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｢外国人旅行者向け消費税免税店制度
説明会｣開催のお知らせ
潮来市では、外国人旅行者の獲得、東京オリン
ピックの事前合宿地の誘致及び地域経済の活性化
の推進を図るため、外国人旅行者向け消費税免税
店制度等に関する事業者向け説明会を開催します。
ぜひご参加ください。
日
時
9月29日(火) 午後2時～3時50分
場
所
潮来市役所3階 第一会議室
内

容

・外国人旅行者向け消費免税店制度について
(免税概要、免税申請について)
・Tax-freeパスポートスキャナ 実機デモ 等
問合せ

潮来市観光商工課 TEL.63-1111 内線242・244

木造住宅耐震診断の希望者を募集します
対象建築物

(1)昭和56年5月31日以前に着工された建物で、
階数が2以下の建物
(2)併用住宅においては、居住の床面積が述べ面
積の2分の1を超えるもの
(3)丸太組工法又は型式適合認定によるプレハブ
工法以外のもの
(4)違法建築物以外のもの
(5)この制度により耐震診断を受けていないもの
※税の滞納のある方は診断を受けられません。
＜＜注意＞＞
り災証明において半壊以上の判定をされた住宅
は対象外です。
耐震診断とは、昭和56年5月31日以前に建築され
た木造住宅について、大地震が起こった際に建
築物が倒壊する恐れがあるのかを数値で評価す
るものであり、被災にあった建築物が安全かど
うかを判定するものではありません。
個人負担金 2,000円
募集戸数
7戸(予定戸数を超えた場合は抽選)
募集期限
11月30日(月)まで
申込条件
市内の対象建物の所有者または同居
する家族の方（借家人は除く）
申込方法

所定の申込書に必要事項を記入してお申し込みく
ださい。申込書は、都市計画課の他、市のホーム
ページ(http://www.city.itako.lg.jp/news.php?
code=1140)からもダウンロードできます。
申込み・問合せ

潮来市都市計画課 TEL.63-1111 内線346

木 造 住 宅 の 耐 震 改 修 費 用 を 補 助い た し ま す

月まつり開催のお知らせ

10月は土地月間です！～土地取引の後には届出を～

市では、地震に強いまちづくりを推進するた
め、旧耐震基準で建築された市内にある木造住
宅の「耐震改修」に対して、補助を行います。
対象要件
(全てを満たすことが必要)
(1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
で丸太組工法または、プレハブ工法以外のもの
(2)2階建て以下で、延べ床面積30平方メートル
以上のもの
(3)耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満で
あること
(4)所有者が居住していること
(5)所有者及び所有者と同一の世帯に属する者が
市税を滞納していないこと
(6)被災住宅復興支援利子補給を併用していないこと
(7)期限内に申請し、申請した年度の2月末日ま
でに完了すること
【①耐震補強設計の場合】
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること
・耐震診断の結果、耐震性を向上するための補強
計画であること
・補強設計者は、一級建築士、二級建築士、木造
建築士であること
・補助額は、耐震補強設計に要する経費の3分の1
に相当する額。ただし、その額が10万円を超え
るときは、10万円を限度とする。
・募集戸数：5戸
【②耐震補強工事の場合】
・補強後に上部構造評点が1.0以上になること
・工事施工業者は、建設業法第3条の許可を受け
ている建設業者であること
・補助額は、耐震改修に要する経費の2分の1に
相当する額。ただし、その額が30万円を超え
るときは、30万円を限度とする。
・募集戸数：5戸

風情豊かな潮来の秋を楽しむ「水郷潮来月まつ
り」を開催します。ゆったりとした時の流れの中
で、音楽や踊りなどのイベントをお楽しみください。
日
時
9月26日(土) 午後5時～
(※雨天の場合は翌27日(日)に延期)
場
所
水郷潮来あやめ園
入 場 料
無料
※当日、午前11時～午後4時まで、無料でろ舟運航
を行います。
問合せ
水郷潮来観光協会 TEL.63-3154

毎年10月は、土地に関する様々な普及啓発を行
う｢土地月間｣です。
潮来市では、一定面積（市街化区域2,000㎡、市
街化調整区域5,000㎡）以上について売買などの取
引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利
取得者（譲受人）は契約締結日から起算して2週間
以内に、市に届出を行う必要があります。詳しく
は、秘書政策課までお問い合わせください。
問合せ
潮来市秘書政策課 TEL63-1111 内線213

