
　4月1日付けで潮来市役所の組織改編を行います。

　　　　　　　　【課統廃合】

・道路建設課・都市計画課 ⇒ 都市建設課
・農政課・観光商工課 ⇒ 産業観光課
・子育て支援室 ⇒ 子育て支援課
・人事財政課 ⇒ 財政課
・市民福祉課 ⇒ 社会福祉課
・保険年金課 ⇒ 高齢福祉課
・中央公民館 ⇒ 生涯学習課
　　　　　　　　(併せて国体推進室設置)            
　　　　　　　　【業務移管】

・財政課へ管財業務を移管
・議会事務局へ監査委員事務局を移管
・総務課へ職員人事に関する業務を移管
・市民課へ国民健康保険・国民年金業務を移管
・秘書政策課内に情報発信室設置・統計業務移管
・産業観光課へ消費者支援業務と国際交流業務を移管

・高齢福祉課へ高齢者支援業務(敬老会・悠々塾・

　高齢者クラブ等)を移管

※詳しくは、2月10日発行の｢広報いたこ｣をご覧く

　ださい。

　　　　　潮来市人事財政課 TEL.63-1111 内線221

　
 平成28年4月～9月の期間に、学校開放事業による
体育施設の定期利用を希望される団体は、市立学
校体育施設使用申請書を提出し、潮来市学校開放
事業(体育施設)利用調整会議に出席してくださ
い。(申請書は中央公民館にあります。)
　　　　　　2月29日(月) 正午まで

　【日時】　3月16日(水) 午後7時～
　【会場】　潮来市立中央公民館 1階 大ホール

　潮来市立中央公民館　生涯学習グループ
　TEL.66-0660

　【2月20日(土)※終日】は受変電設備定期点検の
ためごみの受け入れが一切できません。2月22日
(月)からは通常通り受入れいたします。
※天候不良の場合は2月27日(土)に延期となります。

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

　潮来市消防団では、女性消防団員を募集しま

す。消防団活動に関心があり、防災やボランティ

ア活動に興味がある方、女性ならではの視点を活

かして、市民の安心・安全を守るために、消防団

活動に参加していただける方の応募をお待ちして

おります。

　　　　　　次の①～②の事項に該当する方

　①潮来市内に居住又は勤務する女性の方

　②年齢18歳以上の方

　　　　　　10名程度

　1月24日(日)から2月26日(金)まで

　所定の入団申込書(潮来市ホームページ参照)

　を、郵送、または持参してください。後日、

　面接を行います。(※その他、活動内容等の詳細

　はお問合せください。)

　潮来市消防団事務局 (潮来市総務課内)

　TEL.63-1111　E-mail.soumu＠city.itako.lg.jp

　　　　　　

　こころの不安や悩み、不眠、うつ、アルコール

依存、高齢者の認知症等について専門の医師が相

談に応じます。お気軽にご相談ください。

　　　　　【相談無料、秘密厳守】

　　　　　  1月28日(木) 午前10時～

　　　　　　かすみ保健福祉センター

　　　　　　電話または直接窓口でご予約ください

　　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター

　　　　　　≪ひまわり≫TEL.64-5240

　　　　　　2月28日(日) 午後1時30分～3時
　　　　　　(※受付：午後0時30分～)
　　　　　　レイクエコー 多目的ホール
　　　　　　(〒311-3824 行方市宇崎1389)
　　　　　　300名
　　　　　　無料

【講師】落語家：三遊亭 好楽氏

【演題】｢笑いと人生｣～やりたいことやってますか～

　電話、FAXにてお申込みください。
　※1月26日(火) 午前9時～受付を開始します。
　　定員になり次第、締切りとします。
　　
　レイクコー 茨城県鹿行生涯センター・茨城県女性プラザ
　TEL.73-2300、FAX.73-3925
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問合せ・申込先

平成2 8年度 潮来市 嘱託員・臨時職員募集

　　　　　　　嘱 託 員 ：平成28年4月1日(金)～平成29年3月31日(金)

　　　　　　　※一年間の契約ですが、3年を限度に更新できる場合もあります。

　　　　　　　臨時職員：平成28年4月1日(金)～平成28年9月30日(金)

