
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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　令和３年度加入分の受付けについて、市
役所総務課で随時受付けていますが、以下
の日程で出張窓口を設置します。

 共済期間　４月１日～令和４年３月３１日
　　　　　中途加入の場合、加入日の翌日か

ら有効期間となります。
 会費年額　一般（高校生以上）９００円
　　　　　中学生以下　　　　５００円
　　　　　※９月３０日以降の加入から半額
　市内公立の幼稚園・小学校・中学校は、各
学校等で加入しますので、お申込みの必要は
ありません。その他詳細はお問合せください。
　 　総務課　総務グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 234

　市内の道路・河川沿いの環境美化を目的
に清掃大作戦を実施します。皆様のご協力
をお願いします。
 期　　日　３月７日（日）
　　　　　※荒天等で延期の場合は、当日の

朝７時に防災無線で放送します。
　　　　　　延期の場合、１４日（日）実施。
　時間や場所は地区ごとに異なりますので、
区回覧又は区役員にご確認をお願いします。
ごみ出しは、午前８時３０分までに清掃大
作戦指定の集積所にお願いします。
　落ちている物（汚れている物）を拾うため、
リサイクルはできません。ご家庭の粗大ご
みや草刈回収はしません。出されても回収
しませんのでご注意ください。
　区に加入していない方でご協力いただける
方は、「清掃大作戦」指定集積所のご案内と
清掃大作戦用ごみ袋の配布を環境課窓口で
行っていますので、ご相談ください。
※マスクの着用をお願いします。また、体調

のすぐれない方は参加をご遠慮ください。
　 　環境課　環境グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 252

令和３年度
県民交通災害共済受付のお知らせ

清掃大作戦を実施します

行政情報

　受付けは、潮来市で行います。詳細は、
潮来市ホームページの入札契約・情報をご
確認ください。
 提出方法　財政課へ郵送（簡易書留郵便又は

配達証明郵便に限る）又は直接持
参し提出してください。

　　　　　※提出は原則郵送でお願いします。
 受付期間　３月８日（月）～１２日（金）
 有効期間　４月１日～令和５年３月３１日
　  　財政課　管財グループ　
　　　　☎６３－１１１１　内線 223

　かすみ保健福祉センター及び中央公民館
における住民票など証明書発行業務等の減
少と、かすみ保健福祉センターを新型コロ
ナウイルスワクチン接種の拠点とすることか
ら、両窓口での証明書等の発行を廃止します。
　マイナンバーカードによるコンビニ交付
が利用できますので、取得のご協力をお願
いいたします。
 廃止場所　かすみ保健福祉センター、中央公民館
 廃止する業務
・住民登録関係
（住民票、住民票除票、記載事項証明等）
・印鑑証明関係（印鑑証明書）
・税証明書関係（納税証明書、課税証明書等）
・火葬許可証の交付（※中央公民館）
 廃 止 日　３月３１日（水）
　 　行財政改革推進室　
　　　☎６３－１１１１　内線 211

 受付期間　３月３１日（水）まで（平日のみ）
 登録期間　４月１日～令和５年３月３１日
 対象工事・修繕
　１件の契約金額が１３０万円以下の工事・
修繕等
 対 象 者　
　潮来市内に主たる事業所を有する法人、
又は住所を有する個人のうち、建設業を営
んでいる方。ただし次に該当する方は、登
録できません。
①潮来市入札参加資格登録をされている方
②市税を滞納している方
 申込方法　所定の申請書に必要事項を記入し

添付書類と併せて財政課に提出
 申請書類
①潮来市小規模工事等契約希望者登録申請書
　※財政課窓口、又は潮来市ホームページか

ら取得してください。
②完納証明書
　  　財政課　管財グループ 
　　　　☎６３－１１１１　内線 223

令和３・４年度 入札参加資格
申請追加受付のお知らせ（物品役務）

窓口業務等の見直しについて

小規模工事等契約希望者登録の
お知らせ

受付期日 会　場

３月２日（火）
　　３日（水）
　　９日（火）
午前９時～午後４時

中央公民館
１階ロビー

潮来クリーンセンター
受け入れ停止のお知らせ

令和３年度 潮来市体育協会
ゴルフ部シニア会会員を募集します

　施設の定期点検のため、ごみの受け入れ
が一切出来ません。皆様のご理解ご協力を
お願いします。
 期　　日　３月１３日（土）終日停止
　　　　　※荒天の場合、３月２７日（土）
　　　　　　に延期します。
　 　施設管理センター　☎６４－５０５０
　　　潮来クリーンセンター　☎６４－５３１１

