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一般会計 １０４億９,４００万円

国民健康保険 ３４億９,７４０万円

老人保健 １５２万円

下水道事業 １４億８,８８６万円

農業集落排水事業 ５,２２２万円

介護保険 １４億９,５９９万円

後期高齢者医療 ２億１,１３７万円

水道事業会計

（工業用水事業含む）
１４億２,３８６万円

合　計
１８６億６,５２２万円

（前年度比４.２％減）

一般会計歳入 予算額
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性質別歳出目的別歳出

一般会計歳出

潮来市一般会計予算



１．教育・文化政策

①義務教育施設整備事業

・延方小学校建設事業（特別教室棟整備）【３２０,２０５千円】

・学校耐震化優先度調査事業【６,５００千円】

・日の出小学校体育館補修及びフェンス設置事業【２２,９５３千円】

・日の出中学校屋内運動場建設事業【１４,０００千円】

②小学校英語指導助手配置事業【３,１５０千円】　新規

　小学５年、６年児童の授業に英語学習を組み入れるとともに、英語指導助手の配置。

③その他学習指導関連事業【３９,５４２千円】

　ＡＬＴ（英語指導助手）配置事業や社会人ＴＴ配置事業等。また適応指導教室（のびのびルーム）の活用、不登校対

策や相談体制の充実。

④ＩＣＴ教育の充実

・学校へのパソコン等配置【４,７０３千円】

・小学校教員用パソコン整備事業【５,８８０千円】

⑤生涯スポーツの振興

（１）各種スポーツ事業【６,３８１千円】

２．保健・医療・福祉政策

①各種子育て支援事業の充実　

（１）放課後児童クラブ事業【２６,３７０千円】

（２）保育所費【５６４,１９２千円】

（３）その他の支援事業【３９７,６２８千円】

　つどいの広場推進事業やファミリーサポートセンター、幼稚園預かり保

育事業、児童手当支給事業、放課後子ども教室、３人っこ家庭応援事業な

どを実施。

（４）次世代育成支援地域行動計画策定事業【１,５００千円】

②医療福祉制度の充実

　【１７１,０６４千円（市単独分　２,７００千円）】

　小学生への入院費用の無料化、未就学児の所得制限の撤廃による助成。

③母子自立支援事業　【１,３１８千円】

④母子保健事業の充実【２８,４５８千円】

　妊婦の一般健診を14回まで無料化（従来は５回まで）。

⑤介護保険事業の推進（特別会計事業予算）【１,４９５,９９０千円】

⑥後期高齢者医療事業（特別会計事業予算）【２１１,３７２千円】

３．土地利用・基盤整備政策

①都市計画の見直し事業【５,１９７千円】

　潮来前地区（あやめ駐車場）地区計画及び稲井川周辺地区の都市計画用途地域の見直し。

　民間企業の進出を促進できるよう、より高度利用を図れるような指定への変更を実施。

②潮来駅・江寺線整備事業【２６,８３３千円】

③稲井川周辺整備事業【１０,２９８千円】

④前川運動公園整備事業（野球場の整備）【１０３,２００千円】　

⑤主要幹線道路整備事業【２３０,８３０千円】

・日の出幹線排水路整備事業【４２,４００千円】

⑥急傾斜地崩壊対策事業【５,０５０千円】

　根本地区（水原）、坂下地区（大塚野）

⑦地籍調査事業【１１,９４５千円】

４．生活環境政策

①水道事業（石綿セメント管更新事業）【１４８,７８５千円】

②公共下水道整備事業【５０２,７７４千円】（建設事業、流域負担、浄化槽等）

③安心安全まちづくりの推進【５６０,８４８千円】　

④塵芥処理等事業（潮来クリーンセンター及び潮来衛生センターの修繕等）【７３,４４０千円】　
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主要事業概要



５．産業振興政策

①水田農業構造改革推進事業【６１,０００千円】

②排水対策特別事業（土地改良事業）【６３,７７５千円】

③農業担い手育成事業の推進【７,１８４千円】

④買ってもらえる米づくり推進事業【９０１千円】

⑤農地・水・環境保全向上対策事業【１,２６２千円】

⑥エコ農業茨城推進事業【３,３５８千円】

⑦観光・交流イベント等事業【３０,３８３千円】

第５８回水郷潮来あやめ祭り大会、おどりの響演や水郷潮来花火大会。

⑧花菖蒲花いっぱい運動（花菖蒲１人一鉢運動・市民あやめ園整備事業）

【２８５千円】

⑨企業誘致等関連事業（潮来IC周辺等）【３,７３７千円】

６．行財政政策

①行財政改革の推進

○行政運営の効率化の取組み

・牛堀出張所を閉庁いたします。

　公共施設運営の効率化を図るため牛堀出張所を閉庁し、窓口機能をかすみ保健福祉センターへ移行します。

　また、教育委員会学校部門は潮来市役所内へ、生涯学習部門は市民活動拠点である中央公民館へ移転します。

　なお、牛堀出張所の建物は、１階部分を商工会事務所として活用します。

・利用しやすい行政サービスの提供を実施して参ります。

　市役所内の窓口改修、市窓口でのパスポート発給、20年度に引き続きスピード対応室設置など

○財政改革への取組み

・財政健全化に向けた取組みを強化します。

イ　事務事業等を徹底的に見直し、今日的なものへの転換により事業費の削減を実施。

ロ　市の補助金等を削減。

ハ　市長30％、副市長５％、教育長５％の給与カット

ニ　管理職手当の削減

７．市民協働政策

①潮来市自治基本条例制定事業【２９２千円】

②男女共同参画推進事業【１,２８４千円】
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【お問合せ】潮来市収税課収税グループ　℡.６３-１１１１　内線１２８・１２９

　潮来市では、市税の前納報奨金制度（市県民税（普通徴収）、固定資産税について、第１期から第４期までの全額

を第１期の納期内に一括して納付した場合、報奨金を交付）について、創設当時の目的（※１）が達成されたこ

と、市県民税を給与から天引きされる給与所得者には制度の適用がなく不公平感があることなどの理由により、行

財政改革の取り組みとして廃止することとなりました。これまで、この制度をご利用いただきました皆様にお礼を

申し上げますとともに、ご理解をお願いいたします。

　また、現在、市県民税と固定資産税の納付を、口座振替の「全納」で選択されている方には、これまでどおりの

「全納」か「期別」の納付方法に変更されるかを伺う書類をお送りしますので、回答をお願いいたします。

全期分を一括して納めていただく「全納」は、これまでどおりできますので、引き続きご利用ください。

※１戦後の混乱した経済情勢の中、税収の早期確保、納税意識の向上、徴収事務の軽減などを目的に昭和25年に創

設されました。

平成21年度から

市税の前納報奨金制度が廃止になります
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開始～終了 場　　所 地　区

