
新型コロナウイルスの影響により、延期・中止になる場合があります。
催しなどに参加される場合は、マスクの着用等をお願いいたします。
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　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を
受け、一定の要件にあてはまる場合、固定
資産税の軽減措置を受けられます。
 対　　象　次のいずれかに該当する中小事業者
①常時使用する従業員の数が１，０００人以

下の個人
②資本金の額又は出資金の額が１億円以下

の法人
③資本又は出資を有しない法人のうち、従

業員数が１，０００人以下の法人
※大企業の子会社を除く
 軽減の要件・割合
　会計帳簿等で令和２年２月～１０月までの
任意の連続する３ヶ月間の事業収入の合計が
前年同期比で次の減少率となっていること。
　３０％以上５０％未満の減少：２分の１軽減
　５０％以上の減少：全額免除
 軽減措置の対象
　償却資産及び事業用家屋に対する令和３
年度固定資産税（土地は対象外）
 申告期間　１月４日（月）～２月１日（月）
 申告方法　
　潮来市商工会などの「認定経営革新等支
援機関等」において必要事項の確認・証明
を受け、潮来市役所税務課へ申告してくだ
さい。
　その他条件や申告方法は、
右のＱＲコードから確認し
ていただくか、お問合せく
ださい。
　  　税務課　税務グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 135・136

　二種混合（DT）ワクチンの接種時期です。
まだ接種していない方は忘れずに接種しま
しょう。
 対　　象　
　令和２年度現在、小学６年生のお子さま
　（平成２０年４月２日～２１年４月１日生まれ）
 接種期限　１３歳のお誕生日の前日まで
 費　　用　無料
　　　　　※期限を過ぎると全額自己負担
 接種方法　①医療機関に電話予約。
　　　　　②母子健康手帳、健康保険証、
　　　　　　予診票を持参して接種。
　 　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
　　　☎６４－５２４０

　次の３つの計画（素案）について、市民
の皆様の意見を広く募集するため、パブリッ
クコメントを実施します。
 計画（素案）内容
①潮来市地域福祉計画・第２期後期地域福

祉活動計画（素案）
②第３次潮来市障害者計画・潮来市第６期障

害福祉計画・第２期障害児福祉計画（素案）
③潮来市高齢者福祉計画・介護保険事業計

画（第８期）（素案）
 実施期間　１月１２日（火）～２月１２日（金）
 閲覧場所　潮来市ホームページ、社会福祉課、

高齢福祉課、中央公民館、各地区
公民館、潮来市社会福祉協議会

 提出方法　持参、郵便、ＦＡＸ、電子メール
のいずれかの方法で、提出して
ください。様式は閲覧場所に備
え付けてあります。

 提出できる方
○市内在住・在勤・在学の方
○市内に事務所等のある個人・法人、
　その他団体の方
 問合せ・提出先
　計画①　社会福祉課　社会福祉グループ
　　　　　☎　 ６３－１１１１　内線 390
　　　　　FAX  ８０－１４１０
　　　　　メール shafuku@city.itako.lg.jp
　計画②　社会福祉課　障害福祉グループ
　　　　　☎　 ６３－１１１１　内線 392
　　　　　FAX  ８０－１４１０
　　　　　メール shafuku@city.itako.lg.jp
　計画③　高齢福祉課　高齢福祉グループ
　　　　　☎　 ６３－１１１１　内線 121
　　　　　FAX  ６３－３６３６
　　　　　メール kaigofukushi@city.itako.lg.jp

　ＭＲ（麻しん風しん混合ワクチン）２期の
予防接種の対象となっております。まだ接
種していない方は忘れずに接種しましょう。
 対　　象　
　来年４月に小学校へ入学するお子さま
　（平成２６年４月２日～２７年４月１日生まれ）
 接種期限　３月３１日（水）まで
 費　　用　無料
　　　　　※期限を過ぎると全額自己負担
 接種方法　①医療機関に電話予約。
　　　　　②母子健康手帳、健康保険証、
　　　　　　予診票を持参して接種。
　 　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
　　　☎６４－５２４０

