とんぼ・竹鉄砲・竹笛・竹馬・紙玉鉄砲・ゴ
ム弓をつくります（一人一種目）。もちつき大会も同時開催。
　　　　　2月7日(日) 午前9時～午後1時30分
　　　　　旧所家住宅［茨城県指定文化財］日の出4丁目
　　　　　　小学生30名程度（先着順）保護者同伴可
　　　　　　小学1年生は必ず保護者が同伴してください。

1月29日(金)までに電話で名前・住所・
学年・電話番号をご連絡ください。

　潮来市　教育委員会（中央公民館）TEL 66-0660

　「茨城県公共交通活性化会議」では、キャンペーン
として、地域公共交通の確保策をテーマとする様々な
イベントを予定しています。
　詳しくは、茨城県公共交通活性化会議ホームページ
「鉄道・バス・タクシーいばらき」でご確認ください。
公共交通シンポジウム
　　　　　　2月8日（月）午後1時30～4時まで
　　　　　　茨城県民文化センター　　参加料無料
県内一斉ノーマイカーデー　一斉取組日　2月17日（水）
　　　　
　茨城県企画課交通対策室　TEL 029（301）2536
　ＵＲＬ　http://www.koutsu-ibaraki.jp/

健康体操教室 2/9～3/16 午後2時～3時30分 毎週(火)
生活習慣病予防教室 2/5～3/5 午後2時～3時30分 毎週(金)
健康体操教室 2/5～3/5 午後6時30分～8時 毎週(金)
いずれも全5回
　　　　　各教室10名程度(先着順)　　　　　市内外の成人の方
　参加費無料（但し、毎回の入場料及び、1教室期間の保険料300円がかかります。）

　潮来市立　ヘルスランドさくら内(受付まで)　TEL 64-5858

　これからの人生を、楽しく元気に健康的に！
　　　　　2月10日(水)　午後1時30分～3時30分
　　　　　かすみ保健福祉センター　(多目的ホール)
　　　　　☆保健師講話　「体のお話」
　　　　　☆講演　テーマ「楽しく元気に我が人生！地域の達人として！」
　　　　　　　　　講師 長谷川 幸介 氏（茨城大学准教授）
　　　　　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240

　　　　　2月21日（日）午前9時　現地集合
　　　　　道の駅いたこグラウンドゴルフ場
　　　　　　30名（小学生は保護者同伴）
※参加者が多数の場合は抽選。結果は当選者のみ葉書でご連絡します。

　　　　　500円（当日お預かりします）
　　　　　　日の出、大洲、十番在住で小学生以上の方
　　　　　潮来市立中央公民館事務室（日の出）　申し込み箱
　　　　　　2月13日（土）
　　　　　　　　　　潮来市立中央公民館　TEL 66-0660
※雨天の場合はボウリング (場所：チェリオボウル　鹿嶋市）とな

ります。集合時間は同じ、現地集合でお願いします。

住民税申告、確定申告がまもなく始まります。忘れずに申告をしましょう。

申告を忘れると、

　・ 国民健康保険加入者の高額療養費支給、保険税の軽減

　・ 国民年金保険料の免除

　・ 公営住宅の入居申し込み

　・ 保育所入所の申し込み

　・ 扶養関係の証明

などに必要な住民税関係証明書の交付が受けられなくなります。

　平成22年1月1日現在で潮来市内に住所を有する方で、平成21年中に給与、

年金、営業、農業、不動産、譲渡などの各種収入がある方。

ただし、次の①～③に当てはまる方は申告の必要がありません。

※住民税申告の案内文を昨年の状況をもとにお届けしますが、案内文が届か

　ない場合でも申告の必要な方は申告してください。

※申告受付の電算化に伴い、原則として申告書の送付は省略しています。

　ご了承ください。

※平成22年1月2日以降に転入してきた方は、原則として平成22年1月1日現在

の住所地にて住民税の申告をしてください。

①印鑑

②申告書（税務署から確定申告書が送られている方）

③国民健康保険税、国民年金保険料、任意継続保険料等の領収書又は証明書

④生命保険、地震保険等の証明書

⑤医療費控除を受ける方は、必ず医療機関の領収書 平成21年分(1～12月分)

⑥所得税の還付のある方は、振込先金融機関名・口座番号のわかるもの

　(本人名義に限る)

⑦障害者手帳等（障害者控除を受ける方）

⑧給与所得者は源泉徴収票（退職した方は、退職金があれば、退職金の源泉

　徴収票）

⑨営業所得や不動産所得のある方は、収入支出の関係帳簿、収支内訳書

⑩農業所得のある方は農業所得収支内訳書（同封のもの）及び収入支出の関係

　帳簿(領収書等)

①１ヶ所からの給与所得の方で、職場から給与支払報告書が提出されてい

　る方(お勤め先でご確認ください)

