
２０１１（平成23年）

2 ・こんにちは保健センター…………12～13

・「子育て応援研修会」 …………………14

・潮来市からのお知らせ……………15～17

・図書館だより……………………………18

・潮来市の誇れる文化……………………19

・３月のカレンダー………………………19

・新成人のつどい…………………………20

・「嫁入り舟の花嫁さん」

　「あやめ娘」募集 …………………２～３

・企業誘致推進室からのお知らせ………４

・シティーニュースフラッシュ……５～７

・潮来市職員の給与を公表します…８～９

・税務課からのお知らせ…………………10

・収税課からのお知らせ…………………11

Contents

ITAKO Public Information広 報
いたこ

潮来市シンボルマーク

Vol.119

節分行事「鬼追い式」（２/３ 潮音寺）



2広報いたこ 2011
２月号 Vol.119

21

26

11111135

23

16

23

 

　水郷情緒あふれる優雅な「嫁入り舟」は、あやめまつりの風物詩となっており、人気のイベントの一つですが、

昨年から新たな試みが始まりました。ポップアップやミストの噴水が二人の門出を祝福する中、花婿が噴水施設

「ＷＡｉＷＡｉファンタジア」にて花嫁の到着を待ちます。

　その後、二人は噴水の前で永遠の愛を宣言し、潮来市から「水郷潮来“愛”宣言カップル」の認定証が贈呈され

ます。花嫁、花婿だけでなく、ご家族、ご友人の方々

にとっても思い出に残る演出となっておりますので、

あやめまつりに「花嫁」として参加してみませんか。

23

 
 

平成23年度

嫁入り舟の花嫁さん募集
平成23年度

嫁入り舟の花嫁さん募集

第60回　水郷潮来あやめまつり第60回　水郷潮来あやめまつり
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市制施行10周年記念事業 　市制施行10周年記念事業 　
平成23年度　あやめ娘応募規定
①年齢は満18歳以上（平成23年４月１日現在）

②国籍は問いません。本市が市内外で実施する観光ＰＲ活動等に参加可能な方
　（４月以降のキャンペーン、あやめまつり期間中の毎週土、日。全15回程度

の活動内容）

③他のキャンペーンアシスタント等で活動中の方は兼ねることはできません。
　募集人員　10名程度

　応募方法　応募用紙に記入のうえ、カラー写真１枚（Ｌ判）を添え、下記ま

で郵送または持参。（応募用紙は市役所に設置のほか、潮来市

ホームページからダウンロードできます。）

　応募締切　3月1日（火）必着

　選考方法　第１次選考　書類審査　　第２次選考　面接審査

 申込み・お問い合わせ先　
 〒311-2493 茨城県潮来市辻626番地　潮来市役所 観光商工課 「嫁入り舟の花嫁さん」・「あやめ娘」募集係
　　　　　 TEL.0299-63-1111　内線243～245　潮来市HP　http://www.city.itako.lg.jp/

おもてなし

 　　コンテストについて

　あやめまつり期間を通して活

動状況を審査いたします。この

結果をもとに、Princess
プ リ ン セ ス

 iris
アイリス

、

準Princess irisを決定いたしま

す。選ばれた方には副賞を贈呈

します。

あやめ娘の業務

　①あやめ園内でのおもてなし

　②園外での観光案内

　③TV・ラジオへの出演

　④各種キャンペーン

手当　日額10,000円

　　　（各種手当等含む）

平成22年度活動内容

◎あやめまつり期間中のあやめ園内での

おもてなし

◎テレビ出演

【おはよう茨城（フジテレビ）、

　鶴瓶の家族に乾杯（NHK）、

　とれたてワイド（NHK県域デジタル）】

◎ラジオ出演

【茨城放送、

　ラジオCM収録（ニッポン放送）】

◎キャンペーン

【茨城県庁、カシマスタジアム、

　茨城空港、浅草寺（東京都台東区）等】

平成23年度

昨年度のあやめ娘から皆さんへ…

　Princess  iris　松田　朋子　さん

『2010年は今までやってみたかった事に挑戦しようと決め、勇気を出

して応募しました。

　興味があった事でしたので、あやめ娘の活動は、研修もPR活動も、

おまつり期間もとても楽しかったです。多くの人との出会い、笑顔、仲

間、感動…等、貴重な経験ができます。やる気さえあれば、とても楽し

いですよ！』

　準Princess  iris　浅野さくら　さん

『あやめ娘として、お客様に喜んで頂けるような、心からの“おもてな

し”をあやめ娘全員で心掛けました。沢山の方との出会いや、あやめ娘

の皆と過ごす時間は自分にとって支えとなり、自分自身どうあるべきか

改めて考えるよい機会となりました。あやめ娘として活動させて頂けた

こと、周りの方々 に支えて頂いたことを心から感謝しています。』
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KK