中小事業者等を対象
令和３年度 固定資産税の軽減について

小学校６年生のお子さまの
保護者の方へ

福祉計画（素案）に対する
パブリックコメント（意見募集）実施

来年４月に小学校へ入学する
お子さまの保護者の方へ

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の
防止、及び重症化するリスクが高い高齢者
や基礎疾患を有する方の不安が解消できる
よう、PCR 検査を実施します。
 対　　象　潮来市に住所のある方で、次のい

ずれかに該当し、無症状の方。
①６５歳以上の方
②６５歳未満で基礎疾患を有する方
　基礎疾患：慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、

糖尿病、高血圧、心血管疾患、
肥満（ＢＭＩ３０以上 )

※発熱等症状のある方は、かかりつけ医等
にご相談ください。

 実施期間　１月１４日（木）～３月３１日（水）
　　　　　初回検査日：１月１４日（木）
　　　　　　　　　　　午前９時～１１時
　　　　　※検査は週１回程度実施予定
 検査方法　唾液による PCR 検査
　（唾液を自分で専用の容器に入れる方法）
 検査料金　自己負担　３，０００円
 実施方法　 事前に予約が必要です。
　①かすみ保健福祉センターに電話で予約。
　②予約日時にかすみ保健福祉センターで

検体（唾液）を採取。
　※実施方法や必要書類等については予約

時にご説明します。潮来市ホームページ
でもご覧いただけます。

　  　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
　　　　☎６４－５２４０

 対　　象　潮来市在住で東京に月１５日以上
通勤・通学される方に限る。

①平成２９年４月以降に新規就労された方
②平成２９年４月以降に潮来市に転入し、転

入日時点で５０歳未満の就労している方
③各種学校へ通学し、通学定期券の対象の方
 助 成 額　月額１万円を上限に助成
　　　　　（最大１２万円）
 助成期間　３月３１日（水）まで
 申込方法　事前に申請書類の提出が必要です。

初めてご利用される方は、申請日
現在において有効な定期券の利用
開始日から３ヶ月以内に申請してく
ださい。

　その他条件や必要書類等は、お問合せい
ただくか、市ホームページをご覧ください。
※本制度は令和５年３月３１日まで実施予定。
　  　企画調整課　企画調整グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 212・213

高齢者等への PCR 検査
実施について（１人１回まで）

潮来市通勤・通学高速バス定期券等
購入費助成事業

行政情報

　毎年９月の「敬老の日」に開催していまし
た潮来市敬老会につきましては、出席率の低
下、会場周辺の交通安全問題、今後の会場確
保が困難等の理由から、令和元年度を最後に
終了することに決定いたしました。今後は地
域で開催する敬老のお祝い事業への助成を推
進し、敬老意識の高揚を図ってまいります。
　なお、米寿と１００歳以上高齢者への記念
品贈呈は引き続き実施させていただきます。
ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
　 　高齢福祉課　高齢福祉グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 121

　償却資産を所有している方は、法律に基
づき毎年１月１日現在の所有状況を、資産
の所在する市町村に申告することが義務付
けられています。忘れずに申告書の提出を
お願いします。
 提出期限　２月１日（月）

事業用の太陽光発電設備は償却資産です
　個人・法人を問わず、事業用の太陽光発
電設備は償却資産に該当し、固定資産税課
税の対象となるため、設備の所在する市町
村へ申告が必要となります。詳細はお問合
せください。
　 　税務課　税務グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 135・136

　１月１１日（月）に予定していました「潮
来市消防出初式」は、新型コロナウイルス
感染拡大防止の観点から中止いたします。
　 　総務課　総務グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 231 ～ 233

　ひとり親世帯臨時特別給付金の申請を
行っていない方は、お早めに申請をしてく
ださい。基本給付（再支給分）も併せて申
請を行うことができます。
※基本給付（再支給）とは

　ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給
付支給対象者に対して、再度、同様の基
本給付（再支給分）を支給するものです。

 給 付 額　１世帯５万円
　　　　　第２子以降１人につき３万円
 申請期限　２月２６日（金）午後５時まで
 申請場所　潮来市役所　子育て支援課
 対　　象
○公的年金等を受給していることにより、令

