
　

 国民健康保険税の震災による減免の所得制限がなく

なりました。該当する方へは、国保税第4期(10月)の

変更通知でお知らせしましたので、ご確認願います。

【改正前】前年の世帯合計所得金額が1,000万円以下

　　　　　で、居住する住宅に損害を受けた場合

【改正後】居住する住宅に損害を受けた場合
 

　

 10月は市県民税第3期・国民健康保険税第4期の納付

月です。納期限は10月31日(月)となっておりますの

で、期限内の納税をお願いします。口座振替の方は、

口座の残高の確認をお願いします。

※市では税の公平性を保つため、滞納処分(差押)を

　行っています。

9月の滞納処分(差押)件数

不動産：16件・預貯金：9件・給与：2件　　計27件

　潮来市 税務課 TEL 63-1111(内線番号は次のとおり)

　税務Ｇ 121、123、124　 収税Ｇ 127、136

　市内で浄化槽を設置する場合は、県の条例により高

度処理型合併浄化槽(N型、NP型)の設置が義務付けら

れています。また、市では、生活排水による水質汚濁

を防止するため、浄化槽補助金制度を実施しています

ので、ぜひご活用ください。

■補助金制度について

            公共下水道認可区域及び農業集落排水事業

　　　　　　採択区域以外

　　　　　　ＮＰ型浄化槽(窒素およびりん除去型)

　　　　　　 5人槽　　 87.6万円

　　　　　　 7人槽　　121.9万円

　　　　　　10人槽　　171.9万円

　※上記の金額は、国、県の補助を含む。

　潮来市 上下水道課　TEL 63-1111　内線324、325

            11月1日(火)～11月15日(火)

　　　　　　審査会11月4日(金) 表彰式11月14日(月)

　　　　　　※期間中、菊の販売を一部実施します。

　　　　　　期間中の午前9時～午後4時

　　　　　　市営あやめ駐車場

　　　　　　　　(ショッピングセンターアイモア横)

　　　　　　潮来市菊の会連合会・潮来市

　　　　　　水郷潮来観光協会・潮来市商工会

　　　　  　潮来市 観光商工課　TEL 63-1111 内線244

  

 「白鳥の里」(水原地区)付近の堤防におきまして、

震災における復旧工事が11月から実施されます。被害

が甚大なため、工事期間は未定となっており、期間中

は車での通行ができなくなります。

　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろし

くお願いします。

          　潮来市 観光商工課  TEL 63-1111 内線244

　県営日の出住宅の復旧工事として建物の沈下・傾斜

の復旧工事および液状化対策工事を、下記期間におい

て施工しております。工事の様子などについては、今

後も広報紙などでお知らせします。

　　　　　　平成24年2月29日（水）まで

　　　　　　日の出5－19－1

　茨城県 住宅課 住宅建設・再開発グループ

  TEL 029-301-4769（直通）

　　　　　　11月6日(日)～11月20日(日)

　　　　　　午前9時～午後5時  

　　　　　　鹿嶋勤労文化会館  

　　　　　　

　日本人の心の山『富士山』、

　その秀峰の多彩な顔を撮影し

　た作品を展示紹介します。

　　　　　(撮影者：郡司 忠則)

     鹿嶋勤労文化会館　TEL 83-5911

　　　　　　11月12日(土) 午前10時～午後1時

　　　　　　かすみ保健福祉センター（島須777）

　　　　　　かんたん洋風おから、キャベツとひじき

　　　　　　の酢の物、きのこごはん

　　　　　　11月4日(金)

　　　　　　11月17日(木) 午前10時～午後1時

        　  潮来保健センター(辻676)

　　　　　　美明豚、さつまいも、潮来のお米等を

　　　　　　使った調理および試食

　　　　　　11月10日(木)

～共通～

　　　　　　  エプロン、三角巾、筆記用具、米100g

　　        市内在住の方

            各教室20名ずつ（先着順）

　　　　　　電話にてご応募ください。

　　　　　　潮来市食生活改善推進員連絡協議会

　潮来市かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240
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いたこいたこいたこいたこいたこいたこ 　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。

　　　　　　 10月18日(火)、19日(水)　天候：曇り

　　　 　　　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。

　　　　　　　中外テクノス株式会社

　　　　　　　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

市役所および市内教育施設　放射線量測定結果

採取日

9 月 12 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 (0.8 Bq/kg 未満 )不検出 (1.0 Bq/kg 未満 )

