
２０１０（平成22年）

ITAKO Public Information広 報
いたこ

潮来市シンボルマーク

10

津知小学校運動会（９/１８　津知小学校）

Vol.115

Contents
・平成21年度　決算報告………………２～３

・こんにちは保健センター……………４～５

・シティーニュースフラッシュ………６～８

・市内イベントのお知らせ…………………９

・環境課からのお知らせ………………10～11

・就職相談・行政相談………………………12

・救急車の適正利用をお願いします………13

・県税および市税の納税に関して…………14

・お知らせ………………………………15～16

・シリーズご存知ですか？…………………17

・図書館だより………………………………18

・シリーズ潮来市の誇れる文化……………19

・11月のカレンダー…………………………19

・第38回潮来市消防ポンプ操法競技大会…20



一 般 会 計

2広報いたこ 2010
10月号 Vol.115

前川運動公園整備事業延方小学校特別教室棟改築事業 日の出幹線道路整備事業

平
成21年度決算がま

とまりました。歳

入歳出とも微増となり

ましたが、各種交付金

などの有利な財源を活

用し、基金に頼らない

財政運営を行うことが

できました。

市民健康づくり推進事業観光・交流イベント等事業

潮来市で

平成21年度に

行った主な事業

平成21年度

決算
 報告
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区　　分 歳入決算額 歳出決算額
一般会計 116億3,852万4,735円 112億4,397万9,346円 

国民健康保険 36億6,235万2,970円 36億2,003万0,353円 

老人保健 1,958万9,038円 1,958万9,038円 

下水道事業 14億7,625万0,479円 14億5,715万5,851円 

農業集落排水 5,553万3,368円 5,275万1,274円 

介護保険 14億7,900万7,542円 14億4,719万1,486円 

後期高齢者医療 1億9,860万4,478円 1億9,860万4,478円 

水道事業収益 6億9,360万8,947円 6億4,132万6,754円 

水道事業資本 4億1,413万8,000円 7億3,918万3,403円 

工業用水道事業 1,319万7,988円 1,316万8,400円 

会 計 別 決 算

◎用語説明

地方債残高：市が行った事業の借入
残高

財政調整基金：年度間の財源の不均
衡を調整するための積立金

減債基金：公債費(返済金)の支払い
を計画的に行うための積立金

特定目的基金：特定の目的（市庁舎建

設、地域振興など）のための積立金

自主財源：市が自主的に収入すること
ができる財源のことで、市税、分担金
及び負担金、使用料及び手数料など

依存財源：国や県から一定ルールに
より収入する財源のことで、地方交
付税、国・県支出金や市債など

農林水産業費
農 林 業 の 振
興、生産基盤
の整備など

1万501円
（△1,242円）

消防費
消防活動など

1万8,064円
（＋889円）

教育費
小中学校の
整備や運営
4万9,893円

（＋5,799円）

総務費
市の組織全体の
運営（住民票発
行など）

6万1,266円
（＋17,791円）

衛生費
健康診断やごみ
の収集処理など

3万2,781円
（＋605円）

市民１人当たりに

使われたお金

（　）内は前年度比較

民生費
保育所・老人ホー
ム等の運営、障害
者支援など

9万4,021円
（＋1,039円）

商工費
観光振興など

6,534円
（△611円）

議会費
3,994円

（＋53円）

公債費
市債の返済にか
かる元金・利子

5万3,445円
（△724円）

土木費
道路や橋、公園
などの整備管理

3万7,024円
（△2,020円）

お問合せ　潮来市　財政課　財政グループ　TEL.63-1111　内線211

「一般会計」

民生費や土木費など、市が行政

を運営するうえで基本となる会計。

「特別会計」

一般会計と異なる独立した会計

で、特定の事業を行うもの。21

年度は６つの事業が特別会計と

して運営されました。

「企業会計」

独立採算性の会計で、水道事業・

工業用水道事業があります。
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◎接種できる医療機関

20

20

医療機関名 住　　　　所 電話番号

飯　島　内　科 潮来市日の出８－13－２ ６６－０２８０

大久保診療所 潮来市潮来143－２ ６２－２５０６

久　保　医　院 潮来市牛堀821-2 ６４－６１１６

仲　沢　医　院 潮来市あやめ２－27－11 ６３－２００３

延方クリニック 潮来市宮前１－11－８ ６６－１８７３

　かすみ保健福祉センターでは、

市民の皆様の健康をお助けするい

ろいろな事業を行っています。お

気軽にご相談ください。

!!



Q&A
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お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