｢第1回水郷潮来元気市｣開催のお知らせ

犬の登録と狂犬病予防注射
(追加集合注射)のお知らせ

募集期限

11月30日(月)まで
午前8時30分～午後5時15分(土･日･祝日を除く)
申込方法

所定の申込書に必要事項を記入してお申し込みく
ださい。申込書は、都市計画課の他、市のホーム
ページ(http://www.city.itako.lg.jp/news.php?
code=1141)からもダウンロードできます。
申込み・問合せ

潮来市都市計画課 TEL.63-1111 内線346
平成27年台風第18号等大雨災害義援金受付
受付期間
受付窓口

9月11日(金)～11月30日(月)
潮来市市民福祉課、中央公民館、
かすみ保健福祉センター

問合せ

潮来市市民福祉課内 (日本赤十字社潮来市支部)
TEL.63-1111 内線391

水郷潮来の魅力を広く発信し、参加する人、集
う人、すべての人とまちが元気になることを目的
として水郷潮来元気市を開催します。
日
時
9月27日(日) 午前10時～午後4時
場

所

・軽トラ市：ＪＲ潮来駅西口ロータリー
・テント市：あやめ1丁目商店街 (歩行者天国)
主なイベント

・食欲の秋 大収穫祭 【軽トラ市】
(地元産のお米や野菜詰め放題)
・金魚すくい塾
【軽トラ市】
(全国大会3位の名人に挑戦しよう！)
・路上パフォーマンス 【テント市】
(アマチュアバンドライブ、マジックショー)
問合せ

生後91日以上の飼い犬は、狂犬病
予防法により「登録」をしなければ
なりません。また、年1回の「狂犬
病予防注射」を受けることが義務づ
けられています。犬の具合が悪い場
合は、無理をせず動物病院で注射を
受けてください。(すべての犬が対象です。)
実施日
10月17日
（土）

｢潮来市空き家・空き地情報バンク｣制度
潮来市内に居住することを希望している方や土
地・建物を探している企業の方などに、市内の｢空
き家・空き地｣の情報を潮来市公式ホームページで
紹介する制度です。
｢空き家や空き地｣の有効活用を通して、市の活
性化と定住促進を目指すため、物件の登録を募集
しています。現在、潮来市内の空き家・空き地を
をお探しの方にご紹介できる物件が少なくなって
おりますので、ご登録をお願いします。
(※特に空き家のご登録を募集しております！)
※登録物件の所在地、用途等によっては登録できな
い場合がございます。事前にお問い合せ下さい。
問合せ

潮来市企業誘致推進室 ℡.63-1111 内線212
｢潮来市空き家・空き地情報バンク｣HPアドレス
http://www.city.itako.ibaraki.jp/joho_bank/

午前10時30分～11時

場
所
潮来市役所
潮来市商工会館
（旧牛堀出張所）

①登録していない犬（新規登録）
対 象 新しく犬を飼った場合等
料 金

水郷潮来観光協会 TEL.63-3154
｢潮来市空き家・空き地情報バンク｣
物件登録募集のお知らせ

開始 ～ 終了
午前9時～10時

5,350円
(内訳：登録手数料2,000円、狂犬病予防
注射料金3,000円、狂犬病予防注射済票
交付手数料350円)

必要な
①印かん
もの

②上記料金

②登録している犬
登録はしているが、今年度狂犬病予防注
対 象
射を受けていない犬
料 金

3,350円
(内訳：狂犬病予防注射料金3,000円、狂
犬病予防注射済票交付手数料350円)

必要な ①通知のハガキ (印を押してください。)
もの ②上記料金
※登録されている飼い主の方にはハガキで通知を
しますので、当日ご持参ください。

○「登録」は犬の生涯に1回です。「狂犬病予防注
射」は毎年1回です。
○平成27年度に狂犬病予防注射を受けた犬は、今
回の注射は必要ありません。
○狂犬病予防注射は、当日以外にも各動物病院で
も受けられます。
○登録している犬の死亡及び所有者や所在地に変
更がある場合は届出が必要です。
問合せ
潮来市環境課
TEL.63-1111 内線251～253

｢法の日｣司法書士法律相談実施のお知らせ
日
会
内

時
場
容

10月3日(土) 午前10時～午後3時
鹿嶋勤労文化会館(鹿嶋市宮中325-1)

