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　先月号での「ごみ処理基本計画」の概要に引き続き、今月号では

「生活排水処理基本計画」の概要を紹介させて頂きます。

　生活排水による水質汚濁の改善のため、下水道の整備を推進するとともに、下水道及

び農業集落排水施設の整備区域外の地域においては合併処理浄化槽等への転換及び設置

の促進を図り適切な排水処理を行うとともに、啓発活動を通じて各家庭からの発生源対

策を充実させることにより、市民の快適な生活環境の確保と公共用水域の環境基準の達

成を図ることを目標とします。

　そして、生活排水処理率を６４.１％（平成１６年度実績値）から平成３１年度までに

７９.４％とすることを目指します。

（１）活動方針

　①役割分担の明確化を図ります。

　　　公共用水域の水質保全を図るためには、市民

と行政側が連携を強め、それぞれの役割をはた

すことにより、生活雑排水処理を推進していく

ことが重要であるため、広報・啓発活動により

各立場における役割を明確化し、かつ理解を促

します。

　②生活雑排水処理に関する情報を積極的に提供し

ます。

（２）活動施策

　①本市の広報紙、パンフレット、ホームページ等

で、生活雑排水に関する問題提起及び啓発活動

を実施します。

　②生活排水対策推進計画を推進し、市民団体等に

よる研修会等の開催を支援します。

　③生活雑排水に関する市民の意識の変化を把握

し、より適切な啓発活動を実践していくため、

定期的なアンケート調査を検討します。

注）生活排水処理率（％）＝（生活排水を下水道、農業集落排水施設及び合併処理浄化槽で

　　　　　　　　　　　　　処理している人口）÷行政区域内人口×１００

生活排水処理基本計画の概要

１．市民に対する広報・啓発活動

生活排水処理の基本理念

基本計画の主要施策

一般廃棄物処理

基本計画を策定（見直し）
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【お問合せ】潮来市環境課　TEL.６３－１１１１ 内線２５１

（１）浄化槽の維持管理の徹底

　　浄化槽が正しく機能するためには、適切な保

守・点検、清掃等が必要です。

　　しかし、浄化槽使用者・管理者が浄化槽の構造

や浄化槽法を正しく理解していない状況が見受け

られるため、行政側の徹底した指導と使用者・管

理者の十分な理解が必要です。

　　したがって、浄化槽使用者・管理者、浄化槽保

守点検業者・清掃業者、行政及び検査機関の３者

が連携を強め、適切な使用・保守点検・清掃及び

定期検査を実施していくものとします。

（２）その他の取り組み

　　本市は水郷筑波国定公園内にあり、北浦と霞ヶ

浦、常陸利根川、外浪逆浦に囲まれた水郷地帯と

なっており、優れた自然環境を有しています。こ

の自然環境を保全するため、近隣市や関係行政機

関、関係団体と連携して生活排水処理対策を推進

していきます。

○潮来市家庭排水浄化推進協議会、北浦水質レス

キュー隊連絡会議による啓発活動

　本計画書は、潮来市環境課・市立図書館にてご覧になることができます。また、貸し出し

を希望される方には２週間を期限として貸し出しをしていますので、ご希望の方は下記まで

お問合せください。

２．排水に関する事項

＜ 生活排水の処理フロー図 ＞

合 併 処 理 浄 化 槽

単 独 処 理 浄 化 槽

し 尿 収 集

生 活 雑 排 水

し 尿
し 尿 処 理 施 設
潮 来 衛 生 セ ン タ ー

放　　　流

潮来浄化センター

農業集落排水施設
終 末 処 理 場
大 生 原 浄 化 セ ン タ ー

公 共 下 水 道
終 末 処 理 場
潮 来 浄 化 セ ン タ ー

（汚泥）

（汚泥）

（し尿）

し尿の流れ

生活雑排水の流れ

汚泥の流れ

処理水の流れ

潮来衛生センター 大生原浄化センター
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【お問合せ】潮来市 市民課 国保年金グループ　TEL.63-1111　内線133・134