お問合せ　潮来市　企業誘致推進室　TEL.63-1111 内線218　E-mail uchi@city.itako.lg.jp

《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

12

27

25
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City News Flash

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　２月３日（木）、潮音寺（日の出）において節分行

事が執り行われました。

　当日は、劇団シアターモーメンツの皆さんが鬼や天

女に扮し、音楽と踊りを取り混ぜた舞台劇「鬼追い

式」が披露されました。

　また、その後の豆まきでは、龍ヶ崎市にある相撲部

屋の式秀部屋のお相撲さんも参加し、盛大に行われま

した。

鬼追い式

　１月10日（月）、中央公民館において、消防出初式

が行われ、 田市長、泉消防団長をはじめ、消防団員

約500名、その他多数の来賓、関係者が出席しました。

式典終了後の、消防車両によるパレードには日の出保

育園の児童達も加わり、会場を大いに盛り上げまし

た。

　また潮来港においては、消防団による一斉放水が行

われたほか、前川排水施設においては、稼動点検の見

学会も実施され、集まった方々は、国土交通省霞ヶ浦

河川事務所の職員の説明に聞き入っていました。

出初式

　平成23年１月１日付け

で、出口正明さんが就任

しました。任期は４年と

なります。

　また、前任者の岩本富

雄さんには１期４年にお

いて、潮来市全般の会計

における改善にご尽力い

ただきました。厚くお礼

申し上げます。

潮来市監査委員・潮来市公文書開示審査会委員 就任

　平成23年１月１日付けで、後藤博子さん、萩原正吉

さん、前島操さん、大島一利さんが就任しました。任

期は３年となります。

左から

後藤博子さん

萩原正吉さん

前島　操さん

大島一利さん

　　　　就任
出口正明さん就任

潮来市監査委員（代表監査委員） 公文書開示審査会委員



6広報いたこ 2011
２月号 Vol.119

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　12月４日（土）から12月12日（日）の土・日の４日

間、かすみの郷公園グラウンド他５カ所で第27回潮来

市スポーツ少年団球技大会が開催されました。出場50

チーム、延べ約3,000人の団員と指導者、育成会が参

加し交流を深め、12日に行われた決勝戦には潮来レッ

ズが出場し、準優勝に輝きました。

　結果は次のとおりです。

　　優　勝　波崎ブルージャイアンツ（神栖市）

　　準優勝　潮来レッズ（潮来市）

　　第三位　石岡ジュニアジャイアンツ（石岡市）

　　第三位　玉造ジャイアンツ（行方市）

第27回潮来市スポーツ少年団球技大会（軟式野球の部）

　11月22日（月）、高齢者の交通事故防止対策の一

環で 田市長、風見行方警察署長、交通安全呼びか

け隊、牛堀地区高齢者クラブ、潮来市交母会が牛堀

地区の高齢者宅を訪問しました。

  風見署長からは、「県内の死亡事故は減少している

が、65歳以上の高齢者の死亡者数は全体の45％を占

め、微増している」との話があり、「特に夕方から夜

間にかけて、出歩く際には反射材の使用」などを呼

びかけました。 　

　また、 田市長は高齢者を狙った「振り込め詐

欺」について注意喚起を行い、ある訪問先では振り

込め詐欺と思しき電話が掛かってきたが、金融機関

の方の助けで事なきを得たという話に耳を傾け、「電話が掛かって来た際には、すぐには振り込まず、必ず家

族または警察に相談してください」と注意を呼びかけました。

市長・行方警察署長 高齢者宅を訪問！

　シリーズ三作目！「ALWAYS 

三丁目の夕日'64」の撮影が

市内で行われました。今度

の舞台は、東京オリンピッ

クが開催された1964年（昭

和39年）そして、シリーズ

初となる“3D”映画です。

　市営あやめ駐車場では、

2010年11月中旬からオープ

ンセット工事を開始し、

2011年１月～２月にかけて

撮影が行われています。１

月12日（水）～18日（火）までの撮影では、多くのエ

キストラの方々の協力をいただき、オープンセット

を使用した撮影が行われました。

　作品名　「ALWAYS 三丁目の夕日'64」

　ロケ地　潮来市営あやめ駐車場

　　　　　（オープンセット）

　公　開　２０１２年

　「ALWAYS 三丁目の夕日'64」

　　公式サイト http://www.always3.jp/

映画の撮影が行われました
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City News Flash

《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

《広　告》

　１月28日（金）潮来市役所３階第１会議室において、第９回潮来

市自治基本条例策定委員会（久保隆委員長）が開催されました。

　今回の策定委員会は、前回第８回策定委員会でアドバイスをいた

だいた佐川教授の研修会を元に「条文策定はどのような形で討議す

るか、全体会か、それともグループ討議か。」などを決めました。

　議事に入り、久保委員長から「何章で何条にしますか。また、そ

の決め方・進め方は、どのようにして行いますか。」など策定委員か

ら意見を求め、「グループでの討議・まとめがいいのではないか？」

とあり、了承されました。また、策定委員から、「子どもから高齢者

まで分かりやすい条例を作るのが一番良いが、条例なのでどこかに

照準を合わせないと、表現上の問題で難しいのではないか。条例と言うのは格式が高いものだと感じるので、格式

を重んじて条例を作成して行けばと思う。」、「グループに分かれるのは良いが、方向性をある程度出していかない

といけないと思う。それとも、それぞれのグループが案を出して、それをまとめていった方が良いのか。」など意

見があり、「今回提案した先行自治体の自治基本条例を具体にして考えていただければと思う。第１章から第６章

までは策定されているが、この参考条例をたたき台に、潮来市として加除訂正をしていけば良いと考えている。」

と委員長から説明がありました。また「時間はだいたい１時間程度。１時間と言う時間では最後までまとめなくて

も良いのですよね。」と確認の声もあり、前向きな考えをうかがい知ることが出来ました。

　その後、３つの会場に分かれ、条例の条文における討議を行いました。グループでの討議は短時間でありました

が、活発な意見が飛び交い「自分たちが策定する自治基本条例をより良いものにしたい。」と言う意気込みが強く

感じられました。

　グループ討議の後、全体会を行い各グループ代表による発表を行いました。「潮来らしさとは何かと言うもの

を、条文の中に盛り込みたい。」「あやめまつりとおもてなしと言うものを、条文の中に盛り込みたい。」「ギチギチ

に締め付けることのないよう、みんなで考え、みんなで行動の出来る条例にしたい。」など、多くの討論した内容が発表

されました。

　策定委員自らが“市民のための自治基本条例を”と言う熱く気合いの入った強い思いをヒシヒシと感じた第９回

の策定委員会でした。

お問合せ　潮来市　秘書政策課　TEL.６３-１１１１　内線２０７

第９回潮来市自治基本条例策定委員会が開催されました
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　潮来市職員の給与は、地方公務員法に基づいて潮来市職員の給与に関する条例で