　　　　　　　※半年間の契約ですが、さらに半年更新できる場合もあります。

　　　　　　　下表をご参照ください。

　　　　　　　※予算編成の状況、補助事業の中止等により採用を行わない場合がありますので、ご了承ください。

　　　　　　　面接・書類審査等による選考

　　　　　　　平成28年2月12日(金)

　　　　　　　「平成28年度潮来市嘱託員・臨時職員採用申込書」、「履歴書(写真添付)」および、資格が必要な

　　　　　　　業務については「資格を証明する書類の写し」を人事財政課まで提出してください(郵送可)。

　　　　　　　※申込書は市役所にあります。また、市ホームページ(http://www.city.itako.lg.jp/news.php?code=1706)

                 からダウンロードできます。
　　　　　　　　　　〒311-2493 潮来市辻626 潮来市人事財政課 TEL.63-1111 内線222

雇用期間

申込方法

申込締切

募集業務

選考方法

申込み・問合せ

平成28年度潮来市組織機構の改編のお知らせ

応募資格

募集人員

問合せ

募集期間

潮来クリーンセンターからのお知らせ

問合せ

潮来市消防団 ｢女性消防団員｣募集のお知らせ

申込方法

こ こ ろ の 健 康 相 談 実 施 の お 知 ら せ

場　　所

申込方法

申込み・問合せ

日　　時

種別 募集業務 業務内容 (☆・・・必要資格等) 勤務時間 報酬 担当課

電話交換業務

(嘱託員1名)

・外線電話の各部署への交換業務

☆資格等は特に必要ありません

①午前8時20分～午後0時50分
②午後0時50分～午後5時20分

一日4時間30分　週5日勤務
※①と②の交代勤務制です

時給

900円

総務課

内線234

消費生活相談

業務

(嘱託員2名)

・消費生活相談業務及びそれらに附帯する事務
☆①独立行政法人国民生活センターの付与する消費生活専門相談員
　②一般財団法人日本産業協会の付与する消費生活アドバイザー
　③一般財団法人日本消費者協会の付与する消費生活コンサルタント
　※①～③いずれかの資格を有する者か、これらと同等以上の

専門的な識を有する者
☆パソコン基本操作のできる方

午前9時～午後5時

一日7時間　週3日勤務

月額

105,000円

総務課

内線

231、232

潮来保育所

保育士

(嘱託員若干名)

・潮来保育所での保育業務

☆保育士

午前8時30分～午後5時15分
一日7時間45分　週5日勤務
※早番・遅番勤務各週

1日程度あり

月額

180,000円

市民福祉課

内線388

市立幼稚園

(嘱託員若干名)

講師
・市立幼稚園（延方・うしぼり）での保育業務

☆幼稚園教諭免許

午前8時～午後4時45分

一日7時間45分 週5日勤務

月額

180,000円

市民福祉課

内線388

潮来市障害者

地域生活支援

相談員

(嘱託員1名)

・障害者手帳や障害福祉サービス等の案内、申請受理、相談受付等

☆精神保健福祉士、社会福祉士、保健師等

（上記資格がなくても、障害者福祉に携わったことのある方）

☆パソコン基本操作のできる方

午前8時30分～午後5時15分

一日7時間45分 週5日勤務

月額

190,000円

市民福祉課

内線392

潮来市立学校

用務員

(嘱託員1名)

・給食配膳、校舎内外の清掃・整理・除草作業等

☆普通自動車運転免許

午前8時～午後3時

週5日勤務(週29時間以内)

月額

117,000円

学校教育課

内線361

学校給食
センター

管理栄養士

(嘱託員1名)

・献立作成・調理指導・安全衛生管理・納入物資検収・

☆管理栄養士
（平成28年度中に取得見込の者を含む）

　その他事務等 午前7時45分～午後4時30分

一日7時間45分 週5日勤務

月額

180,000円

学校給食
センター

63-0221

潮来市社会
教育指導員

(嘱託員1名)