不検出 (1.0 Bq/kg 未満 )不検出 (1.1 Bq/kg 未満 ) 9 月 20 日

不検出 (1.0 Bq/kg 未満 )

不検出 (1.1 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.8 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.9 Bq/kg 未満 )

不検出 (1.2 Bq/kg 未満 )

不検出 (1.0 Bq/kg 未満 )

9 月 26 日

10 月 3 日

10 月 11日

10 月 17日 不検出 (0.7 Bq/kg 未満 )不検出 (0.9 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

潮来市水道水の放射能量測定結果

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

0.192

0.094

0.132

0.134

0.099

0.102

0.076

0.079

0.112

0.099

0.068

0.108

0.124

0.142 (▲0.010 )

(▲0.003 )

(▲0.015 )

(　0.002 )

(▲0.014 )

(▲0.009 )

(▲0.013 )

(▲0.018 )

(　0.010 )

(▲0.037 )

(　0.001 )

(▲0.021 )

(　0.005 )

(▲0.006 )

(▲0.021 )

(　0.002 )

(▲0.004 )

(　0.003 )

(▲0.019 )

(▲0.017 )

(▲0.021 )

(▲0.007 )

(　0.006 )

(▲0.010 )

(▲0.029 )

(▲0.003 )

(▲0.026 )

潮来保育所 0.094 (  　　  )

(▲0.009 ) 

(▲0.017 )

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 0.103

0.187

0.086

0.122

0.128

0.100

0.101

0.074

0.075

0.109

0.094

0.105

0.062

0.110

0.108

0.139

0.111 0.106

0.106 0.094

0.122 0.104

0.110

0.117 0.100

0.117 0.124

0.097 0.101

0.082 0.077

(▲0.002 )

(▲0.007 )

(▲0.003 )

(▲0.021 )

(▲0.021 )

(▲0.003 )

(▲0.016 )

(▲0.005 )

浄化槽の設置と補助金制度

第44回　潮来市菊花展覧会

白鳥の里付近の復旧工事について

国保税の減免にかかる所得制限の撤廃

鹿嶋勤労文化会館　写真展～富士山～（無料）

問合せ

合計所得金額
（世帯全体）

減免割合

500 万円以下

全　壊 大規模半壊・半壊

10 分の 10

750 万円以下

750 万円超

10 分の 5

10 分の 5 4 分の 1

4 分の 1 8 分の 1

減免割合

全　 壊 大規模半壊・半壊

10 分の 10 10 分の 5

県営日の出住宅　復旧工事

時　　間 

料 理 教 室（無料）

(▲0.018 )

(  0.001 )

(▲0.001 )

(　0.003 )

(▲0.002 )

(▲0.013 )

(▲0.012 )

(▲0.007 )

0

お知らせ

問合せ

期　　間

問合せ

場　　所

問合せ

問合せ

時　　間

期　　間

場　　所

協　　賛

主　　催

補助対象 

補助金額 

問合せ・申請先

対象地域 

日　　程

内　　容

場　　所

持参するもの

問合せ・応募先

募集人数

日　　時

対 象 者

応募期限

内　　容

場　　所

応募方法

主　　催

日　　時

内　　容

場　　所

応募期限

東 日 本 大 震 災 に 関 す る 市 民 説 明 会東 日 本 大 震 災 に 関 す る 市 民 説 明 会
　市では、道路や上下水道などの公共施設における国の災害査定の見通しが

立ったことから、次の日程で復旧・復興に関する市民説明会を開催します。　

11月6日（日） 午後1時30分～

潮来市立中央公民館(大ホール)

・東日本大震災による被害状況について

・本格的な復旧・復興状況について

・(社)日本建築構造技術者協会(JSCA茨城クラブ)
  による液状化に伴う住宅復旧工法の説明会

不　要

潮来市震災復興本部(潮来市 秘書政策課内)
TEL 63-1111　内線211～213

場　　所

内　　容

申込方法

問 合 せ

日　　時



◎潮来幼稚園(潮来266-1)  ℡ 62-2437

　　　　　 《保育年数：3年》

　　　　　　3歳児：15名 4歳児：10名 5歳児：10名

　　　　　　午前8時30分～午後2時(延長午後6時まで)

　　　　　　11月1日(火)～11月18日(金)

　　　　　　40,000円

　　　　　　月額17,000円（設備費・教材費含む）

　　　　　　絵本代・給食費等は実費

　○園庭開放・子育て支援(たまごクラブ)