平成18年10月１日から医療保険が改正され

負担割合など一部が変更になります！

老人保健で医療を受ける皆様へ

◆一定以上の所得がある方は自己負担が ２割から３割 に変更になります。

窓口で支払う一部負担金

判定基準
　同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の方または老人保健で医療を受ける方がい

る方。ただし、70歳以上の方および老人保健で医療を受ける方※の収入合計が２人以上で520

万円未満、単身で383万円未満であり、これを申請した場合は「一般」に区分されます。

※老齢福祉年金受給者は「低所得Ⅰ」を適用します

一定以上の

所得がある方

３　割

平成18年9月30日までは２割

判定基準

一　　般 一定以上所得者、低所得Ⅱ・低所得Ⅰのいずれにもあてはまらない方です。

低所得Ⅱ 世帯全員が住民税非課税の方（低所得Ⅰ以外の方です）

低所得Ⅰ
世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金の所

得は控除額を80万円として計算）を差し引いて０円になる方です。

一般の方
低所得Ⅰ・Ⅱの方
（住民税非課税世帯等）

１　割

◆医療費が高額になったときの 自己負担限度額が一部変更 になります。

区　分
自己負担限度額（月額）

外来＋入院（世帯単位）
外来

（個人単位）

一　　定

以　　上

所 得 者

４４，４００円

（４０，２００円）

８０，１００円（72,300円）＋医療費が、

２６７，０００円（361,500円）を超えた

場合は、その超えた分の１％を加算。

４回目以降は４４，４００円（40,200円）

一　　般 １２，０００円
４４，４００円
（４０，２００円）

低所得Ⅱ
８，０００円

２４，６００円

低所得Ⅰ １５，０００円

○自己負担額に合算できる費

用、自己負担額は、病院・診

療所、歯科の区別なく合算で

きます。

　調剤薬局での自己負担分も含

めて合算できます。ただし、

入院時の食事代や保険のきか

ない差額ベッド料などは合算

できません。

（　　）内は平成18年９月30日までの額

（太字は変更部分）

改正のポイント１

改正のポイント２
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支給期間　生まれた日の翌月から１２歳になっ

て最初の３月までもらえます！

　　　　　（１２歳到達後の年度末まで）

支給対象　最初の子どもからもらえます！

支給金額　最初の子ども　　　　 5,000円
（月額）　２人目の子ども　　　 5,000円
　　　　　３人目以降の子ども 10,000円

子どもとくらし、子どもを養い、守り育てる、そ

のような方なら、児童手当がもらえます！

ただし、条件があります！

●一つ目の条件　日本国内に住所があること。

●二つ目の条件　児童手当がもらえるのは、小学

校修了までです。

●三つ目の条件　所得額の制限があります。

扶養親族等の数 国民年金に加入の方（万円） 厚生年金等に加入の方（万円）

０　人 ４６０ ５３２

１　人 ４９８ ５７０

２　人 ５３６ ６０８

３　人 ５７４ ６４６

４　人 ６１２ ６８４

５　人 ６５０ ７２２

家庭と子どものしあわせのために
応援します

　平成１８年４月１日から、児童手当制度が拡充されました。支給対象年齢が、これまでの小学

校３年生までから小学校６年生までに拡大され、併せて所得制限が引き上げられました。新たに、

児童手当を受けられる児童の保護者の皆様については、市の窓口（公務員の方は勤務先）で、認

定請求等の手続きが必要となります。

　尚、改正に伴う新規請求は、法施行日より、平成１８年９月３０日まで受付けたものに限り、

特例的に４月１日（または支給要件に該当した日）にさかのぼって支給されます。

平成18年４月1日から児童手当が小学校６年生

まで拡大され、所得制限が引き上げられました。

手続きは、お済みでしょうか？
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児童手当をもらえるのは
どんな人？

【お問合せ】潮来市社会福祉課　子育て支援室　TEL.63-1111 内線386

所得制限の引き上げにより、新たに児童手当を受給できる場合がありますので、

該当する保護者の方は、認定請求の手続きが必要となります。（所得制限限度額表）
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㈲せきぐち総合サービス　潮来市潮来99-24

