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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成28年度 第 4 号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ 　(1)昭和56年5月31日以前に着工された建物で、

階数が２以下の建物

　(2)併用住宅においては居住部分の床面積が延べ

面積の２分の１を超えるもの

　(3)丸太組工法又は型式適合認定によるプレハブ

工法以外のもの 

　(4)違法建築物以外のもの

　(5)この制度により耐震診断を受けていないもの

※市税の滞納がある方は診断を受けられません。

＜＜注意＞＞

り災証明において半壊以上の判定をされた住宅は

対象外です。

耐震診断とは、昭和56年5月31日以前に建築され

た木造住宅について、大地震が起こった際に建築

物が倒壊する恐れがあるのかを数値で評価するも

のであり、被災にあった建築物が安全かどうかを

判定するものではありません。

　　　　　　2,000円

　　　　　　5戸(予定戸数を超えた場合は抽選)

8月31日（水）まで　午前8時30分～

午後5時15分（土・日・祝日を除く）

市内の対象建物の所有者又は同居す

る家族の方（借家人は除く）

所定の申込書に必要事項を記入して

申し込みください。申込書は、都市

建設課窓口のほか、市ＨＰからもダ

ウンロードできます。

　潮来市都市建設課　TEL.63-1111内線346　潮来市都市建設課　TEL.63-1111内線346

　ホームページ　ホームページ　http://www.city.itako.lg.jp/index.php?code=2577http://www.city.itako.lg.jp/index.php?code=2577

　市民課窓口において、住民基本台

帳ネットワークシステム機器のメン

テナンス作業を行うため、次のサー

ビスが利用停止となります。大変ご

迷惑をおかけしますが、ご理解とご

協力をお願いします。

　　　　　　　　5月30日（月）終日

　　　　　　　

　・マイナンバーカードの交付

　・広域交付住民票の発行

　・住基カード・マイナンバーカードを利用した

特例転入・転出

　潮来市市民課　TEL.63-1111内線116　潮来市市民課　TEL.63-1111内線116

　「年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向
け）」に関して、次のようなことはありません。
・国や県、市職員がコンビニなどのＡＴＭ（現金自動

預け払い機）を使って手続きをお願いすること。
・ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り
込んでもらうこと。

・国や県、市職員が「臨時福祉給付金」の給付の
ために手数料の振込を求めること。

※このような電話を受けた場合には、潮来市消費
者センター又は行方警察署にご相談ください。

・潮来市消費生活センター（潮来市農村高齢者センター内）TEL.62-2138 潮来市消費生活センター（潮来市農村高齢者センター内）TEL.62-2138 
※平日の午前９時から午後５時まで
・行方警察署　TEL.0299-72-0110・行方警察署　TEL.0299-72-0110

　市では地震に強いまちづくりを推進するため、
旧耐震基準で建築された市内にある木造住宅の
「耐震改修」に対して補助を行います。
　　　　　　（全てを満たすことが必要）
・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で丸
太組工法又はプレハブ工法以外のもの

・2階建て以下で、延べ床面積30平方メートル以上のもの
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること。
・所有者が居住していること。
・所有者及び所有者と同一の世帯に属する者が市
税を滞納していないこと。

・被災住宅復興支援利子補給を併用していないこと。
・期限内に申請し、申請した年度の2月末日までに完了すること。
　【① 耐震補強設計の場合】
　・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること。
　・耐震診断の結果、耐震性を向上するための補強計画であること。
　・補強設計者は、一級建築士、二級建築士、木

造建築士であること。
　・補助額は、耐震補強設計に要する経費の3分の

1に相当する額。ただし、その額が10万円を超
えるときは、10万円を限度とします。　

　・募集戸数　３戸
　【② 耐震補強工事の場合】
　・補強後に上部構造評点が1.0以上になること。
　・工事施工業者は、建設業法第3条の許可を受け

ている建設業者であること。
　・補助額は、耐震改修に要する経費の2分の1に相当する額。但

し、その額が30万円を超えるときは、30万円を限度とします。
　・募集戸数　３戸
　　　　　　8月31日（水）まで午前8時30分～午後

5時15分※土・日・祝日を除く
　　　　　　所定の申込書に必要事項を記入してお申込み

ください。申込書は、都市建設課窓口のほ
か、市ＨＰからもダウンロードできます。

　　　　　　　　　潮来市都市建設課　TEL.63-1111内線346 潮来市都市建設課　TEL.63-1111内線346 
ホームページ　http://www.city.itako.lg.jp/index.php?code=2578ホームページ　http://www.city.itako.lg.jp/index.php?code=2578

