
『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(1階フロア)を7月29日(金)で閉鎖

します。今後の『り災証明書』・『被災証明書』の発

行については、税務課までお問い合わせください。

　

　市ではり災証明書を申請された方の市税の減免申

請手続きを不要としておりますので、お早めに手続

きを行ってください。

※二次調査等により、被害状況が確定していない

方々については確定しだい行います。

① 7月は固定資産税2期・国民健康保険税1期の納

   付月です。納期限は8月1日(月)です。

※口座振替の方は、口座の残高を確認願います。

② 固定資産税の震災による軽減(『り災証明書』

　 の被害判定が『半壊』以上）の場合

　3期(平成23年9月)以降で軽減していきますので、

1期、2期は納付願います。

　なお、り災証明書の被害判定が大規模半壊以上の

資産のみをお持ちの方は、2期分を納付することで

還付が発生しますので、後日、還付の通知を送付い

たします。

③ 督促状発布

　※震災により発布を猶予していました。　

　8月18日(木) 送付　

　軽自動車税・固定資産税1期・市県民税1期

　平成22年度市県民税随時、国保税随時

　　　　　　　　指定納期限：8月29日（月）

　8月22日(月) 送付　

　固定資産税2期・国保税1期

　　　　　　　　指定納期限：8月31日（水）

④ 平成22年度滞納処分(差押)件数

　　不動産117件・預貯金101件・生命保険13件・

　　給与年金31件・その他4件　　　　合計266件

　

　潮来市 税務課 TEL 63-1111(内線番号は次のとおり)

　申告・課税・減免について：121、123、124

　り災証明書・被災証明書について：125、126

　口座振替・納税のご相談について：127、136

  

　

　液状化被害の一助となるよう、不同沈下住宅の

ジャッキアップ工事見学会を開催します。液状化によ

り、住宅被害を受け、今後工事を予定している方、ぜ

ひお越しください。

　　　　　 7月30日(土)、31日(日)

　　　　　 ※両日とも午後2時～3時

　　　　　 県営日の出住宅集会所(日の出5-19-1)

　　　　　 工事の現地見学、工事概要資料等の配布

           

  茨城県 土木部 住宅課　TEL 029-301-4759（直通）

　現在、仮設配管により給水されている日の出・十番

地区の皆さまには大変ご迷惑をおかけしております。

　梅雨も明け、気温が上昇している影響で、仮設配管

内の水温が30度を超える状況が見られます。水温の上

昇に対して市民の方から一部問い合わせがあったた

め、市として水質検査を行わせていただきました。

　検査の結果、大腸菌等の細菌は一切検出されません

でしたので、飲み水として『 安全 』です。

　市では水温の上昇への対応策として数カ所で排水し

ておりますが、全体の温度を下げるまでにいたってお

りません。

　温まった水道水については、お風呂等にご使用して

いただきますよう、ご協力お願いいたします。

　　      

　潮来市 上下水道課 TEL63-1111 内線332

　国義援金(日赤・共同募金会)の2次配分が決定しま

したので、お知らせいたします。

　住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」と判定

された世帯(アパート・借家に居住する世帯を含む)

　　　　　　　　　　　　５６万円

　　　　　　　　　　　　２８万円

※「被災者生活再建支援制度」、「茨城県災害見舞金」

　 を申請された方の口座に振り込まれます。

　潮来市 社会福祉課 TEL 63-1111 内線385、386
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日　　時

場　　所

内　　容

問合せ

義 援 金　２ 次 配 分

対象世帯

上下水道課からのお知らせ

問合せ

問合せ

全　　壊

大規模半壊および半壊

お知らせ

県営日の出住宅 ジャッキアップ工事見学会

参加者全員へ

プレゼント有り　　市制施行 10 周年記念事業

開 催 日 8 月 21 日（日）午前 5時 50 分 日の出中学校グラウンド集合

内　　容

① ＮＨＫ夏期巡回ラジオ体操　午前 6時～ 7時 (日の出中学校グラウンド )

