
　日の出地区の被災した道路を復旧するため、地形お

よび路線測量調査を行いますので、土地の立ち入り等

の際はご協力をお願いします。

　なお、調査員は調査用の腕章を付け、身分証明書を

携帯しています。

　　　　　　平成23年11月～平成24年1月まで

　　　　　　日の出地区全域

　　　　　　中日本建設コンサルタント株式会社

　　　　　　株式会社三喜コンサルタント

　　　　　　株式会社マエシマ測量設計

　　　　　　鹿行測量設計株式会社

　　　　　　(財）茨城県建設技術公社

　潮来市 道路建設課 　TEL 63-1111　内線344、345

●固定資産税変更通知について

　震災による被害家屋認定調査において、8月20日以

降半壊以上となった家屋は、固定資産税減免を4期

（11月）に行います。課税変更通知が送付されますの

で、ご確認願います。

　なお、10月27日以降の被害認定確定分については、

随時更正で行います。

●取り壊した建物の届け出について

　建物を取り壊した場合、税務課に届け出が必要とな

ります。届け出が遅れると取り壊された建物に対して

次年度も課税される場合があります。

　つきましては、建物を取り壊した際には、｢家屋滅

失届出」を税務課までご提出ください。

※届出用紙は税務課に備え付けてあります。　

●税の公平性を保つための滞納処分

　11月は固定資産税4期と国民健康保険税5期の納付月

です。納期限は11月30日（水）となっておりますの

で、期限内の納付をお願いします。口座振替の方は、

口座の残高をご確認ください。

　平成22年度市民税の納付率97.3％（自主納付と徴収

を含む）でした。未納の2.7％の方々（生活保護等に

より納付困難となった方を除く）へは、滞納処分(不

動産・預貯金・給与・生命保険等の差押え)を実施し

てまいります。期限内の納付が難しい方は、必ず税務

課までご相談ください。

　　　　　

　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

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infoation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

情報版 広報情報版 広報

潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成23年度 第16号

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。

　　　　　　 11月8日(火)、9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 26 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 (1.1 Bq/kg 未満 )不検出 (0.9 Bq/kg 未満 )

不検出 (1.0 Bq/kg 未満 )不検出 (1.2 Bq/kg 未満 ) 10 月 3 日

不検出 (0.7 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 (1.0 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.9 Bq/kg 未満 )

不検出 (1.1 Bq/kg 未満 )

10 月 11日

10 月 17 日

10 月 24 日

10 月 31 日 不検出 (1.1 Bq/kg 未満 )不検出 (1.1 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

市道復旧にともなう測量等調査

平成22年度市民税の納付率97.3％（自主納付と徴収

を含む）でした。未納の2.7％の方々（生活保護等に

より納付困難となった方を除く）へは、滞納処分(不

動産・預貯金・給与・生命保険等の差押え)を実施し

てまいります。期限内の納付が難しい方は、必ず税務

課までご相談ください。

税務課からのお知らせ

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

0.180

0.091

0.140

0.129

0.117

0.096

0.085

0.064

0.104

0.100

0.056

0.101

0.122

0.131 (▲0.011 )

(▲0.008 )

(▲0.012 )

(▲0.003 )

(　0.009 )

(　0.001 )

(　0.018 )

(▲0.015 )

(▲0.005 )

(▲0.012 )

(▲0.006 )

(▲0.002 )

(　0.005 )

(　0.008 )

(▲0.007 )

(▲0.015 )

(▲0.008 )

(　0.002 )

(▲0.001 )

(▲0.002 )

(　0.006 )

(　0.010 )

(▲0.012 )

(　　　  )

(▲0.001 )

(▲0.005 )

(▲0.003 )

潮来保育所 0.099 (▲0.007 )

(　0.013 ) 

(▲0.013 )

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 0.104

0.186

0.088

0.135

0.116

0.110

0.096

0.073

0.075

0.101

0.100

0.098

0.064

0.097

0.105

0.124

0.124 0.124

0.091 0.101

0.113 0.108

0.105

0.093 0.091

0.129 0.126

0.103 0.106

0.068 0.064

(　0.018 )

(　0.004 )

(　0.007 )

(▲0.005 )

(▲0.013 )

(　0.005 )

(　0.002 )

(▲0.009 )

(　0.001 )

(▲0.015 )

(▲0.009 )

(　0.013 )

(▲0.024 )

(　0.012 )

(　0.006 )

(▲0.014 )

0

問合せ

問合せ

液晶テレビ・

自転車等の豪

華商品の当た

る大抽選会を

開催！

タイムスケジュール

開会式

鹿島灘高和太鼓部演奏

古墳群周辺ウォーキング

ホールインワンコンテスト

輪投げでビンゴ

ターゲットくつ跳ばし

里山お散歩体験

小中学生ウォークラリー

いきいき☆健康サロン

保健師健康相談

大抽選会

　（9:00 ～ 9:30）       

   　　　(10:20 ～ 10:50)    