・社会教育団体の育成、指導等に関する業務
☆普通自動車運転免許　☆65歳以下の方
☆パソコン基本操作（ワード、エクセル等）のできる方

午前8時30分～午後5時15分

一日7時間45分 週3日勤務

月額

104,000円

中央公民館

66-0660

潮来市公民館

管理業務

(嘱託員4名)

・市内公民館での一般事務（主に受付・施設管理業務）

☆パソコン基本操作（ワード、エクセル等）のできる方

午前8時30分～午後5時15分

一日7時間45分 週3日勤務

※土日いずれかの勤務を要す

月額

78,000円

中央公民館

66-0660

市立幼稚園

支援員

(臨時職員1名)

・市立延方幼稚園での支援の必要な園児の介助等

☆看護師、幼稚園教諭、ヘルパー等有資格者

午前8時～午後3時
一日6時間 週5日勤務
※夏季休業1ヶ月有り

時給

900円

市民福祉課

内線388

特別支援教育

支援員

(臨時職員2名)

・支援の必要な児童の健康安全の確保及び校内移動の介助等

☆看護師、保育士、ヘルパー等有資格者

午前8時～午後3時
週5日勤務
※週29時間以内
※夏季休業1ヶ月あり

時給

900円

学校教育課

内線361

適応指導教室

指導員

(臨時職員1名)

・適応指導教室での児童生徒の教育相談及び市内中学校
派遣による教育相談

☆普通自動車運転免許　

午前9時～午後5時

一日7時間　週3日勤務

時給

800円

学校教育課

内線361

嘱

託

員

臨

時

職

員

げ ん で ん  ふ れ あ い 文 化 講 演 会

日　　時

場　　所

定　　員

内　　容

申込方法

入 場 料

申込み・問合せ

申込み・問合せ

提出期限

平成28年度上半期 学校開放事業
（体育施設）の利用について

利用調整会議



　建物を取り壊した際は「家屋滅失届書」を市役

所税務課に提出していただくこととなります。(建

物の滅失登記をする場合は不要です。)届出がない

と、取り壊された建物に来年度も課税される場合

があります。来庁の際は、印鑑をお持ちくださる

ようお願いします。

　　　　　潮来市税務課 TEL.63-1111 内線135・136

　※延床面積が80㎡以上の建物を解体する場合には、

　　建設リサイクル法に基づき、工事着手の7日前

　　までに鹿行県民センター建築指導課への家屋滅失

　　届書の提出が必要となります。

　　　　　　茨城県鹿行県民センター

　　　　　　建築指導課 TEL.0291-33-4113

　

　｢足腰や肩の痛みの原因は何だろう・自分にあっ

た体操方法を知りたい・もっと筋力をつけたい｣な

ど、皆さんのお悩みを、運動療法の専門家がご自

宅にお伺いして解決します。

            毎月第1・3水曜日の午後から

　　　　　　1時間程度 (※要予約)

　　　　　　潮来市在住の概ね65歳以上の方

            

　作業療法士による家庭訪問(筋力や関節の状態の

　確認、身体に負担のかからない動き方の指導、

　自宅でできる運動のアドバイス等)

　　　　　　

　お電話もしくは来所にてお申込みください。

　潮来市地域包括支援センター(社会福祉協議会内)

　TEL.63-1288　(〒311-2421 潮来市辻765)

　　　　　　3月2日(水) 午前8時集合

　　　　　　アイモア駐車場(筑波銀行側)

        　　水戸偕楽園・千波湖・近代美術館

　　　　　　1,500円(昼食代含む)

　　　　　　30名(先着順)

　往復はがきに次の事項を記入してお申込みくだ

　さい。①郵便番号②住所③氏名④電話番号

　⑤生年月日⑥性別

　参加の可否は応募者全員に通知します。

　高齢者はつらつ百人委員会委員　磯山 和枝

　TEL.62-4150 (〒311-2424 潮来市潮来653-1)

　平成28年度、「水郷潮来あやめ娘・潮来花嫁さ

ん」を募集しています。潮来市の魅力と元気をPR

していただける皆さま、伝統の嫁入り舟でのお嫁

入りを体験したい皆さまのご応募をお待ちしてお

ります。

　　　　　　

