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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成21年度 第15号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
子育て スポーツ・健康づくり 保健・医療

 地域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用し、本

市の景気刺激を図るとともに、2011年の地上デジタル

放送移行に対する公共施設の地上デジタル放送対策を

行うことを目的に、市が購入する地上デジタル放送対

応テレビなどのデジタル放送対策機器の納品業者を広

く募集します。

　　　　　　

　市が指定する公共施設への地上デジタル放送対応テ

レビ及びチューナー等の調達、設置及び調整。

　市内に本店・本社等の主たる営業所がある電気事業

者の方で、市の所有する公共施設に納品、設置及び家

電リサイクル法による適正な廃棄ができる方。

　次の書類を応募期間内に秘書政策課へ持参し提出し

てください。

(1)地上デジタル放送対応テレビ等購入事業参加資格申請書

　(様式は市ホームページ又は、秘書政策課窓口で入手できます。)

(2)添付書類（※1）

(ア)商業登記簿謄本の写し　(※2)

(イ)身分証明書　：免許証、保険証の写し等（個人事業者）

(ウ)市税納付状況調査同意書

(3)返信用封筒1枚

（表紙に自社の送付先を記載し、80円切手を貼付したもの）

　　※1すでに入札参加資格登録、小規模工事等契約登録を

　　行っている方は添付書類の提出は必要ありません。

　　※2商業登記簿がない場合、(イ)身分証明書を提出してください。

　　※3滞納のある方はこの事業に参加することはできません。

　　　　　　11月24日(火)～12月16日(水)

※納品業者の決定は、書類審査を行い、後日、参加資格

のある業者にそれぞれ担当となる施設・納品台数を返信

用封筒で通知し、当事業への参加意向を求めます。

　詳しくは、市役所ホームページ(http://www.city.itako.lg.jp)

をご覧ください。

　　　　　潮来市役所本庁舎2階　秘書政策課窓口

　　　　　　平日 午前8時30分～午後5時（正午～1時を除く）

　　　　　 潮来市 秘書政策課　

          TEL 63-1111　内線208　FAX 80-1100

          E-mail info@city.itako.lg.jp

　　　　　潮来市役所　（午前10時～正午）

　　　　　ĚČčĩĽĻĖļĜĻĞĎアイモア（午後1時30分～3時30分）

　　　　　潮来市 かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240

　12月31日（木）から1月3日（日）までごみの収集はいた

しませんので、集積所には出さないようお願いします。

　クリーンセンターへの自己搬入は12月30日（水）午

前9時～午後4時までです。30日は、年末の最終日のた

め例年大変混み合い、搬入から精算までに時間がかか

りますので、早めの搬入をお願いします。

　なお、年始は1月4日（月）から平常どおり収集・受

入業務を行います。

          潮来市 環境課　TEL 63-1111　内線252 253

　　　　　施設管理センター　TEL 64-5050

「広報いたこ」10月号でお知らせしました、子育て応

援特別手当（平成21年度版）は、国において、より充

実した新しい「子ども手当」の創設など、子育て支援

策を推進するため、支給しないこととなりました。　

支給対象者の方々に大変ご迷惑をおかけしますが、ご

理解いただきますようお願いします。

          潮来市 子育て支援室　TEL　63-1111　内線386

　　　　　 

　世帯内の国民健康保険や長寿医療制度（後期高齢者

医療制度）などの医療保険に加入している方が、１年

間に支払った各医療保険の自己負担と介護保険の自己

負担を合計し、基準額を超えた場合、申請によりその

超えた金額を支給します。

　支給の対象となる被保険者の方には、12月に申請方

法等のお知らせをします。

　　　　　

  潮来市 市民課 国保年金ĖļķĎĪĽ（内線135）

  介護福祉課 介護福祉ĖļķĎĪĽ（内線391）

　TEL 63-1111

   