 　　　　(9:30 ～ 10:35)      

 　　　　(9:30 ～ 11:00)      

 　　　　(9:30 ～ 11:00)      

 　　　　(9:30 ～ 11:00)      

 　　　　(9:30 ～ 10:35)      

 　　　　(9:30 ～ 10:45)      

    　　　　　(11:00～ 12:15)   

    (9:30～ 12:00)    

      　　　　　(12:15 12:40) 

9:00 10:00 11:00 12:00

11:00 ～ ☆オープニング

 「いきいき潮来音頭」踊り

11:10 ～ ☆健康づくり団体発表

 テーマ「私はこの体操で元気になりました。」

11:20 ～ ☆「いきいき潮来音頭」各地区コンテスト

11:50 ～ ☆健康づくり団体発表　　

12:10 ～ 「いきいき潮来音頭」審査発表　表彰式

『いきいき☆健康サロン』タイムスケジュール

～

大抽選会
 豪華賞品

お知らせ

開催日時 11月 23日（水・祝）午前9時～午後0時40分 
茨城県水郷県民の森

内　　容

どなたでもご参加いただけます。

申込不要。ご自由に参加可能です。

※駐車場には限りがありますので、

　乗り合わせ、または道の駅いたこの

　無料巡回バスをご利用ください。

｢秋の健康フェスタ｣
～いきいき☆健康づくり大会～

｢秋の健康フェスタ｣
～いきいき☆健康づくり大会～

場　　所

市制施行 10 周年記念事業

参加対象者

参加費
　無料！！

申込方法

問合せ 潮来市立かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240  FAX 80-3077

委 託 先

期　　間

対象区域

～お知らせ～

広報いたこ 10 月号 (10 ページ )において、

「いきいき☆健康サロン」を12月 1日 (木 )

開催としておりましたが、11月 23日 (水 )

実施の「秋の健康フェスタ」での同時開催

となりましたので、お知らせいたします。



　以下の日程で特定健診を実施しますので、未受診者

の方は必ず受診しましょう。

　　　　　　12月4日(日)～6日(火)

　　　　　　かすみ保険福祉センター

　　　　　　40歳～74歳の潮来市国民健康保険加入者

　※日程が合わず、受診できない方は、平成24年3月

31日(土)までに受診券(6月に送付済)をご持参の

上、特定健康診査実施医療機関にて、ご受診くだ

さい。(要事前予約)

             

  

　　　　　　潮来市 市民課　TEL 63-1111 内線132

        　　

            11月27日(日)　午後1時40分～4時30分

　　　　　　大野まちづくりセンター

　　　　　　　　　　　　(鹿嶋市津賀1919番地1)

　　　　　　演　題：「犬を知ろう・もっと知ろう」

　　　　　　①狂犬病の話

　　　　　　②犬との触れあい方、しつけ方

　　　　　　鹿行地区在住の方

　　　　　　無料

　　　　　　鹿行狂犬病予防事業推進協議会

            潮来市 環境課 TEL 63-1111 内線253

　平成23年1月1日から9月30日までに納付した国民年

金保険料の額を証明した「社会保険料（国民年金保険

料）控除証明書」が日本年金機構より11月上旬に送付

されます。申告の際には、必ずこの証明書や領収書が

必要になります。

　なお、10月から12月までに納付された保険料につい

ては来年2月上旬に同様の証明書が送付されます。ご

家族の保険料を納付された場合は、納付した方の保険

料控除に加えることが出来ますので、ご家族宛てに送

付された控除証明書を添付の上、申告してください。

　日本年金機構　控除証明書専用ダイヤル

　TEL　0570-070-117

　IP電話、PHS電話は03-6700-1130

　骨粗しょう症、その予防のための運動、薬などにつ

いてわかりやすく解説します。どなたでも自由に参加

できますので、お気軽にご来場ください。

　　　　　　11月19日(土)

　　　　　　午後2時～4時(受付：午後1時～)

　　　　　　かすみ保健福祉センター

　

  ◎特別講演　「骨粗しょう症について」

　  講師：教授 石井 朝夫 先生

　　　　　(東京医科大学茨城医療センター整形外科)   

  ◎シンポジウム

　  ①骨粗しょう症予防のための運動について

　　  飯塚 ひとみ 氏(なめがた地域総合病院理学療法士)

　  ②骨粗しょう症の治療薬

　　  樗木 智聡 氏(同薬剤部薬剤師)

　　　　　　無料

　　　　　水郷医師会　TEL 72-1433

　　　　　　11月26日(土)　午後1時～

　　　　　　潮音寺講堂(日の出4－7)

