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国民健康保険の保険証が
８月１日に切替わります 胃がん検診のお知らせ

児童扶養手当の
現況届を忘れずに

アントラーズ
ホームタウンデイズ 開催

令和元・２年度 入札参加資格申請 追加受付
（建設工事・コンサルタント業務）

国民年金保険料免除申請 受付中
（令和２年７月～令和３年６月分）

令和３年４月採用　潮来市職員採用試験のお知らせ

　現在お持ちの「国民健康保険の保険証」は、
有効期限が７月３１日までのため、８月１
日から翌年７月３１日までの新しい保険証
を、７月下旬に送付しました。
　期限の過ぎた保険証は、住所や氏名が判別
できないように細断し、処分してください。
〇７０歳～７４歳の方へ
　「被保険者証」と「高齢受給者証」が一体
化し、負担割合を記載した「被保険者証兼
高齢受給者証」を送付しました。
 注意事項　国民健康保険税に滞納があると有

効期限が短くなることがあります。
　 　市民課　保険年金グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 111・129

　今年度の胃がん検診は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の観点から、密を避ける
ため受診できる人数に限りがあります。そ
のため、申込方法も電話又はＱＲコードか
らの先着順とします。
※高齢者は、新型コロナウイルス感染症にか

かると重症化しやすいと言われているた
め、個別通知は４０～６９歳の方とさせて
いただきました。しかし、７０歳以上の方
も受診は可能ですので、ご希望の方は以下
の申込方法によりお申込みください。

 検診期日　９月１３日（日）～１６日（水）、
　　　　　　　２４日（木）、２５日（金）、
　　　　　　　２７日（日）、２９日（火）
 受付時間　①午前７時～　②７時 30 分～
　　　　　③８時～　　　④８時 30 分～
　　　　　⑤９時～　　　⑥９時 30 分～
　　　　　⑦ 10 時～　　 ⑧ 10 時 30 分～
 会　　場　かすみ保健福祉センター
 検診内容　胃がん検診
　　　　　バリウムを飲み、レントゲン撮影
 対　　象　４０歳以上の男女
 定　　員　各時間３０人（先着順）
 料　　金　１，０００円
 申込方法　いずれかの方法でお申込みください。
①電話申込
　☎０５７０－０７７－１５０（ナビダイヤル）
　茨城県総合健診協会健診予約センター
　 申込期間　７月３１日（金）～８月５日（水）
　　　　　　※８月２日（日）を除く
　　　　　　午前９時～午後５時
②ＱＲコード又はインターネット申込
　 https://www.kenko-link.org/

　 申込期間　７月２９日（水）午前９時～
　　　　　　８月５日（水）午後 11 時 59 分
　 　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
　　　☎６４－５２４０

　児童扶養手当を受けている方（全部支給
停止の方も含む）は、毎年８月１日現在の
状況等を確認するための届出が必要です。
以下の期間内に忘れずに現況届を提出して
ください。
 提出期間　８月５日（水）～１９日（水）
　　　　　午前８時 30 分～午後５時 15 分
　　　　　※土・日は除く
ただし、以下の日時は受付時間を延長します。
８月７日（金）・１９日（水） 午後７時まで
 受付場所　潮来市福祉事務所　子育て支援課
 提出書類　受給状況により異なります。
　８月上旬ごろ受給者へ通知する必要書類
をご確認ください。現況届を提出しないと、
１１月分以降の手当が受給できなくなりま
す。令和２年度（令和元年分）の所得が未
申告の方は、必ず事前に所得申告を済ませ
てから、現況届を提出してください。
　  　子育て支援課　子育て支援グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 386

　対象試合への無料招待・優待を行っている
「ホームタウンデイズ潮来の日」ですが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、今年度は以下
のＪ１リーグ３試合において、ホームタウン５市が
まとめて無料招待（指定席）を受けられる「アン
トラーズホームタウンデイズ」として開催します。
 対象試合　
　　９月　９日（水）　vs ベガルタ仙台
　　９月２３日（水）　vs 湘南ベルマーレ
　１０月１０日（土）又は１１日（日）
　　　　　　　　　　　vs 横浜ＦＣ
 会　　場　カシマサッカースタジアム
 対象座種　イーストゾーン（指定席）
 定　　員　各試合６００組 １，２００人
 対 象 者　鹿行５市に在住・在勤・在学の方
 申込方法　アントラーズオフィシャルサイト