　「市民の移動手段の確保」及び「水郷潮来バス
ターミナルハブ化構想」の実現に向け、潮来市、行
方市、鹿嶋市の3市で連携して検討を進めてきた広域
連携路線バスの試験運行が開始されました。
　　　　　　５月２１日（土）～半年間程度実施

潮来駅、日の出中学校前、水郷潮来バスター
ミナル、道の駅いたこ、延方駅、大生原郵便
局前、行方市レイクエコー、鹿島大野駅

　　　　　　初乗り料金を200円とし、以降距離に応じて算出

※運賃に別途、小学生割引・障害者割引等があります。
※各停留所、発着時間等の詳細については、市ＨＰをご覧

いただくか、秘書政策課までお問い合わせください。
　　　　　　　　　　潮来市秘書政策課　TEL.63-1111内線213潮来市秘書政策課　TEL.63-1111内線213

　潮来市選挙管理委員会では、市民の方々に政治や
選挙に関心を持ってもらい、選挙をもっと身近なも
のに感じてもらうため、期日前投票立会人を次のと
おり募集します。
　平成28年7月に執行予定の参議院議員選挙から選
挙権が引き下げられますので、特に10代、20代、30
代の若い有権者からの応募をお待ちしております。
　　　　　　6月24日(金)～7月9日(土)のうち2～3日
　　　　　　※期間は変更になる場合があります。

　潮来市役所　　　　午前8時30分～午後8時(11時間30分)
　かすみ保健福祉センター　午前8時30分～午後5時(8時間30分)

投票所出入り口開閉の立会いや投票
する方が投票所に入場してから退場
するまでの立会い等

　潮来市の選挙人名簿に登録（満18歳以上の日
本国民で、引続き3ヶ月以上潮来市に住んでいる
方)されている18歳、19歳、20歳～30歳代の方

　　　　　　日額10,400円（※食事は用意します）
　　　　　　6月8日(水)※当日消印有効　　　　
　　　　　　20名程度

　応募用紙に必要事項を記入のうえ、持参、郵
送、ＦＡＸ又はメールのいずれかの方法により
お申し込みください。応募用紙は、総務課及び
かすみ保健福祉センターの窓口のほか、市ＨＰ
からもダウンロードできます。