５月８日（金）

 9:00～ 9:30 須賀区集会所 曲松・須賀

 9:45～10:00 小泉公民館 小泉

10:15～11:00 延方公民館 西区・新宮

11:15～12:00 下田農村集落センター 下田・宮前・洲崎

13:30～13:50 東区集会所 東区

14:10～14:25 大洲公民館 大洲

14:40～15:00 徳島田園都市センター 米島・徳島・福島・前川

５月９日（土）

 9:00～ 9:20 貝塚農村集落センター 貝塚・江寺・築地

 9:35～10:20 川尾区集会所 川尾

10:35～10:50 古高農村集落センター 古高

11:05～11:25 北浦ヶ丘自治会集会所 大山

５月10日（日）

 9:00～10:30 潮来市役所 将監・新町・後明・七軒丁・全域

10:45～11:45 潮音寺（慈母観音）そば 日の出全域

13:30～14:30 潮来市立図書館 牛堀一区・二区・全域

５月11日（月）

 9:00～ 9:45 大塚野会館 西丁・大塚野・十四番

10:00～10:35 まちかどギャラリー駐車場 二～三丁目・下丁・上丁・浜丁

10:50～11:20 四丁目会館 四～八丁目・あやめ丁

11:35～12:00 日の出２丁目児童会館 日の出１～２丁目

13:30～14:00 中央公民館 日の出３～５丁目

14:10～14:45 日の出浪逆集会所（浄化センター） 日の出６～８丁目・十番

５月12日（火）

 9:00～ 9:20 清水田園都市センター 清水

 9:35～10:05 旧牛堀第二小学校 堀之内・茂木

10:20～10:40 永山農村集落センター 永山

10:55～11:55 旧八代小学校 横須賀・芝宿・宿・古宿・赤須・台上戸

13:20～14:00 大生原公民館 釜谷・大生・大賀

14:15～14:30 横山会館 水原３区

14:45～15:15 荒工集会所 水原１～２区

　 登録している犬
　 ①市からの通知（ハガキ） ※印を押してきてください。

　 ②料　金　3,300円　内訳：予防注射2,950円

 　　　　　　　　　　　　　 注射済票交付手数料350円

　 新しく犬を飼った場合や平成７年度以降登録していない犬
　 ※平成７年度以前に登録した犬は再登録が必要です。

　 ①印　鑑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 ②料　金　5,300円　内訳：登録料2,000円 

　　　　　　　　　　　　　  予防注射2,950円

　　　　　　　　　　　　　  注射済票交付手数料350円

【お問合せ】潮来市環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５２

愛犬の登録と

狂犬病予防注射を忘れずに

　狂犬病予防注射日程表

飼い犬の登録と狂犬病予防注射を実施します。

飼い主の方は、愛犬と一緒にお近くの会場へお越しください。

　飼い犬の登録は、犬の生涯一度で済みます。犬にとっての戸籍でもあ

り、住民票でもありますので必ず登録をしてください。そして年１回の狂

犬病の予防注射をうけることが法律で義務づけられています。また、犬の

死亡・住所変更・所有者の変更があった場合は、市に届出してください。

（　　　　　　　　　　　　　　 ）

（　　　　　　　　 ）

※雨天でも実施します。

狂犬病予防注射　料金と持参するもの

撮影協力：平成20年秋の注射会場に

　　　　　来てくれたわんちゃんたちです
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お願い
　１）キャップをすすいでください。

　２）シールがついていたらはがしてください。

回収専用ボックス　設置場所
　１）潮来市役所

　２）潮来市立図書館

　３）潮来市中央公民館

　　　及び各地区公民館

【お問合せ】潮来市環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５２

　そのほか、日の出小学校・私立潮来幼稚園（23,200個）・

道の駅いたこ・市内の事業者・個人の方も独自に取り組み、

社会や環境活動に貢献されています。

　今後、集めたキャップは、みなさまのご厚意を大切にし、

届けたいと思っております。

　これから潮来市では、ペットボトルのキャップを集めて、ＮＰＯ法

人　エコキャップ推進協会に届けます。

　この活動によって世界の子どもたちにポリオワクチンがおくられる

ことになります。

☆大生原小学校では、４年生が総合学習で学んだことをきっか

けに、全校児童や地域のみなさんに協力をもらえるよう独自

で呼びかけをして、昨年７月から収集活動をしてきました。

（実績：８ヶ月間で20,074個）

☆牛堀小学校では、昨年９月から環境広報委員の

児童が中心に、収集活動をしてきました。

（実績：７ヶ月間で25,000個）

わたしたちにできること。

わたしたち、もうすでに取り組んでいます。（報告）わたしたち、もうすでに取り組んでいます。（報告）

ペットボトルキャップを集めます
ご協力お願いします
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　３月19日（木）、青年海外協力隊として２年間アフリ

カのナミビアへ行く小澤祐子さん（日の出）が、市長

室へ表敬訪問に訪れました。小澤さんはこれまで旅行

会社に勤務され、ナミビアでも観光産業の発展のため

に活動されます。 田市長は「安全に気をつけて、頑

張ってください」とエールをおくり、小澤さんは「日

本からとても遠い

国ですが、今まで

学んだことを活か

しながら、貴重な

経験を積んできた

い と 思 い ま す」

と、明るい笑顔で

話されました。

　３月25日（水）、市長室

において、「平成17～18年度

区長OB会」から、27,706円

の寄付をいただきました。

　いただいたお金は社会福

祉の向上のため、潮来市社

会福祉協議会で大切に活用

させていただきます。

　ありがとうございました。

ありがとうございました
　３月16日（月）、市長室において、「居酒屋さっちゃ

ん木曜会と歌の仲間たち」が２月に歌などのチャリ

ティーイベントを行い、

20,980円の寄付をいただ

きました。いただいたお金

は社会福祉の向上のため、

潮来市社会福祉協議会で大

切に活用させていただきま

す。ありがとうございまし

た。

ありがとうございました

　２月13日（金）、茨城県市町村会館（水戸市）におい

て、茨城県市長会自治功労者表彰式が行われ、須田益太

郎さん（下町）が民間自治功労者として表彰されました。

　今 回 の 表 彰

は、多年にわた

る文化・芸術の

発展や、観光振

興に尽力された

功績によるもの

です。おめでと

うございます。

自治功労者表彰

小澤さん
青年海外協力隊としてナミビアへ　２月10日(火)、潮来

小学校４年生と津知小

学校の４年生が、前川

で行われている排水施

設設置工事の現場見学

会を行いました。

　当日は、はじめに事

業の発注者である国土

交通省霞ヶ浦河川事務所の担当者から、前川の歴史

や、これまでにおきた洪水について、また、施工者の

あおみ建設㈱から、治水や今回の工事についての話し

などを聞いた後、実際に工事現場を見学しました。見

学した子ども達は、長い杭が打ち込まれる様子などを

見て「すごい」「大変そう」など、とても驚いていました。

前川排水施設 現場見学会

　平成20年度 牛堀小学校５年生より、日本赤十字社に

6,701円の協力金を頂きました。寄付金は、市から日本

赤十字茨城支部をとおして被災者への生活支援や見舞

金に使われております。ご協力ありがとうございました。

日本赤十字社茨城県支部へ寄付
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City News Flash