Q2

Q1

Q3

Q4

Q5

Q7

Q8

Q9

Q6

　　　何が原因？

　子宮頸がんの原因は、ヒトパピローマウイルス

（HPV）というウイルスの感染です。主に性交渉に

よって感染しますが、特別な人だけに感染するので

はなく、HPVは誰にでも感染する可能性があります。

　　　子宮頸がんにならないように
　　　日常生活で気を付けることは？
　子宮頸がんは、ワクチン接種と１～２年に一度の

定期的な子宮がん検診の受診で予防が可能です。

　　　どんな症状があらわれるの？

　子宮頸がんは、最初の頃は全く症状がないことが

ほとんどで、自分で気づくことがありません。その

ため、不正出血やおりものの増加、性交のときの出

血などに気がついたときには、がんはかなり進行し

ていることがあります。

　　　検診は痛いの？

　痛みの感じ方には個人差がありますが、ほとんど痛

みは感じないと言われています。子宮頸がん検診その

ものはわずか５分程度で終わります。細胞診（Papテ

スト）といって、子宮頸部の細胞を、小さなヘラやブ

ラシなどで擦り取り、HPVが感染している場合に現れ

る異常な細胞がないかどうかを顕微鏡で見て調べます。

　　　検診っていくらぐらいかかるの？

　潮来市では、集団検診（毎年５～６月実施）の場

合、検診料金3,150円のうち自己負担金として500円

を、また、医療機関検診の場合、検診料金6,810円

のうち自己負担金2,000円をいただいています。

　　　子宮頸がん検診の結果は「異常なし」

　　　でしたが、今後は検診を受けな

　　　くても大丈夫？
　検診の結果が「異常なし」であったとしても、原因

となるHPVにすでに感染していたり、検診後に新たに

感染してしまった場合、子宮頸部の細胞に異常が生

じ、将来的に子宮頸がんが引き起こされる可能性はゼ

ロではありません。検診で異常が発見されなかった場

合でも、年に１度は検診を受けることが大切です。

　　　ワクチンを接種すれば一生子宮
　　　頸がんにならないの？
　子宮頸がん予防ワクチンは、子宮頸がんの原因と

なりやすいHPV16型とHPV18型のウイルスに対する免

疫をつくらせるものです。

　したがってこのワクチンを接種することでHPV16型と

HPV18型の感染を防ぐことができますが、全ての発がん

性HPVの感染を防ぐことができるわけではありません。

そのため、ワクチンを接種しなかった場合と比べれば

可能性はかなり低いものの、ワクチンを接種していて

も子宮頸がんにかかる可能性はゼロではありません。

またワクチンの効果がどれだけ長く持続するかについ

ては、現在も調査が継続して行われています。現時点

でワクチンを接種してから最長で6.4年までは前がん病

変を100％予防できることが確認されています。

　　　ワクチンを接種すれば子宮頸が
　　　ん検診は必要なくなるの？
　ワクチンで子宮頸がんの原因の多くを占める

HPV16型とHPV18型の感染を防ぐことができますが、

このワクチンは全ての発がん性HPVの感染を防ぐこ

とができるわけではありません。子宮頸がんを完全

に防ぐためには、子宮頸がんワクチンの接種だけで

はなく、定期的に子宮頸がん検診を受けることが大

切です。ワクチン接種後も、年に１度は子宮頸がん

検診を受けるようにしましょう。

　　　ワクチンはどこに何回打つの？

　このワクチンは半年間の間に３回（１回目、２回

目：１カ月後、３回目：６カ月後）、腕の筋肉に注

射します。

特定健診・がん検診を受診しましょう！
 　　安心・安全なくらしのためには、
 　　　病気の早期発見・早期治療が重要です

ぜひ、健診を受診しましょう

子宮頸がん

Q&A
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　９月26日（日）、笠間市民体育館で「茨城県子ども会ドッチボール大会」が開催され、潮来市の代表として

日の出５丁目子供会と芝宿子供会の２チームが出場しました。２チームとも健闘の末、決勝トーナメントで敗

退となりましたが、全力で挑んだ試合は、子供たちにとって素晴らしい経験になったと思います。

　出場した子供会の皆さん、お疲れ様でした。

第７回　茨城県子ども会ドッチボール大会出場！

　９月20日（月）、開花亭（潮来富士屋ホ

テル別館）において、潮来市敬老会が開

催されました。式典には、700名以上の高

齢者が出席し、米寿到達の方々に 田市

長から記念品が贈呈されました。

　式典終了後には、ものまねショー、水

郷太鼓などのアトラクションが行われ、

会場は大いに盛り上がりました。

　また、市内最高齢者である鴇田つねさ

ん（107歳）を 田市長が訪ね、記念品を

贈りました。

潮来市敬老会開催

　第27回潮来市長杯スポーツ少年団球技大会が、潮来市ス

ポーツ少年団の主催で開催されました。８月21日（土）、22

日（日）の二日間、中央公民館体育室、市内他５会場で、ミ

ニバスケット16チーム、サッカー24チーム、延べ約3,000人

の団員と指導者、育成会の保護者が参加し、交流しました。

第27回潮来市スポーツ少年団球技大会

広報いたこ 2010
10月号 Vol.115

 ミニバスケットボールの部（会場：中央公民館他３会場）

　優　勝　津知ミニバスケットボールスポーツ少年団（潮来市）

　準優勝　牛堀ミニバスケットボールスポーツ少年団（潮来市）

　第三位　延方ミニバスケットボールスポーツ少年団（潮来市）

　第三位　中野東ミニバスケットボールスポーツ少年団（鹿嶋市）

 サッカーの部（会場：前川運動公園グラウンド、津知小学校グラウンド）

　優　勝　息栖サッカースポーツ少年団（神栖市）

　準優勝　FC北浦（行方市）

　第三位　日の出サッカースポーツ少年団（潮来市）

　第三位　FC石岡（石岡市）

　敢闘賞　笠原サッカースポーツ少年団（水戸市）

津知ミニバスケットボールスポーツ少年団

芝宿子供会
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　９月12日（日）、堀之内地区で稲刈り体験交流会が行われました。これは、稲刈り体験等の交流によって顔の

見える産地づくりに努めようと、潮来市大規模稲作研究会(飯田和男 会長)が主催したもので、東京都内の小学

生、米殻店、消費者、生産者、市内の小学生、潮来ライオンズクラブ、世田谷ライオンズクラブが一緒になっ

て、収穫の喜びを分かち合いました。

　稲刈りが終わると、水郷県民の森近くの畑に移動し、サツマイモ掘りも実施しました。その後、参加者全員

で、｢潮来あやめちゃんコシヒカリ」を使った、おにぎりを食べました。都内の小学生は「家で食べるお米よ

り、潮来のお米はおいしい」と笑顔で話すなど、主催者、参加者ともに充実した、交流会となりました。

「潮来あやめちゃん」稲刈り体験交流会

広報いたこ 2010
10月号 Vol.115

　９月25日（土）～10月17日（日）の日程で、上戸川コスモス団地にてコスモスまつりが開催されています。

９月26日（日）にはオープニングイベントとして「農業感謝デー」が行われ、地元産の搾りたて牛乳・ポン菓

子の無料サービスや新鮮な農産物の直売なども行われました。

　コスモス畑には市内の子どもたちが手作りで作った案山子（かかし）が立てられており、製作した横須賀子

ども会、芝宿子ども会に対して、潮来市から感謝状が贈られました。

　転作田を利用したコスモス畑は上戸川コスモス団地のほか、釜谷地区（大生原郵便局北側）にも７ヘクター

ルあります、ぜひ、一度足を運んでみてください。

コスモスまつり開催中

広報いたこ９月号での（vol.114）での訂正があります。

表紙で「万燈絵（８/12～８/16・潮音寺）」と表記しましたが正しくは「万燈会（８/12～８/16・潮音寺）」となります。

９ページ「７月２日（金）～市長とどこでもミーティング」の見出しで「牛堀中学校」とありましたが「牛堀小学校」の

誤りです。

関係者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことをお詫びし、訂正させていただきます。

お詫びと訂正

横須賀子ども会、芝宿子ども会の皆さん
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　第５回・第６回潮来市自治基本条例策定委員会（久保　隆 委員長）が、９月２日