応募多数の場合は抽選により決定し、
結果を本人へ直接ご連絡します。

※その他、詳細は市ＨＰをご覧ください。

　潮来市選挙管理委員会　潮来市選挙管理委員会
　TEL.63-1111内線231　FAX.80-1100　TEL.63-1111内線231　FAX.80-1100

　「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げ

の恩恵がおよびにくい低所得高齢者を支援するた

めに「年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者

向け）」を給付します。

　給付対象となる方は基準日（平成２７年１月１

日）において、次の要件をすべて満たす方です。

・住民登録が潮来市にある方

・平成２７年度分の市民税（均等割）が課税され

ていない方で平成２８年度中に６５歳以上（生

年月日が昭和２７年４月１日以前）となる方

※ただし、「平成２７年度分市民税が課税されて

いる方の扶養親族になっている方」又は「生活

保護の受給者の方」は対象となりません。

※市民税が、未申告の方は、税務課への申告をお

願いします。

　　　　　　１人につき３万円（１回限り）

申請書等を確認・審査のうえ、ご指

定の口座に給付金を支給します。

８月３１日（水）午前9時～午後 5時

　　　　　　※土曜、日曜、祝日を除きます。

　給付の対象見込みの方には、５月中旬に申請書

等を送付しております。申請書に必要事項を記入、

押印（シャチハタ印は不可）のうえ、本人確認書

類（住民基本台帳カード、運転免許証、旅券（パ

スポート）、健康保険証等で有効なもの）と受取口

座として指定の金融機関の預金通帳等の写しを添

付のうえ、潮来市役所の１階特設受付会場で申請

してください。

・申請対象者が複数の場合は、支給対象者それぞ

れの本人確認書類が必要になります。

・代理人が申請する場合は、当該代理人の方の本

人確認書類が必要になります。

・外国の方は、在留資格を確認するため在留カー

ド等が必要になります。

　潮来市社会福祉課　TEL.63-111内線390・391潮来市社会福祉課　TEL.63-111内線390・391

厚生労働省（高齢者向け年金生活者等支援臨時厚生労働省（高齢者向け年金生活者等支援臨時

福祉給付金窓口）福祉給付金窓口）

　TEL.0570－037－192　TEL.0570－037－192

木造住宅の耐震改修費用の補助について

木造住宅耐震診断の希望者の募集について

参議院議員選挙期日前投票立会人の募集について

給付対象者

給 付 額

申請期限

募集期限

申込方法

対象要件

サービス停止日

停止する内容

個人負担金

対象建築物

募集戸数

募集期限

申込条件

申込方法

注意事項

手続き方法等

問合せ

問合せ

手続きに関する問合せ

制度に関する問合せ

問合せ・申込先

申込み・問合せ

申込み・問合せ

期　　間

場所・時間

内　　容

資　　格

報　　酬

応募期限

募集人数

応募方法

決定通知

年金生活者等支援臨時福祉給付金
（高齢者向け）の申請受付の開始について

臨時給付金等を装った「振り込め詐欺」
への注意について

マイナンバーカードの交付等の
発行停止について

潮来市・行方市・鹿嶋市による
広域連携路線バスの実証試験開始について

問合せ

運行期間

運　　賃

主な停留所

乗車区間 運賃 乗車区間 運賃

潮来駅～延方駅 200 円 潮来駅～行方市レイクエコー 600 円

潮来駅～大生原郵便局前 400 円 潮来駅～鹿島大野駅 800 円



広報いたこ情報版　平成28年 5月22日発行　発行者　潮来市長 原 浩道 〒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　情報発信室 ℡.63-1111 内線215まで）

　潮来市への定住やUIJターンの促進を目的とし、
鹿島神宮－東京駅間を運行する高速バスで通勤・
通学される方を対象に、定期券購入費用のうち1月
あたり最大20,000円を助成します。　

　①又は②に該当し、市外において雇用期間の定め
のないフルタイム勤務をする人又は③に該当する人
　※①から③のいずれも世帯全員に市税の滞納がないことが条件です。
　① 新規就労者
　平成28年4月1日以降に新規に就労した人で、
本市に在住し、平成26年3月以降に大学、大学
院、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修
学校又は各種学校を卒業した人

　② 転入者
　平成28年4月1日以降に本市に転入した人で、
転入した日において50歳未満の人（転入前の1年
間、潮来市に住民票を置いていなかった人）

　③ 通学者
　本市に在住している人で、大学、大学院、短期
大学、高等専門学校、高等学校、専修学校又は各
種学校へ通学している人（高速バス運行会社の
高速バス通学定期券販売対象者の要件と同様）

　1月あたり20,000円（上限）
※定期券購入費から通勤手当等を差し引いた額が20,000円以上の場

合は、20,000円を、20,000円未満の場合は、その額を助成します。

　平成28年度～平成31年度　（4年間実施予定）
　平成28年度分については4月に遡り助成を適用します。
　　　　　　郵送又は秘書政策課窓口
　　　　　　6月1日（水）～
　　　　　　申請日現在において有効な定期券の

利用開始日から３か月以内
　　　　　　詳細は、秘書政策課までお問い合わせ

いただくか、市ＨＰをご覧ください。

潮来市秘書政策課　TEL.63-1111 内線 212・213潮来市秘書政策課　TEL.63-1111 内線 212・213

　水郷旧家磯山邸で花嫁衣装等を飾り、「潮来花嫁
さん」の歴史に触れます。
　　　　　　6月4日（土）～26日（日）の土日　
　　　　　　計8日間　午前10時～午後4時
　　　　　　水郷旧家　磯山邸（潮来市潮来595）
　　　　　　花嫁衣装の展示、花嫁箸袋つくり体験等
　　　　　　　　　　潮来市秘書政策課　TEL.63-1111 内線 212潮来市秘書政策課　TEL.63-1111 内線 212

　　　　　　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター＜ひまわり＞TEL.64-5240潮来市かすみ保健福祉センター＜ひまわり＞TEL.64-5240

　　　　　　７月２３日（土）午前１０時～
　　　　　　２４日（日）午後２時（１泊２日）
　　　　　　陸上自衛隊勝田駐屯地
　　　　　　１００人（応募者多数の場合は抽選）

自衛隊テント設営、飯ごう炊さん、
キャンプファイヤーなど

　　　　　　県内在住の小学生（保護者１人同伴）
　　　　　　１人２，５００円

参加希望者全員の　①氏名（ふりがな）　②生年月日　
③年齢　④学年　⑤性別　⑥住所　⑦電話番号　を記
入の上、勝田駐屯地広報班宛（〒312-8509　ひたちな
か市勝倉 3433）へ往復はがきにてお申し込みください。

　　　　　　６月１７日（金）必着
　　　　　陸上自衛隊勝田駐屯地広報班　　　　　　陸上自衛隊勝田駐屯地広報班　
　　　　　TEL.029-274-3211 内線 291　　　　　TEL.029-274-3211 内線 291