　３月１日（日）、行方市高須崎公園におい

て、鹿行地区スポーツレクリエーション大会

グラウンドゴルフの部が行われました。（参

加者237名）潮来市から43名が参加し、浅野

よし江さん（小泉）が女子の部で２位に入賞

されました。おめでとうございます。

　なお、浅野さんは昨年行われた茨城県グラ

ウンドゴルフレディス交歓大会で優勝され、

６月に仙台市で

開催される第３

回全国グラウン

ドゴルフレディ

ス交歓大会に茨

城県代表として

出場されます。

次の大会もがん

ばってくださ

い。

鹿行地区スポーツレクリエーション大会

　３月８日（日）、かすみの郷公園と牛堀小学校体育館

において、平成20年度茂木渡杯スポーツ少年団交流大

会が開催されました。結果は次のとおりです。

【サッカーの部】

優　勝　　日の出スポーツ少年団

準優勝　　延方スポーツ少年団

第３位　　牛堀サッカースポーツ少年団

第３位　　潮来サッカースポーツ少年団

【ミニバスケットボールの部】

優　勝　　牛堀ミニバスケットボールスポーツ少年団

準優勝　　津知スポーツ少年団

第３位　　延方スポーツ少年団

平成20年度
茂木渡杯スポーツ少年団交流大会

　新任　横田京子さん

　３月１日付厚生労働大臣より委嘱されました。

　任期は平成22年11月末です。

　また前任者の佐竹素子さんには約７年３ヶ月におい

て児童福祉にご尽力をいただきました厚く御礼申し上

げます。

潮来一中学区担当主任児童委員
（民生委員）の変更について

水府流吟道吾風会

 代表 大川吾風　36,174円

前島益男　 玄米60kg

小峰裕之　 玄米120kg

栗俣孝司　 もち米10kg

小林忠雄　 玄米300kg

吉川吉之助　 玄米30kg

居酒屋さっちゃんもくよ

う会と歌の仲間たち

　20,980円

旧車イベント

代表 石塚　弘　35,000円

善意の箱（25箇所）

　76,854円

亀印製菓㈱

　ショートケーキ100個

大崎　侯 　50,000円

平成17～18年度区長OB会

　27,706円

匿　名 　2,000円

匿　名

　ショートケーキ100個

匿　名（10件）玄米335kg

善意銀行　（３月分・敬称略）

　同じく３月１日（日）

に行われたソフトバレー

ボールの部（会場　行方

市麻生運動場体育館　参

加14チーム）では潮来市

チームが上位入賞しまし

た。おめでとうございま

す。
Ａコート　優　勝　潮来市Ａ

Ｃコート　準優勝　潮来市Ｃ Ｂコート　第３位　潮来市Ｂ
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仕事・組織・人 をさらに見直して

主な取り組み
　潮来市では、「最小の経費で最大の効果を」という視点から行政を運営するため、「第２次潮来市行財政改革大綱」を策定

し、行財政の効率化を図っています。「第２次潮来市行財政改革大綱」は、平成17～21年度の５年の期間を決めて、「貴重な

財源を効果的に住民サービスに活かしていくために、簡素効率化の見直しを積極的に取り組む」活動内容を表したものです。

また、集中改革プランに向けた取り組みについても、行革大綱を基に進行管理を行っています。

　これらの計画を基に、職員一人ひとりが、経営の視点に立ち、無駄の排除と業務目標を実行し、組織が一体となった行財政

改革を強力に推進しております。平成20年度に行った行財政改革の取り組みについて、主なものをお知らせします。

　行財政改革を進める上で、公共施設の見直し

は、重点課題であり、特に出先機関を中心とし

た抜本的な見直しが必要と考えています。その

取り組みの一つとして、費用対効果及び利用状

況等を検討した結果、平成21年３月をもって、

窓口業務を「かすみ保健福祉センター」に移転

し牛堀出張所を閉庁することとしました。な

お、閉庁後の庁舎には、潮来市商工会事務所が

オープンしており、さらに関係団体への利用促

進を働きかけ、産業会館のような活用策も検討

していきます。

　かすみ保健福祉センターでは、従来の健診・保健業務に加え、住民

票などの証明書発行業務を開始しました。これにより、証明書の交付

を受けながら、保健師による健康相談が受けられます。住民票発行な

どでお越しの際には、お気軽に健康相談をご利用いただき、健康管理

にお役立てください。

　補助金について、公益性の点検を行いながら、補助金等整理合理化

に関する基本方針の検討基準に基づき、慎重な審議を行いました。平

成21年度 86件の補助金交付要請がありましたが、審議の結果、廃

止・休止が４事業、補助交付額の減額が71団体という内容であり、前

年度比約1200万円を削減しました。

　行政財政改革は、人件費の抑制や事業の廃止・休止などによる経費の削減が目立ちますが、そのほかにも、皆さんの利

便性を考えた、市民サービス向上をめざす取り組みも行っています。本庁舎１階の窓口では、案内板やカウンターなどの

フロアサインを一新し、「わかりやすい窓口」に変身しました。

（１）市民にわかりやすい窓口

　　　市民の視点に立って、受付窓口を集約、わかりやすい窓口へ再編・整備を行いました。

（２）待合いスペースの確保

　　　事務スペースを後退させ、十分な通路幅を確保し、通路に待合い席を設置しました。これにより、待ち時間が発生

した場合にも、用件のある窓口の前で安心してお待ちいただけるようになりました。

（３）窓口におけるローカウンターの導入

　　　証明発行に比べ、時間のかかる届出の受付窓口にローカウンターやイスを設置することにより、バリアフリーに配

慮した受付体制を進めます。また、カウンターには間仕切りを設置し、プライバシーに配慮した受付窓口にします。

（４）複数サービス体制の実施

　　　各種税証明については、税務課のほか、市民課証明書発行窓口でも発行を行い、複数でのサービス体制を確立し、

市民の利便性の向上を図ることとします。なお、税証明関連で専門性が必要な届出受付業務等については、税務課

において行うこととなります。

◎公共施設の統廃合

◎補助金等の整理合理化

◎かすみ保健福祉センターでの窓口業務開始

◎窓口業務の見直し

潮来市行財政改革
■わかりやすい窓口に
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【お問合せ】潮来市行政改革推進室　TEL.６３-１１１１　内線２１４