和２年６月分の児童扶養手当の支給を受
けていない方。

○新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変する等、収入が児童扶養手当を
受給している方と同水準となっている方。

　（令和２年７月分以降の児童扶養手当受給者を含む）
　  　子育て支援課　子育て支援グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 386・388

　男女共同参画社会の実現のため、潮来市
第２期男女共同参画基本計画を策定します。
策定にあたり市民の皆様の意見を広く募集す
るため、パブリックコメントを実施します。
 実施期間　１月１３日（水）まで
 閲覧場所　潮来市ホームページ、潮来市役所

内、中央公民館、各地区公民館、
　　　　　市立図書館
 提出方法　持参、郵便、ＦＡＸ、電子メール、

閲覧場所にある意見書投函箱の
いずれかの方法で提出してくだ
さい。様式は閲覧場所に備え付
けてあります。

 提出できる方
○市内在住・在勤・在学の方
○市内に事務所等のある個人・法人、
　その他団体の方
　 　企画調整課　企画調整グループ
　　　☎　 ６３－１１１１　内線 211・212
　　　FAX ８０－１１００
　　　メール kikaku@city.itako.lg.jp

潮来市敬老会
式典終了のお知らせ

償却資産の申告書の提出は１月中に

潮来市消防出初式
中止のお知らせ

ひとり親世帯臨時特別給付金の
申請はお済みですか？

潮来市第２期 男女共同参画基本計画（素案）
パブリックコメント（意見募集）実施

　水郷まちかどギャラリーで１月８日（金）
から開催を予定していました「潮来高校文化
部発表会」は、新型コロナウイルス感染拡大
防止の観点から中止とさせていただきます。
　 　水郷まちかどギャラリー
　　　☎６３－３１１３

県立潮来高校文化部発表会
中止のお知らせ



募集・催し・その他

年末年始の業務・休館日のお知らせ

月日・曜日

施設名

令和２年１２月 令和３年１月
27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

潮来市役所（☎６３－１１１１） ※午前開庁 休 休 休 休 休 休
証明書コンビニ交付（マイナンバーカード使用）

【住民票・印鑑証明書・住民税 ( 課税 ) 所得証明書】 休 休 休 休 休 休

かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫（☎６４－５２４０） 休 休 休 休 休 休 休
家庭ごみの収集（環境課 ☎６３－１１１１） 休 休 休 休 休
クリーンセンターへのごみの直接搬入

（潮来クリーンセンター ☎６４－５３１１） 休 休 休 休 休

市立図書館（☎８０－３３１１） 休 休 休 休 休 休
中央公民館（☎６６－０６６０）
※１月１１日（月・祝）は、施設点検のため休館 休 休 休 休 休 休

各地区公民館 休 休 休 休 休 休 休 休
ヘルスランドさくら（☎６４－５８５８） 休 休 休 休 休 休 休
火葬場（霞ヶ浦聖苑 ☎５５－２７１０） ※１休 ※２休 ※２休
水郷まちかどギャラリー（☎６３－３１１３） 休 休 休 休 休 休 休 休 休
前川市民プール（☎６６－７５１１） 休 休 休 休 休 休 休 休 休
教育支援センター　のびのびルーム（☎６４－２１４５） 休 休 休 休 休 休 休

施設へのご用件やお問合せ等については、お早めにお願いします。 休…業務休止日又は休館日

※市民課日曜開庁（証明書交付窓口）　１２月２７日（日）　午前８時３０分～正午

市役所への戸籍に関する届出
　出生・死亡・婚姻などの届出は、年末年
始の休業期間中でも受付けします。死亡
届には火葬の予約が必要となります。届出
の際は事前にご連絡ください。
　潮来市役所　☎６３－１１１１

証明書コンビニ交付サービス
　全国のコンビニエンスストアやイオン
等での証明書の交付（コピー機＜キヨス
ク端末＞設置店舗）
　休止期間　１２月２９日（火）～１月３日（日）