からお申込みください。準備が整
い次第、案内される予定となって
いますので、ご確認お願いします。

 そ の 他　
・人数制限がありますのでご注意ください。
・本年度はすべて事前のWEB申込となります。

当日対応はできません。新型コロナウイ
ルス感染症対策として、申込みされるす
べての方にＪリーグＩＤを取得していた
だく必要があります。

・今後の状況によって日程等が変更される場
合があります。あらかじめご了承ください。

　 　鹿島アントラーズコールセンター
　　　☎８２－５５５５（午前10時～午後４時）
　　　鹿島アントラーズオフィシャルサイト
　　　https://www.antlers.co.jp/

　受付は、茨城県との共同受付となります
ので、登録希望の場合は、茨城県土木部監
理課の専用ページを確認のうえ、茨城県へ
申請をお願いします。
 受付期間　８月３日（月）～７日（金）
 有効期間　令和２年１０月～令和３年３月
　 　財政課　管財グループ　
　　　☎６３－１１１１　内線 223

　経済的な理由などにより、国民年金保険料を
納めることが困難な場合は、保険料の納付が「免
除」又は「猶予」される制度があります。保険
料を未納のままにしておくと、年金額が減った
り・受給資格がなくなったりする場合がありま
すので、その際は免除制度をご利用ください。
　この制度は、申請者本人と配偶者、世帯
主の前年所得が一定以下であれば免除を受
けられます。その他、納付猶予制度（５０
歳未満の方）や失業による特例免除制度、
新型コロナウイルス感染症の影響による特
例免除制度があります。
※免除された保険料は１０年以内であれば

後から納めること（追納）ができます。
 受付場所　市民課　保険年金グループ
 必要な物　・認印
　　　　　・雇用保険受給資格者証 又は
　　　　　　雇用保険被保険者離職票
　　　　　　（失業による特例免除申請の際）
　　　　　・所得の申立書
　　　　　　（新型コロナウイルス感染症の
　　　　　　　影響による特例免除申請の際）
　  　市民課　保険年金グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 123
　 　 　日本年金機構　水戸南年金事務所
　　　　☎０２９－２２７－３２５１

 申込方法　市ホームページ又は総務課窓口で申込書を入手し、必要事項を記載、必要書類を
添付のうえ、総務課に直接又は郵送で提出してください。詳細はお問合せください。

 申込締切　８月２１日（金）
　  　総務課　総務グループ　☎６３－１１１１　内線 231 ～ 233

 給 付 額　１人あたり１０万円
 対 象 者　令和２年４月２７日時点で住民 　
　　　　　基本台帳に記録されている方
 受給権者　世帯主
　申請書が届いていない、紛失してしまっ
たなどの場合は、再送付が可能ですので、
ご連絡ください。
　 　社会福祉課　社会福祉グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 390・391

　毎週日曜日の午後７時～１０時に神栖済
生会病院で行っていた夜間初期救急セン
ターは、新型コロナウイルス対応の診療体
制を図るため、現在休診しております。
　７月頃に再開予定でしたが、今後もしば
らくの間休診します。診療を再開する場合
は、再度、お知らせいたします。
 休診期間　７月～当面の間
　 　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
　　　☎６４－５２４０

　新型コロナウイルス感染症の影響で市内
小学校の夏季休業期間が短縮されたことと、
感染症拡大防止のため、本年度の営業は休
止といたします。
　前川市民プールは通常どおり営業してお
りますので、ご利用ください。
　 　生涯学習課　生涯学習グループ
　　　☎６６－０６６０