 共同住宅（アパート・マンション）内の共同受信施設

や、建物等（3階以上の建物）による受信障害対策とし

て設置された共同受信施設の地上デジタル化に対して助

成制度がスタートしています。

　施設の地上デジタル化対応において、経費負担が過重となる

場合（世帯当たり3万5千円以上）、国の助成が受けられます。

 助成を受けるには、改修工事の実施前に申請を行う必要

があります。

　共同住宅の共同受信施設に対する助成金制度は2010年１月15

日、受信障害施設デジタル化の助成金制度は2009年12月28日が

申請の締切となっています。

　助成制度の詳しい内容については、デジサポのホームページ

(http://digisuppo.jp)をご覧ください。　

　TEL 0570－093－724　（平日 午前9時～午後6時）

　（ＩＰ電話等、ナビダイヤルがつながらない方は、　　

　03-5623-3121でお受けしております。）

　            　総務省　茨城県テレビ受信者支援

　センター（愛称：デジサポ茨城）029-224-0064

　（平日 午前9時～午後6時）で受け付けております。

　潮来市　秘書政策課　TEL 63-1111　内線208　209

　市税・料金などは、決められた納期限内に納めるべ

きものであり、納税者の9割以上の方が期限内に納付

しています。しかし、いかなる理由があるにせよ、納

期内に納めていない方がいます。　

　市では、12月1日から22日を『市税及び国保税・後

期高齢者保険料・介護保険料・保育料等滞納整理強化

月間』と定め、市役所の全職員を動員し、滞納整理を

集中的に取り組みます。

市役所の職員がお宅を訪問します

　強化月間中の12月1日～22日にかけて滞納のある方のお

宅に市役所の職員が直接訪問し、市税・料金等の納付を

求めます。この訪問徴収は、市全体で集中的に行い、全

職員の約250名を動員する大規模な徴収体制です。市税・

料金等の納付忘れはありませんか？　

　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。

　   税   目　　　　  期　別　　　  　納期限　

　  固定資産税   　 　第4期　　　　11月30日(月)

　  市 県 民 税 　    　第4期　　　　12月25日(金）
　
 　　　　　　 　　　第5期 　 　　11月30日(月)

　国民健康保険税　　　第6期  　　　12月25日(金)

    　              　第7期  　　　 2月 1日(月)

      　          　　第8期  　　　 3月 1日(月)
　　

　潮来市 収税課 収税グループ TEL 63-1111 内線 127～129

　水郷有料道路が12月30日（水）をもって料金徴収期間が終

了し、翌12月31日（木）から通行料金が無料となります。

　回数券の払戻を希望される方は、「回数券払戻申請書

※1」に必要事項を記入のうえ残回数券（裏面にバーコード

がある回数券に限る）を添えてご請求ください。

　　　　　　平成22年3月31日（水）まで

　　　　　　（土・日・祝日を除く）

　①茨城県道路公社（本社）水戸市笠原町978-25

　受付時間 午前9時～午後5時　TEL 029-301-1131　 

　URL http://www.i-road.or.jp

　②水郷有料道路管理事務所　潮来市徳島1712

  受付時間 午前9時～午後7時　TEL 66-4277

　