（水）、９月29日（水）に、潮来市役所で開催されました。

　第５回、第６回委員会とも、潮来市自治基本条例の“前文”と“条文”について

協議が行われました。第５回委員会の冒頭に委員長から「出来るだけ読みやすく、

分かりやすく、多くの市民に読まれるような条例を策定したいと考えています。各

グループで“前文”の案が完成出来るようお願いしたいので、大変な作業になりま

すが、がんばっていきましょう。」とあいさつがありました。

　第５回策定委員会では、条例の策定方法について協議した結果、“前文”をまと

めることになりました。グループ討議の後の発表では「小学生にも分かりやすいようにしたい。価値観は多様なの

で、それを含めた形の前文を作りたい。」「鹿島コンビナートや首都圏からも絶好の交通網の拠点である潮来を表現

したい。」「前文は短い文を目指していきたい。」などの意見が出されました。第５回策定委員会では“前文案”の

大筋ができ、第６回策定委員会で各グループの“前文案”を完成させることを確認し閉会になりました。

　第６回策定委員会では、“前文”について引き続きグループ討議を行い、完成した前文をグループごとに発表ま

した。グループ発表では「500字くらいが妥当ではないか」「稲作を中心とした『農業』と『水』を表現したい。」

「これからの子どもたちにきちんと理解をしてもらいたい。」「時間の関係で大まかにまとめたが、重要視したいと

ころは入っている。」「『潮来』は、どういう歴史で、どういうまちなのか？また、厳しいかも知れないが、今の潮

来市の現実を入れてみた。」など、各グループの思いが伝わるものでした。今後、各グループが作った前文を１つ

の“前文”にする協議・検討が必要となるため、各グループの代表者による調整会議を開催することになりました。

第５回・第６回潮来市自治基本条例策定委員会が開催されました

お問合せ　潮来市　秘書政策課　TEL.６３-１１１１　内線２０７

《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）

 ＨＰアドレス　http://www.e-shinotsuka.com/

〒311-2423　潮来市日の出８丁目12番地６

《広　告》

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

City News Flash

　条例は、題名・目

次・前文・第○章、

第○条の順で書かれ

ています。

　『前文』は、自治体

の沿革や歴史、風土、

目指す目的や意図な

ど文章によって記さ

れているものです。

『自治基本条例』とは？
　「自治体の憲法」と言われており

『主権が市民にあること』や『情報

共有』、『市政への参画』、『協働の

ルール』などを定めるもので、住民

自治に基づく自治体運営の基本原則

を定める条例のことです。

（例）自治基本条例

目次

前文

第１章

　第１条

　　

私たちのまち潮来
市は平成13年・・
・・・。
・・条例を制定する。

『前文（ゼンブン）』とは？

この部分が『前文』
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　潮音寺万燈会実行委員会事務局では、万燈会の感想文

（400字詰め原稿用紙１枚）を募集しています。

　応募多数の場合は万燈会実行委員会で選考の上、来年度

の公式ガイドブックに掲載させていただきます。ふるって

ご応募ください。

　なお、応募締切は11月末日とさせていただきます。

☆グラウンドゴルフ大会（受付：午前７時　開会：７時30分）
　日の出コミュニティ広場集合
☆輪投げ大会（受付：午前８時　開会：８時30分）
　中央公民館　体育室集合
☆ウォーキング大会（受付：午前８時30分　開会：９時）
　潮音寺集合
☆小中学生のウォークラリー（受付：午前９時　開会：９時30分）
　中央公民館前集合
※グラウンドゴルフ大会・輪投げ大会につきましては、定員に達したため申
込を締切りました。

ランチサービス：おにぎり、芋汁、サツマイモをサービス　午前11時～　　中央公民館玄関前

午前11時30分～
　会場・受付：中央公民館大ホール
午後０時20分～
　オープニング「地域の伝統芸能披露」
　・浪逆芸座連の演奏
　・なごみ会の踊りを披露
　・潮来民謡保存会
　・潮来伝統芸能継承会による
　　「あやめ踊り」の披露
午後１時～　開会式

日　　時　10月23日（土）　午前９時～午後４時

場　　所　市営あやめ駐車場（アイモア隣）

○レトロなCarにばる

1980年代以前の車が大集合。トークショーでは特別ゲス

トとして池沢早人師先生（サーキットの狼原作者）、

サーキットの狼グランプリクイーンが登場！

○爆笑！ライブショー

茨城出身「赤いプルトニウム」が出演！

１回目　午後２時～　　２回目　午後３時45分～

○居酒屋お通しフェアー

市内の飲食店自慢の一品をお手頃価格でお届けします。

◇その他、物産展やフリーマーケットも開催します！

日　時　10月24日（日）　開場：午後４時30分
　　　　　　　　　　　開演：午後５時
会　場　前川あやめ園特設水上ステージ
　　　　（雨天時：富士屋ホテル）
第１部　ふるさとの伝統文化　　午後５時～
　◆踊　り◆