定められており、すべて議会の審議を経て決められています。市民のみなさんのご

理解をいただくため、人件費や人員、給与水準等をお知らせします。

　なお、詳細な内容は後日市ホームページでお知らせする予定です。

人件費の状況（普通会計決算）

区　分 住民基本台帳人口 歳出額Ａ 実質収支 人件費Ｂ 人件費率Ｂ/Ａ

平成21年度
３０，５９４人

平成22年3月31日現在
111億4,210万円 3億4,434万円 22億4,096万円 20.1％

（注）１ 人件費とは、一般職員の給与（給料及び手当）、退職手当、共済組合負担金、特別職の給与、報酬などをいいます。

　　　２ 普通会計とは、どこの市町村にも共通する行政の会計をまとめたものです。

　　　３ 実質収支（当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額）＝歳入総額－（歳出総額＋翌年度へ繰り越すべき財源）

職員給与費の状況（普通会計予算）

区　分 職　員　数 給　　　与　　　費

平成22年度 ２３５人
給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

9億4,943万円 1億3,037万円 3億6,451万円 14億4,431万円

一般行政職の級別職員数の状況（平成22年4月1日現在）

（注）１ 職員数は、普通会計予算のみの人数のため、全体数（266人）より26人少なくなっています。

　　　２ 給与費は平成22年度に当初予算に計上された額です。

　　　３ 職員手当には退職手当を含みません。

職員の平均給料月額及び平均年齢の状況
（平成22年4月1日現在）

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成22年4月1日現在）

区　　分
経　験　年　数

10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満

一般

行政職

大学卒 279,500円 318,700円 367,300円

高校卒 238,500円 287,500円 318,600円

潮来市職員の給与を公表します

職員手当の状況（平成22年度）

期末手当 勤勉手当

 6月期 1.25月分 0.70月分

12月期 1.35月分 0.65月分

計 2.60月分 1.35月分

区　分 内　　　　容

扶養手当 他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けている扶養親族のある職員に支給

住居手当
新築または購入住宅　５年目まで2,500円
借家　　　　　　　　最高27,000円支給

通勤手当 自動車などを利用して通勤している職員に支給

退職手当
茨城県市町村総合事務組合(県内市町村で構成)の退職手当
条例の規定に基づき、給料、勤務年数に応じて支給

職員の初任給の状況（平成22年4月1日現在）

区　　分 初 任 給

一般行政職
大 学 卒 178,800円

高 校 卒 144,500円

区　分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 342,600円 44.3歳

技能労務職 325,700円 51.5歳

※一般行政職とは、国家公務員等と給与の比較を行う際に
分類する専門職などの一定の職種（税務職、看護・保健
職、福祉職、企業職、教育職等）を除いた、一般的な事
務職員です。

※技能労務職とは、用務員・道路工務員・自動車運転手な
どの労務を行う職員です。
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特別職等の報酬等の状況
（平成22年4月1日現在）

区　　分 給料月額等

 

市　　長

副 市 長

教 育 長

549,000円

578,000円

523,000円

議　　長

副 議 長

議　　員

327,000円

279,000円

259,000円

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

部　　門
職　員　数 （人）

平成21年 平成22年 増減数

議　　会
総務企画
税　　務
民　　生
衛　　生
農林水産
商　　工
土　　木

3
51
24
42
25
15
9
22

3
49
21
41
26
15
9
24

△ 2
△ 3
△ 1

1

2

小　　計 １９１ １８８ △ 3

教　　育 45 44 △ 1

小　　計 45 44 △ 1

 
 

水　　道
下 水 道
そ の 他

8
7
15

7
7
14

△ 1

△ 1

小　　計 30 28 △ 2

合　　計 ２６６ ２６０ △ 6

（地方公共団体定員管理調査より）

お問合せ　潮来市　総務課　人事行政グループ　℡.63-1111　内線222

区　　分 支給割合

 
 

 

市　　長

副 市 長

教 育 長

議　　長

副 議 長

議　　員

年間2.95月分

※市長は30％・副市長、教育長は５％減額しています。

小沼　善治 さん
元公立小中学校長

　潮来第一中学校長を

務められ、昭和57年に

退職されるまで、多年

にわたり学校教育の発

展に寄与するととも

に、退職後は潮来町区

長会長として、地域社

会の発展に尽くされま

した。

瑞宝双光章
（教育功労）

井上　精二 さん
元警察官

　35年の長期に渡り、
警察官として地域の安
心・安全なまちづくり
に尽くされ、退職後は
潮来市ヘルスウォーキ
ング連合会会長、交通
安全協会潮来副支部長
などを務められ、地域
社会の発展に尽くされ
た功績が認められまし
た。

瑞宝単光章
（警察功労）

生井沢義成 さん　　
元牛堀町議会議員

　昭和31年４月から昭
和63年３月までの期間
に、４期16年間の永き
にわたり、牛堀町議会
議員として在職し、民
主的かつ効率的な議会
運営に努めながら、魅
力あるまちづくりの実
現を目指し、努力され
た功績が認められまし
た。