② グラウンドゴルフ大会　午前 7時～ 9時 (日の出コミュニティ広場 )
対　象：潮来市高齢者クラブ

③ 輪投げ大会　午前 7時～ 9時 (日の出中学校体育館 )

対　象：潮来市高齢者クラブ・市内小中学生

④ 小中学生ウォークラリー大会　

　 午前 7時～ 9時 (日の出中学校グラウンド )

⑤ ウォーキング大会　午前 7時～ 9時 (中央公民館～日の出地区 )
対 象：どなたでもご自由にご参加いただけます。

対　象：市内小中学生

⑥ 公民館対抗綱引き大会　午前 8時～ 9時 (日の出中学校グラウンド )

対  象：地区代表者

⑦ 公民館対抗年代別リレー大会 午前 9時 25分～ 9時 50分 (日の出中学校グラウンド )

対  象：地区代表者

○表彰式　午前 10 時～（日の出中学校グラウンド）

対　象：どなたでもご自由にご参加いただけます。

　米国 (サウスカロライナ州 )で開催された、
ダブルダッチ世界選手権大会で優勝した高校生
チーム「ＤＩＡＮＡ(ディアナ )」の演技披露が
決定！世界一の演技をぜひ間近でご覧ください。

8月21日 (日 ) 
午前9時　(予定)

日の出中学校グラウンド

【問 合 せ】 　

①NHK 夏期巡回ラジオ体操

⑥綱引き大会　⑦年代別リレー大会

　中央公民館　TEL 66-0660

②グラウンドゴルフ大会　③輪投げ大会

　介護福祉課 TEL 63-1111 内線 390、391

④小中学生ウォークラリー

⑤ウォーキング大会

　かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240

【日　　時】

【場　　所】

ＮＨＫ夏期巡回ラジオ体操＆
潮来市夏の健康フェスタ

ＮＨＫ夏期巡回ラジオ体操＆
潮来市夏の健康フェスタ

クイズに答えて

賞品ＧＥＴ！

【ＤＩＡＮＡの皆さん】

　「今、心をひとつに」を合い言葉に、市民や企業の皆さん、行政が復興に向け力を合わせております。
この復興を進めるには、市民の皆さん一人ひとりが健康で元気でなければなりません。
　ついては下記のとおり、NHK 夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会、そして潮来市夏の健康フェス
タを開催いたします。皆さまのご参加を心からお待ちしています。

ダブルダッチ世界選手権優勝チーム
『ＤＩＡＮＡ』凱旋！

税務課からのお知らせ

問合せ

り災証明書の申請はお早めに



　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20日（水）　天候：曇り時々雨　　

　 　　　　 　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

　

　猛暑が続き、昨年以上にカメムシ類

の発生が多くなってきております。
防除対策の徹底をお願いいたします。
          
  行方地域農業改良普及センター TEL 72-0256
　潮来市　農政課　TEL 63-1111 内線264～266

 日頃の感謝を込め、潮来市在住・在勤・在学の皆さ
んを特別にご招待・ご優待！
　また、当日はメインスタンドコンコースで潮来市の
PRイベントや地域特産品の販売等も行います。
　　　　　8月28日(日) 午後6時30分キックオフ　　
　　　　　(開場：午後3時30分)　　VS アビスパ福岡
　　　　　茨城県立カシマサッカースタジアム

 ○ご招待　 小中学生・65歳以上の方・
  （無料）  ファンクラブ会員
 ○ご優待   上記に該当しない市内在住・
   (1,000円)在勤・在学の方
 ○座　席　 1B指定席（先着順）また
            はサポーターズシート

　試合当日、第3ゲート横の赤い特設テントで午後2時
から引き替えを開始します。
(市内在住・在勤・在学を証明できるもの、ファンク
ラブの方は会員証をご持参ください)

　

　