　　民謡保存会、紫与の会、
　　ITAKOあやめ小町、藤研究会
第２部　月と音楽のコラボレーション
　　　　午後６時25分～
　◆ジャズ演奏◆

　　The Seltaeb　K.S.Jフレンズ
第３部　水郷いたこお祭り踊り大会
　　　　午後７時20分～
　◆近隣の山車祭りの踊り手が出演◆

　　葵姫曾（大塚野）、濵っ娘（濵壹丁目）、
弟橘会（上壹丁目）、下壹ギャルズ（下
壹丁目）、小竜・濵女連曾（潮来地区）、
潮来おきゃん連（潮来地区）、櫻咊曾
（鹿嶋地区）、祭遊曾（佐原地区）

※他出場予定団体あり

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

〈日　時〉

10月23日（土）

〈会　場〉

中央公民館及び周辺

日の出コミュニティ広場

午後１時20分～　パネルディスカッション（90分）
　テーマ：地域で支える心と体の健康づくり
　　　　～考えよう！いのちと人権
　コーディネーター
　・大谷 徹奘 さん（潮音寺副住職・水郷いたこ大使）
　パネリスト
　・デューク更家 さん（タレント）
　・川村ひかる さん（タレント）
　・花村　菊江 さん（歌手　水郷いたこ大使）
　・ 田　千春（潮来市長）

第２部（午後の部）/こころの健康づくり

第１部（午前の部）/体の健康づくり（小雨決行）

参加費

無　料 テーマ：地域で支える心と体の健康づくり～考えよう！いのちと人権

 お問合せ　水郷潮来観光協会

 TEL.63-3154　URL http://www.e-tabi.org

第１回 水郷潮来　商い創造祭

 お問合せ・応募先　〒311-2423 潮来市日の出4－7
　　　　　　　　 　潮音寺万燈会実行委員会事務局宛 TEL.66-0623

潮来市　健康＆人権フェスタ開催のお知らせ

万燈会感想文募集について万燈会感想文募集について

第７回
水郷潮来 月まつり

お問合せ　潮来市商工会　TEL.８０-３８３１ 

入場・観覧無料



リサイクル推進団体奨励金についてのお知らせ
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　潮来市では、子どもたちの発想を小さ
な芽から育てたいことから夏休みに、
「いいエコ！アイデア」と称し、「環境
がこうだったらいいな」「うちではこん
な工夫している」などをテーマに、市内
小学校４年生以上を対象としてアイデア
を募集しました。
　応募者数は267人で、参加してくれた
子どもたちのアイデアは、どれも、子ど
もらしく、発想豊かで斬新なものがたく
さんありました。
　また、この中から、より未来の環境に
夢を抱けるようなアイデア、エコアート
を選考し、環境省などが主催する「eco japan cup2010」にエント
リーしました。エントリーした作品の結果発表は、12月初旬です。

お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５２

アイデア（一部）

★暑いとき、道路から水のシャワーが出るといいな。

★紙を使わず、電子教科書と電子ノートがほしい。

★雨をタンクに集めて、庭の水やりに利用している。など 267名の子どもたちのアイデア

eco vol.7シリーズ いいエコ情報⑦

みんなのこえ・エコ！

「奨励金額」は

・回収した資源１キログラムにつき５円。初回申請時のみ団体基本額（3,000円）。

・１団体につき年間３０,０００円を上限とします。（100円未満は切り捨て）

「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買取業者が発行した計量票等及び事業実施中の写真等を

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。

「対象団体」は
　自治会、子ども会、ＰＴＡ、地域女性団体など潮
来市民で構成された営利を目的としない各種団体。

　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。

「対象品目」は

新聞、雑誌、段ボール、酒びん、ビール瓶、

スチール缶、アルミ缶、ペットボトル　など

リサイクル推進団体奨励金についてのお知らせ

ご協力

ありがとうございました

（おとなの環境スクール受講生による選考会議の様子）

「届くといいな、みんなの声」！



～あなたの愛犬、予防注射はお済ですか？～

登録していない犬（新規登録） 登録している犬

 

○新しく犬を飼った場合
○登録はしているが、今年度狂犬病
　予防注射を受けていない犬

　　　　　　　　　内　訳

　　　　　　　　　登録手数料　　　　　　　　　2,000円

　　　　　　　　　狂犬病予防注射料金　　　　　2,950円

　　　　　　　　　狂犬病予防注射済票交付手数料　350円

　　　　　　　　　内　訳　

　　　　　　　　　狂犬病予防注射　　　　　　　2,950円

　　　　　　　　　狂犬病予防注射済票交付手数料　350円

狂
犬病予防法により、生後91日以上の飼い犬は、「登録」と「狂犬病

予防注射」が義務付けられています。（すべての犬が対象です。）

　潮来市では、毎年５月に実施している集合注射のほかに、来られなかっ

た犬などの未注射犬のために、追加で狂犬病予防注射を実施しています。

☆狂犬病予防注射は、当日以外にも動物病院で受けることができま

す。その際は、予防注射後に領収書をお持ちのうえ環境課までお越

しください。

☆当日は、交通やその他の事情により、開始・終了時間が多少前後す

る場合がありますのでご了承ください。

☆登録している犬の死亡及び所有者・所在地変更などがある場合は届

出が必要です。

実施日

場所 及び 時間

必要なもの ： 印　鑑　　上記料金

お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５３

5,300円

●潮来市役所　本庁舎

　午前９時～１０時３０分

●潮来市商工会

　（旧牛堀出張所）

　午前１１時～正午

3,300円

平成22年度　犬の登録と狂犬病予防注射の実施のお知らせ（追加集合注射）

１０月２３日（土曜日）

11 広報いたこ 2010
10月号 Vol.115

《広　告》 《広　告》

事務所　千葉県香取市山之辺1463-7（国道51号線沿い）

　　　　　　　　　　　　   FAX 0478（58）2808
　　　　　　　　　　　　   携帯 080・5030・5665鈎0478（58）2777㈹

債 務 整 理・自 己 破 産

過払金返還請求・不動産登記

会社登記・裁判手続・法律相談 黒田 良一
司 法 書 士

借金を整理して生活を楽に
あなたのお困りごと無料相談室

～あなたの愛犬、予防注射はお済ですか？～

写真は今年５月に実施した集合注射で、会場に来ていた１,１２４頭の中から、

撮影に協力をしてくれたわんちゃんたちです。ご協力ありがとうございました。
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　例えば、右の写真のように毎日の暮らしの中で、