　予算編成にあたり、事業費の削減や、効果の薄い

と思われる事業は休止するなど、関係部署との協議

を行いながら、費用対効果について徹底的な検証を

行いました。これにより、前年度比、約１億500万円

の経費削減の効果がありました。※休廃止事業：前

納報奨金制度、クロスカントリー大会、中学生海外

派遣事業など

　政策立案機能強化と、事業展開のスピード化を図り、効率的

な組織とするため、秘書政策課と財政課を設置します。また、

市長部局と教育委員会との連携強化と効率化を図るため、学校

教育課を本庁に移転します。さらに、生涯学習課を市民活動の

拠点である中央公民館に配置することで、月曜日開館による開

館日延長の効果が期待でき、施設利用の利便性を高め、市民

サービス向上を推進します。

平成17年～21年の取り組み

①事務事業の見直し
・行政評価（事務事業評価）制度の導入（試行段階）

・広報紙・ホームページ広告料の導入

・市税の収納率向上　平成19年度決算93.0％

　＊毎年成果を見直しながら、税の公平性を進めます。

・補助金等の整理合理化

・業務に応じた勤務時間の変更

（図書館、公民館、給食センターなど）

②財政健全化の推進
・起債制限額の設定（公債費の元金を超えないように管理）

・公営企業経営及び特別会計の効率化（特に水道事

業、下水道事業、農業集落排水事業の経営改善を進

め、一般会計からの繰出金を抑制してまいります。）

基準外繰出しの廃止（7,500万円減）

・特定財源の確保

④定員管理・職員能力の開発等の推進
・職員数の削減　平成20年４月現在277人

　　　　　　　　平成23年４月目標260人

・各種職員研修の実施

③組織・機構の見直し
・各種関連事業の一本化による事務の効率化

・各職務内容の見直し

⑤給与の適正化の推進
・各種手当の削減等

　　特別職の給与削減（市長30％、副市長・教育長５％）、

特殊勤務手当の見直し（手当の廃止・福祉業務手当

の見直し）、旅費の見直し（県内日当の廃止など）、特

別職の期末手当・退職手当の削減、管理職手当の削

減、時間外勤務手当の縮減、通勤手当の見直し、早期

勧奨退職制度の実施、高年齢職員（58歳以上）の昇

給停止

・ラスパイレス指数※100以内の管理（H20.4月現在98.4）

・勤務評定（実績）方針を策定し、評価訓練を行う。

※ラスパイレス指数…国家公務員の給与を100とした場

合の地方公務員の給与水準を示す指数。

⑥効果的な行政運営
・各事務システム等の適正配置による職場環境改善

・窓口業務手順書の作成

（事務処理の短縮化、簡素化、接遇の向上）

・各種申請書様式のホームページへの掲載

⑧会館等公共施設の設置及び管理運営
・公共施設の管理運営の見直し（各施設における指定

管理者制度、民間委託の調査検討を行い、事務の効

率化を図ります。）

・未利用地の改善（借地・公用地の整理等）

⑦地域（住民・民間）の行政参画の推進
・行財政情報を積極的に提供し、行政運営への理解を

求めます。

・パブリックコメント制度（施策立案過程において、

検討段階の案を公表して、広く意見を求めて上で、

意思決定を行っていく制度）の導入

平成13年４月 平成20年４月 比　　較

328人 277人 △51人（15.5%）

平成13年度 平成20年度 比　　較

27億6,866万円 23億7,798万円 △3億9,068万円

これまでの経過

これまでの経過

◎効率的な組織等◎事務事業の見直しによる経費削減

第２次潮来市
行財政改革大綱

《広　告》《広　告》

司法書士 篠塚健司事務所

遺産の相続手続　土地建物の名義変更

会社の設立等　サラ金の借金問題

 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

常　南　医　院
内　　科 外　　科

※詳しくは、お電話にてお問い合わせ下さい。
電話 0299-63-1101

午前９時　～ 12 時
午後２時半～ ７ 時

午前９時 ～ 12 時
午後２時 ～ ５ 時

◆診療時間

人工透析

【　お車で送迎いたします　】

 

整形外科

常　南　医　院
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　妊婦さんの健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができるように、公費負担によ

る妊婦健康診査（妊婦健診）が『１４回』になります。

　基本的には下記のような健診が行われますが、かかりつけの医療機関や妊婦さんの受診時期により受診票の利

用時期が変わる場合がありますので、使用にあたっては医師と相談の上、有効にご利用ください。

　３月３１日までに交付された５回分の受診票は、４月１日以降使用できなくなります。
　そのため、４月１日以降に出産予定の方には、予定日に応じて新しい受診票を郵送しています。もしお手元に

届いていない場合には、下記までお問合せください。

【お問合せ】かすみ保健福祉センター　TEL.64-5240　FAX.80-3077

妊婦さんへ
　　お知らせ

※「①基本的な健康診査」では、問診等による健康状態の把握、体重測定、血圧測定、尿検査等の定期検査、保健

指導が行われます。

※県外の医療機関等、使用できない場合がありますので、お問合せください。

※市外に転出した場合は使用できませんので、転出先の市町村にご相談ください。

受診票
使用目安時期

健　診　内　容
公費負担額

＊超過分は自己負担

となります

第１回 妊娠８週頃

①基本的な健康診査※

②血液検査（血液型検査、貧血検査、血糖検査、

　　　　　　ＨＢｓ抗原検査、ＨＣＶ抗体検査、

　　　　　　梅毒血清反応検査、風疹ウイルス抗体検査、

ＨＩＶ抗体検査）

③子宮頸ガン検査　　　④超音波検査

１５,５００円

第２回 妊娠12週頃 ①基本的な健康診査 ５,０００円

第３回 妊娠16週頃 ①基本的な健康診査 ５,０００円

第４回 妊娠20週頃 ①基本的な健康診査　　②超音波検査 ８,５００円

第５回 妊娠24週頃 ①基本的な健康診査 ５,０００円

第６回 妊娠26週頃 ①基本的な健康診査 ５,０００円

第７回 妊娠28週頃 ①基本的な健康診査 ５,０００円

第８回 妊娠30週頃
①基本的な健康診査

②血液検査（貧血検査、血糖検査）　③超音波検査
９,５００円

第９回 妊娠32週頃 ①基本的な健康診査 ５,０００円

第10回 妊娠34週頃 ①基本的な健康診査　②Ｂ群溶血性レンサ球菌検査 ８,０００円

第11回 妊娠36週頃 ①基本的な健康診査 ５,０００円

第12回 妊娠37週頃 ①基本的な健康診査　②超音波検査 ８,５００円

第13回 妊娠38週頃 ①基本的な健康診査 ５,０００円

第14回 妊娠39週頃 ①基本的な健康診査 ５,０００円

4月1日から　

すこやかな妊娠と出産のために

公費負担による妊婦健診が

『５回』から『14回』になります。

《広　告》

相続手続　土地、建物の売買、贈与
会社の設立　役員変更

債務整理（サラ金関係）　その他

潮来市曲松2808番地10（潮来高校入口）

電話　0299-67-3055

茂木誠治司法書士事務所

お気軽にお電話してください

10％還元
「定額給付金商品券還元セール」

道の駅いたこは

消費者の味方です！

期 間）21年４月21日（火）～30日（木）

内 容）当店商品券5，000円毎に500円（商品券１枚）進呈

　　　 期間中先着200組限り　

道の駅いたこ　TEL.67-1161
なくなり次第終了

お得な、お得な

10日間
道の駅いたこは

消費者の味方です！

《広　告》



　最近、市役所に「近所で野焼きをしている」「煙や臭いがすごい」との

連絡が入ります。

　ごみを燃やすことは法律で禁止されており、違反者は５年以下の懲役若

しくは1,000万円以下の罰金、又はこの併科となっています。

　例外として、農業や漁業を営むためやむを得ないもの、たき火などの軽微なもの（落ち葉など）は野焼きになりません

が、ごみを燃やすことは禁止となっております。

※野焼きしている現場を見つけたら、行方警察署、潮来市環境課のいずれかまでご連絡ください。
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《広　告》

