
　市として、国に対して要望活動を行った結果、半壊

以上の住宅被害がある世帯に対して、一定の範囲内で

応急修理ができる制度の期間が延長されましたので、ご

活用ください。

【期間延長】7月29日(金)までに申請

　　　　　 （8月10日(水)までに工事を完了すること）

【対象となる修理】

①屋根、柱、床、芸壁、基礎等の応急修理

②ドア、窓等の開口部の応急修理

③上下水道、電気、ガス等の配管、配線の応急修理

④衛生設備の応急修理

【支援限度額】52万円（限度額を超える部分は個人負担）

【所得要件】

　大規模半壊以上の被害を受けた世帯については、所

得要件はありません。

　半壊の世帯については平成21年の世帯収入額が次の

いずれかに該当すること。

①500万円以下の世帯

②500万円超～700万円以下の世帯のうち、世帯主が

　45歳以上または要援護世帯

③700万円超～800万円以下の世帯のうち、世帯主が

　60歳以上または要援護世帯

【申請方法】

  申請書類は、都市計画課(市役所第一分庁舎2階)また

  は潮来市ホームページからダウンロードしてください。

　

  潮来市　都市計画課　TEL 63-1111 内線346、347

　震災復興への対応および行政の効率化を図るため、

7月1日付けで市役所組織の一部を変更いたしました。　

 

　

　　　　　　

　　　　　 潮来市　総務課　TEL 63-1111 内線221

　7月1日(金)から上下水道料金関係ならびに水道の開

栓、閉栓にかかる窓口が、本庁舎1階会計課(3番窓口)

に移りましたので、お知らせします。

　　　　   潮来市 上下水道課 TEL 63-1111 内線334

　

　　　　　　7月29日(金)まで　※平日のみの受入

　　　　　  午前10時～午後4時

　　　　　 「道の駅いたこ」隣の空き地

【解体廃材ごみの種類】　

○瓦・コンクリート・ブロック・大谷石

※コンクリートは多量（おおむね2トン以上）の場合、

　受入証明書が必要です。

～証明書が必要～

○木材等(全壊・大規模半壊の世帯に限る)

※断熱材・アスベスト・割れガラス、石膏ボードなど、

受入できないものもありますので、ご了承ください。

【証明書の発行】

　全壊・大規模半壊の世帯につきましては環境課に　

　て、特別災害ごみ受入証明書を発行します。

【申請に必要なもの】

　り災証明書および被害状況がわかる写真

【注意事項】

・木材は金具を外し、コンクリート類は50㎝以内にして

　ください。

・必ず、ごみの種類別に分別してください。

・事業所からの災害ごみは受け入れできません。

・現場係員の指示に従って搬入してください。

※7月末までに解体が完了しない方は環境課までご相談

　ください。

　潮来市　環境課　TEL 63-1111 内線251～253

　このたびの東京電力福島第一原子力発電所事故によ

る出荷制限やこれにともなう風評被害による価格の下

落等の農畜産物被害に対する損害賠償請求のとりまと

め窓口を農政課内に設置しました。

　　　　　　(市役所農政課にご用意してあります)

・委任状（金融機関の口座もご記入ください）

・損害報告書（別添様式1～3で該当するもの）

・証拠書類

　農協出荷者は、農協で対応します。

・月ごとに集計して請求します。請求漏れについて　

　は、翌月以降でも請求可能です。

・補償額については、今後の動向次第となります。

・請求後も証拠書類は保存しておいてください。

　委任状　振込口座

　様式1　 生産者段階での処分報告書

　　　 　（ほ場廃棄・収穫後廃棄用）

　様式2　 販売先からの返品，販売金額減少報告書

　様式3　 その他発生した損害報告書

　　　　　　農産物を作付していても出荷または、販売

　　　　　　 をしていない場合は、対象となりません。   

          潮来市 農政課 TEL 63-1111 内線264、266

  『り災証明書』および東北地方高速道路用『被災証

明書』臨時相談所を7月29日(金)で閉鎖します。閉鎖

後の相談場所は、後日広報紙にてお知らせします。

　潮来市　税務課　TEL 63-1111　内線123、124

　すでに、「り災証明書」の交付を受けている方は、
「り災証明書」(原本)が高速道路無料化に使用できま
すので、改めて「被災証明書」を申請する必要はあり
ません。

　「り災証明書」をお持ちでない方は、「被災証明

書」の原本の提示が必要になることから、市にて「被

災証明書」を発行します。 

※同住所の家族名の『り災証明書』もご利用できます。 

　　　　　 

　平成23年3月11日に発生した東日本大震災時の潮来

　市民ならびに、市内にいらしゃった方　　　　　　 

　　　　　 本人を確認できる身分証明書

　　　　　 （運転免許証または健康保険証等） 

　　　　　 市役所(1階り災証明書申請受付窓口) 