借金、土地・建物、相続、裁判、会社等に関す
るご相談およびこれに関連する登記相談
参 加 費
無料
申込方法
当日会場にて受付 (※事前予約不可)
※当日、会場においでになれない方のために、茨
城司法書士館において電話相談も行います。
問合せ
茨城司法書士会 TEL.029-225-0111

｢認知症予防のための体操教室｣開催のお知らせ
認知症は加齢により生活範囲が狭まる事で起こ
りやすいと言われています。動く身体をつくり、
これまで通りの生活を続けて認知症予防をしてい
きましょう！ ※当日は体操も行ないますので、動
きやすい服装と飲料水をご持参ください
日
時
10月17日(土) 午後2時～3時30分
(受付午後1時30分～)
場
所
津知公民館 2階大ホール
対 象 者
潮来・鹿嶋地区の住民
講
師
なめがた地域総合病院
理学療法士：井坂 茜 氏
申込締切
10月13日(火)まで
定
員
40名程度
参 加 費
無料
鹿島病院 リハビリテーション科
TEL.82‐9552 (担当：齊藤)

鹿島産業技術専門学院スキルアップセミナー
機械CAD基礎講座

聴覚障害者・盲ろう者のことを知ろう

茨城県内の行政書士が面談により、遺言・相続
・各種許認可等の行政手続き相談など、暮らしと
役所の諸手続に関する相談に直接答えます。
日
時
10月3日(土)・21日(水)
午前10時～午後4時
場
所
潮来市立図書館

小中高生の皆さんを対象に、手話や要約筆記体
験のほか、盲ろう疑似体験を行います。
日
時
9月27日(日) 午後1時～4時
場
所
茨城県立聴覚障害者福祉センター
やすらぎ (水戸市住吉町349-1)
参 加 費
無料

電話による無料相談も行っております
日
時 10月1日・5日・8日・15日・19日・
22日・26日・29日 午後1時～5時
電話番号 029-305-3731
問合せ

茨城県行政書士会 鹿行支部事務局 TEL.97-1678

シルバー人材センター「会員募集」のお知らせ
高齢者にふさわしい仕事を提供することで、生
きがいと活力ある社会づくりを目指しています。
働き方は、臨時的かつ短期的、または軽易な業務
の就業です。
入会条件
次の全ての事項に該当する方
①市内に居住するおおむね60歳以上の健康で、
働く意欲のある方
②入会説明を受け、センター事業の趣旨に賛同する方
③入会申込書と所定の書類を提出され、年会費
(2,000円)を納入された方
④申込書等提出後、理事会で承認された方
入会説明会

申込み・問合せ

講座名

｢行政書士による無料相談会｣実施のお知らせ

ガス溶接技能講習

毎月第1・3月曜日(祝日の場合は火曜日)
午後1時30分～
※入会説明会当日よりも前の金曜日までに、電話
でお申込みください。
申込み・問合せ

期日

11月9・10・12・16・17・19日 11月14・15日

(公社)潮来市シルバー人材センター TEL.63-1213

内容

基本的な機械図面の作成演習

労働安全衛生法に基づく技能講習

警備業務技能講習会受講者募集のお知らせ

定員

10名(抽選)

20名(抽選)

受講料

2,980円(テキスト代含む)

応募期間 9月24日(木)～10月14日(水)

2,750円(テキスト代を含む)

講習会日程

9月28日(月)～10月21日(水)

10月22日(木)～30日(金)の
土日月曜日を除く6日間

講習内容

申込方法

【往復はがき】の場合
①講座名②氏名③住所④電話番号⑤年齢⑥職業(会
社名)⑦日中の連絡先を記入の上、応募期間内に
郵送してください。
※1名1葉、応募期間最終日必着
【インターネット】の場合
鹿島学院HP〈電子申請〉より必要事項を入力し
てください。入力の際、申込者のメールアドレ
スが必要になります。
問合せ

茨城県立鹿島産業技術専門学院(鹿嶋市林572-1)
TEL.69-1171、FAX.69-6455
(URL.http://business2.plala.or.jp/kasigise/)

警備業務(施設警備等)では実技もあります。
最終日には求人企業との面談を実施します。
受 講 料
無料
場
所
鹿島勤労文化会館 (鹿嶋市宮中325-1)
募集人員
20名
対 象 者
ハローワークに求職登録をして、
就職を目指している満55歳以上の方
申込締切
10月9日(金)まで
申 込 先
(公社)潮来市シルバー人材センター
TEL.63-1213