旭日単光章
（地方自治功労）

ご受章

おめでとうございます

叙 勲叙 勲

危険業務従事者叙勲
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・軽自動車税は、４月１日時点で軽自動車等を所有している方に１年分課税されます。自動車

税と違い、月割り課税は行っていませんので、年の途中で廃車・売却されても税金は戻りま

せん。

・潮来市へ手続きをする車種（潮来市ナンバー）を購入した場合、登録申請するときには購入

（売買）証明書等が、譲受の場合には譲渡証明の提出が必要になります。

・潮来市から市外へ転出する場合、潮来市（潮来町・牛堀町）ナンバーの軽自動車をお持ちの

方は廃車手続きをし、市へナンバープレートを返却してください。転出先の市町村で再度登

録手続きをし、新しいナンバープレートの交付を受けてください。

・廃車や譲渡をした場合、手続きをしないといつまでも課税されることになりま

すので注意してください。

車の種類 税 額

原付（50cc以下） 1,000円

原付（50cc超90cc以下） 1,200円

原付（90cc超125cc以下） 1,600円

二輪（125cc超250cc以下） 2,400円

三輪 3,100円

四輪乗用（自家用） 7,200円

四輪貨物（自家用） 4,000円

四輪乗用（営業用） 5,500円

四輪貨物（営業用） 3,000円

二輪の小型自動車 4,000円

小型特殊・農耕二輪 1,600円

小型特殊・四輪（1,000cc以下） 2,400円

小型特殊・四輪（1,000cc超） 3,100円

小型特殊・作業用 4,700円

ミニカー 2,500円

種　類 手続き場所

潮来市（潮来町・牛堀町）
ナンバー
・原動機付自転車
　（125cc以下のバイク）
・ミニカー
・小型特殊自動車
　（農耕用トラクターなど）

潮来市役所　税務課
TEL.６３-１１１１
内線１２５・１２６

水戸ナンバー
・二輪の小型自動車
　（250ccを超えるもの）
・軽自動車（二輪）
　（125cc超250cc以下）
・三輪車

（財）関東陸運振興財団
茨城支部軽自動車出張所
TEL.０２９-２４７-５８５４

水戸ナンバー
・軽自動車（四輪）

軽自動車検査協会
茨城事務所
TEL.０２９-２９３-９６６９

税　額 手続き

４月１日時点で、バイクやトラクター、

軽四輪自動車などを所有する方、または使用する方に課税されます。

お問合せ　潮来市　税務課　TEL.６３-１１１１　内線１２５・１２６

排気量などによって分類さ

れています。

バイクや軽自動車などの廃車や名義変更

の手続きは下記のとおりとなります。

軽自動車等の登録手続きは忘れずに!!

《広　告》

お問い合わせ先
0478-54-2125

詳しくは店頭、ATMｺー ﾅー のﾁﾗｼまたは、ﾎー ﾑﾍﾟー ｼﾞをご覧ください

佐原信金 検索

特別金利キャンペーン実施中！特別金利キャンペーン実施中！
マイカーローン・教育ローン

平成23年4月28日まで

《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
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お問合せ　潮来市　収税課　TEL.６３-１１１１　内線１２７～１２９

おしえて　税金一口メモ

『税の公平性を守ります』
　大多数の納税者の皆様は、納期内に納税されています。徴収部門に引継がれるまでには９

割以上の納税者は納税しています。潮来市収税課では、まじめに納めている市民の皆様がご

不満をもたれないように税の公平に万全をつくした次のような対策を実行しています。

１　納期限までに納税されない方へ督促状を送付して納税するように警告します。

２　督促状を送付しても納税されない方へは『滞納処分』
（預貯金・給与・保険・不動産差押等）を実施し、

滞納者の財産を処分制限します。さらに、今後の滞

納整理方針をご相談させていただきます。

３　『差押』等を実施しても納税されない方へは、『換価処分』（滞納者の財産公売等）

を実施します。

４　累積高額となった滞納者は、徴収のための専門機関『茨城租税債権管理機構』
へ移管し、共同公売等を実施し滞納整理を専門的にすすめていきます。

※『茨城租税債権管理機構』とは、地方自治法第284条第２項の規定に基づく一部事務組合で

す。茨城県と県内全市町村で構成し、市町村税の滞納整理（財産調査・財産差押・差押財産の

公売等）を実施しています。効率的に専門的な滞納整理を進める機関です。

×

『税の公平性を守ります』

差押

２月は国民健康保険税第８期の納付月です。納期限は、２月28日（月）です。

口座振替の方は、残高の確認をお願いします。《納付は口座振替が確実便利です》

『平成22年度 国民健康保険税
 　重点納税相談』実施のお知らせ

実施日 開庁時間 会　場

夜間納税相談 ２月21日（月）～25日（金） 午後５時30分～７時30分
潮来市役所１階

５番窓口　収税課休日納税相談
２月19日（土）・20日（日）

２月26日（土）・27日（日）
午前９時～午後４時30分

２月19日（土）～27日（日）にかけ、下記のとおり休日・夜間の納税相談を実施します。

　平成23年度（平成23年４月から）国民健康保険証が短期または資格証になら

ないために早めの国民健康保険税の納付をお願いします。

休日夜間の国民健康保険税と市税の納税相談を実施します。

『平日に市役所へお越しになれない方はこの機会をご利用ください。』

『平成22年度 国民健康保険税
 　重点納税相談』実施のお知らせ



減
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　12月17日（金）、年末犯罪抑止活動出発式において、潮来市減る脂～ガード

ウォーキングのウォーキングジャケットの配布式を行いました。その後も多くの

市民の皆さま方のお申し込みをいただき、お陰さまで当初予定枚数のジャケット

がすべて配布になり、現在、追加作成の手続きを行っているところです。

　この事業は、潮来市民の健康向上と地域防犯・子どもたちの見守りのお手伝い

を目的とし、声かけによる安心、安全なま

ちづくりを目指すものです。

　５色のあやめちゃんが色とりどりに地域

を見守れば、泥棒や不審者たちもきっと悪

さができないはずです！

　明るく、楽しく、無理をせずをモットー

に、ジャケットを着てウォーキング防犯活

動をしましょう!!