宝くじ・ロト６・

ミニロト・ナンバーズ

イタコチャンスセンター
TEL.62-3000  URL:e92.net

損保ジャパン

ひまわり生命代理店

関口 明広( )
予約必要 TEL.63-2177

日本FP協会会員
No.30299318

の無料相談生命保険楽当（ラクアテ）販売開始

 

 

63-

優勝したＳＯＵＬチーム

種　目 優　勝 第２位 第３位

男子ナックル
フォア

筑波大学艇友会
（つくば市）

黄門ＲＣ
（水戸市）

茨城大学Ａ
（水戸市）

男子舵手付き
クォドルプル

早大学院ボート部
（東京都）

小見川中学校
（香取市）

潮来中学選抜Ａ
（潮来市）

女子舵手付き
クォドルプル

八潮高校
（八潮市）

三菱ボートクラブ
（東京都）

錦糸本所中学校
（墨田区）

男子
ダブルスカル

住友金属鹿島
（鹿嶋市）

早稲田実業漕艇部
（東京都）

茨城大学
（水戸市）

女 子
ダブルスカル

錦糸本所中学校
（墨田区）

潮来中学選抜Ａ
（潮来市）

潮来中学選抜Ｂ
（潮来市）

種　目 優　勝 第２位 第３位

男子シングル
スカル

加瀬 勝冨
（住友金属鹿島）

蜂谷 大輔
（住友金属鹿島）

内藤　健
（住友金属鹿島）

女子シングル
スカル

石神 菜摘
（潮来中学選抜）

小田 章代
（東海大浦安高校）

真家満寿美
（潮来中学選抜）

男子ナックル
フォア

ワセダクラブ韋駄天
（戸田市）

君津クラブ
（君津市）

木　馬
（つくば市）

女子ナックル
フォア

戸田レインボウ
（戸田市）

宝塚 花組
（潮来市）

ワセダクラブスワン
（戸田市）

小学生ナック
ルフォア

ワセダクラブイーグル
（戸田市）

ワセダクラブバンビ
（戸田市）

にゃんころべーず
（鹿嶋市）

第28回潮来市民レガッタ

第40回水郷潮来レガッタ
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64-

地域発展に貢献する

潮来市建設業組合
茨城県潮来市辻５８３－２

ＴＥＬ ０２９９―６３―１３５８
司法書士 篠塚健司事務所

遺産相続　贈与　不動産登記　成年後見

会社設立　債務整理　破産　個人再生

 毎月第２水曜日、当事務所において無料相談を

 行っております。（予約必要 ℡６６－３５１１）

〒311-2423　潮来市日の出８丁目12番地６

広報いたこ 2006
９月号 Vol.65

200

10

260

熱心に聞き入る来場者

基調講演された

中村 英雄 氏

佐藤　和江

50円切手100枚

匿　名 2,000円

善意銀行
（７月分・敬称略）

市長（右）、助役（左）と大会３位となった横峯さくら選手
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介護・介護予防等に関する相談は下記にお問合せください。