特別定額給付金の申請はお済みですか
申請期限は８月１８日（火）までです

鹿行南部地域
夜間初期救急センターの休診について

かすみ市民プール
営業休止のお知らせ

行政情報

試験区分 採用予定人員 受験資格

一般事務Ａ
（大学卒等）

若干名
（うち、障が

い者含む）

昭和６０年４月２日～平成１１年４月１日に生まれた方で、
大学以上を卒業した方、又は令和３年３月３１日までに卒業
見込みの方

一般事務Ｂ
（短大・高校卒等）

平成２年４月２日～平成１５年４月１日に生まれた方で、短
大又は高校を卒業した方、又は令和３年３月３１日までに卒
業見込みの方

一般事務Ｃ
（障がい者）

昭和５６年４月２日～平成１５年４月１日に生まれた方で、
高校以上を卒業した方、又は令和３年３月３１日までに卒業
見込みの方で、次の①～③のすべてに該当する方
①身体障害者手帳（１級から６級）、精神障害者保健福祉手帳、

療育手帳のいずれかの交付を受けている方
②通常の勤務時間（原則 週３８時間４５分、１日７時間４５分）

に対応できる方
③活字印刷文による出題に対応できる方

土木技術 又は
建築技術Ｄ

１名 昭和６０年４月２日以降に生まれた方で、専門学校又は短大
以上（土木・建築等の専門課程）を卒業した方、又は令和３
年３月３１日までに専門学校又は短大以上を卒業見込みの方

保健師Ｅ １名 昭和６０年４月２日以降に生まれた方で、保健師資格を有す
る方、又は令和２年度中に同資格を取得見込の方

区分 試験日 試験内容 試験会場

第１次試験 ９月２０日（日） 教養試験・論文試験 かすみ保健福祉センター

※要事前登録



　１０月１日から翌年３月末日の期間に、
学校開放事業による体育施設の定期利用を
希望する団体は、必要書類を揃えて申請し
てください。潮来市学校開放事業（体育施設）
利用調整会議は、利用希望日が重なった団
体のみ、代表者等に出席していただきます。
　今回より電子申請が出来るようになりま
した。是非、電子申請をご利用ください。
 対　　象　市内在住・在勤・在学者で構成す

る１０名以上の団体
 申込方法　電子申請又は、生涯学習課（中央

公民館）に必要書類を添えて提出
　　　　　※郵送可
 必要書類
　①市立学校体育施設利用申請書
　　※生涯学習課（中央公民館内）又は、潮来

市教育委員会ホームページから取得可
　②学校開放利用団体名簿
　③スポーツ安全保険（傷害・損害賠償責任

保険）等の加入がわかるもの
 申込締切　８月１２日（水）午後５時まで

〇学校開放事業（体育施設）利用者調整会議
 日　　時　９月１日（火）午後７時～
 場　　所　中央公民館１階　大ホール
※該当する団体には後日連絡いたします。

　  　生涯学習課　生涯学習グループ
　　　　☎６６－０６６０　内線 280

　茨城県では、子どもから高齢者の方まで
が安心して歩くことのできる「いばらきヘ
ルスロード」コースを指定し、健康づくり
のためウォーキングの習慣化を支援してい
ます。
　令和２年度のコース指定に向け、新たな
ヘルスロードコースを募集します。
 コースの要件
・安全性に配慮されている
・コース案内がなされている
・地図やコース上の目印で歩行距離がわかる
・利用できるトイレがある
・休憩できる場所がある
・所々に車いすがすれ違える道幅がある
 提出書類
・候補地推薦書・現況表
　※茨城県健康・地域ケア推進課ホーム
　　ページからダウンロードできます。
・コースの地図（いばらきデジタルまっぷ）
・コースイメージのわかる写真（２枚程度）
 提 出 先　かすみ保健福祉センター
 提出期限　８月１７日（月）
　  　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
　　　　☎６４－５２４０
　  　　潮来保健所　☎６６－２１１８

 講習期日　１０月７日（水）・８日（木）
　　　　　午前８時 50 分～午後５時
 内　　容　労働安全衛生法に基づく技能講習

（修了者には修了証を交付）
ガス溶接等に用いる可燃性ガス及
び酸素の知識、関係法令、実技等。
※１８歳未満の方は就業制限有

 必要な物　作業服、帽子、安全靴等、
　　　　　証明写真（３０ｍｍ×２４ｍｍ）
 定　　員　２０名（抽選）
 受 講 料　２，７５０円（テキスト代含む）
 応募期間　８月３日（月）～２６日（水）必着
 申込方法　①インターネット申込：