　毎年５、６月に実施の婦人科検診（乳がん検診、子宮頸がん検診）申し込み用の往復ハガキを対象者

全員に２月下旬頃発送いたします。ぜひ、受診しましょう！！

　もし、ハガキが届かないことがございましたら、かすみ保健福祉センターまでご一報ください。（往

信ハガキのあて名が、世帯主様になっていますのでご注意ください！）

健　康　メ　モ

対象者　・乳がん検診は30歳以上の女性の方　・子宮がん検診は20歳以上の女性の方

※ともに市内在住に限る

　潮来市かすみ保健福

祉センターでは、市民

の皆さまの健康をお助

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。

減
ヘ

る
ル

脂
シ

～
ー

ガードウォーキングへの
ご協力ありがとうございます！

減
ヘ

る
ル

脂
シ

～
ー

ガードウォーキングへの

ご協力ありがとうございます！
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目的 検診名 検診内容 自己負担金 対象の方 日　程

特定健康診査
（40歳～74歳）

【基本項目】

　身体計測・腹囲測定・尿検査

　血圧測定・問診・血液検査

※23年度から血糖、尿潜血検査を

実施することになりました。

【詳細項目】

前年度健診結果において必要と認

める方のみ

　　心電図・眼底検査・貧血検査

　※二次健診（該当者のみ・有料）

　　頸動脈エコー、糖負荷検査など

無　料

※二次健診
は有料と
なります。

潮来市国民健康保険加入の
40歳～74歳の男女

※社会保険、共済組合等の
方は、お勤め先にご確認
ください！

※医療機関健診も実施して
います！

　自己負担500円  １回目  

７/３（日）

　　～８（金）

７/10（日）

　　～11（月）

７/19（火）

　　～22（金）

７/25（月）

　　～28（木）

※６月中旬頃に受

診券を送付いた

します。

 ２回目  

12/４（日）

　　～６（火）

生活習慣病
予防健診

（19歳～39歳）

【基本項目】
　身体計測・腹囲測定・尿検査
　血圧測定・問診・血液検査
　※23年度から血糖、尿潜血検査を

実施することになりました。
　※二次健診（該当者のみ・有料）
　　糖尿病予備軍等の方に
　　　　　　　　　糖負荷検査

無　料

※二次健診
は有料と
なります。

 19歳～39歳の男女

高齢者
健康診査

（75歳以上）

身体計測・尿検査・血圧測定
問診・血液検査

無　料

◇75歳以上の男女
　（未治療の方）
◇65歳以上の長寿医療制度
　（後期高齢医療制度）加入者

肝炎ウイルス
検査

問診・血液検査
（Ｂ・Ｃ型肝炎ウイルス検査）

500円
40歳の男女
41歳～76歳の男女
　　（過去に未受診の方）

結核・肺がん
検診

問診・胸部Ｘ線撮影 無　料 19歳以上の男女

前立腺がん
検診

問診・血液検査
（ＰＳＡ：腫瘍マーカー）

500円
50歳以上の男性
　　（前立腺未治療の方）

胃がん検診
問診・胃部Ｘ線撮影
（バリウムを飲みます）

500円 40歳以上の男女

８/10（水）
　　　～12（金）
８/21（日）
　　　～26（金）
※６月上旬に、対
象の方々へ申込
ハガキを郵送し
ます。

大腸がん
検診

問診・便潜血検査（２日法） 300円 40歳以上の男女

子宮頚がん
検診

問診・細胞診 500円

20歳以上の女性
※市内の婦人科での医療機
関検診もできます。

　　　（自己負担2,000円）

５/27（金）
　～６/21（火）

（土日を除く
　　　　18日間）
※２月下旬に、対
象の方々へ申込
ハガキを郵送し
ます。

乳がん検診

問診
超音波検査（30歳～56歳）
乳房Ｘ線検査（２年に１回）
　40歳～49歳：２方向
　50歳以上　：１方向

超音波
1,000円
乳房Ｘ線
500円

30歳以上の女性
※年齢によって検査内容が
違います。

骨粗しょう症
検診

問診・超音波検査
（足のかかとで測定）

1,000円 19歳以上の女性
１/23（月）
　　～25（水）

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

検診項目が
充実し、
人間ドックに
近い内容に！

平成23年度の検診日程が決まりました。以下の表をご確認の上、すすんで受診しましょう！

「自分のため、家族のため、年に１度は必ず受診！」

平成23年度 潮来市検診日程



会員登録・お問合せ   いたこファミリー・サポート・センター
社会福祉課　子育て支援室　TEL.６３－１１１１　内線３８７　直通６３－１７７９

「ママ、ゆっくりお話聞いてね。」
講演中はファミサポの協力会員がお子さんを預かりました。

参加者の声

１２

３ ４

５

久保田亜美さん

　　　耀仁
あきひと

くん
利用会員

小出　浩子さん

　　　　結良
ゆ ら

ちゃん
利用会員

勝田さふみさん

協力会員

　子育て応援研修会は、とてもいい勉強になりました。初めての子

育てで、どのように子どもを育てていけばいいのか毎日悩んだり迷っ

たりしています。飛田先生のお話から今後の子育てで大切なことを

教わり、これから子どもと一緒に過ごす毎日が楽しみになりました。

　また託児では、前回お願いしたときは大泣きだったので心配しま