○現金での払戻　

（①又は②に残回数券と申請書を持参してください）

○銀行振込での払戻　

（①に残回数券と申請書を持参又は郵送してください）

※１払戻申請書は、道路公社本社①、事務所②及び

  当公社HPから入手できます。

　　　　　茨城県道路公社　業務管理室　

        　TEL 029-301-1131

 潮来市農業委員会委員一般選挙（18名）の選挙期日が

決定しましたのでお知らせいたします。なお、立候補予

定者説明会を下記のとおり開催いたしますので、立候補

予定者又は代理者のご出席をお願いします。

　　　　　　平成22年 1月24日（日）

　　　　　　午前7時～午後6時まで

注）投票所を閉じる時間は午後6時です。ご注意ください。

　　　　　　　平成22年 1月17日（日）

立候補予定者説明会　

　12月22日（火）午後2時～潮来市役所　第1会議室（3F）

※説明会当日、資料代として1,050円を持参ください。

立候補届出事前審査　

　平成22年1月13日（水）午前8時30分～午後5時

　潮来市役所　第1会議室（3Ｆ）

農業委員の改選について

　任期3年の農業委員は、平成22年2月2日で任期満了となるた

め、平成22年1月24日に執行される予定ですが、選挙資格のあ

る方は平成21年1月1日現在で下記要件を満たし、農業委員会選

挙人名簿に登録されている方に限ります。

①潮来市内に住所を有し、満20歳以上の方

②10a以上の農地を耕作する農家の経営主

③10a以上の農地を耕作する農家に同居する親族又は、その

配偶者で年間60日以上耕作する方

　　　　　潮来市 選挙管理委員会（総務課内）　

        　TEL 63-1111　内線221

お　　知　　ら　　せ

要　件

場　所

払戻期間

助成金申請

デジサポ助成金相談窓口

選挙告示日

応募期間

　　国民健康保険・長寿医療制度からのお知らせ
　　　～高額医療・高額介護合算療養費制度が始まりました～

　　　　子育て応援特別手当（平成21年度版）
の執行停止について

払戻方法

受付場所

投票時間

選挙期日

問合せ

問合せ問合せ

応募条件

応募方法

事業内容

年末・年始のごみの収集、自己搬入について

潮来市農業委員会委員 一般選挙のお知らせ

水郷有料道路の無料開放について共同受信施設の地デジ化助成制度のお知らせ

H21年度市税・料金等
滞納整理強化月間のお知らせ

　　12月9日(水)に献血を行います
ご協力お願いします

潮来市公共施設デジタル放送対策整備事業
参加希望業者申請を受け付けます

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

受付時間

提出先

問合せ

問合せ



クリスマス・ミニ・コンサートを開催します

　モーツアルト・ベートベン・ジブリメドレー・

クリスマスメドレーを、オーボエ四重奏にのせて

お贈りいたします。

　　　　　12月13日（日）午後7時30分開演

　　　　　潮来市立図書館（エントランスホール）

荒井　智子さん（ヴァイオリン）

江寺亜矢子さん（オーボエ）

伊藤　綾子さん（ヴィオラ）

竹本　聖子さん（チエロ）

※　先着60名（小学生以上に限る）

※　座席券を配布します。（電話で申込みの方は、コン

サート前日までに座席券を受け取りに来館してください）

　第５回　おもしろ理科教室参加者募集！

　今回のテーマは「光のオブジェ」。紙コップ・

釣り具の蛍光ライン・ボタン電池などを使い、紙

コップに好きな絵を画いてオンリーワンディスプ

レイをつくります。楽しみながら、光と色の性質

を知り、光通信の原理を学びます。光のオブジェ

でクリスマスを楽しみましょう。

　　　　　12月19日（土）午後2時～4時

　　　　　潮来市立図書館（集会室）

　　　　　　小学生30名程度（1・2年生は保護者同伴）

　　　　　1人400円（材料代等）

　　　　　はさみ、クレヨン又はクーピー

申し込みは、図書館カウンター又は電話で。

（FAX・メール不可）

　潮来市立図書館　TEL 80-3311

誰にでもできる簡単な体操です。

年齢、性別不問。お気軽にご参加ください。

　　　　　12月7日(月)

　　　　　平成22年1月25日(月)、2月8日(月)、3月8日(月)

　　　　　午前10時～

　　　　　かすみ保健福祉センター(島須777)

バスタオル(裸足になって行ないます。動

きやすい服装でどうぞ)

　　　　　無料　

　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240

　　　　　1月24日（日）午前9時30分～午後1時30分

　　　　　かすみ保健福祉センター調理室

　　　　　根本菓子店　根本昌幸先生

　　　　　　小学生とその父親（小学生は1組2名まで）

　　　　　　定員12組

　　　　　1人700円

　　　　　　12月3日（木）～12月11日（金）

　　　　　　午前9時～午後9時（月曜日は除く）

親子の氏名（フリガナ）・住所・電話番

号・子の学校名・学年・参加希望理由を

明記し、電話またはFAXでお申し込みく

ださい。

　※　申込み多数の場合は、抽選になります。

　レイクエコー・茨城県女性プラザ女性プラザ課

　TEL 0299-73-2300　FAX 0299-73-3925

　　　　　12月6日（日）午後1時より　参加無料

　　　　　潮音寺講堂　（日の出4-7）

　　　　　「我が演劇人生（仮題）」

　　　　　 講師：劇団誠 座長  松井 誠 氏

まほろば塾・潮音寺こころの学校・歴史文

化講演会実行委員会

　　　　　水雲山潮音寺「こころの学校」事務局

        　TEL 66-0623

    