　潮来市では、家庭から出る生ごみの減量と堆肥化を進めるため、コンポスト容器・ボカシ肥料専用容器（EM処理容器）・

家庭用生ごみ処理機の購入に補助を行っています。コンポストや生ごみ処理機で生ごみを処理すれば、堆肥として野菜や

庭木の肥料に使うことができ、ごみを減らすことができます。助成を希望する方は、予算の都合など直接お話ししたいこ

とがありますので、必ず購入前に環境課までお問い合わせください。なお、補助金は、予算の範囲内で行いますので、予

定額に達した時点で締め切らせていただきます。

コンポストや生ごみ処理機で生ごみを減らそう

・潮来市に住民登録があり、居住

していて生ごみ処理機器で作っ

た堆肥を自家利用できる世帯

（事業者を除く）

・これまでに補助金の交付を受け

た世帯では、補助金交付後５年

を経過していること

【お問合せ】潮来市環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５２

対象機器 容量 対象数 補助額

コンポスト容器 70リットル以上
１世帯

２容器まで

１容器購入額の２分の１

（3,000円を限度）

ボカシ肥料専用容

器（EM処理容器）
11リットル以上

１世帯

２容器まで

１容器購入額の２分の１

（3,000円を限度）

家庭用

生ごみ処理機

家庭用として市販

されているもの

１世帯

１機のみ

１容器購入額の２分の１

（30,000円を限度）

「奨励金の額」は

　団体基本額（3,000円）＋従量額（１㎏５円）を加えた額です。合計額で

100円未満が生じた場合は以下切り捨てとします。

１ びん類等で重量測定が困難な場合は、算定基準に基づきみなし重量から

計算します。

２ 同一団体から複数回の申請があった場合は、２回目以降は、従量額のみ

の交付となります。

３ 奨励金は、１団体につき年間30,000円を上限とします。

「申請」するには

　リサイクル推進団体助成実績報告書

に資源物の回収を業とするものが発行

した計量票等及び事業実施中の写真

（デジタルカメラによるプリント可）

を添付して提出してください。詳しく

は環境課までお問合せください。

「支給対象団体」は

　子ども会、地域女性団体、高齢者クラブなど地域住民

で組織され、以下の条件を備えた団体とします。ただ

し、事業所等の団体は除きます。

１ 団体構成者全員が潮来市民であること。

２ 資源物の分別回収を団体構成者で継続的に実施する

ことができ、おおむね10人以上の参加があること。

３ 営利を目的としないこと。

４ 複数の団体が事業を一緒に行った場合又は行ったと

考えられる場合は、１団体扱いとします。

◎補助の対象となる生ごみ処理機器 ◎補助要件

野焼きは法律により
禁止されています

　潮来市では、市内の地域住民で組織する団体が資源物を自

ら分別し回収することに対して、奨励金を交付しています。

リサイクル推進団体奨励金
についてのお知らせ

「資源物」とは

（１）紙類（新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、紙箱等）

（２）びん類（酒びん、ビールびん等）

（３）缶類（スチール缶、アルミ缶）

（４）ペットボトル　など

緑とぬくもりに包まれた憩いの家

利用者募集中!!特別養護老人ホーム

いたこの郷
特別養護老人ホーム

いたこの郷 虹

《広　告》

虹

潮来市日の出8-29-8

★メタボでお悩みの方！
★まずは５～10㎏ダウンからチャレンジ！
★腰、ひざの痛みや生活習慣病で
　医者から痩せるように言われている方。

針なし

無料カウンセリング予約受付中

耳つぼダイエットサロン

50120-332
み み つ ぼ

-514
ここいいよ

特別養護老人ホーム

〒311-2402　潮来市大生字大生原804-556

TEL 0299-66-5533

デイサービス

短期入所生活介護

居宅介護支援事業所
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　一刻一秒を争う消火活動や救急・救助活動の始動のために１１９番通報は重要なものです。

　潮来市からの１１９番通報は、鉾田市にある鹿行広域消防本部通信指令室で受信しています。あなたも通報する場面

に遭遇するかもしれません。１１９番通報にあたってご留意いただきたい点は次のとおりです。

　火災の発生時及び鎮火時には、消防団の出動要請を兼ねて鹿行広域消防本部から防災広報無線でお知らせしています。

　火災の発生場所をわかりやすくするため、「○○地区○○付近」と放送しますが、地区名は、旧大字で分類し、目標物

として近くの商店や工場、集会場等の名称を放送しています。

　お名前が放送されご迷惑をおかけすることがありますが、ご理解とご協力をお願いします。

火災の種別ついては通報時点で次のとおり分類しています。

火災種別 内　　容

建物火災 建物又は建物内の収容物が燃えている場合

林野火災 森林又は原野が燃えている場合

車両火災 自動車又は自動車の積載物が燃えている場合

その他火災
建物、林野、車両、船舶、航空機に分類されない火災

で、枯草やゴミ等が燃えている場合

　通常、潮来市では建物火災のみ放送しています。

　なお、火災時の放送は、一斉放送のため聞き取りにくい地域もありますが、消防団員の迅速出動のためですので、合わ

せて皆様のご理解をお願いします。

【お問合せ】鹿行広域消防本部警防課　TEL.０２９１-３４-８１１９

・住所（近くの目標物、建物の何階か？）

・何が燃えているか？

・逃げ遅れはいないか？

・通報者の氏名、

　電話番号

携帯電話からの通報の注意点
　現在、携帯電話からの通報は、鹿行広域消防本部では、発信場所を特定することができませんので、近くに固定電話

がある場合は、固定電話からの１１９番通報をお願いします。また、多くは屋外からの通報であるため、そのことに伴

ういくつかの注意点があります。

・通報場所の住所の確認をお願いします。もし、分からない場合は、近くの人に聞く、道路の看板、

電柱等で確認するなどの手段があります。

・電波の特性上、鹿行広域消防本部管内から通報しても他の消防本部へ接続される場合があります

が、この場合は転送されます。通報内容を繰り返しお尋ねしますが、再度の応対につきご理解を

お願いします。

・確認のため指令室から折り返し電話をかけることがありますので、携帯電話の電源は入れたままでお願いします。

※いざという時に備えて、電話のそばに「住所、目標、電話番号」を記入したメモなどを準備しておいてください。

　以上のことを念頭において、適切な１１９番通報にご協力いただきますようお願いいたします。

・住所（近くの目標物、建物の何階か？）

・誰がどうしたのか

　（急病か事故か閉じ込められていないか？）

・通報者の氏名、電話番号

　その他、傷病者の年齢、持病、かかりつけの病院などについても適切

な病院搬送につながる情報として、お尋ねする場合があります。なお、

緊急通報の際、通報内容から傷病者の生命がおびやかされていると思わ

れる場合、傷病者への気道確保、胸骨圧迫（心臓マッサージ）、止血な

どの応急処置をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。

防災広報無線による火災時の放送内容について

119番の掛け方について
一般的な留意事項
　１１９番通報の際、指令員から「鹿行消防です。火事ですか。救急ですか。」と聞かれます。また次のような情報を

お尋ねしますので、落ちついて答えてください。

火災の問い合わせは、次の連絡先にしていただくと音声ガイドで案内が流れますのでご利用ください。

TEL.０２９１-３２-２１１９（テレガイド）

火災の場合 救急の場合
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【お問合せ】潮来市農業委員会　TEL.６３-１１１１