 対　　象　市内在住の満５５歳以上の方
 開催予定　全５回（４・６・８・１０・１２月）
 費　　用　入会金　１，０００円
　　　　　年会費　５，０００円
　　　　　入会受付は随時しています。
　  　潮来グリーンランド内
　　　　潮来シニア会事務局
　　　　☎６４－６１８４

軽自動車税（種別割）の
お知らせ

　軽自動車税（種別割）は毎年４月１日現
在の所有者に課税されます。廃車・譲渡・
盗難等により登録の軽自動車を所有しなく
なった場合は、３月末日までに廃車手続き
が必要です。手続きが遅れると、令和３年
度も課税されることがありますので、ご注
意ください。納税通知書は、毎年５月上旬
に発送しています。
 税　　額

　平成２８年度課税より、最初の新規検査か
ら１３年経過した三輪・四輪の軽自動車につ
いて、重課税が導入されました。
※令和３年度課税の重課対象➡平成２０年３

月３１日以前に最初の新規検査をした車両
（自動車検査証に記載されている初度検査

年月が「平成２０年３月」以前）
　 　税務課　税務グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 132 ～ 134

車　種　内　容 税　額

原
　
付

一種（ 50 ｃｃ以下） 2,000 円
二種（ 90 ｃｃ以下） 2,000 円
二種（125 ｃｃ以下） 2,400 円

軽
自
動
車

二　　　輪 3,600 円
三　　　輪 3,900 円

四
　
輪

乗用（自家用） 10,800 円
貨物（自家用） 5,000 円
乗用（営業用） 6,900 円
貨物（営業用） 3,800 円

ボート・トレーラー 3,600 円
二輪の小型自動車 6,000 円

小
型
特
殊

農
耕
用

二輪 2,400 円
四輪（1000 ｃｃ以下） 3,000 円
四輪（1000 ｃｃ超　） 3,900 円

そ　の　他 5,900 円
ミ　ニ　カ　ー 3,700 円

募　　集

催し・その他

令和３・４年度
潮来市スポーツ推進委員 募集

 募集人員　若干名
 任　　期　令和３年４月１日～
　　　　　令和５年３月３１日（２年間）
 報　　酬　５，６００円／日
 申込方法　申込用紙を生涯学習課に持参・郵

送・メールのいずれかで提出
 選考方法　書類審査・面接等
　応募資格等、詳細は潮来市ホームページ
をご覧ください。
　  　中央公民館内　生涯学習課
　　　　☎６６－０６６０
　　　　メール ed-life@city.itako.lg.jp

潮来花嫁さん
衣装着付け美容室 募集

令和３年度 潮来市会計年度任用職員
（保育補助員）募集

　５月２１日（金）～６月２０日（日）に
開催のあやめまつりにおいて、期間中の水・
土・日曜日に実施する嫁入り舟の花嫁、花婿、
仲人衣裳の支度（着付け・髪セット・化粧等）
をしていただく美容室を募集いたします。
　登録希望の美容室及び登録を検討してい
る美容室は３月１２日（金）までに、電話
でご連絡ください。
　  　水郷潮来あやめまつり実行委員会事務局
　　　　（潮来市観光商工課内）
　　　　☎６３－１１１１　内線 241 ～ 244

 業務内容　保育補助業務等
 募集人員　１人程度
 勤務場所　潮来市立あやめこども園
 勤務時間・報酬　
　週５日勤務
　１日：７時間　１３１, ９６１円／月
 雇用期間　４月１日～令和４年３月３１日
 申込方法　履歴書（写真添付）を子育て支援

課に提出してください。
 申込締切　３月１２日（金）
 選考方法　面接、書類審査等
　  　子育て支援課　子育て支援グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 386・388

　水郷潮来あやめ園の藤棚に、つるし雛や
ひな段が華やかに飾られています。風車の
フォトスポットや、スマートフォンをかざ
すと現れる雛飾りのＡＲフォトフレームも
ありますので、新型コロナ対策を行ったう
えで、お楽しみください。
 期　　間　３月３日（水）まで
 会　　場　水郷潮来あやめ園
　 　観光商工課　観光商工グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 241 ～ 244