　一般のサラリーマン、パートなどはこれに該当します。職場に潮来市　

　以外の住所を届けていると、給与支払報告書が市役所に届かない場合　

　がありますのでご注意ください。また、年末調整が済んでいない方は　

　申告してください。

②税務署へ所得税の確定申告書を提出した方

　確定申告書を提出した方は、住民税の申告書を提出したものとみなされま

　すから、あらためて住民税の申告書を提出する必要はありません。

③学生等の収入がない方で同一世帯の家族の扶養になっている方

　別世帯の家族の扶養になっている方は、住民税の申告書を提出してくだ

　さい。

　申告会場は大変混雑します。申告をスムーズにすませ、待ち時間を短くするためにも

次のことにご協力ください。

・ 収支内訳書は自分で作成のうえ申告会場に持参しましょう。

・ 医療費の領収書は、医療機関ごとまたは受診者ごとに１年分を合計しましょう。

・譲渡所得（不動産の売買による所得）のある方、配当金のある方

・住宅借入金（取得）等特別控除を受ける方（初年度）

※これらについては、複雑な場合が多いため、税務署で申告してください。

◎対象地区は全て小学校区で指定しています。

　・前年と対象地区及び日時が変わっています。

牛堀地区は、受付会場が商工会（旧牛堀出張所）へ変わりました。駐車場が
狭いのでご注意ください。

　・上記対象地区は混雑緩和のための地区指定です。対象地区以外の日でも受付いたします。

　・必ず受付時間までに、ご来場ください。時間外は受け付けることができません。

　・土・日曜日は受付しておりません。

住民税申告ă確定申告の期間は ２月１６日(水)～３月１５日(火)です

申告のとき必要なもの

住民税申告の必要な方

申告会場の混雑緩和にご協力ください

次の方は税務署で申告してください

住民税申告・相談日程表 受付時間：午前９時～午後４時30分

問合せ先：潮来市 税務課 ℡.63-1111 内線123ă124ă138

中央公民館略図

中央公民館中央公民館

日の出中学校日の出中学校

日の出小学校日の出小学校

水郷潮来
バスターミナル
水郷潮来
バスターミナル

県道水戸神栖線県道水戸神栖線行方←行方← →神栖→神栖

住民税申告ă確定申告の期間は ２月１６日(火)～３月１５日(月)です
申告会場は下記日程表(対象地区割り)により受付ます。※潮来市役所窓口では受付しておりません。

《確定申告、年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けるための手続は今までどおり必要です。》

◎所得税の還付申告は、申告期間前でも税務署に提出できます。早めに申告を！！
　インフルエンザに注意して早めに申告しましょう。

→鹿嶋

国道51号国道51号行方←

辻交差点

潮来保健センター略図

約90m

潮来保健センター

シルバー人材センター

潮来市役所

津知公民館

歩道橋

市・県民税の住宅ローン控除申請書は平成22年度分から不要となりました。

２月１６日 火

　　１７日 水

　　１８日 木

　　１９日 金

　　２２日 月

　　２３日 火

　　２４日 水

　　２５日 木

　　２６日 金

潮来市商工会

(旧牛堀出張所）

(牛堀17）

月　　日 対象地区 会　　場

(旧)牛堀

一小・二小(学校区)

(旧)八代小

(学校区)

日の出小

(学校区) 中央公民館

(日の出3丁目)
延方小

(学校区)

津知小

(学校区)

潮来保健

センター

(辻779)

３月　１日 月

　　　２日 火

　　　３日 水

　　　４日 木

　　　５日 金

　　　８日 月

　　　９日 火

　　１０日 水

　　１１日 木

　　１２日 金

　　１５日 月

予備日

(全地区)

徳島小

(学校区)

大生原小

(学校区)

障害者の日

潮来小

(学校区)

潮来市商工会略図

牛堀郵便局牛堀郵便局

→鹿嶋→鹿嶋

市立図書館市立図書館

国道51号国道51号

権現山
公園
権現山
公園

広報いたこ情報版　平成22年１月24日発行　発行者　潮来市長         （広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線209まで）
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商工会商工会

いばらき公共交通利用促進キャンペーンに参加しませんか

ふれあい　イキイキ☆健康サロン　開催

ヘルスランドさくら　新春運動教室

★☆ 茨城県指定文化財 旧所家住宅 特別公開事業 ☆★　　　　　　　

もちつき大会・昔のあそび道具づくり 参加者募集！

日の出公民館主催　平成21年度　ミニ講座
グラウンドゴルフ体験

問合せ・申し込み

問合せ・申し込み

問合せ・申し込み

問合せ

問合せ

日　時

場　所

日　時

場　所

日　時

場　所

日　時

場　所

内　容

定　員 対　象

参加費

申込先

募集人数

応募資格

申込締切

参加対象

申込締切