潮来市 介護福祉課 地域包括支援センター　TEL.63-1111　内線396・397

　「うつ」とは、気分がひどく落ち込んだり何事にも興味が持てなくなったり、なんとなくだるかっ

たりして強い苦痛を感じ、ほとんど毎日、日常の生活に支障が現れるまでになった状態を言います。

「うつ」は誰でもかかる可能性があります。

　特に年をとると、身体的な衰えを感じたり、配偶者や友人との死別、仕事などの役割が減るなど喪

失感を抱きやすい出来事が多くなります。このようなことが閉じこもりや社会からの孤立につながり、

「うつ」を引き起こすきっかけとなります。

　いきいきと生活を続けていくためには、「うつにはならない」「うつを放っておかない」ことがとて

も大切です。

介護予防の達人を目指して

高齢期のうつを

予防しましょう

シリーズ

高齢期のうつに要注意！

　「うつ」はきちんと治療することで回復できる病気です。

　まずは、早期発見・早期受診することが大切です。「うつかな」と

感じたら、ひとりで抱え込まず、医療機関で受診しましょう。

うつは治療が必要な病気です！

１ 毎日の生活に充実感がない

２ これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった

３ 以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じる

４ 自分が役に立つ人間だとは思えない

５ わけもなく疲れたような感じがする

最近、２週間のあなたの様子について答えてみてください。

２項目以上あてはま

り、毎日の生活に支

障 が出ている場合は

うつの可能性があり

ます

うつ病の主な症状

心の不調
　・ゆううつな気分

　・興味、関心がなくなる

　・自分を責めてしまう

　・思考力、集中力、記憶力の低下

　・死について考える

からだの不調
　・眠れない　　　・早くに目が覚める

　・食欲がわかない、体重が減る

　・からだが動きにくい、落ち着かない

　・疲れやすい

　・頭痛、胃痛、下痢または便秘など

「うつかな」と思っ

たら、早めに医療機

関で受診しましょう。



９月からは図書館のおにいさん、お

ねえさんによるおはなし会が始まり

ます。みんなできてね。お楽しみに！
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【お問合せ】　潮来市立図書館　TEL.８０－３３１１

「島崎藤村詩集」「若菜集」「千曲川のスケッチ」「破戒」「夜明け前」

「家」「桜の実の熟する時」「春」「小諸なる古城のほとり（美しい日本

の詩歌）」「昭和文学全集」「赤い鳥代表作集」「藤村全集」「世界の名

作童話」「少年少女のための日本名詩選集」「ジュニア版 日本の文学」

（ＣＤもご用意してあります。）

図書館へ

今月の本棚

８月22日藤村忌　島崎 藤村（明治５年３月25日～昭和18年８月22日）

よ う こ そ

図書館だより

（　は休館日、　は午後１時から開館）

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）

日にち 午前10時30分 午後１時 午後３時30分

２日(土) クイール ニュー・シネマ・パラダイス[完全版]

３日(日) クイール 夕陽のガンマン ベニスに死す

９日(土) トムとジェリー 魔法の指輪 夕陽のガンマン

10日(日) トムとジェリー 魔法の指輪 ベニスに死す ニュー・シネマ・パラダイス[完全版]

16日(土) ヘンゼルとグレーテル 月とキャベツ

17日(日) ヘンゼルとグレーテル 12人の優しい日本人 突入せよ！「あさま山荘」事件

23日(土) ウルトラマンコスモス2 ブループラネット/ムサシ少年編 誰も知らない

24日(日) ウルトラマンコスモス2 ブループラネット/ムサシ少年編 月とキャベツ 12人の優しい日本人

30日(土) ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 突入せよ！「あさま山荘」事件

日にち 午後２時～

９月９日

(土)
読み聞かせ（災害のおはなし）

いたこおはなし会

９月16日

(土)
読み聞かせ（おとしよりのおはなし）
図書館のおにいさん、おねえさん

９月23日

(土)
読み聞かせ（秋分の日のおはなし）

うしぼりおはなし会

９月30日

(土)
読み聞かせ（運動会のおはなし）
図書館のおにいさん、おねえさん

※上映当日、午前10時から整理券を配布しますので、カウンターでお受け取りください。

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

９月の図書館カレンダー

　図書館では地元の方に笹を寄付していただき、６/24～

７/９までエントランスに七夕飾りを展示しました。地元

のおじいちゃんたちが子供の頃は、和紙で短冊を作って、

こよりをよって紐にして笹の葉につるしたそうですよ。

　６/21・６/29・７/20には牛堀小学校の児童が見学に来ま

した。郷土資料室には、昔のくらしがわかるたくさんの古

いものがあります。

 
 

 