したが、協力会員さんが根気よく息子の相手をしてくださったおか

げで今回は最後まで頑張れました。春から保育園に行くので良い練

習になりました。

　講演を聞いて、子育てで普段悩んでいたことがスッキリして目の
前が明るくなったようでした。特に「24時間子どもをみている母親
は、感情的に怒ってしまうのも仕方ない。」という言葉には本当に
救われた気がしました。頭では解っていても実際には難しいことを
母親目線で語ってくださいました。
　また託児では、１才半の娘と４才の息子をお願いしました。楽し
くあたたかい雰囲気の中で娘は泣かずに遊べました。なかなか場に
慣れない子なのに…とびっくりです。「お母さんもたまには休まな
きゃ。」と声をかけていただきポロッと涙が出ました。本当にあり
がとうございました。

　叱る時は距離感が大切な事。（怖い顔で近

付いたり、体に触れたりしない）また、ほ

める時は逆にそのようにしてあげるなど、

具体例を挙げてのお話はたいへん参考にな

りました。「赤ちゃんに不得意なものなどな

い！」「子どもをほめる為に仕事を与えま

しょう。」など心に響くお話が聞けました。

あやめの登場に子どもたちは大喜び！
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　12月４日（土）、

かすみ保健福祉セン

ターにて「子育て応

援研修会」を開催し

ました。講師として

飛田隆氏（茨城キリ

スト教大学）をお招

きし、「子育てで大

切なこと」をテーマ

にお話をしていただ

きました。

　参加した方々から、

講演に関する感想を

いただきましたの

で、ご紹介させてい

ただきます。

テーマ

子育てで
たいせつなこと

テーマ

子育てで
たいせつなこと

家庭の中で子どもの役割

を決め、それができたら

お礼を言って感謝の気持

ちを伝えましょう。

各家庭にあった生活リ

ズムで育てましょう。意欲的な子どもを育て

るために叱り方、ほめ

方を工夫しましょう。

小学３年生までは勉

強をみてあげましょ

う。リビングでの勉

強はＯＫです。

子どもがいる幸

せを感じて暮ら

しましょう。
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　企業に雇用され就労している障害者は、年々増加しています。それでもまだ多くの障害者は障害者施設や作

業所で働いています。これらの働く場は、長引く不況の影響を受け安定した作業（軽作業・清掃等の受注）量

の確保が困難な状況下にあります。

　茨城県では平成19年度から、障害者施設や作業所で働く障害者の『工賃倍増５カ年計画』をスタートさせ、

更に22年４月には企業と福祉施設等をつなぐための県の共同受発注センターを開設しました。

【企業・組合・諸団体の皆様へ】

　障害者を雇用することだけではなく、軽作業・清掃等の発注や業務委託によっても、障害者の自立に寄与い

ただけます。今回新たにスタートした発注促進の税制もご利用いただける場合もございます。同センターをお

気軽にご利用いただき、より多くの障害者の『働く力』が社会に活用され、彼らの社会参加と自立がいっそう

促進されますよう、皆さまのご理解とご支援をお願いいたします。

　　　お問合せ　社団法人茨城県心身障害者福祉協会〈共同受注センター〉
　　　　　　　　TEL.029-244-7461　ホームページ：http://www.harness.jp/kyodo/

　いよいよ待ちに待ったＪリーグ2011シーズンが開幕します。

　2011年は、「天皇杯優勝」というさい先の良いスタートを切

り、これぞ王者という貫禄を見せつけてくれました。

　今シーズンは、「Ｊリーグ王座奪還！」「アジア制覇！」を目

指し、チーム一丸となり燃えています。

　また、潮来市出身の小谷野顕治選手にもさらなる飛躍が期待

されます。

　鹿島アントラーズ設立20周年のメモリアルイヤーが選手・サ

ポーターにとってすばらしい１年となるよう、

 みんなでアントラーズを応援しましょう！

お問合せ アントラーズファンクラブ事務局 TEL.82-5555（午前10時～午後４時 月曜定休）

Photo：オフィスプリマベーラ

開　催　日　程 開 催 日 キックオフ 対 戦 相 手 会　場

いばらきサッカーフェスティバル ２月19日（土） 14:00 水戸ホーリーホック カシマスタジアム

2011 ゼロックススーパーカップ ２月26日（土） 13:35 名古屋グランパス 日産スタジアム（横浜）

Ｊ１リーグ　　第１節 ３月６日（日） 15:00 大宮アルディージャ カシマスタジアム

アジアチャンピオンズリーグ ３月16日（水） 19:00 シドニーＦＣ カシマスタジアム

Ｊ１リーグ　　第３節 ３月20日（日） 16:00 アルビレックス新潟 カシマスタジアム

Ｊ１リーグ　　第５節 ４月10日（日） 16:00 ベガルタ仙台 カシマスタジアム

アジアチャンピオンズリーグ ４月19日（火） 19:00 水原三星ブルーウイングス カシマスタジアム

Ｊ１リーグ　　第７節 ４月23日（土） 15:00 横浜F・マリノス カシマスタジアム

アジアチャンピオンズリーグ ５月３日（火・祝） 15:00 上海申花 カシマスタジアム

頑張れ！ 鹿島アントラーズ!!
王座奪還！ アジアチャンピオンを目指して!!
頑張れ！ 鹿島アントラーズ!!
王座奪還！ アジアチャンピオンを目指して!!