 　【日　程】毎週火曜日 午後2時～4時30分

　 【対　象】未就園児　　【料　金】無料

◎認定こども園 慈母幼稚園(日の出4-7)　℡ 63-1186

　※震災の影響により、旧津知幼稚園園舎を借りて保育中

 　　　　　《保育年数：3年》

　　　　　　3歳児：20名 4歳児：20名 5歳児：20名

　　　　　　午前8時30分～午後3時30分

　　　　　　(早朝 午前7時から、延長 午後7時まで)

　　　　　　11月1日(火）～11月10日(木)

　　　　　　45,000円

　　　　　　月額20,000円(教材費・おやつ代含む)

　　　　　　施設費・バス代・給食費等実費

　○園庭開放・子育て支援

　 【日　程】毎週木曜日 午前10時～正午

　 【対　象】未就園児 【料　金】保険代のみ自己負担

◎認定こども園 小羊幼稚園(須賀南135)　℡ 80-1333

 　　　　　《保育年数：3年》

　　　　　　3歳児：15名  4歳児：15名  5歳児：15名

　　　　　　午前8時～午後2時

　　　　　　(早朝 午前7時から、延長 午後7時まで）

　　　　　　11月1日(火)～11月30日(水)(土曜は午前のみ)

　　　　　　35,000円

　　　　　　月額16,000円(教材費含む)

　　　　　　施設費・給食費等は実費

　○園庭開放　　毎週月～金曜日　午前10時～11時

　○子育て支援(すくすくラミー)　毎月2回

　 【対　象】未就園児　【料　金】無料

※私立幼稚園については、所得に応じて市から就園奨

　励費(補助金)が交付されます。

※入園についての詳細は各幼稚園にお問合せください。

　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。

　　　　　　11月17日(木) 午後1時～2時

        　　かすみ保健福祉センター

　　　　　　無料

        　　電話または直接窓口でご応募ください。

　潮来市かすみ保健福祉センター  TEL 64-5240

　　　　　　12月11日(日) 午前9時～

　　　　　　鹿行広域事務組合事務局

　　　　　　介護職員

　　　　　　1名

　　　　　　

　昭和51年4月2日以降に生まれた介護支援専門員の方

　で、次のいずれかの資格を有する方

　①介護福祉士もしくはホームヘルパー1級または2級

　②看護師または准看護師

　　　　　　11月11日(金)

　鹿行広域事務組合事務局または、養護老人ホーム鹿

　行潮来荘(潮来市大生1376)配置の申込書に必要事項

　を記入の上、鹿行広域事務組合まで送付してください。

　鹿行広域事務組合事務局(鉾田合同庁舎3階)

　鉾田市鉾田1367-3 　TEL 0291-33-5023

　　　　　　11月5日(土)　午前10時～午後3時

　　　　　　老人福祉センター第2ともえ荘

　　　　　　　　　　　　　　　　(鉾田市当間228)

　　　　　　茨城司法書士会館(水戸市五軒町1-3-16)

　　　　　　司法書士による、成年後見・遺言・相続

　　　　　　等に関する無料相談

　　　　　　無料

　　　　　　電話にてご応募ください。

　(公社)成年後見センター・リーガルサポート茨城支部

　TEL 029-302-3166

　茨城司法書士会　TEL 029-225-0111

　　　　　　12月3日(土)～平成24年3月31日(土) 

 　　　　　　　　　　　　　(講習期間は19日間)

　　　　　　特別養護老人ホーム 百里サンハウス内 

　　　　　　　　　　　　(小美玉市下吉影2437-109)

　　　　　　ホームヘルパーに事業に従事することを

　　　　　　希望する方、従事することが確定してい

　　　　　　る方、またはすでに従事している方。 

 　　　　　　　　　　　(18歳以上60歳未満)

            受講料・資料代：34,200円  

　　　　　　テキスト代    ：6,800円  

　　　　　　40名(先着順)  

　　　　　　11月1日(火)～11月30日(水)  

　　　　　　詳細は、下記までお問い合せください。

　特別養護老人ホーム 百里サンハウス  

　TEL 0299-54-0029  FAX 0299-54-0593   

全国一斉成年後見相談会

日　　時

場　　所

応募方法

問合せ・応募先

こころの健康相談（秘密厳守）

鹿行広域事務組合 職員採用試験

試験日時

採用人数

場　　所

職　　種

対 象 者

応募方法

応募期限

問合せ・応募先

日　　時

応募方法

問合せ・応募先

ホームヘルパー養成研修（2級課程）

場　　所

日　　時

場　　所

受講資格

応募方法

応募期間

募集人数

問合せ・応募先

募集期間

募集人数

保育時間

入 園 料

保 育 料

そ の 他
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平成24年度私立幼稚園 園児募集　私立幼稚園 園児募集　