ご注意とご協力のお願い

（ＣＤをお聞きになる前に！）
　図書館のＣＤはＩＣタグを使用しているため、以下の注意が必要です。

くれぐれも取り扱いにはご注意ください。

①車に装備されているカーステレオ・ＣＤチェンジャーなどの機器で使

用すると、ＩＣタグが内部で引っかかり機器の故障の原因となります

のでおやめください。

②直射日光があたる場所・高温になる場所等に放置しないでください。

③再生機器に長時間入れたままにすることは避けてください。



テーマ：どうする!!生命保険
　　　　健康保険制度のしくみと上手な生命保険の

　　　　利用について

講　師：社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー

　　　　立野　博子 氏

■開催趣旨と内容

　「Ｅ～クオリティーカフェ」とは、男女共同参画

社会事業の一環で、市民の皆さんに男女共同参画社

会の実現に向けての理解増進とさらなる浸透のた

め、専門的分野の学者または専門家等と一般の人々

が誰でも市内の公共施設を始めとした、喫茶店等の

身近な場所で、気軽にお茶を飲みながら男女共同参

画社会の視点で語り合いそして学習の場をつくって

いこうという試みです。

　どうぞお気軽に参加してください。お待ちしてお

ります。

■主催及び協力団体

＜主　催＞潮来市

＜協力団体＞潮来市男女共同参画ネットワーク連絡会

　　　　　ＩＴＡＫＯクオリティーウィメンズネット

　　　　　いきいき女性議会連絡会

＜参加対象＞一般市民及び各種団体

■ 第３回開催内容 ■

　◎日　時：平成18年９月６日（水）

　　　　　　19:00～21:00

　◎場　所：ぷちろーど（喫茶店）

　　　　　　（潮来107-26 TEL.62-2081）

　◎開催内容：健康保険制度の

　　しくみと上手な生命保険

　　の利用についての学習会

　◎参加費：

　　飲み物代（実費です）

10

　日本経済新聞「私の履歴書」は、１ヶ月にわた

り、各界各層で活躍をした方々が己の人生の歩み

を記すもので、私も愛読しています。

　６月に掲載されたのは、潮来市にも何度となく

訪れており、旧潮来町民歌の作曲をしていただい

た、作曲家の遠藤 実先生でした。

　水郷いたこ大使である、橋 幸夫さんも先生の

指導を受けていたとのことです。

　私は、故橋本登美三郎先生の法要の際、初めて

お会いしました。読経が始まると、数珠を手に一

心不乱に般若心経を唱えている姿を間近で拝見し、

一流の作曲家の魂に触れた思いがしたことを、今

でも鮮明に覚えております。

　橋本先生と遠藤先生のお付き合いの深さを感じ

ながら、それ以上に遠藤先生のお人柄と、一流と

いわれる方の威厳を感じました。

　遠藤先生は、子供時代は恵まれた環境ではなく、

貧乏のため、中学、高校にも行けなかったそうで、

もし中学、高校へ通っていたらどんな青春が待っ

ていただろうという学校生活への思いが「高校３

年生」、「修学旅行」、「きみたちがいて僕がいた」、

などの一連の学園ソングになったようです。

　血のにじむような苦労、多くの人との出会いな

ど、一流の作曲家の「私の履歴書」を読み、何か

しら自分自身を問われる気がいたしました。

　橋本登美三郎先生、遠藤 実先生、橋 幸夫さん

とのご縁、そして多くの素晴らしい先人・先輩達

の活躍が、今日の潮来の土台をつくったとしみじ

みと思います。

　平成18年８月

私 の 履 歴 書

広報いたこ 2006
９月号 Vol.65

6161

～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～

第３回「Ｅ～クオリティーカフェ」

VOL.46VOL.46

～話し合ってみましょう。医療のこと。あなたが加入している保険のこと。～

【お問合せ】潮来市 秘書広聴課　TEL.63-1111 内線206



みんなで元気づくり
保健センター
ニュース

シリーズ
No.3

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

6

13

20

27

5

12

19

26

7

14

21

28

1

8

15

22

29

11 広報いたこ 2006
９月号 Vol.65

Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
法律相談（高）
何でも育児相談（中）
１歳６ヶ月児健診
（H17.2月生）

＋当番医

朝井医院566-7677

潮来市防災訓練
（延方地区）

＋当番医

飯島内科566-0280

＋当番医

潮来第一整形外科医院
566-0051

＋当番医

船坂医院566-1285

子育て広場（中）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H18.4月生）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）
胃がん検診（か）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H17.9月生）