　皆様にご利用いただいている茨城空港乗合タクシーですが、6月
1日から次のとおり運賃が変更になりますので、お知らせします。

運賃設定　　　   【現行】    【6 月 1 日～】

※旅客（6 歳未満の小児を除く。）が同伴する 6 歳未
満の小児については，旅客１人につき１人を無償
とし，1歳未満の小児については無償となります。

※予約の変更キャンセルは、ご利用日前日の午後5時までにご連絡ください。
※大きい荷物がある場合、乗車定員が減員する場合があります。
　　　　　茨城空港利用促進等協議会　　　　　　　茨城空港利用促進等協議会　　
　　　　　TEL.029-301-2761　　　　　TEL.029-301-2761
　　　　　　　　　　（平日午前8時30分～午後５時15分）（平日午前8時30分～午後５時15分）

　閉館時間　午前10時～午後5時
　（月曜日休館）　入場料無料
（「小堀進と弟子たち展」は会期中休館日なし）

 

「小堀進と弟子たち展」オープニングセレモニー開催
　日時　5月29日（日）午前10時～10時30分
　場所　水郷まちかどギャラリー（潮来市潮来182-3）
　　　　　　　　　　水郷まちかどギャラリー TEL.63-3113水郷まちかどギャラリー TEL.63-3113

水郷旧家で魅せる「潮来花嫁衣装展」の実施について

献血のご協力について

茨城空港乗合タクシーの運賃変更について

水郷まちかどギャラリー展示案内について

　中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日

まで）の児童・生徒を養育している方に児童手当が

支給されます。届出を忘れないようお願いします。

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額

以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円

を支給します。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで（18歳の誕生日

後の最初の3月31日まで）の養育している児童の

うち、3番目以降をいいます。

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの

前月分までの手当を支給します。（潮来市は10

日が支払日です。）

続けて手当を受ける場合、毎年6月に現況届が必

要です。（6月上旬に郵送します）

　潮来市子育て支援課　TEL.63-1111 内線 386潮来市子育て支援課　TEL.63-1111 内線 386

　毎日の暮らしの中で起こるさまざまな問題を解

決するための相談です。

　いじめなどの差別問題、家庭内の問題、金銭貸借、

借地借家、近隣間のもめごと等について、人権擁

護委員が相談に応じます。（予約不要・秘密厳守・

相談無料）

　　　　　　６月１日（水）

　　　　　　午前１０時～午後３時

　　　　　　（正午～午後１時を除く）

　　　　　　津知公民館　相談担当者　人権擁護委員

　　　　　　鹿嶋人権擁護委員協議会

　　　　　　・水戸地方法務局鹿嶋支局
　　　　　　　　　　潮来市市民課　TEL.63-1111 内線 114潮来市市民課　TEL.63-1111 内線 114

　こころの不安や悩み、不眠、うつ、アルコール

依存、高齢者の認知症等について専門の医師が相

談をお受けします。お気軽にご相談ください。

（相談無料、秘密厳守）

　　　　　　５月２６日（木）午前１０時～

　　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター

　　　　　　《ひまわり》

かすみ保健福祉センターに電話又は

窓口で予約してください。

　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター　TEL.64-5240潮来市かすみ保健福祉センター　TEL.64-5240

高速バス定期券の購入費用の
助成制度開始について

陸上自衛隊勝田駐屯地夏休みキャンプ教室の
参加者の募集について

鹿行広域事務組合消防本部
平成28年度甲種防火管理（新規）講習の実施について

　潮来市文化協会の発表部門における活動の成果
を披露しますので、ぜひお越しください。
　　　　　　6月11日（土）午前9時30分～午後4時
　　　　　　ショッピングセンターアイモア2階JOYホール

大正琴・コーラス・民謡民舞・ギターアンサンブ
ル・手品・吟詠剣詩舞・フォークダンス・ハワイ
アンフラ・邦楽・カラオケ・潮来ばやし（11部門）

　　　　　　無料
　　　　　　　　　　潮来市教育委員会　生涯学習課　TEL.66-0660潮来市教育委員会　生涯学習課　TEL.66-0660

　　　　　　　7月20日(水)～21日(木)の2日間
　　　　　　　（両日とも、午前9時～午後3時30分まで）
　　　　　　　鹿行広域事務組合消防本部会議室
　　　　　　　茨城県鉾田市安房1418-15 TEL.0291-34-7119
　　　　　　　70名
　　　　　　　6月1日(水)～6月30日(木)
※ただし、締切日前であっても、定員になり次第締め切ります。