　12月の展示内容は次のとおりです。入場は無料です

ので、皆さんでお越しください。

　

　　　　　水郷まちかどギャラリー（NPO法人 水美研）

　　　　　TEL／FAX 63-3113　月曜日休館

　水郷の音楽会実行委員会事務局

　TEL 62-2562　(白鳥)

船舶免許更新失効講習会を開催します。

　　　　　12月12日（土）午前9時～

　　　　　潮来ホテル1階会議室　　TEL 62-3130

　　　　　　船舶免許コピー1枚

　　　　　　写真（タテ4.5ｃｍ×ヨコ3.5ｃｍ）2枚

　　　　　　住民票（本籍地記載）1枚

　　　　　10,000円（更新）

　　　　　15,000円（失効）

11月28日（土）までに、必要書類を添え

てお申し込みください。

（財）日本海洋レジャー安全振興協会

水郷ボートサービス（株）TEL 63-1231

12月6日（日）午後2時開演

鹿嶋勤労文化会館

アンダーソン特集、

クラシック曲集

指揮者に挑戦コーナーなどの

楽しいプログラム

大人1,500円　高校生以下1,000円

（当日500円増）（未就学児もご入場できます）

鹿嶋勤労文化会館・アイモアほか

カシマフィル事務局　北村まで（鹿嶋市）

TEL 090-9649-1551

平成22年2月13日（土）午後1時30分～3時

レイクエコー　茨城県鹿行生涯学習センター　多目的ホール

『笑いと健康』

落語家 三遊亭楽太郎 氏

308名（定員になり次第、締め切ります）

入場は無料です。

12月1日（火）より開始。申込方法等詳

細については、下記へお問い合せくださ

い。＊ただし12月29日～1月3日の年末年

始、12月20日は振替のため、休館とさせ

ていただきます。

　レイクエコー　行方市宇崎1389

　TEL 0299-73-2300　FAX 0299-73-3925

　（月曜日を除く午前9時～午後9時）

40名

中学校卒業以上（見込み含む）

10,000円

平成22年1月12日（火）～16日（土）

1月20日（水）

数学・国語・作文・面接

1月27日（水）

　鹿島医師会附属准看護学院

　TEL 0299-82-7278

広報いたこ情報版　11月22日発行　発行者　潮来市長         （広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線209まで）
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参加対象

申込期間

参加対象

必要書類

申込締切

問合せ・申し込み

問合せ・申し込み

問合せ・申し込み

第10回 潮音寺こころの学校 秋季公開講座
「まほろば塾・歴史文化講演会」

イ ベ ン ト ・ 教 室 な ど 子育て応援講座～お父さんといっしょにクッキング～

手作りパウンドケーキを作ろう！！

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ問合せ

日　時

時　間

実施日

場　所

場　所

持ち物

参加費

日　時

日　時

参加費

日　時

日　時

場　所

料　金

主　催

問合せ

日　時

会　場

内　容

前　売

発売所

日　時

会　場

演　題

講　師

受験料

定　員

場　所

演　題

主　催

場　所

講　師

会　場

演奏者

水郷まちかどギャラリー　展示内容のお知らせ

カシマフィルハーモニー　　　　　　　　

ファミリーコンサート

船舶免許更新講習会のお知らせ

げんでん　ふれあい文化講演会のお知らせ

鹿島准看護学院生徒募集

『水郷の音楽会』開催

「いきいき健康体操」を始めませんか？

図書館からのお知らせ

市内小中学生による人権尊重作品展

（ポスター・標語・作文）　

　　　　　　12/ 1(火)～12/10(木) 

　　　　　　午前10時～午後6時（最終日は3時まで）

第12回 活躍する作家展

（絵画・写真・書道・陶芸・万年青・文芸）

　　　　　　12/12(土)～12/22(火)

　　　　　　午前10時～午後6時（最終日は4時まで）

期　間

期　間

申込開始

募集人員

受験資格

出願期間

入学試験

試験科目

合格発表

募　　　　　　集