①臨時雇賃金
　一般農作業（概ね８時間　１食付）…7,000円

　残業手当　基本時間給の２割増を支給

作業内容 金　額 備　考

１
水田耕起（トラクター）

10aあたり
5,000円

ほ場等で特に勘案する必

要のある場合は当事者間

で調整してください。

２
畑耕起（トラクター）

10aあたり
4,500円

３ 代かき10aあたり 10,000円 ただし、植付できる状態

４
水田耕起～

　代かき10aあたり
15,000円

ただし一番耕起から代か

きまで（３回起）

５
草刈り（保全管理）

10aあたり
12,000円 休耕田

６

田植機使用

10aあたり
7,000円 肥料散布は２千円増

田植機使用（苗持込）

10aあたり
21,000円

10aあたり20枚を標準（運

搬代は50円/枚）肥料散布

は２千円増

７

稲刈（コンバイン刈

取のみ）10aあたり
22,000円 稲倒伏の場合割増料金

稲刈（刈取・乾燥・

籾摺まで）10aあたり
38,000円

この労賃等は標準額ですので、作業場所や働く条

件等により異なります。

これらを参考に、農家の皆さんの話し合いで決め

てください。

②動力持込作業賃金
　土地改良事業により基盤整備をした地域を基準とする。

※燃料等の価格変動やその他については当事者間で調整願います。

※下記の料金には、消費税が含まれておりません。

標準小作料はつぎのとおりです　１０アールあたり（平成19年度～）

田…18,000円　　　畑…9,000円

・NHK職員を名乗り、受信料徴収と銀行口座の聴取をする。

・NHK職員を名乗り、アンテナの管理費の支払いを要求する。

・地元テレビ局業者や市職員を名乗り、機械の有料設置を

強要する。

・難視聴地区だと偽りブースターの購入を要求する。

　虚偽の告知で金銭の要求をしてくる手口が続いていますが、相手の言いなりにならず、事実の確認をして対応しましょう。

【お問合せ】総務省地デジコールセンター　TEL.050-07-0101

高額な契約となる太陽光発電システムで契約のトラブルが発生しています。モ

ニター募集やキャンペーン中、国の補助金など、消費者の心を動揺させる言葉

には慎重になりましょう。

　契約後、販売店の倒産などで、約束したモニター料のバックも無く、安くなるといった料金等の証明もないままの場合

もあります。長期のローンが残り、解決に時間もかかります。

・契約は高額だがモニター料がバックされる。

・電気量が安くなる他、水道代を節約できる食器洗い機も

付ける。

・付随したオール電化機器類を無料サービスする。

・自社製品は発電効率が良いうえ、屋根をいためる心配が

無い。

　　　　　　【お問合せ】（社）茨城県公害防止協会　TEL.029-248-7431
　　　　　　【相 談 先】潮来市消費生活センター　TEL・FAX.0299-62-2138

＜地デジ＞編
地上デジタル放送への移行に伴い、各地で詐欺とおもわれる訪問販売や、契約トラブル

が発生しています。

［実際の発生例］

［甘いセールス言葉］

＜太陽光発電＞編

契約トラブル・悪質商法にご注意

平成21年度

農作業標準賃金の目安

作業内容 金　額 備　考

８ 籾摺り１俵 700円

９

乾燥調整１俵 2,000円

乾燥調整

（生籾水分28％以下）

１kgあたり

18円
JAライスセンター

（消費税含む）

乾燥調整

（生籾水分28％以上）

１kgあたり

19円
JAライスセンター

（消費税含む）

10
畦塗（片塗）

１mあたり
50円

11 休耕田10aあたり 10,000円 ほ場２回起

12 プラウ耕10aあたり 6,000円

13
水田景観形成播種

10aあたり
6,000円

14
ドリルシーダ

10aあたり
6,000円
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　各地区からいただく会費・募金は皆様が納めた区費を地区でとりまとめ、その区費の一部からいただいている

ものです。会費・募金の使途については以下のとおりです。今後ともよろしくお願いいたします。

防犯連絡会
（一世帯あたり50円）

　防犯連絡会では、年間を通して各地区で

行われる祭礼等のパトロールや防犯キャン

ペーン、また、放置自転車の撤去等を行っ

ています。なお、皆様からいただいた会費

はパトロールやキャンペーンの時に着用す

る帽子、ベストをはじめ啓発物品に当てら

れ、防犯活動に役立たせていただいています。

会費・募金について

社会福祉協議会
（一世帯あたり500円）
　社会福祉協議会費は、誰もが安心して暮

らすことのできる地域福祉社会を目指し

て、市民をはじめ、各種団体、ボランティ

ア、行政などが会員となり地域福祉活動を

展開するため主に下記の事業に使われます。

　◇ボランティアセンターの運営

　◇在宅福祉サービス

　◇法律相談

　◇ひとり暮らし高齢者へのおせち配布

交通安全母の会
（一世帯あたり50円）
　交通安全母の会では、高齢者世帯や新入学児童、中学生へ啓発物

品を配布するなどの交通安全の啓発活動を行っています。

　また、以下の活動も実施しています。

　◇保育所（園）、幼稚園、小中学生、高齢者に対しての交通安全教室

　◇飲酒運転追放のため市内飲食店や事業所への訪問

　◇新学期の立哨指導

　◇各種交通安全キャンペーンへの参加

　◇県民交通災害共済加入推進

青少年育成潮来市民会議
（一世帯あたり200円）
　この会議は、青少年の育成に市民すべてが関心をもち、住民総

ぐるみの運動を展開し、行政に呼応し、あるいは働きかけを行

い、市民一体となって次代を担う青少年の心身の健全な育成を図

ることを目的とし下記の事業を行っています。

　◇機関誌「ふれあい」発行

　◇青少年のつどい開催

　◇社会を明るくする運動

　◇「家庭の日」ポスター展示

　◇あいさつ運動

　◇各地区公民館・ＰＴＡ共催家庭教育事業等

会費・募金について

【お問合せ】潮来市中央公民館　TEL.66-0660

【お問合せ】潮来市総務課 TEL.63-1111 内線233・234

 【お問合せ】潮来市総務課
　　　　　 TEL.63-1111 内線233・234 【お問合せ】潮来市社会福祉協議会 TEL.63-1296
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日本赤十字社
（一世帯あたり500円）
　日本赤十字社は、国内外を問わず、人道的な活動をしていま

す。その活動を支えているのは皆様から寄せられる活動資金だけ

でおこなっております。

　日本赤十字社では日本赤十字社茨城県支部から潮来市に依頼

し、一世帯あたり500円を一般社資として、また企業からは特別

社資として頂いたお金を、災害の救助活動や火災・風水害にあっ

た方に毛布や日用品の配布を行っております。

歳末たすけあい募金
（一世帯あたり100円）
　NHKと共催で実施し、高齢者・障がい者（児）・母子世帯など

の支援費に当てられています。

緑の募金
（一世帯あたり100円）

　現在及び将来の世代にわたって人間が豊かな森林に恵まれた

生活が維持できるよう緑化活動を推進し、社会全体で森林を支

えていくことを目的として一世帯あたり100円の募金をお願いし

ています。

　寄付金の使途は、潮来市緑化推進協議会が主体となり下記の

事業に取り組んでいます。

　◇水源林や里山の整備、学校・公園など公共施設の緑化等

　◇間伐や保育などの森林の整備

　◇森林ボランティア活動の支援

　◇青少年の環境教育及び緑の少年団活動の支援

　◇普及啓発など

◎ご協力いただいた募金は、所得税、法人税の優遇措置の対象

となります（個人の場合、１万円を超える寄付金については

控除が受けられます）

共同募金
（一世帯あたり360円）
　下記の事業、施設、活動などに配分され、また、国内で発生し

た災害に対する救援活動費として積み立てられています。

　◇県内の身障者、高齢者クラブ、母子福祉、民生委員、

　　更生保護などの社会福祉団体の地域福祉活動事業費

　◇児童養護施設、知的障がい者（児）施設、保育所

　◇市町村の社会福祉協議会の地域福祉活動

【お問合せ】潮来市農政課 TEL.63-1111 内線266

【お問合せ】潮来市社会福祉課 TEL.63-1111 内線385・386

【お問合せ】潮来市社会福祉協議会 TEL.63-1296

【お問合せ】潮来市社会福祉協議会 TEL.63-1296
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☆県健康プラザ管理者