4,500 円（テキスト代及び訓練資材費として、講習日初日に徴収します。）

　(1) 講習について不明な点は、申請書配布・受
付場所までお問い合わせください。

　(2) 申請書は、当消防本部ホームページからもダウンロード
できます。http://rokkou-kouiki.jp/wp/syoubou/kousyuu

　鹿行地域の水道水源である北浦を眺めながら、
一緒に歩いてみませんか？
　　　　　　7月3日（日）午前8時30分～正午
　　　　　　レイクエコー正面玄関（行方市宇崎 1389）
※駐車場が限られています。できるだけ乗合せ
でお越しください。

　　　　　　①ウォーキングコース（約５ｋｍ）
　　　　　　②レイクエコー周辺の自然観察コース（約２ｋｍ）
　※申込みの際に、参加コースを選択してください。
　★参加賞をご用意しています！
　　　　　　２００名（小学生以上で完歩できる方）
　　　　　　１００円（保険料等として当日受付で集金）

軍手、雨具、帽子等（ウォーキング
に適した服装で参加ください）

　　　　　　※ごみ袋は、主催者で用意します。
6月 20 日（月）までに、TEL、FAX、メー
ル又は HP で申込み

北浦水質レスキュー隊連絡会議　担当　大木北浦水質レスキュー隊連絡会議　担当　大木
TEL.0291-33-6056（前日の連絡先 090-2306-8218）TEL.0291-33-6056（前日の連絡先 090-2306-8218）
FAX.0291-33-5638　FAX.0291-33-5638　メール rokkose02@pref.ibaraki.lg.jpメール rokkose02@pref.ibaraki.lg.jp
HP　http://www.pref.ibaraki.jp/somu/rokkose/kougai/kankyo2/rescue/index.htmlHP　http://www.pref.ibaraki.jp/somu/rokkose/kougai/kankyo2/rescue/index.html

第18回潮来市文化協会芸能音楽祭の開催について

児童の年齢 児童手当の額 (1 人当たり月額 )

3 歳未満 一律 15,000 円

3 歳以上小学校終了前 10,000 円（第 3子以降は 15,000 円）

中学生 一律 10,000 円

日　　時

場　　所

内　　容

定　　員

参 加 料

持 ち 物

申込方法

申込み・問合せ

期　間 催し物名 展示内容 備　考

 5/21（土）
～   

 6/26（日）

小堀進と弟子
たち展

小堀　進 
他 11 人の絵画

会期中休館日なし
最終日は
午後 3時まで

 6/29（水）
～  

 7/ 3（日）

アトリエＥＭＩＫＯ
の楽しい仲間たち
パッチワーク・キルト展

パッチワーク
最終日は
午後 3時まで

運行区域
１人
あたり
運賃

１人あたり運賃

1人乗り 2人乗り
3人乗り

～
乗車定員

つくば
方面

茨城空港⇔つくば市 2,000 5,000 3,000 2,000

茨城空港⇔
土浦市・かすみがうら市

1,500 4,000 2,000 1,500

神栖
方面

茨城空港⇔
神栖市・鹿嶋市

2,000 5,000 3,000 2,000

茨城空港⇔潮来市 1,500 4,000 2,000 1,500

期　日 時　間 場　所

5月 31 日
（火）

午前 10 時 15 分～午後 12 時 15 分 ショッピングプラザ
ララルー午後 1時 30 分～午後 4時

問合せ

問合せ

問合せ

日　　時

場　　所

受付期間

定　　員

受 講 料

そ の 他

申請書配布・受付場所

日　　時

場　　所

日　　時

支 給 額

支給時期

現 況 届

日　　時

場　　所

場　　所

日　　時

場　　所

内　　容

申込方法

開設時間

主　　催

募集人員

内　　容

参加資格

参 加 費

応募要領

応募締切

問合せ

日　　時

会　　場

発表部門

入 場 料

問合せ・申込み

助 成 額

そ の 他

助成期間

申請方法

申請期限

平成28年度の対象者

申請開始日

特設人権相談所の開設について

こころの健康相談の実施について

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

児童手当申請・現況届の提出について

第14回たすきで繋ぐ
北浦一周ウォーキング大会の実施について

消防本部予防課 ℡0291-34-7119　鉾田市安房1418-15 潮来消防署 ℡0299-63-0119　潮来市大塚野1丁目13-2
鉾田消防署 ℡0291-34-0119　鉾田市安房1418-15 行方消防署 ℡0291-35-0119　行方市小幡1101-38
旭 出 張 所 ℡0291-34-4119　鉾田市玉田1043-3 麻生出張所 ℡0299-80-6119　行方市麻生3339-1
大洋出張所 ℡0291-34-5119　鉾田市大蔵1335-5 玉造出張所 ℡0299-36-2799　行方市浜102-2