　　　　　　

　第一部　まほろば塾・歴史文化講演会

     演題：｢被災からの復興｣　講師：阿部 忠彦 氏

　第二部　チャリティ落語

     落語家　三遊亭　円輔 師匠

　　　　　　1,000円

　　　　　　

　水雲山潮音寺「こころの学校」事務局 TEL 66-0623

　　　　　　11月27日(日) 午前11時～午後4時

　　　　　　神栖コミュニティホール

　　　　　　無料

  鹿行地域高齢者はつらつ百人委員会　TEL 66-2875

　ご自身の手で美味しいものを作る楽しさをぜひ体験

してください。初心者大歓迎！！

　　　　　　12月4(日) 午前9時～正午

　　　　　　延方公民館

　　　　　　男のおせち料理

            500円                 20名(先着順)

　　　　　　11月18日(金)

　　　　　　電話にてご応募ください。

            潮来市ネットワーカー連絡協議会

　潮来市立中央公民館　TEL 66-0660

　

　

応募締切

問合せ

　          

　潮来市議会議員一般選挙の立候補の手続き、選挙運動および選挙運動費

用の一部負担などについて、以下のとおり説明会を行います。立候補予定の

方および関係者はご出席ください。なお、会場の都合上、１候補者につき立

候補予定者を含め２名以内でお願いします。

潮来市議会議員一般選挙の

　 日程が決まりました

潮来市議会議員一般選挙の

　 日程が決まりました

潮来市議会議員一般選挙の

　 日程が決まりました

潮来市議会議員一般選挙の

　 日程が決まりました
任期満了に伴う、潮来市議会議員一般選挙（定数 18 人）は、

【告 示 日】 平成２４年１月２２日（日）
　　　　　　　※立候補者受付（午前 8時 30 分～午後 5時）

【投 票 日】 平成２４年１月２９日（日）  に行います。

【日　　時】　平成２３年１２月１６日（金） 

【場　　所】　潮来市立中央公民館 大ホール ( 日の出 3-11)

立候補できる人　年齢満２５歳以上の日本国民で、引き続き３ヶ月以上

　　　　　　　　潮来市に住んでいる人

◆立候補予定者説明会◆

午後２時００分～
問合せ

問合せ

問合せ

場　　所

日　　程

問合せ

場　　所

日　　時

問合せ

【問 合 せ】　潮来市選挙管理委員会　℡.63-1111　内線 223

① 携帯やパソコンから「req@yurugp.jp」に空メールを送信

　※ドメイン指定受信を設定している方は、「yurugp.jp」を受信

　　できるようにしてください。

② 返信メールに記載されたアドレスをクリック

③ 「あ行→あやめ→このキャラに投票する」

※携帯でのご利用には通信料が発生します。

　水郷いたこ大使「あやめ」が 「ゆるキャラグランプリ 2011」 にエントリー

しています。 11月 11 日現在、 341 キャラ中 51位と大奮闘中 !

グランプリを目指して、 ぜひ「あやめ」に投票してください。

募集人数

※日程が合わず、受診できない方は、平成24年3月

31日(土)までに受診券(6月に送付済)をご持参の

上、特定健康診査実施医療機関にて、ご受診くだ

さい。(要事前予約)

第11回 男の料理教室

第13回 潮音寺こころの学校　秋季公開講座

特定健診未受診者の方々へ

公 開 講 座 「犬を知ろう・もっと知ろう」

第5回 健康フォーラム in 水郷地区

参 加 料

場　　所

応募方法

問合せ・応募先

市内実施医療機関

66－0280
電話番号

飯島内科

大久保診療所

久保医院

仲沢医院

延方クリニック

市外の主な実施医療機関

小山記念病院

前田病院

島医院

白十字総合病院

神栖済生会病院

人見医院

なめがた地域総合病院

土浦協同病院

市内実施医療機関 電話番号

市外の主な実施医療機関

62－2506

64－6116

63－2003

66－1873

電話番号

85－1111

83－1122

83－4011

92－3311

97－2111

96－0020

0299－56－0600

029－823－3111

日　　時

内    容

場　　所

対 象 者

主　　催

参 加 費

国民年金保険料　控除証明書

日　　程

場　　所

時　　間

内    容

参 加 費

日　　時

主　　催

内　　容

鹿行地域高齢者はつらつ百人委員会主催
はつらつ音楽祭

参 加 料

内　　容

講 演 料

日　　程

対 象 者

場　　所

QR コード
携帯サイトはこちらから

投票期間：11 月 26 日（土）まで

投票は一日一票

毎日可能です。

広報いたこ情報版　平成23年11月13日発行　発行者　潮来市長         　〒311-2493 潮来市辻626番地（広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線213まで）