大田仁史さんが考案した
　いきいきヘルス体操を覚えて元気な体をつくりましょう

　潮来市では市内６箇所で健康アップ教室（介護予防の体

操教室）を行っています。

　シルバーリハビリ体操指導士と一緒に、体操後は、お話

等で交流しながら、無理なく健康アップできる教室です。

どなたでも自由に参加できます。

　参加費は無料ですので、各地区公民館に備え付けの登録

用紙に記入して、健康アップ教室に参加してください。　

　市内各地で、毎月労働力調査を実施しております。

　労働力調査は、我が国の就業・不就業の状況を把握することで、景気判断や雇用対策等の基礎資料として活用するた

めの重要な統計調査です。

　調査対象は、一定の統計上の抽出方法に基づき選定された全国約４万世帯の方々で、調査については、毎月行っています。

　調査対象となられた皆様のご理解・ご協力をお願い致します。

なお、調査票にご記入していただいた内容については、統計法に基づき秘密が厳守されますので、正確なご記入をお願

いいたします。

★運動できる服装・飲み物・バスタオルを持参ください

※会場により開催日が変更になることがありますので、各

地区公民館までお問合せください

地区公民館 開 催 日

大生原公民館

67-5898
第２木曜日

延方公民館

66-6011
第３火曜日

牛堀公民館

64-5230
第４火曜日

　　【お問合せ】茨城県統計課　人口労働Ｇ　TEL.029-301-2649（労働力調査担当）
　　　　　　　　潮来市秘書政策課　　　　　TEL.63-1111　内線208

平成21年３月～６月　日の出１丁目地区の一部の地域

平成21年４月～７月　潮来地区の一部の地域

平成21年８月～11月　築地地区の一部の地域

【主な調査対象地域は下記のとおりです。】

平成21年９月～12月　あやめ１丁目及び潮来地区の一部の地域

平成21年12月～平成22年３月

　　　　　　　　　　日の出８丁目地区の一部の地域

　潮来市では、平成20年度に、８日間にわたる３級シルバーリハビリ体

操指導士養成講座を開催し、新たに３級指導士16名が誕生しました。

　これにより、潮来市シルバーリハビリ体操指導士は総勢45名になりま

した。

　今後も、地域にシルバーリハビリ体操の普及を進めていただき、地域

に根ざした活動として、益々広がっていくことを期待しています！

県健康プラザ管理者

大田仁史さんが、

３級指導士養成講座を訪問

【お問合せ】潮来市介護福祉課　TEL.６３-１１１１　内線３９０

１級体操指導士による

激励

労働力調査にご協力ください

地区公民館 開 催 日

中央公民館

66-0660
第４木曜日

潮来公民館

62-3522
第１火曜日

津知公民館

62-4755
第１金曜日

シルバーリハビリ体操（いきいきヘルス体操）で元気に！！

潮来市３級シルバーリハビリ体操
指導士養成講座を開催！

健康アップ教室（シルバーリハビリ体操）に参加しませんか



　消防団員数が年々減少する状況のなか、地域防災体制の充実を図るため、４月１日から勤

務時間中の消防団活動への便宜、消防団員を複数雇用しているなど、消防団活動に積極的

に協力している事業所に対し、『消防団協力事業所表示証』を交付する制度を始めました。

　この制度は、消防団活動に協力している事業所が消防団協力事業所表示証を提示するこ

とで、当該事業所の社会的貢献を広く社会にアピールしていただくとともに、消防団活動

への理解を深めていただくものです。

　表示証は事業所の見えやすい場所に提示していただくほか、事業所の印刷物やホーム

ページに掲載いただくことも可能です。

　是非、多くの事業所の申請をお待ちしております。
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★表示証の交付を受けるには
　市ホームページ等による実施要綱を参照の上、認定申請書を下記へ提出してください。

★認定基準
　消防団関係法令上の違反がなく、かつ、次に掲げる基準のいずれかに適合している場合

　◎従業員が消防団員として、２名以上入団している事業所等

　◎従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

　◎災害時に資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等

　◎その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると、市長が認める事業所等

【お問合せ】潮来市介護福祉課　TEL.６３-１１１１　内線３９０・３８７

　平成21年度４月から、介護従事者の処遇を改善するために、介護サービス費用が改定されます。

　改定にともなう介護保険料の急激な上昇を抑えるために、21年度・22年度については、国が一部を段階的に負担し、被

保険者の負担を軽減します。

所得段階 対象となる方 保険料の調整率 保険料（年額）

第１段階
生活保護受給者の方
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方

基準額×０.５
21年度　21,600円
22年度　21,900円
23年度　22,200円

第２段階
世帯全員が市町村民税非課税の方で
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
の方

基準額×０.５
21年度　21,600円
22年度　21,900円
23年度　22,200円

第３段階
世帯全員が市町村民税非課税の方で、
第２段階に該当しない方

基準額×０.７５
21年度　32,400円
22年度　32,850円
23年度　33,300円

第４段階

①
世帯の誰かに市町村民税課税の方がいて、本人は市
町村民税非課税の方で前年の合計所得金額と前年の
課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×０.８３
21年度　35,856円
22年度　36,354円
23年度　36,852円

②
世帯の誰かに市町村民税課税の方がいて、
本人は市町村民税非課税の方で①に該当しない方

基準額×１.００
21年度　43,200円
22年度　43,800円
23年度　44,400円

第５段階
本人が、市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が200万円未満の方

基準額×１.２５
21年度　54,000円
22年度　54,750円
23年度　55,500円

第６段階
本人が、市町村民税課税で、
前年の合計所得金額が200万円以上の方

基準額×１.５０
21年度　64,800円
22年度　65,700円
23年度　66,600円

平成21年度

４月から 介護保険料が改定されます

「消防団協力事業所表示制度」始まる。

　　　　【お問合せ・申請】
　　　　　潮来市総務課　交通防災グループ　TEL.６３-１１１１　FAX.８０-１１００



「イラストと事例でわかる裁判のしくみ　裁判員が判決を下す時代の到来」「もし

も裁判員に選ばれたら　裁判員ハンドブック」「解説裁判員法　立法の経緯と課題」

「裁判員制度の正体」「裁判員になりました　量刑のゆくえ」など。

DVDもそろえてあります。
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図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

今月の本棚（５月）

吉井 　勇（月刊すばる創刊100年関連詩人）

「日本の詩歌」「現代短歌全集」「大東京繁盛記」「現代日本文学大系」

「日本の名随筆」「吉井勇全集」など

主な収録作品
「酒ほがひ」「昨日まで」「片恋」「祇園歌集」「黒髪集」

　　　　　　「祇園双紙」「老境なるかな」「青春回顧」など

視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）

日にち 午後２時 出　　演 対　　象

５
２日(土) ルーニー・テューンズと遊ぼう！ダフィー・ダック アニメ 子ども向け

10日(日) バベル 外国映画 ブラッド・ピット／役所広司／出演 青少年・大人向け

16日(土) 蛙になったお姫さま アニメ 子ども・青少年向け

24日(日) ＡＬＷＡＹＳ 続・三丁目の夕日 日本映画 吉岡　秀隆／堤　真一／出演 青少年・大人向け

5月3日（日）午後2時～2時30分

こどもの日特集

（お外でかみしばい）

図書館のおにいさん、おねえさん

5月9日（土）午後2時～2時30分

ともだちのおはなし

いたこおはなし会

5月21日（木）午前11時30分～正午

０～３歳児のおはなし会

（子育て広場）

図書館のおにいさん、おねえさん

5月23日（土）午後2時～2時30分

おかあさんのおはなし

うしぼりおはなし会

【お問合せ】潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

　茨城県教育委員会作成の小学生版、中学

生版のリストを用意しました。

　本棚にない本（貸出中の本）は、予約が

できます。

　どうぞ、ご利用ください。

おはなし会予定表

（２階：お話の部屋）
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バベル：2006年アカデミー賞受賞　　　ALWAYS 続・三丁目の夕日：2008年日本アカデミー賞受賞