学院ホームページ＜電子申請＞
に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
レスが必要となります。

　　　　　②郵送申込：
学院ホームページより「受講
申請書」をダウンロードし、必
要事項を記入のうえ、９４円
切手を同封して送付ください。

　その他詳細はお問合せください。
　  　茨城県立鹿島産業技術専門学院　
　　　　☎６９－１１７１

　毎日の暮らしの中で起こる様々な問題を
解決するための相談です。いじめなどの差
別問題、家庭内の問題、金銭貸借、借地借家、
近隣間のもめごと等について人権擁護委員
が相談に応じます。

＜予約不要・秘密厳守・相談無料＞
 期　　日　８月６日（木）
　　　　　午前 10 時～午後３時
　　　　　（正午～午後１時を除く）
 会　　場　津知公民館
　 　市民課　市民グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 113

　マイ・タイムラインとは、水害に備えた
自分自身の行動計画表です。台風の接近な
どで、川の水位が上昇するときに自分自身
が取る防災行動を、あらかじめ時系列に整
理し作っておくことで、いざというときに
役立ちます。
 期　　日　８月８日（土）
　　第１部：午前９時 30 分～ 11 時 30 分
　　第２部：午後１時 30 分～ ３ 時 30 分
 対　　象　小学４年生～中学３年生までの
　　　　　児童生徒を含むご家族
 定　　員　各部１０家族まで
　　　　　（１家族最大５人まで）
 会　　場　かすみ保健福祉センター
　  　潮来市社会福祉協議会
　　　　☎６３－１２９６

　携帯電話で利用する電波帯を拡大するた
め、市内で 700MHz（メガヘルツ）帯の携帯
電話基地局からの電波利用が開始される予
定です。新しい電波の利用が始まると、一
部地域において受信障害が発生する可能性
があります。該当する地域で「一般社団法
人 700MHz 利用推進協会」が受信障害を防
止する対策を行うため、試験電波を発射し
ます。受信障害が発生する可能性のあるお
宅へは、事前にチラシが配布されます。
 期　　日　９月１０日（木）予定
　 　700MHz 利用推進協会 テレビ受信対策調整部
　　　☎０３－６７１２－１９５６
　　　700MHz テレビ受信対策コールセンター
　　　☎０１２０－７００－０１２

 期　　日　８月３日（月）
　　　　　午前 10 時～午後３時
 電話番号　☎０２９－２１２－４５００
　　　　　☎０２９－２１２－４５１５
 相談内容　相続登記・遺産分割協議など、
　　　　　相続に関するご相談
　 　茨城司法書士会　☎０２９－２２５－０１１１

　国税局や税務署において、税のスペシャ
リストとして働く国税専門官（国家公務員）
を募集します。
 受験資格　令和２年４月１日において、大学

等（短大を除く）を卒業した日、
又は大学院の課程等を修了した
日のうち、最も古い日から起算し
て８年を経過した方

 受付期間　【インターネット申込み】
　　　　　８月３日（月）～２１日（金）
 試 験 日　
　一次試験：１０月４日（日）
　二次試験：１１月７日（土）、８日（日）、
　　　　　　１４日（土）、１５日（日）の
　　　　　　うち、いずれか１日
　三次試験：１２月上旬～中旬
 採用予定数　１５０人
　 　インターネット申込みに関するもの
　　　人事院人材局　試験課
　　　☎０３－３５８１－５３１１　内線 2333
　　　申込み以外のもの
　　　関東信越国税局　人事第二課試験係
　　　☎０４８－６００－３１１１　内線 2097

　排水設備等（公共下水道・農業集落排水）
の工事費補助金が拡充しています。
 対象（条件）
　・新築を除く、一般住宅の改造工事であ

ること
　・市税等を滞納していないこと。
　補助拡充分は、令和３年度までの期間限
定となります。

拡充分：６５歳以上又は１８歳未満の方がお
り、課税対象所得が３３４万円以下
の世帯の場合、補助金が上乗せさ
れます。その他詳細はお問合せく
ださい。

　 　上下水道課　下水道グループ　
　　　☎６３－１１１１　内線 321 ～ 323

　建物を取り壊した際は「家屋滅失届出書」
を税務課に提出してください（建物の滅失登
記をする場合は不要）。届け出がないと、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（１月１日現在の所有状況で課税
されます）。届出書は税務課に備え付けてあ
ります。来庁の際は印鑑をご持参ください。
　 　税務課　税務グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 135・136