　　　　　 午前9時～午後5時まで

　○東北自動車道(白河IC以北)　○常磐自動車道(水戸IC以北) 

　○磐越自動車道(全線) 　　　 ○東北地方の自動車道全線 

※対象区間のICを入口又は出口とする走行が対象です。 

※首都高速など、東北地方のNEXCOと一体で料金を徴

　収されない高速道路は対象外です。 

 　　　　 NEXCO東日本　お客様センター 

　　　　　TEL 0570-024-024(ナビダイヤル・24時間)

　

　国民健康保険に加入している70歳以上74歳までの方

①現在お持ちの「国民健康保険高齢受給者証」(水色

の証書)は、有効期限が平成23年7月31日(日)となっ

ておりますので、8月1日(月)から翌年7月31日(火)

までの新しい受給者証を7月下旬に送付します。

②期限の過ぎた受給者証は、住所や氏名が判別できな

　いように細断し、処分してください。

①平成23年8月2日(火)から平成24年7月31日(火)の間

　に75歳になる方については、有効期限が75歳の誕生

　日の前日となります。

②平成23年7月2日(土)から平成23年8月1日(月)までの

　間に70歳になる方の受給者証についても7月下旬に

　送付します。

　潮来市　市民課　国保年金グループ

　TEL 63-1111　内線131
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『り災証明書』および東北地方高速道路用『被災証

明書』臨時相談所を7月29日(金)で閉鎖します。閉鎖

後の相談場所は、後日広報紙にてお知らせします。

潮来市　税務課　TEL 63-1111　内線123、124

原発事故にともなう農畜産物の
損害賠償請求窓口の設置
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お知らせ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ・申請先

市役所組織の一部が変更となりました

震災復興チャリティコンサート　チケット絶賛販売中！震災復興チャリティコンサート　チケット絶賛販売中！

　震災復興チャリティーコンサート『SMILE AGAIN Ⅱ』のチケットについては

先行販売分は完売となりましたが、一般販売分については絶賛販売中です。

　復興と希望を祈る『歌』で『元気』をもらいにスタジアムへ行こう！

日　　時 8月11日（木） 午後7時～

場　　所 県立カシマサッカースタジアム

参加アーティスト

一般販売チケット

①ＳＳ指定バック：　5,000円　
②Ｓ指定バック:   　3,500円
③自由席：大人　　　2,000円
　　　　　小学生以下1,000円

チケット販売店(チケットぴあ各店舗)

【問合せ】鹿島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)

セブンイレブン、サークルＫ・サンクス
Ｐコード：１４４－３４５

【さだ まさし】 【南 こうせつ】 【夏川 りみ】 【河村 隆一】 【相川 七瀬】

住宅応急修理制度　期間延長

8月1日から「国民健康保険高齢受給者証」が
切換となります

対象者

内　容

上下水道 料金窓口の移転について

問合せ

問合せ

対象者

必要書類

申請場所

受付時間

対象道路

提出書類

出荷先による対応

請求に関する注意事項

提出書類

問合せ

問合せ

注意事項

注意事項



　市役所本庁舎および市内教育施設の放射線量はグラウ

ンドの使用や健康に影響のあるレベルではありません。

　　　　　　　7月6日（水）　天候：晴れ　　　 　　

　　　　　　　3.8マイクロシーベルト

 【測定結果】（単位はマイクロシーベルト毎時）

　

※（ ）内の数字は前回調査との比較増減（▲：減少）

　　　　　

  潮来市 環境課 TEL 63-1111　内線251～253

 潮来市水道水の放射能量は、原子力安全委員会が定

めた基準値を下回っているため、飲料水として
「安全」です。検査結果は、次のとおりです。

　　　　　　　中外テクノス

　　　　　　　放射性ヨウ素  ：300 Bq/kg以下　　

　            放射性セシウム：200 Bq/kg以下 
※放射性ヨウ素が100 Bq/kgを超える場合には、乳児

  による水道水の摂取を控えることとされます。

　　　　　

  潮来市 環境課 TEL 63-1111　内線251～253

　

　

　毎日の暮らしの中で、役所の仕事についてお困りの

ことがありましたら、お気軽にご相談ください。
　　　　　　7月20日(水)　午後1時～3時

　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
　
  潮来市　秘書政策課　
　TEL 63-1111　内線205

　心の不安や悩み、不眠、アルコール依存、高齢者の
認知症等について専門医が相談に応じます。震災によ
るストレスや不安等についてもご相談ください。
　　　　　　7月21日（木）午後1時～2時
　　　　　　かすみ保健福祉センター
　　　　　　下記まで電話または直接
　　　　　　窓口でご予約ください。