困っていること、望んでいることはありませんか？

何かお困りのことがありましたら、行政相談委員にご相

談ください。下記のとおり行政相談所を開設します。

　ご相談は、無料・秘密厳守です。

【相談日】　10月20日（水）　午後１時～３時

【場　所】　津知公民館（学習室２）

　　　　　　　行政相談委員　木内　洋子さん

　　　　　　牛堀公民館（相談室）

　　　  　　　行政相談委員　明間　愛子さん
　　 お問合せ 潮来市　秘書政策課
　　　　　　　TEL.６３-１１１１　内線２０５

（行政相談による改善事例：

　国道51号曲松交差点標識に市道が書き入れられました。）

動物も家族の一員、
心をかけて見送りましょう

水の郷のところてん

〒311-2436　茨城県潮来市牛堀２５-４
TEL ０２９９-６４-２２０２　FAX ０２９９-６４-６８８８

福田屋食品

水の郷のところてん

《広　告》

大人気

おいしい！ ヘルシー！ 低カロリー!!

やせにくいこの季節に
おいしく食べて、きれいな身体に!!

がんも・生揚・白滝・こんにゃくもあります。おでんにどうぞ!!
　 木綿豆腐・北斎豆腐・寄せとうふ　
　 胡麻とうふ・絹とうふ・焼とうふ はお鍋にピッタリ！

《広　告》

鹿嶋市浜津賀910-179

どうぶつ愛護会
代表　鈴木　久子

火葬料　5,000円から

やすらぎの動物墓地
携　 帯　090-9809-3338
FAX専用（0299）69-7226

親　切・安　価
女性スタッフがお受け致します

年中無休　２４時間受付

散骨・納骨・お持帰り

動物も家族の一員、
心をかけて見送りましょう

　鹿行地区就職支援センターでは、就職を希望される方々

に、より身近に当センターをご利用いただくため、津知公

民館において出張相談を実施しています。

　どうぞ、お気軽にご利用ください。

●相 談 日

　毎週水曜日

　（職業紹介は、毎月第１水曜日：10/６、※11/10、

　 12/１、１/５、２/２、３/２）

　※11月は祝日のため、第２水曜日

　○予約を受け付けます。予約なしの場合、時間帯に

よってはお待たせする場合がありますが、ご了承

ください。

●時　　間　午前10時～午後３時

　　　　　　（正午～午後１時を除きます）

●場　　所　津知公民館

●内　　容

　○求人情報閲覧（正社員・パート・アルバイトな

ど）、職業適性診断、キャリアカウンセリング、

職業紹介（毎月第１水曜日）

　○就職支援セミナー（応募書類の書き方、ビジネス

マナー等）※時間は午前10時30分～正午（要予約）

　　詳細については、お問い合せください。

　○内職相談

　○事業主の方には、求人の受付もします。

電話でのお問合せ、セミナーのご予約は鹿行地区就職支援まで、お願いします。

お問合せ　鹿行地区就職支援センター　TEL.0291-34-2061・0291-33-5267

出張相談の概要

就職支援センター出張相談のご案内就職支援センター出張相談のご案内

10月18日（月）から24日（日）は「行政相談週間」です

～めざそう　住みよい　まちづくり　行政相談～
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鹿行広域事務組合消防本部管内の救急出場件数は、

昨年と比較して、上半期で約200件増加をしています。

救急車を本当に必要とする人のために、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

　救急車は、けがや急病などで一刻も早く病院へ搬送する必要の

ある場合に利用するものです。

　緊急ではなく、自分で病院に行けるのに救急車を要請すると、

１分１秒を争う重症や危篤状態で救急車を必要とする場合、近く

の救急車が出動できず到着が遅れることで、救える命が救えなく

なる恐れがあります。

　緊急性がなく、自分で病院に行ける場合は、救急車以外の交通

機関等を利用してください。

　ただし、傷病者の様子や事故の状況などから、急いで病院へ連

れていったほうが良いと思ったときには、迷わず119番通報してく

ださい。

お問合せ　鹿行広域事務組合消防本部　警防課　TEL.0291-34-8119

　救急車が現場に到着し、けが人や病人を収容してから

現場を引き揚げるまでに時間がかかるのはどうして？

　病院からけが人や病人の詳細な情報を求められ、救急

隊が詳細に観察及び事情聴取を行って、その状況を報告

してから収容可能かどうかの判断がされるためです。

　また、収容病院が決まらずいくつかの病院へ連絡しな

くてはならない場合もあります。

　ご理解とご協力をお願いします。

消防Ｑ＆А

Q.

A.

救急車の適正利用にご協力をお願いします救急車の適正利用にご協力をお願いします

救急出場件数推移

[件数/人員]

4,255件

4,031人

4,200件

3,968人

4,600件

4,368人

■出場件数

■搬送人員 21
重症
427人

（11％）

重症
436人

（10％）

軽症
1951人
（49％）

中等症 
1467人
（37％）

軽症
2184人
（50％）

中等症 
1616人
（37％）

22

その他　132人（3％）

その他　122人（3％）
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 延滞金の計算式 

　本税額×延滞日数×14.6％（7.3％）÷365日

※本税額が100,000円とすると、１日につき40円

　１年間で14,600円の延滞金が課せられます。

　県税（自動車税等）および市税（固定資

産税・市県民税・軽自動車税・国民健康保

険税等）の納税はお済みですか？

　お手元の納付書をもう1度確認していただ

き、まだ納付していない場合は、お早めに

納付をお願いします。

　また、今後の納期限については右の表を

参考にしていただき、納期限内の納税をお

願いします。

県税および市税の納税はお済みでしょうか

タイヤロック処分例

　　　○県税 （自動車税、不動産取得税、個人事業税、法人事業税）の納税および相談
　　　　行方県税事務所　　　　TEL.７２-０４８２
　　　○市税 （固定資産税、市県民税、軽自動車税、国民健康保険税）の納税および相談
　　　　潮来市　収税課　　TEL.６３-１１１１　内線１２７～１２９