図書館からお知らせ
◎４月23日は「世界本の日」、日本では

「子ども読書の日」です。

　　この日から５月12日までを「子ども

の読書週間」としています。

◎４月19日（日）午後２時～３時　おは

なし会拡大版「図書館のおはなし」を

開催します。

　　「てづくりであそぼう」コーナーも

ありますよ。こんどはなにをつくるか

な。お楽しみに！申し込みは、図書館

カウンター、電話、FAXでお願いします。

◎５月３日（日）午後２時～２時30分　

こどもの日特集「お外で紙芝居」

　図書館のおにいさん、おねえさんによる「お外で紙芝居」です。ヒマ

ラヤシーダーの木の下で自転車に紙芝居を乗せて昔ながらのおはなし会

をします。みんなできてね。

５月は図書館振興の月“図書館に集まろう月間”です　

利用者カードの更新をします。

　平成21年５月27日で、開館より丸３年を迎

えます。３年で利用者カードの更新の手続き

をします。貸出の際、証明書の提示をお願い

することがありますので、ご協力ください。

登録の際のご住所・電話番号に変更がないか

どうか、確認します。携帯電話などに、変更

があった場合もお知らせください。

（　は休館日、　は午後１時から開館）

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
31

５月の図書館カレンダー

相互貸借制度のご案内

　県立図書館、県内の図書館と

ネットワークをむすんでおり、

当館に所蔵のない図書を他館よ

り借りて、お貸ししています。

どうぞ、ご相談ください。

「みんなにすすめたい１冊の本」

コーナーを新設しました。

図書館員おすすめの本

「裁判員制度」
平成21年５月から「裁判員制度」

が始まります。

アカデミー賞受賞にちなんで、今月は受賞作品を上映します。
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
婦人科検診
７ヶ月児育児相談（か）
（H20.9月生）＋当番医

久保病院564-6116

＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

仲沢医院563-2003

＋当番医

船坂医院
566-1285

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）

（H20.12月生）

子育て広場（中）
婦人科検診

＋当番医

飯島内科566-0280

子育て広場（中）
婦人科検診

子育て広場（中）
婦人科検診

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

子育て広場（図）

＋当番医

大久保診療所
562-2506

子育て広場（図）
マタニティ・セミナー

（か）

子育て広場（図）
婦人科検診

子育て広場（中）
婦人科検診

子育て広場（図）
婦人科検診

子育て広場（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H19.10月生）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
婦人科検診
マタニティ・セミナー

（か）

婦人科検診
ストレッチ体操（い）

May

のカレンダー月

● 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

＋当番医

常南医院563-1101

１歳児育児相談（か）
（H20.5月生）

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H18.2月生）
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5
いきいき健康体操（か）

みどりの日憲法記念日 振替休日こどもの日

　現在、少子高齢化の急速な進行、また、国際化や情報化などの進展により地域社会に急激な変化がもたらされていま

す。この変化に対応し、活気ある地域づくりや誰もが安心して生活できる社会を築いていくためには、一人ひとりが個

性と能力を十分に発揮し男女が共にいきいきと活躍できる環境を整備することが重要です。そこで、市ではあらゆる分

野に男女共同参画の視点を反映させ、総合的・計画的に男女共同参画社会の形成を図るために「潮来市男女共同参画基

本計画」を策定し、計画に掲げた施策の実施状況について毎年、市民に対し公表しています。

　計画は７つの基本目標のもと367項目の施策を掲げており、うち257項目は何らかの形で事業に着手しています。しか

し、残り110項目については19年度中に実施されておらず、目標別にみても偏りが見受けられます。今後はさらに、行政

の横の連携を密にし、各種団体、事業所の皆様のご協力をいただきながら計画の実施に向けて取り組んでまいります。

　詳しい内容については、潮来市役所ホームページ（http://www.city.itako.ibaraki.jp/）をご覧ください。

　女性議会参加者や男女共同参画講座有志で結成しているITAKOクオリ

ティー・ウイメンズネット（代表　関戸多鶴子）は、潮来市の元気なまちづ

くりを目指して様々なボランティア活動をしています。その活動の一つとし

て、潮来を訪れた観光客はもちろん、市民の方にも自分の住むまちをもっと

楽しんでいただくために潮来地区のそば・うどん店案内マップ「潮来イケ麺

マップ　和」を作成しました。潮来駅観光案内所や道の駅いたこ情報棟でご

覧いただけます。

イケ麺マップを作成した

関戸さんと反町さん

子育て広場（中）

第58回 水郷潮来あやめまつり大会（５/23～６/28）

水郷潮来
あやめまつり大会
開会式

～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.72VOL.72

潮来市男女共同参画基本計画に基づく

施策実施状況（H19年度）を公表しました。

ITAKOクオリティー・ウイメンズネット

「潮来イケ麺マップ 和」を発行

潮来トライアス
ロン全国大会



Ecology tour

人口のうごき ４月１日現在
（ ）内は前月比

　潮来市のホームページ
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　市長へのたより

総数 女 世帯数男

　メールアドレス

10,656世帯 （－ 2）15,604人15,268人 （－32）（－27）30,872人（－59）

ポプラ

潮来市携帯電話
サイトへアクセス

「飲酒運転は絶対にしない・させない」を合言葉 飲酒運転撲滅都市宣言のまち・いたこ

編　集：潮来市総務部　秘書政策課

発行者：潮来市長　　　田　千春

潮来市役所　本　庁：茨城県潮来市辻626
　　　　　　　　　　〒311-2493　℡0299-63-1111

２

Spring春
　３月20日（金）、「春のエコロジーツアー」が開催されました。

このツアーは、水郷の自然を満喫し、また、万燈会などを鑑賞す

ることで、地域の魅力を再発見し新たな観光資源を発掘すること

を目的に、行方交流圏協議会（潮来市・行方市・茨城県など）及び

霞ヶ浦イキイキ化プロジェクトが企画したものです。当日は市内

外からの参加者約40名が、水郷県民の森での野鳥観察や、行方市

天王崎での小魚観察・捕獲体験などをした後、潮音寺において大

谷副住職の説法、幽玄な万燈会の鑑賞、餅つきなどを体験しました。

１

１ 水郷県民の森散策

２ 小魚観察・捕獲体験
　（行方市天王崎にて）

３ 愛友見学

４ 雛飾り鑑賞（所家住宅）

５ 潮音寺大谷副住職　説法

６ 餅つき体験

３

４ ５ ６

写真説明

再
のエコロジーツアー

行方地域 発見

エコロジーツアー