　米の生産数目標に従って生産する販売農家に対し
て、主食用米の作付け面積10アールあたり1万5,000円
が定額交付されます。

　①生産調整(転作等)達成者
　②水稲作付面積1,100㎡以上　　③水稲共済加入者

 　潮来市再生協議会事務局(潮来営農センター内)
　　　　　
　7月25日(月)～8月5日(金)※土・日・祝日を除く
　午前9時～午後4時※正午～午後1時を除く

　潮来市農業再生協議会(〒311-2421 潮来市辻929)
　TEL 80-1550  FAX80-1310

　市では児童扶養手当を受給されているお母さんの就
労を支援するため、就労相談窓口を開設します。
※児童扶養手当については、平成22年8月から、父子
　家庭の父も受給出来るようになりました。
　　　　　 8月8日(月) 午前10時～午後3時
　　　　　 市役所(1階　相談コーナー)
　　　　　 茨城県母子自立支援プログラム策定員　
    
　①母子自立支援プログラム策定員・母子自立支援員
　　が就労の相談をお受けします。   
　②その中で、生活や子育ての状況、自立・就労の妨
　　げになっている要因をお伺いします。  
　③自立目標や支援内容(プログラム)を作り、必要な
　　情報提供やアドバイスを行います。  
　④必要に応じて、母子自立支援プログラム策定員が、
  　　ハローワークとともにさらなる就労支援を行います。 
     
　茨城県鹿行県民センター県民福祉課 TEL 0291-33-6264 

  潮来市　社会福祉課　TEL 63-1111　内線386

　国税に関する申告、申請、納付等の期限が延長され
ていましたが、茨城県の納税者の方につきましては、
平成23年7月29日(金)が期限となります。
　なお、東日本大震災の影響により、上記期限までに
申告・納付等ができない方は、申請を行うことによ
り、期限を延長することができます。
　また、7月29日までに所得税や消費税の申告書を提
出した個人の方の振替納付日は、8月31日(水)となります。
　　　　　　　　　 潮来税務署 TEL 66-6931

           7月30日(土)10時～16時

           鹿島宇宙技術センター(鹿嶋市平井893-1)

　　　　　 ・災害にも強い衛星通信

　　　　　 ・放物軌道の実験に挑戦

　　       ・電波で見える地震の爪あと 他

　　　　　　無料　　　　　　　　

　　　　　　事前予約不要

  鹿島宇宙技術センター　TEL82-1211

　ホームページ　http://ksrc.nict.go.jp/

　○講習会　9月13日(火)  午後1時30分～4時30分

　○試　験　10月13日(木) 午後1時30分～3時30分

　　　　　 ホテルマロウド筑波(土浦市城北町2-24)

　

　大学、大学院、短期大学、高校卒業…1年以上の実

　務経験を有する方

　中学校卒業…2年以上の実務経験を有する方

　※高等学校以上の土木工学または、これに相当する

　　課程を修了して卒業した方は実務経験を要しません。

　　　　　 4,000円(講習会手数料込)

         　8月12日(金)

　　　　 　希望者は潮来市役所上下水道課で受験申

           込書を受け取り、必要事項を記入の上、必

           要書類等を添えてお申し込みください。

　潮来市　上下水道課　下水道グループ

　TEL 63-1111　内線324

 

　　　　　 9月18日(日) 午前9時～

           鹿行消防本部(鉾田市安房1418-15)

           昭和62年4月2日

                ～平成6年4月1日までに生まれた方

　　　　　 6名程度

           8月15日(月)まで

　　　　　 鹿行消防本部または潮来消防署に配置の

           申込書に必要事項を記入の上、直接持参し

           てください。

　鹿行消防本部　総務課　TEL 0291-34-2119

  潮来消防署　　管理課　TEL 63-0119

募　　　集

カメムシ注意報

発令中

国税に関する、申告・申請・納付の期限

市役所および市内教育施設　放射線量測定結果

採取日

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 (0.8 Bq/kg 未満 ) 6 月 13 日

不検出 (0.6 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.5 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.6 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.7 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.6 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.6 Bq/kg 未満 )