相 談 料

平成２４年度 保育所(園) 園児募集保育所(園) 園児募集保育所(園) 園児募集保育所(園) 園児募集

■入園料等

※入園料は入園時の 4月のみの納入です。
※他に教材費等がかかります。

■預かり保育

①預かり保育とは
　降園後、家庭で保育をする方がいない園児に対して
  午後５時まで幼稚園でお預かりします。

②預かり保育料

③その他
　春・夏・冬季休業中は実施しません。なお、帰りのバスお
　よびタクシーはありませんので、各家庭でお迎えをお願
　いします。臨時保育（保育料日額200円）も行っています。

うしぼり幼稚園

延方幼稚園 小泉2090
６６－２５３３

2年保育
4歳児　35名
5歳児　 6名

堀之内984-1
６４－５７６６

2年保育 4歳児　35名
5歳児　13名

平成２４年度

市立幼稚園・保育所(園)入所園児募集に

ついてのお問合せ先

潮来市 社会福祉課 子育て支援室

℡.63-1111　内線385・386

　　 施設名　　　　 住所・電話　　定員　 募集見込　 受入年齢

市立潮来保育所
　　潮来471　　　　  

90 34 １歳～５歳
　　　　　　　　　６２－３４３８　　

私立スサキ保育園
　洲崎3861-3　　　 

90 35 ３ヶ月～
　　　　　　　　　６６－３５８４

私立白帆保育園
　　大生1106-4　　　 

60 20 産休明～
　　　　　　　　　６７－５６２０

私立日の出保育園
　日の出7-15-18　 

90 25 ６ヵ月～
　　　　　　　　　６６－１１３３

私立牛堀保育園
　　上戸1899　　　　 

70 10 産休明～
　　　　　　　　　６４－２３３７

私立かすみ保育園
　永山742-1　　　  

60 15 産休明～
　　　　　　　　　６４－５０８２

私立認定こども園

慈母学園　慈母保育園
日の出4-7
６３－１１８６

              
　　須賀南135 

80 25 産休明～
　　　　　　  　　８０－１３３３

私立認定こども園

こひつじ園　小羊保育園

■入園資格

　市内在住の４・５歳児

　４歳児(平成19年4月2日～平成20年4月1日生)

　５歳児(平成18年4月2日～平成19年4月1日生)

■申込について

①申込書配布場所　

　社会福祉課(福祉事務所内)、各幼稚園

②申込書提出場所

　入園を希望される幼稚園へ直接提出してください。

③申込期間

　11月4日(金)～11月18日(金) 

　午前9時～午後5時(土、日曜日は除く)

■送迎について

　延方幼稚園はバス、うしぼり幼稚園はタクシーを利

  用します(希望者のみ)。送迎地区は幼稚園によっ

  て異なりますので、お問い合せください。

■入所（園）基準 
　保護者や同居している家族が、次のいずれかに該
当し、お子さんの保育ができない場合。
●会社などへ勤めに出ている方
●自営業をしている方　　
●出産前後の方
●病気やけが等により療養中の方
●長期にわたり疾病の状態にある同居
  の家族を常時介護している方
■申込について
①申込書配布場所
　社会福祉課 (福祉事務所内 )、各保育所 (園 )
②申込書提出場所
　上記の配布場所と同じ。（慈母保育園および小羊保
　育園については、各保育園に直接お申込みくださ
　い。）
③申込期間
　11月21日(月)～12月 2日(金)
　※先着順ではありません。
　(慈母保育園・小羊保育園は、11月1日(火)から受付)
④提出書類
　保育所入所申込書、両親の就労証明書 (自営の方
は営業されていることのわかる資料)、母子手帳(出
産の場合 )、医師の診断書等（疾病等で療養の場合）
■保育料
　保育料については、お子さんの年齢と保護者の前
年分所得税 ( 所得税が非課税の場合は前年度分市
民税 )の両親合計額に基づき決定します。

 午後2時～3時 午後2時～4時 午後2時～5時

 600円／月 1,200円／月 1,800円／月

※募集人数については、一部事情により変更する   
  ことがあります。

 20 10 8ヶ月～2歳

内　　容

相 談 料

参 加 費

募集期間

募集人数

保育時間

入 園 料

保 育 料

そ の 他

募集期間

募集人数

保育時間

入 園 料

保 育 料

そ の 他