【水郷潮来あやめ娘】：平成28年1月29日(金)まで

【潮 来 花 嫁 さん】：平成28年2月26日(金)まで

　所定の応募用紙に記入のうえ、写真を1枚添え、

　持参または郵送してください。

　E-mailでのお申込みもできますので、詳細はお

　問い合せください。

　潮来市観光商工課 TEL.63-1111 

　内線240～244

　　　　　　3月5日(土) 午後6時～9時頃

　　　　　　(受付：午後5時30分～)

　　　　　　潮来市内 (参加決定者へ通知します)

　　　　　　40歳までの独身の方

　　　　　　(男性は潮来市・行方市に在住もしく

　　　　　　 は在勤の方に限ります)

　　　　　  ※女性は市外の方も大歓迎！！

　　　　　　男女各20名程度

　　　　　　(申込多数の場合、抽選となります)

　　　　　　男性：2,000円、女性：1,000円

　　　　　　参加決定者に通知します

　　　　　　2月16日(火) ※必着

　　　　　　

　参加申込書に必要事項を記載

　のうえ、TEL、FAX、E-mailに

　てお申し込みください。

※申込書は市民福祉課窓口、または潮来市ＨＰより

　ダウンロードできます。

・潮来市市民福祉課 TEL.63-1111 内線388、FAX.80-1410

　E-mail：shiminfukushi@city.itako.lg.jp

・行方市政策秘書課 TEL.72-0811 内線222

　　　　　　水郷まちかどギャラリー 
     　　　 TEL.63-3113

　　　　　　3月5日(土) 午前10時～午後0時30分

            いばらき就職・生活総合支援センター
　　　　　　3階 会議室 (水戸市三の丸1-7-41)
　　　　　　好印象を与えるメイクアップと楽し
　　　　　　くお茶を飲みながらの交流会
　　　　　　20名　※託児付き(要予約)
            100円
　　　　　　1月25日(月)～2月29日(月)

　茨城県母子家庭等就業・
　自立支援センター TEL.029-233-2355

　自宅で療養・介護するために心がけることにつ
いて、医師・歯科医師・訪問看護師・救急隊員に
よるシンポジウムを開催します。
　　　　　　3月1日(火) 午後1時30分～3時30分
　　　　　　　　　　　 (受付：午後1時～)
　　　　　　ショッピングセンターアイモア
　　　　　　2階 JOYホール
　　　　　　鹿行管内の一般住民 (約200名)
　　　　　　※医療・介護施設関係者、行政関係者、
　　　　　　　社会福祉協議会等の関係者含む

　　　　　　潮来保健所 総務課地域保健推進室
　　　　　　TEL.66-2115、FAX.66-1613

　茨城県の特定賃金が、次のとおり改正決定され
ました。

　茨城労働局賃金室 TEL.029-224-6216
　または最寄りの労働基準監督署

　社会保険労務士、郵便局社員が無料でご相談を
承ります。
            2月21日(日) 午前9時30分～午後4時
　　　　　　鹿嶋勤労文化会館 (鹿嶋市宮中325-1)
　　　　　　
　年金手帳(本人、配偶者)、貯金通帳、印鑑(認印)
　※詳細はお問合せください。

　延方郵便局 TEL.66-2001 (担当：宮本)

　2月13日(土)～19日(金)の7日間、国民健康保険税
の休日・夜間納税相談を実施します。相談日まで
に、納付が確認できない方、又は一部しか納付して
いない方で、市役所と納付についての約束等がない
方は、来年度(平成28年4月から)の国民健康保険証
が短期被保険者証、または被保険者資格証明書に
なってしまいます。お早めにご相談ください。

　　　　
　　　　　　税務課収税グループ 内線137～139

　都市の将来像を示す｢都市計画区域マスタープラ
ン｣に係る都市計画の案について、都市計画法の規
定に基づき縦覧を行います。
　案に対しご意見のある方は、縦覧期間中に意見
書を提出することができます。
　　　　　　2月4日(木)～2月18日(木)
　　　　　　(※土、日曜日及び祝祭日を除く)