納付期限 固定資産税 市県民税 国民健康保険税

11月１日 第３期 第４期

11月30日 第４期 第５期

12月27日 第４期 第６期

１月31日 第７期

２月28日 第８期

延滞金や督促などの支払いが起きないよう

納期限を守りましょう！

　本税を納期限までに納めないときに納期限の翌
日から成立します。
　延滞金の計算は、原則として納期限の翌日から
起算して完納する日までの期間に応じ、その未納
の本税額に、年14.6％（一定期間は7.3％）の割
合を乗じて計算した額です。

『延滞金』とは…

　市税等には納付期限があります。それを過ぎたものが滞納となり、

滞納者に対しては、督促状や催告書を送付するなどし、期限が過ぎて

からでも納付してもらうよう努めています。

　それでも納付してもらえない場合は、滞納処分を行うことになりま

す。滞納処分とは、その人の財産（不動産・預貯金など）の差押、タ

イヤロックなどをおこない市税等の滞納金に充てることです。

　ケガや病気・失業・業務不振など、やむをえない理由で納期内の納税にお困りのときは、お早めにご相談

ください。県や市では、法律に基づいた納税の猶予などのご相談に応じています。

　なお、仕事などの理由で開庁時間内に窓口で相談できない方も、まずはご連絡ください。

質　問 ： 借金があるため税金が払えません

回　答 ： 借金は自己破産などで整理できる可能性がありますが、税金は整理されることはありません。

　　　　　支払うことでしか解決しませんので、納税を後回しにすることのないようにしてください。

 税金一口メモ 　複数の消費者金融の借金（多重債務）と税金について

★ 利息を払いすぎていませんか？
　借金の利息に上限（利息制限法の上限金利）があるのはご存じでしょうか？

　もしも、何年も借金を払い続けているのなら、利息を多く払いすぎている可能性があります。

　弁護士や司法書士に相談すれば、多重債務整理のゴールが近づくかもしれません。

　詳しくは、弁護士や司法書士へ相談してください。

※口座の残高確認もお願いします。

平成22年度 潮来市 市税等納期限一覧

○納期内の納税に困ったときは早めに納税相談を！

滞納をすると大変なことに…

納税が遅れると『延滞金』が課せられます
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　 11月10日（水）から11月14日（日）の間、横浜市みなとみらい
地区のパシフィコ横浜においてAPEC（アジア太平洋経済協力）首
脳会議・閣僚会議が開催されます。
　APEC首脳会議等開催期間中は、警備に伴う交通規制が予定されてい
ますので、交通混雑が予想されます。
　横浜市を中心に首都圏へお出かけの際は、公共交通機関を利用
するなど、マイカー等による首都圏への乗り入れを自粛されます
ようお願いします。

皆様のご理解とご協力をお願いします

閣僚会議 １１月１０日（水）～１１月１２日（金）

首脳会議 １１月１３日（土）～１１月１４日（日）

①河川（湖）の水を取水し利用すること

②田畑を耕作したり又は草花を植えたりすること

③釣り台や桟橋など、工作物を設置すること

④土砂などを採取したり竹木等を伐採・採取すること

⑤湖岸堤防を切盛土し出入口を設けるなど、土地の形

状を改変すること

⑥河川管理施設（堤防や護岸等）を破損すること

　物を燃やしたりすること　除草剤等を散布すること

　油、燃料、薬物や汚物などを河川に流すこと

⑦家庭・粗大ゴミ、ふん尿、動物の死体、その他の産

業廃棄物等を河川に捨てたり、埋めたり、または放

置したりすること

＊こうした行為は、河川法その他の法律により許可されてい

る場合を除き、禁止又は制限されています。また、こうし

た行為には懲役や罰金が科せられる場合があります。

よろしく

おねがいしま～す！

～霞ヶ浦、北浦、常陸利根川、鰐川、横利根川はみなさんのものです。

　みなさんの生命・財産を洪水などから守る河川堤防や護岸を大切に利用しましょう～

　　　〒311-2424 茨城県潮来市潮来3510
　　　TEL.63-2419　FAX.63-2430
　　　　国土交通省　関東地方整備局
　　　　　霞ヶ浦河川事務所　占用調整課

重大な災害・河川環境の悪化につながる
河川での次のような行為はやめましょう

カッシー・カッシーラ兄妹

　道路交通状況を全国規模で調査する

「道路交通センサス」が行われています。

車の利用状況を調べる自動車起終点調

査では、無作為に選定させていただい

た所有者のお宅に調査員が訪問しま

す。調査へのご協力をお願いします。

　お問合せ　
　国土交通省 常陸河川国道事務所
　調査二課　TEL.029-240-4061

期 間

９月下旬～11月下旬

「道路交通センサス」
にご協力ください

お問合せ　茨城県行方警察署　TEL.７２-０１１０

行方警察署からのお知らせ
～APEC開催期間中についてのお願い～

ゴミの不法投棄

土砂の不法採取



潮来地区
ふれあい給食サービス
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　平成23年４月より潮来地区の一人暮らしの高齢者