水郷潮来かざり雛 開催中！

　霞ヶ浦が一望でき、「茨城百景」にも選ば
れた桜とつつじの名所である権現山公園で、
桜まつりが開催されます。
 期　　間　３月２７日（土）～４月１０日（土）
　　　　　※期間は変更となる場合があります。
 会　　場　権現山公園（牛堀１７４－１外）
 そ の 他　期間中毎日ライトアップが行われ、

夜桜を満喫できます。
　 　水郷潮来観光協会　☎６３－３１５４

水郷潮来 権現山公園桜まつり
開催

水郷まちかどギャラリー
展示案内（３月）

期　間 催し物名 展示内容 備　考
3/27㈯

～
3/31㈬

日本習字中村習
字教室文化祭 書道

初日は13時～
3/29 ㈪休館
最終日は15時まで

　新型コロナウイルス感染拡大防止対策と
して、入館の際、手の消毒・マスク着用・
検温にご協力をお願いいたします。
 開館時間　午前１０時～午後５時
　　　　　入場無料・月曜日休館
　 　水郷まちかどギャラリー　
　　　☎６３－３１１３



　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今後もさらに感染症対策を講じる事業所を対
象に、「潮来市緊急感染拡大防止給付金」を支給します。

 対 象 者　令和３年２月１日現在、市内に所在して事業を営んでおり、次の①②いずれも該
当する事業所

　　　　　　①一定の場所（１区画）を占めて、単一の経営主体のもとで
経済活動がおこなわれていること

　　　　　　②従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供
が継続的におこなわれていること

 給 付 額　１事業所につき ５万円

 申請期間　２月１９日（金） ～ ３月１９日（金）まで（観光商工課 必着）

 申請方法　郵送による申請 （感染拡大防止のため）

 申 請 先　〒311-2493　潮来市辻626番地　潮来市役所　観光商工課　宛
　　　　　※封筒に「感染拡大防止給付金申請書類在中」と必ず記載すること

 申請書類　申請書及び請求書等については、潮来市公式ホームページからダウンロードできる
ほか、観光商工課（市役所本庁舎２階）及び潮来市商工会で配布しています。

　　　　　※申請書類・請求書に修正液・修正テープを使用しないでください（訂正印は可）。

 添付書類　下記ア～ウの書類すべてを添付すること。
　　　　　　ア．申告書類
　　　　　　　・法人　／　法人市民税確定申告書（第二十号様式）の写し
　　　　　　　・個人　／　［青色申告］　所得税青色申告決算書の写し
　　　　　　　　　　　　　［白色申告］　収支内訳書の写し
　　　　　　　・新規開業者　／　開業届（本人名義に限る）や、事業所の所在地が確認できる書類の写し
　　　　　　イ．振込先がわかる通帳の写し等（申請者と振込名義が必ず一致していること）
　　　　　　　（通帳の表紙を開いた１枚目の口座名義、口座番号が記載されたページ）
　　　　　　ウ．本人確認書類の写し（免許証・保険証等）　※法人の場合は不要

 そ の 他　その他、詳細等については、潮来市ホームページ又は右のＱＲ
　　　　　コードからご確認いただくか、お問合せください。

　  　観光商工課　観光商工グループ　☎６３－１１１１　内線 241 ～ 244

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
伴い、帰省などの移動の自粛や、仕送り・
アルバイト収入の減少等により生活が困難
となっている市外在住（潮来市出身）の学
生に対し、地域の方々からご協力いただい
た食品を詰め合わせた「ＩＴＡＫＯ学生応
援ＢＯＸ」を無料でお届けします。
 対　　象　次の条件を全て満たす方
①市内に住所を有する保護者等の子
②市外に在住する高校生、大学生、大学院生、
　短大生、専門学生
 内　　容　
　「きずなＢＯＸ」で地域住民からいただい
た食品（米、缶詰め、お菓子）など
　※「きずなＢＯＸ」とは、食のセーフティ