　都市計画区域マスタープランの変更

　縦覧場所に備えた意見書に必要事項を記載し、
　持参又は郵送で提出してください。
　(※2月18日(木) 必着)

　茨城県知事 橋本 昌
　(茨城県土木部都市計画課扱い)宛て
　〒310-8555　水戸市笠原町978番6

・茨城県土木部都市局都市計画課 TEL.029-301-4592
・潮来市建設部都市計画課 TEL.63-1111 内線346

　　　　　　2月5日(金) 午後1時～3時30分まで
　　　　　　(※受付：午後0時30分～)
　　　　　　鹿島セントラルホテル　
　　　　　　(〒314-0144 神栖市大野原4-7-11)
            参加を希望される求人者、障害者の方
            とも事前申込みが必要です。

　ハローワーク常陸鹿嶋 TEL.83-2318、FAX.82-6028

　2月20日(土)潮来公民館で実施される「潮来あや
め寄席」の入場整理券は完売いたしました。

　　　　　　潮来公民館 TEL.62-3522
　　　　　　(月曜を除く午前9時～午後5時)

問合せ

問合せ

建物を解体した場合は届け出が必要です

申込先・問合せ

集合場所

高齢者はつらつ百人委員会
｢鹿行地区合同バスツアー｣参加者募集

日　　時

行 き 先

参 加 費

募集人数

申込方法

そ の 他

申込先・問合せ

ひとり親家庭の母のための就職支援セミナー
交流会 ～輝く女性になるために～

日　　時

場　　所

内　　容

定　　員

参 加 費

募集期間

平成2 7年度障害者就職面接会 (後期)

日　　時

会　　場

そ の 他

申込み・問合せ

開 催 日

訪問型介護予防事業 ｢スポット訪問｣

内　　容

対 象 者

申込方法

申込み・問合せ

茨城県特定最低賃金改正のお知らせ

問合せ

特定最低賃金名 時間額

鉄鋼業 851円

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 825円

計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医

療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部

品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器

具、時計・同部分品製造業

821円

各種商品小売業 795円

効力発生日：平成27年12月31日

場　　所

日　　時

対 象 者

在宅療養・介護についてのシンポジウム開催

【休日及び夜間】
国民健康保険税の納税相談を実施します

問合せ

相談実施日 相談（開庁）時間 場所

休日 2月13日(土)、

14日(日)納税相談

納税相談

午前9時

　～午後4時

夜間 2月15日(月)

～19日(金)

午後5時15分

～午後7時15分

潮来市役所

1階5番窓口

税務課収税G

提出方法

提 出 先

内　　容

縦覧期間

縦覧場所・問合せ

申込み・問合せ

持参するもの

郵便局年金相談会のお知らせ

日　　時

場　　所

潮 来 ・ 行 方 市 共 催  恋 活 イ ベ ン ト
と し ょ コ ン ～ 恋 の セ レ ン デ ィ ピ テ ィ ～

参 加 費

日　　時

申込み・問合せ

申込締切

対 象 者

募集定員

申込方法

内　　容

期　間 催し物名 展示内容 備　考

1/27(水)
～

1/30(土)

潮来ビーズクラフト
同好会作品展

ビーズ作品

午前10時～午後5時
最終日は午後4時まで
31日(日)の展示なし

2/2(火)
～

2/7(日)

第9回 教育友の会
趣味の作品展

絵画・写真・

書道 他

午前10時～午後5時
初日は正午から
最終日は午後3時まで

開館時間は午前10時～午後5時・入場無料・月曜日休館

問合せ

水郷まちかどギャラリー展示案内

申込先・問合せ

応募期限

水郷潮来あやめ娘・潮来花嫁さん募集！

応募方法

集合場所

申込み・問合せ

潮来・行方
合同開催 潮来都市計画区域

マスタープラン案の縦覧について

潮来あやめ寄席入場整理券完売！

問合せ

広報いたこ情報版　平成28年 1月24日発行　発行者　潮来市長 原 浩道　〒311-2493 潮来市辻626番地（広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111 内線213まで）
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