6 月 20 日

6 月 27 日

7 月 4 日

7 月 11日不検出 (0.7 Bq/kg 未満 )不検出 (0.8 Bq/kg 未満 )

7 月 19 日不検出 (1.0 Bq/kg 未満 )不検出 (0.8 Bq/kg 未満 )

検査機関

暫定規制値

問合せ

実施日

暫定基準値
問合せ

問合せ

問合せ・申請先

手 数 料

応募締切

応募方法

応募締切

問合せ・応募先

鹿島アントラーズ
ホームタウンデイズ「潮来の日」開催！

場　　所

入 場 料

特別チケット交換所

日　　程

鹿島アントラーズ　2011敬老の日
スペシャルデイ 65歳以上の方を無料ご招待

　市内在住の 65 歳以上の方に無料招待券を配布

いたします。

　また、同伴されるご家族用として、特別割引料金で

観戦できるチケットもご用意しておりますので、家族

みんなで鹿島アントラーズを応援に行きましょう！

配布日程 8月25日 (木 ) 市役所1階ロビー
午前10時～午後2時

対象試合 9月18日 (日 ) VS 名古屋グランパス
※住所と年齢の確認できるものを必ずご持参ください。

募集人数

【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)

応募方法

農業者戸別所得補償制度　申請手続

広報いたこ情報版　平成23年7月24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）

問合せ

対 象 者

問合せ・申請先

排水設備主任技術者の資格認定試験および講習会

鹿島宇宙技術センター施設一般公開
　「地球と宇宙をつなぐ、電波と人工衛星」

潮来市水道水の放射能量測定結果

農 家 の 皆 さ ん へ

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

0.214

0.108

0.143

0.144

0.149

0.135

0.080

0.089

0.096

0.101

0.161

0.104

0.133

0.146 (▲0.014 )

(▲0.009 )

(　0.053 )

(  0.004 )

(  0.014 )

(▲0.016 )

(  0.028 )

(▲0.021 )

(▲0.016 )

(  0.016 )

(　0.005 )

(▲0.002 )

(　0.008 )

(　0.001 )

(▲0.004 )

(  0.008 )

(▲0.016 )

(▲0.002 )

(▲0.005 )

(  0.054 )

(▲0.004 )

(  0.013 )

(▲0.009 )

(　0.005 )

(▲0.007 )

(　0.01  )

(▲0.014 )

潮来保育所 0.107 (▲0.007 )

(　0.009 ) 

(▲0.007 )

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 0.101(▲0.033 )

0.194

0.104

0.144

0.134

0.131

0.120

0.078

0.094

0.099

0.101

0.101

0.160

0.107

0.121

0.143

0.127(  0.004 ) 0.121

0.121(  0.004 ) 0.091

0.132(▲0.02  ) 0.138

0.107

0.111(  0.018 ) 0.104

0.144(  0.003 ) 0.122

0.121(        ) 0.101

0.077(  0.003 ) 0.073

(  0.005 )

(▲0.002 )

(▲0.01  )

(▲0.021 )

(▲0.007 )

(▲0.016 )

(▲0.019 )

(    　  )

申請場所

申請期間

母子自立支援プログラム

日　　時

場　　所

場　　所

内　　容

場　　所

内　　容

入 場 料

申込方法

問合せ

日　　時

日　　時

場　　所

受験資格

問合せ・応募先

平成23年度 鹿行広域事務組合消防吏員採用試験

日　　程

場　　所

対 象 者

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！

　8月11日(木)にカシマスタジアムで開催される震災復興チャリティコンサート『SMILE AGAIN 2』の

チケットがチケットぴあ各店舗(またはセブンイレブン、サークルＫ・サンクス)にて絶賛販売中！

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
チケット販売店(チケットぴあ各店舗)

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】

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！

0

0