ネット事業として、食料を必要とされ
る方や関連事業に活用されています。

 定　　員　１００人　※定員になり次第締切
定員に達した際は、潮来市社協ホー
ムページでお知らせいたします。

 申込方法　潮来市社協ホームページの申請
フォームからお申込みください。

　  　潮来市社会福祉協議会
　　　　☎６３－１２９６

潮来市社会福祉協議会
学生応援プロジェクト２０２１シーズン　「アントラーズホームタウンデイズ」の開催について

潮来市 緊急感染拡大防止給付金 のお知らせ

潮来市 特別出産祝い金 のお知らせ

　２０２１シーズンはホームゲーム６試合で
「アントラーズホームタウンデイズ」が開催さ

れます。ホームタウン５市（鹿行地区）に在住・
在勤・在学の皆様が、対象の各試合で抽選制に
より招待、又は優待を受けられます（定員未定）。
　今シーズンも「新たなスタジアム観戦様式」
に則り、オンラインで事前にお申込みいただい
たうえで、ＱＲチケットでご来場いただくこと
となりますので、あらかじめご了承ください。
 対象試合
○無料招待
　３月　３日（水）　vs サガン鳥栖（ＹＢＣルヴァンカップ第１節）　※受付終了
　３月２１日（日）　vs 名古屋グランパス（明治安田生命Ｊ１リーグ第６節）
　４月２０日（火）　vs 北海道コンサドーレ札幌（ＹＢＣルヴァンカップ第３節）
　５月２６日（水）　vs セレッソ大阪（明治安田生命Ｊ１リーグ第１６節）
　８月１５日（日）　vs 徳島ヴォルティス（明治安田生命Ｊ１リーグ第２４節）
○特別優待（１，０００円／人）
　１０月１６日（土）又は１７日（日）　vs 川崎フロンターレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （明治安田生命Ｊ１リーグ第３２節）
 そ の 他　
　今後の状況によって、中止・変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
　最新情報や申込方法など、詳細は鹿島アントラーズオフィシャルサイトをご確認ください。

　 　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/

　新型コロナウイルス感染症が市民生活に影響を及ぼすことが長期化していることを踏ま
え、国の特別定額給付金の基準日を過ぎて出生したお子さんを対象として、育児に取り組む
子育て世帯の支援を目的とする特別出産祝い金を支給します。

 対 象 者　令和２年４月２８日から令和３年４月１日までに潮来市で生まれたお子さん
　　　　　（申請日まで本市の住民基本台帳に登録されている方）

 給 付 額　支給対象者１人につき：１０万円

 申請方法　対象者には案内通知を郵送します。
　　　　　申請方法については案内通知をご確認ください。

 申請期限　令和３年４月３０日（金）まで（かすみ保健福祉センター必着）

 そ の 他　詳細については、潮来市ホームページをご確認いただくか、お問合せください。

　  　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫　☎６４－５２４０

　相続・遺言などについて、身近な事例を
もとに楽しみながら学べるよう、オンライ
ンセミナーを YouTube にて配信しています。
 公開期間　３月４日（木）まで
 視聴方法　茨城司法書士会ホームページの特

設コーナーからアクセスしてくだ
さい。

　 　茨城司法書士会
　　　☎０２９－２２５－０１１１

市民公開オンラインセミナー
ＷＥＢで納得！相続・遺言・司法書士

 相 談 日　毎週水曜日（年末年始を除く）
　　　　　午後２時～４時
 電話番号　☎０２９－２１２－４５００
　 　茨城司法書士会
　　　☎０２９－２２５－０１１１

司法書士による
相続登記 無料電話相談会

新型コロナウイルス関連情報

令和３年度 
国家公務員採用試験のお知らせ

　国家公務員採用総合職試験、一般職試験
等、国家公務員採用試験の情報は、人事院
ホ ー ム ペ ー ジ「 国 家 公 務 員 試 験 採 用 情 報
NAVI」でご覧いただけます。お申込みは、
インターネットで行ってください。

　 　人事院関東事務局　
　　　☎０４８－７４０－２００６～８

試験名
（試験区分） 対象 受付期間 第１次

試験日

総合職
試験

院卒者・
大卒程度

３月２６日（金）
～

４月　５日（月）

４月
２５日

（日）

一般職
試験 大卒程度

４月　２日（金）
～

４月１４日（水）

６月
１３日

（日）

一般職
試験

高卒者・
社会人

（係員級）

６月２１日（月）
～

６月３０日（水）

９月
　５日

（日）

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

　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

講 座 名 第二種電気工事士（筆記）
受験対策講座

内　　容 第二種電気工事士（筆記）
受験対策・練習問題解説。

講習日程 ５／１０日（月）、１１日（火）、
　　１３日（木）、１７日（月）、
　　１８日（火）、２０日（木）
の６日間（午後６時～９時）

定　　員 １５人（抽選）
受 講 料 ３，０４０円（テキスト代を含む）
申込締切 ３月１５日（月）～４月７日（水）
申込方法 【インターネットの場合】

鹿島産業技術専門学院ホームペー
ジ＜電子申請＞により必要事項を
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とな
ります。

【郵送の場合】 
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、８４円切手を同封
して送付ください。