～ 鹿島アントラーズ　20周年メモリアルイヤー　開幕！ ～～ 鹿島アントラーズ　20周年メモリアルイヤー　開幕！ ～
FOOTBALL  DREAM  NEXTFOOTBALL  DREAM  NEXT

障害者の『働く力』を応援してください！
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お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５１～２５３

　一般ごみの年間排出量の約３割以上を生ごみが占めているとも言われており、生ごみ減量化に対して、家庭用電気

生ごみ処理機などを用いた一般家庭での取組みなどが、大変重要になってきています。

　そこで潮来市では、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）・家庭用電気式生ごみ処理機の購入に助成を行っています。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、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、予定額に達した時点で締め切らせていただきます。

生ごみ処理機を使えば お台所はいつも清潔！

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）

18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）

・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

◎補助の対象となる生ごみ処理機器 ◎補助要件

●届出制から許可制になり、事業開始の30日前までに市

長の許可が必要になります。

●土地所有者の責務が、事業者と共同の責任を負うことと

なりました。

●事業者の責務が明確になりました。

●許可制になったことにより、罰則が強化されました。

　１月21日（金）に開催された平成23年第１回臨時議会において、

土採取事業規制条例を改正する条例が議決され、土採取事業を行う

場合の手続きが変わりました。

土採取事業規制条例が改正されました

コンポストや生ごみ処理機で生ごみを減らそう

　近年になり、廃棄物処理法の罰則強化や埋め立て盛土条例の厳罰化などを背景に、土採取事業についても

不法投棄の温床となることが指摘されています。

　このため、適正な土採取事業がされ、本条例の目的である災害防止と自然環境の保全をしていくために、

潮来市土採取規制条例を届出制から許可制に改正しました。

改正の背景

　平成23年２月１日（火）から適用になります。

※申請など、詳細は環境課までお問い合わせください。

条例の主な改正内容

改正期日
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・匿　名 2,000円

・ララルー協同組合、

　合資会社ジャパンプラネット　 15,000円

・水郷芸能ミュージシャン 25,299円

・たまごクラブ 22,000円

・潮来市商工会 18,566円

善意銀行 （１月分・敬称略）

※清掃作戦でのごみは、落ちているも

の（汚れているもの）を拾うためリ

サイクル困難とし、

　通常のごみの分別収集とは違います。

① 燃 や せ る ゴ ミ …ペットボトルやプラスティック・

　　　　　　　　　　 ビニール類・下記以外のもの

②燃やせないゴミ例 …空き缶・空きビン・陶器・

　　　　　　　　　　 少量の金属など

実施日　平成23年３月６日（日）小雨決行
　※延期場合のみ、当日朝７時に防災無線で放送します。（延期３/13）

内　容　ごみ拾い・空き缶拾い・清掃

分け方　燃やせるごみ と 燃やせないごみは、混ぜずに、別々に集めてください。

お問合せ及び当日の連絡先　潮来市　環境課 TEL.６３-１１１１　内線２５２

「清掃大作戦」のお知らせ

お問合せ　茨城県　生活環境部　消防防災課　TEL.０２９-３０１-２８７９
ホームページ　http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/shobo/shobo.htm

傷病者の搬送・

受け入れ基準を策定！

　「改正消防法」が施行（平成21年10月）された

ことを受けて、茨城県では救急搬送を必要とする

全ての傷病者が適切な医療機関に迅速に搬送され

る体制の実現を目指し、「茨城県傷病者の搬送お

及び受入に関する実施基準」を策定しました。

試　　行　平成23年１月～平成23年３月

本格運用　平成23年４月～

　※詳細については、茨城県消防防災課ホームページをご覧ください。

実施基準のポイント

傷病者の症状の分類と各症状に対応
できる医療機関リストを作成
（緊急性、重症度、専門性の観点から16

症状に対応し分類）

選定基準
　症状別医療機関リストの中から直近の

医療機関に搬送

１

２

３

４
受入医療機関確保基準
　処置困難やベッド満床等の理由によ

り、傷病者の受入れ医療機関の選定に20

分以上要した場合、あらかじめ定めた30

の医療機関に搬送

観察基準
　救急隊が、現場で傷病者の状況を適切

に観察し、該当する医療機関リストから

選択

傷病者の搬送・

受け入れ基準を策定！

今後の予定
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図書館へ

よ う こ そ

図書館だより
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 ３月の図書館カレンダー 
 ※休館日は、３月１６日（水）