　個人事業税は、県内で事業を営んでいる
個人の方に、前年中の所得金額に対して課
税 さ れ る 税 金 で す。 納 期 は、 毎 年 ８ 月 と
１１月の２期に分かれています。第１期分
の納期限は、８月３１日（月）です。期限
内に完納されるようお願いします。なお、
個人事業税の納税には「口座振替制度」が
ありますので、是非ご利用ください。
　 　行方県税事務所　課税第一課
　　　☎７２－０４８３

令和２年度下半期
学校開放事業について

令和２年度 いばらきヘルスロードコースを
募集します

鹿島産業技術専門学院
ガス溶接技能講習 参加者募集

特設人権相談所が開設されます

潮来市社会福祉協議会 防災教室
マイ・タイムラインをつくろう 参加者募集

700MHz 帯基地局から
試験電波実施のお知らせ

司法書士の日記念
無料電話相談のお知らせ

令和２年度 国税庁経験者
採用試験のお知らせ

公共下水道への接続を
お願いします

建物を取り壊した場合は
届け出が必要です

県税事務所からのお知らせ
８月は個人事業税第１期分の納期です

補助区分 供用開始３年
以内の接続

供用開始４年目
以降の接続

基本額 ７万円 ４万円
拡充分 ３１万円（最大）
合　計 ３８万円（最大）３５万円（最大）

募集・催し・その他
令和２年度 鹿行広域事務組合消防吏員

採用試験のお知らせ
 採用人員　消防Ａ（大卒程度）　若干名
　　　　　消防Ｂ（高卒程度）　若干名
 受付期間　８月３日（月）～９月１３日（日）
 申込方法　受験申込書及び履歴書に必要事項

を自筆で正確に記入し、鹿行広域
事務組合消防本部又は管内消防
署に、提出してください。

 試験期日　一次　１０月１８日（日）
　　　　　　　　午前９時～
　　　　　二次　１１月下旬（予定）
 試験会場　鹿行広域事務組合消防本部
　　　　　鉾田市安房１４１８－１５

　その他詳細はお問合せください。
　  　鹿行広域事務組合消防本部
　　　　☎０２９１－３４－２１１９
　　　　潮来消防署　☎６３－０１１９

令和 2 年度 排水設備主任技術者
資格認定試験・講習会のお知らせ

 試験日時　１０月２６日（月）
　　　　　午後１時 30 分～３時 30 分
 講習会日時　９月２４日（木）
　　　　　　午後１時 30 分～４時 30 分
 試験・講習会会場　ホテル マロウド筑波
　　　　　　　　　土浦市城北町２－２４
 受験資格　次のいずれかに該当する方
・高等学校以上の土木工学又は、これに相当

する課程を修了して卒業した方
・大学、大学院、短期大学、高校を卒業し、

１年以上の実務経験を有する方
・中学校を卒業し、２年以上の実務経験を有

する方
 申込方法　上下水道課へお申込みください。
　　　　　申込用紙は上下水道課にあります。
 手 数 料　６，０００円
　　　　　（受験料：2,000円・受講料：4,000円）
 申込締切　８月１４日（金）必着
　その他詳細はお問合せください。
　  　上下水道課　下水道グループ　
　　　　☎６３－１１１１　内線 322

試験区分 受験資格
消防Ａ

（大卒程度）
平成５年４月２日から平成１１
年４月１日までの間に生まれた
方で、大学（短大を除く）を卒
業した 方、又 は 令 和３年３月
３１日までに卒業見込みの方。

消防Ｂ
（高卒程度）

平成９年４月２日から平成１５
年４月１日までの間に生まれた
方で、高等学校を卒業した方、
又は令和３年３月３１日までに
卒業見込みの方。