  潮来市かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240　　　

　　　

　　　　　　

　　　　　　8月26日(金)まで

　　　　　　毎週水曜日 午前10時～午後4時　　　　

　　　　　　潮来市立図書館

　デジタルサポートセンターの

  専門相談員が地デジに関する

　相談を無料で受け付けます。

 

・いくら掛かるの？　

・アンテナは交換が必要？

・今のテレビは使えない？ など

　潮来市立図書館　TEL 80-3311　

　
　　　　　 7月16日(土) 午後1時～午後4時 
　　　　　 鹿嶋市勤労文化会館

　東日本大震災復興支援チャリティーイベントとして
　バンジョーバンド他4つのバンドが楽しいカントリ
　ー曲の演奏を行います。
　　　　　 無料
　　　　　 事前予約不要
※満席時入場不可となりますので、お早めにお越しく
　ださい。
※勤労文化会館指定場所以外での駐車は禁止です。

  カントリーウェスタンフェスティバル事務局
　TEL 63-1729

　　　　　

　

　市では、男女共同参画審議会を設置し、男女共同参

画に関する調査審議を行っていますが、市政への市民

の参画を進め、皆様の幅広いご意見を市政へ反映させ

るために、当審議会委員を公募します。

　①平成23年4月1日現在の年齢が満20歳以上の潮来市民

　②男女共同参画の推進に関心を持ち、年1～2回程度

　　開催される審議会に出席可能な方

　　　　　　2名以内

　　　　　 「男女共同参画社会について」原稿用紙

　　　　　　800字以内（様式自由）

　　　　　　8月1日（月）必着

　　　　　　委員の委嘱期間は任命日から2年間

           （過去の公募委員の再任不可）

　潮来市立中央公民館　TEL 66-0660

　

　　　　　　7月24日(日)　市役所午前6時出発

　　　　　　(午前5時45分集合)

　　　　　　神奈川県鎌倉市

　　　　　　一般　大人6,000円  小学生以下5,000円

            会員　大人5,000円　小学生以下4,000円

　　　　　　40名(先着順)

　いきいきITAKOスポーツクラブ TEL 64-5886

　土曜日 午後1時～4時　日曜日 午前10時～午後4時

　

　郵送・持参　　　8月17日(水)まで

　インターネット　8月15日(月)　午後5時まで　　　

　　　　　　9月18日(日)　教養試験、論文試験

　　　　　　

　警察官A：昭和57年4月2日以降に生まれた方で、　

　学校教育法による大学(短期大学を除く)を卒業いた

　方若しくは平成24年3月31日までに卒業見込みの方

　または人事委員会がこれと同等と認める方。

　警察官B：昭和57年4月2日から平成6年4月1日までに

　生まれた方で、警察官Aの受験資格に該当しない方。

　　　　　　7月16日(土)　午前10時～正午まで

　　　　　　8月6日(土)　 午前10時～正午まで

  ※希望者は行方警察署までご連絡ください。

　　　　　

　茨城県警察本部警務課　TEL 0291-31-4058
  行方警察署警務課　　　TEL 72-0110

  　　　　　大学校　　8月25日(木)～9月6日(火)

　　　　　　学　校　　7月19日(火)～8月2日(火)

            大学校　　10月29日(土)、10月30日(日)

　　        学　校　　9月25日(日)

　　　　　　水戸市　他

　大学校は平成3年4月2日以降に、学校は昭和63年4月

　2日以降に生まれた方で高等学校を卒業した方、及

　び平成24年3月までに高等学校を卒業する見込みの方。

　　

　茨城海上保安部　TEL 029-263-4118

　海上保安庁      URL http://kaiho.mlit.go.jp/

  
　若年求職者(34歳以下)を対象とした就職促進・強化

のためのセミナーを実施します。

　8月12日(金)～就職とは何か～自己理解、職業理解

　9月9日(金)～エントリーシート、履歴書の書き方～

　　　　　　  志望動機、自己ＰＲ編

　10月14日(金)～選考方法のポイント～面接対策編

　　　　　 午後1時～5時

　　　　　 津知公民館(第1学習室)

　　　　　 無料

　　　　　 事前予約不要

　　　　

　茨城県労働政策課　TEL 029-301-364

　　　　　　7月29日(金) 午前8時30分出発

　　　　　　市営あやめ駐車場からバス移動

　　　　　　筑波宇宙センター、筑波神社

　　　　　　市内在住で60歳以上の方

※参加には、県民交通災害共済へ加入がする必要があ

　ります。

　　　　　　1,000円(昼食代含む)　　　　　  30名

　　　　　　下記まで、ご連絡ください。

　　　　　　