献血
（ホームジョイ本田）
（10:00～12:00・13:00～15:30）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）
ＢＣＧ（か）
（H18.5月生・全地区）

子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H18.4月生）

胃がん検診（か）

子育て広場（図）
７ヶ月児育児相談（か）
（H18.1月生）

マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（図）
３歳児健診
（H15.6月生）

子育て広場（中）

子育て広場（図）
１歳児育児相談（か）
（H17.9月生）

敬老の日 秋分の日

三種混合・１回目（か）
（H18.5月31日以前生）

（津知・延方・大生原地区）

子育て広場（中）
三種混合・１回目（か）
（H18.5月31日以前生）

（牛堀地区）

子育て広場（中）
三種混合・１回目（か）
（H18.5月31日以前生）

（潮来地区）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H18.1月生）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

石毛医院562-2523

● 実施場所 ●

（い）…潮来保健センター

（か）…かすみ保健福祉センター

（中）…中央公民館

（図）…市立図書館

（高）…高齢者センター

September

　夏本番、暑い日が続いていますね。こんなとき起こりやすい「熱中症」のことをご存じですか？

　熱中症とは、体温が異常に上昇することで起こり、重症になると命に関わることもあります。気温が３０

度以上で熱中症が起こりやすくなり、気温が３６度以上、つまり体温より高くなるとさらに急増します。

　熱中症はちょっとした配慮で予防することができるので、暑いときほど熱中症予防 に心がけましょう。

Ｑ　どうしたら熱中症を防げるの？
Ａ ① 水分をこまめに摂取しましょう。

　　人が体温を下げたいときは、汗をかいて蒸発させるなどの方法で熱を逃がして体温を調節しています。汗をか

くことができるよう、暑い日はのどが乾く前に水分補給することが大切です。スポーツや労働などで汗をたく

さんかくときには食塩水（１㍑の水に食塩２ｇを入れたもの）かスポーツドリンクを飲むようにしましょう。

　　※アルコールには利尿作用があり、尿に水分を出してしまうため、逆に脱水になりやすいので要注意です。

　 ② 暑さから身を守りましょう。

　　屋外では日陰を選んだり、日傘や帽子で直射日光を避けましょう。屋内では風通しをよくし、カーテンなどで

日差しをカットしましょう。適度に扇風機やエアコンを利用することも大事です。

Ｑ　熱中症になったときはどうすればいいの？
Ａ　涼しい場所へ移動し衣服類をゆるめること、体などに濡れタオルをあててうちわで扇ぐなどし、涼しくした上で水分・

塩分の補給をしましょう。自分で水分を摂れない場合や意識がないような場合は、すぐに救急車を要請しましょう。

　　　　軽症 めまい、立ちくらみ、筋肉のこむら返り　中等症 頭痛、吐き気や吐く、体がだるい、判断力の低下

　　　　重症 意識がなくなる、呼びかけに返事をしない

【お問合せ】潮来市 健康増進課（かすみ保健福祉センター内）TEL.64-5240

ジュース等による糖分の取りすぎに注意。水分補給は水かお茶で☆

のカレンダー月9
敬老会（開花亭）

症状
区分
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　市長へのたより

総数 女 10,469 世帯（＋13）世帯数

※当日は北利根川牛堀出張所付近は、花火打ち上げのため 18:00 ～ 21:00 の間船舶の通行ができなくなりますので、ご協力をお願い申しあげます。

主催／水郷潮来花火大会実行委員会

共催／潮来市・水郷潮来観光協会

後援／潮来市牛堀商工会・潮来市潮来商工会

パワーボート

牛堀商工祭

15,842人男 15,471人 （－ 1）（± 0）31,313人（－ 1）

同時開催

８月19・20日

７月１日現在
（ ）内は前月比 総数 女 10,456 世帯（＋ 6）世帯数15,843人男 15,471人 （－ 9）（－ 5）31,314人（－14）