　 館内整理日となります。

３月３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

３月６日（日）午後２時～２時30分

「花（はな）」のおはなし
図書館のおにいさん、おねえさん

３月12日（土）午後２時～２時30分

「引越し（ひっこし）」のおはなし
図書館友の会

３月17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

３月26日（土）午後２時～２時30分

「兄弟・姉妹（きょうだい・しまい）」
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

図書館員おすすめの本

紹介　「家庭菜園には興味があるけど難しそう…」自分の手で一度も野菜を育

てたことが無いと、野菜を作ることはとても難しそうに感じてしまい

ます。野菜の高騰や気象により、なかなか食卓に野菜が並ぶ機会も

減っているかもしれません。でも、おいしい野菜が食べたい！という

思いは皆さん共通だと思います。どんな畑を作れば

いいのか？良い土の作り方、種まき、水やり、害虫

駆除の方法まで、初めて家庭菜園プランターに挑戦

する方にもおすすめの本を沢山用意しました。2011

年！家庭菜園元年にしてみてはいかがでしょうか。

特集 「家庭菜園」

作品　３月は卒園・卒業、お別れの季節ですね。悲しい気

分になりそうな時は、「わらえるお話」を読みましょ

う!!「じごくのそうべえ」「ぶたのたね」「あしにょ

きにょき」「うんちっち」「だるまだ！」などわらえ

るお話が大集合です。

特集 わらっちゃうね（笑えるお話・落語）児童本特集（３月）

今月の本棚（３月）

作品　雑誌『赤い鳥』出身の作家の一人であり、代表作「ごん狐」はこの雑誌

に掲載されたのが最初です。重い病気により29歳の若さで亡くなったた

め、作品数は多くありませんが、「おぢいさんのランプ」「手袋を買い

に」など教科書でも有名な心に残る作品を数多く残しました。「新美南吉

童話全集」では、生涯に残した童話や代表作を網羅しています。長く世

代を超えて読み継がれてきた作品ばかりです。どうぞご利用ください。

特集　新美　南吉（児童文学作家）

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

３月19日（土） 午後１時30分～
レミーのおいしい

レストラン
－

子ども向け
（アニメ）

３月20日（日） 午後１時30分～ 誰が為に鐘は鳴る
ゲイリー・クーパー

出演
青少年・大人向け

（洋画）

・図書館２階視聴覚室で上映いたします。　　・すべて入場無料です。

◇上映会のお知らせ◇

日　時　２月27日（日）14：00～15：30

場　所　旧牛堀第一小学校体育館（図書館敷地内）

募　集　幼児～小学校４年生、100名程度。

　　　　参加費無料。

　　　　保護者の方も一緒にご参加ください。

申込み　事前申込。図書館カウンター、または電

話・FAXにてお申し込みください。

　　　　※メールでのお申し込みは受け付けており

ません。

絵本作家の、のぶみさんが潮来市立図書館にやってくるよ！

みんなで一緒に、かいじゅう退治や紙のトンネルで遊んじゃおう！

 のぶみさんのプロフィール 

　絵本「しんかんくん　うちにくる」シリーズ、「お

ひめさまようちえん」シリーズ、「ぼく、仮面ライダー

になる！」シリーズなど、120冊出版。NHKみいつけ

た！で「おててえほん」NHKおかあさんといっしょ

の作詞、アニメに「おしりフリフリ」「ブラブラせ

いじん」「おっとっとのオットセイ」などがある。

オフィシャルホームページ：http://www.nobmi.com/

絵本作家「のぶみ」さんと遊ぼう！絵本作家「のぶみ」さんと遊ぼう！



19

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

3

10

17

24

31

4

11

18

25

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

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H22.3月生）＋当番医

延方クリニック
566-1873

第25回　延方芸能文
化祭（延・公）

＋当番医

仲沢医院563-2003

清掃大作戦（市内全域）
第12回　芸能音楽祭

（潮・公）
＋当番医

船坂医院566-1285

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H19.12月生）

華たいむ（い）

子育て広場（中）

子育て広場（中）子育て広場（中） 子育て広場（図）
マタニティ・セミナー
（か）

１歳６ヶ月児健診（か）
（H21.8月生）

子育て広場（図）
７ヶ月児育児相談（か）
（H22.7月生）

子育て広場（図）子育て広場（中）

春分の日

子育て広場（中）
ポリオ（か）

（H22.11月30日以前生）

子育て広場（中）

＋当番医

常南医院563-1101

● 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
（潮・公）…潮来公民館
（延・公）…延方公民館

＋当番医

大久保診療所
562-2506

子育て広場（中）
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子育て広場（中）
ポリオ（か）

（H22.11月30日以前生）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H22.10月生）

子育て広場（中） 子育て広場（図）

ストレッチ体操（い）
いきいき健康体操（か）

March

の
カレンダー3月

54
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№129図 潮来の大門河岸

住民税申告・相談（か）

住民税申告・相談（か）

住民税申告・相談（か）
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○できごと
　・雲仙普賢岳が198年ぶりに噴火
　・イラクのクウェート侵攻
　・東西ドイツ統一
○映画
　・「バック・トゥ・ザ・フューチャー３」
　・「天と地と」など

新成人が生まれた平成２年～３年は、どんな年だった？

○ヒット曲
　・Ｂ・Ｂクイーンズ「おどるポンポコリン」
　・米米ＣＬＵＢ「浪漫飛行」
　・井上陽水「少年時代」など
○新語・流行語
　・「プッシュホン」「ちびまる子ちゃん」
　　「バブル経済」など

　１月９日（日）、中央公民館にて「新

成人のつどい」が開催されました。今

年、潮来市では361人が成人を迎え、

307人が式に出席しました。

　式典で 田市長は「人が想像できる

全てのことは、必ず実現できる」と夢

と希望に満ちあふれた新成人たちを激

励し、「生まれ育った潮来市を誇れるま

ちにしていくために皆さんの『若い力』

を貸していただきたい」とまちづくり

への協力を呼びかけました。

　式典終了後には各地区ごとに記念撮

影が行われ、友人同士で写真を取り合

うなど、会場は新成人の笑顔であふれ

ていました。

ちなみに…

実行委員のメンバー
左から　小沼　麻衣さん、窪谷　浩美さん、
　　　箕輪　一也さん、下河　諒太さん