｢第15回男の料理教室｣開 催 の お 知 ら せ
日

時

会

場

募集人員
参 加 費
申込期限

申込み・問合せ

申込み・問合せ

潮来市総務課 TEL.63-1111 内線234

茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ
TEL.029-248-0029 FAX.029-247-1369

平成27年度

潮来市立潮来保育所嘱託員募集

募集職種

保育士

募集人員

1名

勤務先

潮来市立潮来保育所(潮来市潮来471)

勤務内容

保育業務

勤務資格

潮来市もしくは近隣在住の方

報酬

180,000円

諸手当
雇用期間
勤務時間
休日
社会保険等

10月18日(日) 午前9時～正午
延方公民館 調理室
20名(先着順)
500円
9月30日(水)まで

潮来市不動産公売のお 知 ら せ
潮来市では、未納となっている市税等の徴収強
化のため、差押えた不動産について、公売を入札
の方法により行います。
日
時
11月20日(金) 受付：午後0時50分～
場
所
潮来市役所 3階 第1会議室
公売財産一覧表
売却区分 見
番

通勤手当（通勤距離による）
平成27年11月2日(月)～平成28年3月31日(木)
週5日勤務

※早番・遅番勤務が各週1日程度あります。
土・日・祝日（雇用期間に応じた年次休暇有り）
年間行事等で休日に勤務する場合は、他の勤務日に振替
各種保険制度有り

必要な資格等 保育士資格

申込方法

①採用申込書②履歴書③資格を証明する書類の写し
を市民福祉課へ提出してください。(郵送可)
※採用申込書は市役所にあります。また、市ＨＰ
(URL:http://www.city.itako.lg.jp/)からダウ
ンロードできます。
申込期限
10月2日(金) 午後5時まで
問合せ
潮来市市民福祉課 TEL.63-1111

旭中央病院附属看護専門学校 社会人選考
旭中央病院附属看護専門学校では、平成28年度
入学の看護学生を募集しています。
募集人員
若干名
受験資格

高等学校を卒業又は、それと同等以上の学歴を
有し、就労経験1年以上の者
※就労形態はアルバイト等を除くフルタイムの正
規職員とする
受付期間
10月1日(木)～10月16日(金) ※必着
試 験 日
10月24日(土)
試験科目

・筆記試験：国語総合(現代文)※古文・漢文除く
・面接

問合せ

申込み・問合せ

(公社)茨城県シルバー人材センター連合会
TEL.029-244-4622 (水戸市千波町1918番地)

旭中央病院附属看護専門学校 TEL.0479-63-8111
(〒289-2511 旭市イの1182番地)

価

額
財産種別

420,000円
２７－２

年度内の契約ですが，3年を限度に更新できる場合有り
午前8時30分～午後5時15分

積

号公 売 保 証 金

50,000円
320,000円

２７－３

40,000円

財

産
所
在
（面
積）

地

買受適
格証明
書

田

潮来市潮来字瀬蔵下７４７７番
（１４５１㎡）

要

田

潮来市潮来字石川原７６３０番
（１１８８㎡）

要

1.中止になる場合があります。
2.潮来市農業委員会が発行する｢買受適格証明書｣
の提出が必要となります。
問合せ
潮来市税務課 収税グループ
TEL.63-1111 内線137～139
茨城租税債権管理機構 不動産公売のお知らせ
一般の方も参加できる入札により不動産の公売
を実施します。午後0時50分から受付を開始し、
午後1時から入札についての説明を行います。
日
時
11月10日(火) 午後1時20分～2時
場
所
水戸合同庁舎 2階 大会議室
公売対象不動産

・売却区分番号：27－81
・見積価格：3,340,000円 (公売保証金340,000円)
・財産の表示(登記簿による表示)
(土地)
(1)所在：潮来市大生字大生原、地番：1178番8
地目：雑種地、地積：84㎡、持ち分：4分の1
(2)所在：潮来市大生字大生原、地番：1178番13
地目：雑種地、地積：84㎡、持ち分：4分の1
(3)所在：潮来市大生字大生原、地番：1178番14
地目：雑種地、地積：358㎡
(建物)
(4)所在：潮来市大生字大生原 1178番地14
家屋番号：1178番14、種類：居宅、
構造：木造スレートぶき平家建、床面積：86.12㎡
※中止になる場合があります。
問合せ

茨城租税債権管理機構 TEL.029－225－1221
(水戸市柵町1-3-1 茨城県水戸合同庁舎5階)
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