の方を対象に毎月一回、昼食を宅配するふれあい給

食サービスを実施します。

　そこで、給食の調理に協力していただけるボラン

ティアを募集しますので、ご協力していただける方

は、潮来市社会福祉協議会までご連絡ください。

　　　　　　　お問合せ・申込先

　　　　　　　　潮来市社会福祉協議会　TEL.６３-１２９６　FAX.６３-１２６５

日　　時　毎月第３木曜日

　　　　　午前９時～午後１時頃まで

実施場所　潮来公民館

活動内容　お弁当の調理（１００食程度）

募集人員　３０名程度

申込締切　１１月１０日（水）

　総務省では、経済的な理由等で地上デジタル放送に移行することが難しい世帯に対し、簡易なチューナー

（１台）の無償給付等の支援を実施しています。本サービスの受付期間は７月２日までとされていました

が、12月28日（火）まで延長されましたのでお知らせします。

○支援の対象　　　生活保護世帯や、障害者非課税世帯などのＮＨＫ受信料が全額免除となっている世帯

○支援の内容　　　地上デジタル放送を受信するための簡易チューナー１台の無償給付（必要に応じてアン

テナ改修や、共同受信施設やケーブルテレビの改修経費の支援を行います。）

○申込受付期限　　12月28日（火）まで

・匿　名 2,000円
・牛堀公民館盆踊大会実行委員会  　21,370円
・清水次郎長会 16,224円
・芝宿グラウンドゴルフ倶楽部　　  14,587円
・レジェンドオブゴルフジャパン
　　　inジェイゴルフ霞ヶ浦　　　400,000円
・茨城二輪愛好会 30,000円
・明間　愛子 靴下120足

善意銀行 （９月分・敬称略）

《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

お気軽にお電話ください

　お問合せ　総務省　地デジチューナー支援実施センター　　　TEL.０５７０-０３３８４０

　　　　　　IP電話等、上記の電話番号がつながらない場合は、TEL.０４４-９６９-５４２５

　　　　　　※平日 午前９時～午後９時、土・日・祝日 午前９時～午後６時

潮来地区
ふれあい給食サービス

ボランティア募集

地上デジタル放送を受信する
ための簡易なチューナーの
無償給付等の支援について
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茨城県青少年の
健全育成等に関する条例
　「茨城県青少年のための環境整備条例」が全面改正さ
れ、４月1日から「茨城県青少年の健全育成等に関する
条例」として施行されました。
　このコーナーでは、「茨城県青少年の健全育成等に関
する条例」について、毎回少しずつ紹介しています。
　青少年の健全育成等の推進に向けて、皆様のご理解と
ご協力をお願いします。

茨城県青少年の
健全育成等に関する条例

　　お問合せ　茨城県知事公室女性青少年課
　　　　　　　TEL.029-301-2183　FAX.029-301-2189　E-Mail　josei2@pref.ibaraki.lg.jp

シリーズ ご存じですか？

　保護者は、深夜に青少年を外出させないよう努めなければなりません。

　また、何人も、保護者に事故があった場合など正当な理由がある場合を

除き、保護者の委託又は承認を受けないで、深夜に青少年を連れ出し、同

伴し、又はとどめてはなりません。

　深夜に営業を行う事業者は、施設内ま

たは敷地内にいる青少年に帰宅を促すよ

う努めなければなりません。

※「深夜」とは午後11時から翌日の午前

４時までをいいます。

◆ 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある規制 ◆

【罰則】青少年の連れ出しなどの違反をした場合：３０万円以下の罰金！

横25㎝

50

深夜外出の制限（第33条） 見直し

　興行者等のうち、規則で定める映画館、カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェは、深夜に青少
年を入場させてはなりません。また、入口の見やすいところに、深夜における青少年の入場を禁止する旨を掲示し
なければなりません。

深夜における興行場等への入場の禁止（第34条） 見直し

【罰則】規則で定める興行者等が違反した場合

　○深夜に青少年を入場させた場合：３０万円以下の罰金
　○掲 示 を し な か っ た 場 合：１０万円以下の罰金

！

11
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 11月の図書館カレンダー 
※休館日は、11月17日（水）館
内整理日となります。

11月４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）

うしぼりおはなし会

11月７日（日）午後２時～３時

「トイレ」のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

11月13日（土）午後２時～３時

「おちば」のおはなし

図書館友の会

11月18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

11月27日（土）午後２時～３時

「犬」のおはなし

図書館友の会

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

お問合せ　潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

11

21

午前11時～ リロ＆スティッチ － 子ども向け

午後２時～
バックトゥザ
フューチャー

マイケル・Ｊ・
フォックス／出演

青少年・
大人向け

図書館員おすすめの本

紹介　ここ数年深刻な社会問題の一つとされているのが就職・雇用問題です。

若い学生にとって、社会人への第１歩となる就職。どんなふうに就職活

動したらいいのかなど様々な悩みを抱えている方が多いかもしれませ

ん。図書館では、就職支援の一環として就職活動のノウハウ、面接、自

己ＰＲなど様々な資料を用意しています。また会社選びに役立つ情報と

して「日経テレコン21」、時事情報の収集に役立つ「聞蔵（朝日新聞）」

などのデータベースもご用意しています。ぜひ、ご利用ください。

特集 「就職活動に役立つ本」

作品　子どもは「うんち」「おしっこ」「おなら」が大好き！自分で言葉にし

て、自分で大笑い。「うんちっち」「うんちがぽとん」「うんこ！」「おな

らうた」「もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう」など、うんち・おしっ

こ・おなら大好きっ子も満足できるお話を沢山集めました。こんなうん

ちがあるんだ、うんちって大事なんだって感心しちゃう本もあるよ。

特集 うんち・おしっこ・おなら児童本特集（11月）

今月の本棚（11月）

作品　江戸時代を代表する俳人の一人。江戸で奉公先を点々とかえながら、20歳を過ぎたこ

ろ、俳句の道を目指すようになりました。家族との確執、俳人として生計をやり繰りす

る一方、俳句指導や出版活動を行い、句日記「七番日記」「八番日記」「文政句帖」、句

文集「おらが春」などをあらわし、２万句にもおよぶ俳句を残しています。「七番日

記」をはじめ、「一茶事典」「俳句集」など多数ご用意しています。今もなお現代人に愛

され続けている一茶の俳句とその魅力を味わってみてはいかがでしょうか。

特集　小林　一茶（俳人）

コーナー名：
茨城県推奨図書コーナー
　⇒「茨城県推奨図書」と

は、図書館司書、読書

団体、出版社から申し

出（推薦）のあった本

の中から、「茨城県青

少年のための環境整備

条例」の規定に基づい

て推奨したものです。

大人気コーナーで沢山

の方にご利用いただい

ております。平成22年

度版の推奨図書が新し

く追加されました。ぜ

ひご利用ください。

コーナーの紹介

 　　子ども向けイベント　　 

○読書すごろく
　期間内にどれだけ本が読めるかな？読
んだ分だけすごろくが進むよ。ゴールで
きた子には、プレゼントがあるよ！
　日　時　10月23日（土）～
　　　　　11月14日（日）随時開催
　受　付　図書館カウンター