霞ヶ浦聖苑　　
※１　１月１日（金）　終日全業務休館　
※２　１月２日（土）・３日（日）
　　　　電話受付のみ 午前８時３０分～正午

急病のとき（休日当番医）
　年末の診療は各医療機関にお問合せい
ただくか、潮来市ホームページをご覧くだ
さい。
１月１日（金） ユビキタスクリニック HINODE
 ☎９４－８００８
１月２日（土） 仲沢医院 ☎６３－２００３
１月３日（日） 延方クリニック ☎６６－１８７３

し尿のくみ取り
　収集運搬業者の休業日は、各社にお問合せください。
　・潮来環境衛生　☎６２－２２４７
　・水郷衛生社　　☎６６－３６９２
　・小松崎清掃　　☎６４－６１５４
　・麻生衛生舎　　☎７３－２２９６
　・㈱和城産業　　☎８２－５９３１

クリーンセンターへのごみの直接搬入
　クリーンセンターへの直接搬入は１２
月３０日（水）の午後４時までとなります。
　年末は大変混み合いますのでご注意く
ださい。
　潮来クリーンセンター　☎６４－５３１１
　施設管理センター　　　☎６４－５０５０

集積所（家庭ごみ）の回収について
　１２月３１日（木）から１月３日（日）
までの回収は行いません。この期間は集積
所へごみを出さないようにお願いします。
　年始は１月４日（月）から平常どおり
回収業務を行います。
　環境課　☎６３－１１１１ 内線 251 ～ 253

家庭の粗大ゴミ収集
　１２月の受付は２１日（月）で終了し
ています。
　１月の受付は４日（月）から開始します。
　シルバー人材センター　☎６３－１２１３

水道管の漏水、下水道管の詰まり
　昼夜受付けします。 
　田の森浄水場　☎６７－５７４３

水郷まちかどギャラリー 休館
　１２月２７日（日）～１月４日（月）ま
では、休館となります。

中央公民館 休館
　１月１１日（月・祝）は、施設点検のた
め休館となります。

　１１０番は、事件や事故にあったり目撃
したりしたときに、警察に対して緊急の通
報をするための手段です。携帯電話からも
１１０番通報ができます。
　聴覚・言語に障がいのある方の１１０番
については「対話式メール１１０番」「ＦＡ
Ｘ１１０番」という方法もあります。
　○対話式メール１１０番
　　アドレス http://ibaraki110.jp/
　○ＦＡＸ１１０番
　　♯７４１２　又は
　　０２９－３０１－６１１０
　緊急の事件・事故ではないけれど警察に
相談したいという場合は、警察相談ダイヤ
ルをご利用ください。
　警察相談ダイヤル　☎＃９１１０
　 　行方警察署　☎７２－０１１０

 募集人員　１人
 勤務場所　潮来市社会福祉協議会
 勤務時間　午前８時３０分～午後５時１５分
 月　　給　２８９，７００円
　　　　　その他処遇は当法人の規定による
 採用時期　４月１日～
 応募資格　次の全てに該当する方
①社会福祉士・精神保健福祉士の両方の資

格を有する方
②資格取得後、福祉現場で５年以上の実務

経験を有する方
③普通自動車運転免許を有する方
 業務内容　社会福祉協議会の業務全般、
　　　　　進行管理及び職員管理
 申込期間　１月４日（月）～８日（金）
 申込方法　
　申込書（写真添付）、資格を証明する書類
の写しを潮来市社会福祉協議会に郵送又は持
参で提出。申込書は申込期間中の午前９時～
午後５時まで社会福祉協議会で配布します。
※郵送の場合は、期間内に到着したもののみ受付。
 試験期日　１月１６日（土）
 試験会場　潮来市社会福祉協議会 会議室
 選考方法　面接試験
　その他詳細はお問合せください。
　  　潮来市社会福祉協議会
　　　　☎６３－１２９６

 期　　日　２月２０日（土）午後６時３０分～
　　　　　開場：午後５時４５分～
 会　　場　潮来公民館　大ホール
 出 演 者
　【落　語】吉原 朝馬、柳亭 こみち、
　　　　　 古今亭 まめ菊
　【漫　才】すず風にゃん子・金魚
　【動物ものまね】江戸家 まねき猫
 入 場 券　２，０００円（１４７席 全席指定）
　　　　　※未就学児の入場不可
 販売窓口　潮来公民館窓口のみ
　 　潮来公民館　☎６２－３５２２
　　　（月曜を除く午前９時～午後５時）