  鹿行高齢者はつらつ委員　斉藤　TEL 090-2630-9275

募　　　集

日　時

場　所

内　容

入場料

問合せ

受験資格

応募資格

場　所

内　容

潮来市男女共同参画審議会委員　公募

問合せ

日　時

場　所

参加費

対象者

受験資格

問合せ

日　　時

会　　場

問 合 せ

市役所および市内教育施設　放射線量測定結果

採取日

5月 30 日

放射能量 (Bq/kg)
内　容 放射性ヨウ素 放射性セシウム

水道水
(市上水道 )

(I-131) (CS-137)

不検出 (0.6 Bq/kg 未満 )不検出( 0.6 Bq/kg未満 )

不検出 (0.6 Bq/kg 未満 )不検出 ( 0.8 Bq/kg未満 ) 6 月 6 日

不検出 (0.5 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.6 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.6 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.8 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.7 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.6 Bq/kg 未満 )

6 月 13 日

6 月 20 日

6 月 27 日

7 月 4 日不検出 (0.6 Bq/kg 未満 )不検出 (0.6 Bq/kg 未満 )

検査機関

暫定規制値

問合せ

実施日

暫定基準値

日　　時

場　　所

問合せ

日　　時

場　　所

申込方法

問合せ

時　間

問合せ

募集人数

問合せ・応募先

募集内容

応募締切

応募方法

応募期間

試験日

日　時

その他

場　所

参加料

平成23年度 第2回茨城県警察官 採用試験

地デジ 臨時相談コーナー

問合せ

問合せ

海上保安大学校・海上保安学校 学生募集

期　間

相談事例

申込方法

２０１１年７月２４日 (日 )に現在のアナログ
放送は地上デジタル放送に完全移行します。

募集人数

問合せ・応募先

説明会

鹿行高齢者はつらつ委員会　はつらつツアー

募集人数

応募方法

問合せ・応募先

若年者就活スキル向上セミナー

応募期間

試験日

試験会場

～速報～　鹿島アントラーズ
ホームタウンデイズ「潮来の日」開催決定！

　8月 28 日 ( 日 ) にカシマスタジアムで行われる

アビスパ福岡戦にて「ホームタウンデイズ潮来の日」

の開催が決定しました。

※詳細については、決定次第お知らせします。

　潮来市みんなでアントラーズを応援しましょう。

8月28日 (日 ) 午後6時30分キックオフ

J1リーグ　 VS アビスパ福岡

県立カシマサッカースタジアム

鹿島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）

潮来市水道水の放射能量測定結果

行政相談(秘密厳守・相談無料)

こころの健康相談(秘密厳守)

測定場所
放 射 線 量

潮来第一中学校

潮来第二中学校

日の出中学校

牛堀中学校

潮来小学校

津知小学校

日の出小学校

延方小学校

大生原小学校

徳島小学校

牛堀小学校

延方幼稚園

うしぼり幼稚園

潮来市役所

地上 50cm 地上 1ｍ

0.198

0.104

0.142

0.160

0.121

0.130

0.066

0.110

0.105

0.117

0.108

0.108

0.135

0.160 (  0.01  )

(▲0.009 )

(　0.002 )

(▲0.009 )

(▲0.017 )

(　0.019 )

(▲0.002 )

(▲0.016 )

(　0.008 )

(▲0.042 )

(　0.026 )

(  0.027 )

(▲0.016 )

(▲0.028 )

(▲0.022 )

(   0   )

(▲0.017 )

(▲0.013 )

(　0.002 )

(  0.002 )

(▲0.006 )

(  0.007 )

(　0.001 )

(▲0.017 )

(▲0.018 )

(　0.012 )

(　0.018 )

潮来保育所 0.099 (  0.004 )

(▲0.006 ) 

(▲0.022 )

白帆保育園

スサキ保育園

慈母保育園(旧津知幼稚園)

牛堀保育園

かすみ保育園

小羊保育園

日の出保育園

潮来幼稚園 0.134(  0.008 )

0.201

0.106

0.135

0.143

0.118

0.110

0.083

0.089

0.115

0.105

0.108

0.106

0.114

0.135

0.135

0.123(  0.001 ) 0.116

0.117(  0.016 ) 0.101

0.152(  0.019 ) 0.140

0.128

0.093(  0.007 ) 0.104

0.141(        ) 0.141

0.121(▲0.004 ) 0.117

0.074(▲0.01  ) 0.080

(  0.005 )

(  0.019 )

(▲0.001 )

(  0.011 )

(▲0.001 )

(  0.006 )

(  0.014 )

(  0.01  )

日　程

場　所

参加料

いばらき復興のためのチャリティーイベント
『 カントリーウェスタンフェスティバル ! 』

いきいき鎌倉ウォーキング
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