○おはなし博士検定
　本やお話のおもしろクイズにチャレン
ジしよう!!
　金メダルはゲットできるかな！？
　日　時　10月30日（土）・31日（日）・
　　　　　11月６日（土）・７日（日）
　受　付　図書館カウンター

◎秋の読書月間開催!!!
　10月27日（水）は「文字・活字文化の日」、10

月27日（水）～11月９日（火）は「読書週間」で

す。それに合わせて、図書館では10月から11

月にかけて「秋の読書月間」を開催します。

◎イベントのご案内◎  　　 大人向けイベント 　　 

○大人のための朗読会

　日　　時　11月21日（日）

　　　　　　午後１時30分～３時30分

　場　　所　市立図書館２階

　　　　　　おはなしの部屋

　参　　加　無　料

　読 み 手　いたこおはなし会

　お申込み　図書館カウンター、

　　　　　　電話、FAX（メール不可）

  大人・子ども向けイベント  

○切り紙で図書館バッグを作ろう！

　切り紙を作って、自分だけのオリジ

ナル図書館バッグを作りましょう。

　日　　時　11月28日（日）

　　　　　　午後２時～３時30分

　場　　所　市立図書館２階集会室

　募　　集　先着20名様

　参加費用　お１人様300円

　お申込み　図書館カウンター、

　　　　　　電話、FAX（メール不可）
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子育て広場（中）

＋当番医

延方クリニック
566-1873

潮来市防災訓練
（潮来小・市内全域）
＋当番医

船坂医院566-1285

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（中）
＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

華たいむ（い）
潮来市菊花展示会 
表彰式（あ・駐）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H21.11月生）

子育て広場（中）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
高校生さわやかマナー
アップキャンペーン

（市内）

子育て広場（図）

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H21.4月生）

子育て広場（図）
こころの健康相談（か）

アントラーズホーム
タウン感謝祭（ス）
上戸の獅子舞（国神神社）
＋当番医

常南医院563-1101

勤労感謝の日

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H22.3月生）

子育て広場（中）

３歳児健診（か）
（H19.8月生）

文化の日

子育て広場（中）
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潮来
シリーズ

第50回

潮来市の誇れる文化

康
こ う

平
へい

六年（1063年）源　頼 義
みなもとのよりとし

（祖父）が奥州
おうしゅう

を平定
へいてい

して

鎌倉に帰り、材木座に源氏の氏神
うじがみ

として応神
おうじん

天皇をお祀
まつ

りし八幡宮
はちまんぐう

と称した。関東一円は、源氏の勢力が強かったので

現硯宮
すずりのみや

も住昔
おうじゃく

は、「今宮
いまみや

八幡社」と称して応神天皇をお祀りし

て村社として栄えた。治承
じしょう

四年（1180年）十月頃、頼朝は源

氏再興の為、平家軍と富士川を挟んで対陣した。その時、水鳥

の羽音を敵襲と錯覚した平家軍は戦わずして敗走した。源頼朝

は、佐竹氏の力を借りて平家軍を上洛
じょうらく

しようと思ったが、その

招きに応じてくれない、その意、必ず我を狙撃するであろうと

思い佐竹氏を討
う

つべく常陸国
ひたちのくに

金砂山
かなすやま

（現 常陸太田市）に向か

う途中、頼朝一行は（頼朝が居たかは定かではない）辻の今宮

八幡社に立ち寄り鹿島神宮に奉納する戦勝祈願の文章を書かれ

た（と伝承されている）その時使った硯が奉納されてあった。

　後世（1692年）水戸光圀
みつくに

公（西山
せいざん

）が領内巡視の折り、潮

来に立ち寄り当社の硯を見て「これは中華の産するところの馬
ば

蹄
てい

石と言い珍
ちん

重
ちょう

すべき物」と言われ御神体
ごしんたい

として祀るよう命

じ、宮号
みやごう

を硯宮と改めさせたと言われている。現在、応神天皇

と硯が御神体として祀られている。

「参考」…潮来市郷土史研究会発行の本には、水戸藩が佐竹氏

の勢力を阻
はば

むために、源氏の氏神である今宮八幡

社を硯宮と呼ばせたとの説もある。

　潮来市文化財審議会委員　　大川　清一

「今宮八幡社」から

「硯宮
すずりのみや

神社」に変更となった由来

◎今月の納税は、固定資産税の第４期分・国民健康保険税の第５期分・
　後期高齢者医療保険料第５期分・下水道事業受益者負担金の第３期分です。

《市税の納付は口座振替が確実で便利です》

November
● 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

（ス）…県立カシマサッカースタジアム

（あ・駐）…市営あやめ駐車場

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

潮来地区市民運動会
（潮来小）

＋当番医

久保医院564-6116

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H22.6月生）

子育て広場（図） ◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（い）
青少年のための社会
環境整備活動（市内）

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（か）

青少年のための科学
の祭典（潮来一中）
市内一斉清掃大作戦

（市内全域）
＋当番医

仲沢医院563-2003

ストレッチ体操（い）
いきいき健康体操（か）

の
カレンダー月11

潮来市民文化祭（中）

潮来市民文化祭（中）

県民の日



人口のうごき 10月１日現在
（ ）内は前月比

　潮来市のホームページ

いたこ 平成22年

10月14日発行

　携帯電話サイト

あやめ

よしきり

　市長へのたより

総数 女 世帯数男

　メールアドレス

10,790世帯 （－ 9）15,409人15,078人 （－ 3）（－25）30,487人（－28）

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
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