　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
医師が相談をお受けします。お気軽にご相
談ください。＜秘密厳守・相談無料＞
 期　　日　１月２８日（木）午前１０時～
 会　　場　かすみ保健福祉センター
 申込方法　電話又は直接窓口で予約
　  　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
　　　　☎６４－５２４０

　茨城青年司法書士協議会と全国青年司法
書士協議会では、生活保護に関する電話相
談会を開催します。

＜予約不要・秘密厳守・相談無料＞
 期　　日　１月２４日（日）
　　　　　午前１０時～午後４時
 電話番号　☎０１２０－０５２－０８８
　 　茨城青年司法書士協議会
　　　☎０２９－８８６－５９０８

　わが子の将来に不安を感じたことはあり
ませんか？仕事のこと、自立のこと。保護
者も不安を抱えることもあります。セミナー
で明日からできることのヒントを考えま
しょう。当日は、インターネットを利用し
たオンライン個別相談も実施します。
 期　　日　２月１３日（土）午前１０時～
 会　　場　かすみ保健福祉センター
 内　　容　
○オンラインセミナー
　午前１０時～１１時３０分　
　「子どもの自立のために
　　　　　　今！からできること～」
　講師：認定 NPO 法人 育て上げネット
　　　　家族の子どもの将来相談窓口
　　　　「結」家族相談員
　定員：２０人（先着順）
○無料オンライン個別相談　※要予約
　午前１１時３０分～午後０時３０分
　定員：８組（先着順）
 申込方法　電話又はメールで申込み
　  　認定 NPO 法人 育て上げネット
　　　　☎０４２－５２７－６０５１
　　　　メール info@sodateage.net

　交通事故の損害賠償や示談の進め方などで
お困りのことがありましたら、お気軽にご相
談ください。相談は無料です。また、事前予
約制で弁護士相談も行っています。相談内容
などの詳細は、各相談所にお問合せください。

＜秘密厳守・相談無料＞
 相談時間　午前９時～午後４時４５分
　　　　　（正午～午後１時を除く）
　　　　　水曜日・金曜日のみ
 会　　場　鹿行地方交通事故相談所
　　　　　（鉾田市鉾田 1367-3 鉾田合同庁舎内）
　　　　　☎０２９１－３３－６２２２
　　　　　※月・火・木曜日は中央事故相談
　　　　　　所へ自動転送
　 　茨城県生活文化課　安全なまちづくり推進室
　　　☎０２９－３０１－２８４２

　潮来税務署では、例年個人事業者の方を
対象として決算等説明会を開催しています
が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止の観点から、令和２年度については中
止することといたしました。
　なお、決算説明会に代わるものとして、
決算の方法・注意点等を説明する動画を作
成し、YouTube 国税庁動画チャンネルに掲
載することを予定しています。
　ご不明の点につきましては、お気軽に担
当部門までお問合せください。
　 　潮来税務署　個人課税第一部門
　　　☎６６－７５１０

１月１０日は「１１０番の日」です
～安心を つなぐダイヤル １１０番～

潮来市社会福祉協議会
事務局長（契約職員） 募集

潮来あやめ寄席　開催
入場券を販売しています

不安や悩みに
「こころの健康相談」を実施します

司法書士による
全国一斉生活保護相談会

子どもとの関わり方・見守り方
セミナー＆無料相談会 開催

交通事故相談所のご案内

潮来税務署より　令和２年度
決算等説明会 中止のお知らせ

水郷県民の森イベント（１月）

○野鳥観察会
　期　日　１月１６日（土）午前１０時～
　会　場　水郷県民の森　ビジターセンター前
　料　金　無料
○凧作り教室
　期　日　１月１６日（土）正午～
　会　場　水郷県民の森　芝生広場ステージ前
　料　金　２００円
　定　員　２０組　※要予約
　  　茨城県水郷県民の森　☎６４－６４２０


