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あなたの安心を支えます
介護保険料

特設人権相談所が
開設されます

国民年金の保険料は
口座振替が便利でお得です

　介護保険は自分のための保険であるとと
もに、介護者となるご家族のための保険で
もあります。「介護を受けるのはまだ先」と
思いがちですが、介護保険料の納付の確認
をお願いします。
　介護保険料を滞納すると、将来介護サー
ビスが必要となったとき、滞納期間に応じ
て保険給付の制限を受ける場合があります。
　 　高齢福祉課　介護保険グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 121

　毎日の暮らしの中で起こる様々な問題を
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
 期　日　２月１５日（木）　
　　　　午前１０時～午後３時（正午～午後１時を除く）
 会　場　潮来市立津知公民館　
　 　市民課　市民グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 114

　国民年金保険料の納付には、口座振替が利
用できます。口座振替には現金納付よりも割
引額が多い「６ヵ月前納」「１年度前納」「２
年度前納」があり大変お得です。口座振替を
ご希望の方は市役所、年金事務所又はご希望
の金融機関へお申し込みください。
 持参するもの　

通帳、金融機関のお届印、年金手帳又は
納付書等（基礎年金番号が分かるもの）

 前納申込期限　２月２８日（水）
　 　市民課　☎６３－１１１１　内線 122
　　　日本年金機構　水戸南年金事務所
　　　☎０２９－２２７－３２５１

催 税 ｉ募…催し物、イベント …税金のお知らせ …募集 …行政情報

ｉ 自動車税減免申請の
出張窓口が開設されます

　茨城県では、身体障害者手帳、精神障害
者保健福祉手帳、療育手帳及び戦傷病者手
帳の交付を受けている方で、障害等級や自
動車の所有者等が一定の要件を満たす場合
には、障害をお持ちの方のために使用する
自動車に係る自動車税及び自動車取得税を
減免する制度を設けています。
　減免申請は管轄の県税事務所において年
間を通じて受付しておりますが、次の日程
で減免申請の出張窓口を設置しますので、
ご利用ください。
　必要な書類等、詳細については、行方県
税事務所までお問い合わせください。
○出張窓口開設期日等

※ 3 月 14 日は午前中のみの開設になります。
　新車、中古車新規登録に係る減免や自動
車所得税の減免については、登録日から 30
日以内に管轄の水戸又は土浦県税事務所自
動車税分室でお願いします。
　軽自動車税の減免については、潮来市税
務課へお問い合わせください。
　 　行方県税事務所　☎７２－０４８２
　　　茨城県　税務課ホームページ
　　　www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/kikaku/zeimu.htm1

ｉ 休日・夜間国民健康保険税の
納税相談を実施します

　２月３日㈯～９日㈮の７日間、国民健康
保険税の休日・夜間納税相談を実施します。
　相談日までに納付が確認できない方又は
一部しか納付の無い方で誓約等約束のない
方は、来年度（平成３０年４月から）の国
民健康保険証が短期被保険者証又は被保険
者資格証明書になってしまいます。お早め
に相談してください。

 相談会場　潮来市役所 １階
　　　　　５番窓口　税務課
　短期被保険者証とは、国民健康保険税を
滞納した場合に、通常の保険証の代わりに
交付される有効期間が 1 ～ 6 ヶ月と短い保
険証のことです。
　被保険者資格証明書とは、国民健康保険
税を滞納した場合に、保険証の代わりに交付
されるもので、国民健康保険の被保険者で
あることの資格を証明するものをいいます。
　 　税務課　収税グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 137 ～ 139

募 パブリックコメント（意見聴取）
を実施しています！！

　潮来市では、次の３つの計画（素案）に
ついて、パブリックコメント（意見聴取）
を実施しています。
　市民の皆様、ご意見をお寄せください。
 パブリックコメント（意見聴取）の対象
①潮来市地域福祉計画・地域福祉活動計画

（第２期）（素案）②第３次潮来市障害者計画・
第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計
画（素案）、③潮来市高齢者福祉計画・介護
保険事業計画（第７期）（素案）
 意見の募集期間　２月１２日（月）まで。
 計画（素案）の公表・閲覧
○市の HP で公表しています。
　その他に社会福祉課、高齢福祉課、潮来
市社会福祉協議会、市内各地区公民館で閲
覧することができます。
 意見を提出できる方
○潮来市内に住所のある方又は通勤・通学している方
○潮来市内に事務所等のある個人・法人、その他の団体の方
 意見の提出方法等
　持参、郵便、FAX 又は電子メールのいず
れかの方法で提出願います。詳しくは、市
HP 又は次の問合せ先にご確認ください。
　
①潮来市地域福祉計画・地域福祉活動計画
（第２期）（素案）の場合

　社会福祉課　社会福祉グループ
　☎６３－１１１１　内線 390
　潮来市社会福祉協議会
　☎６３－１２９６
②第３次潮来市障害者計画・第５期障害福祉計

画・第１期障害児福祉計画（素案）の場合
　社会福祉課　障害福祉グループ　
　☎６３－１１１１　内線 392
③潮来市高齢者福祉計画・介護保険事業計

画（第７期）（素案）の場合
　高齢福祉課　介護保険グループ
　☎６３－１１１１　内線 126

催 講演会「災害時の障がい者を考えよう！」を
開催します

　平成 28 年 4 月に施行された障害者差別解
消法の周知とともに、特に災害時における避
難行動要支援者となる障がい者への支援等に
ついて、障がい者と支援者の両方の視点から、
具体的な対応や支援の方法、そのための対策
等についての講演会を開催します。
 期　日　２月２４日（土）
　　　　午後２時～午後４時
　　　　（受付　午後１時３０分～）
 会　場　かすみ保健福祉センター《ひまわり》
 定　員　２００人（入場無料）
 講　師　茨城大学　非常勤講師
　　　　有賀　絵理　氏
 その他　市内障がい福祉事業所による展示即

売会も実施します。
　　　　手話通訳が必要な方は、事前に社

会福祉課までお知らせください。
　  　社会福祉課　障害福祉グループ　
　　　　☎６３－１１１１　内線 394

催 第29回　鹿島吹奏楽団定期演奏会が
開催されます

 期　　日　２月２５日（日）　
　　　　　午後１時３０分　開場　
　　　　　午後２時　　　　開演
 会　　場　鹿嶋勤労文化会館　大ホール
　　　　　※入場無料
 演 奏 曲　喜歌劇「小鳥売りセレクション」
　　　　　リベルタンゴ
　　　　　 ウェストサイドストーリーセレクション 他
　 　鹿島吹奏楽団　団長　清水 哲人
　　　☎０９０－７２４０－９６０７

催 水郷潮来元気市が
開催されます

　飲食、雑貨販売等のお店約 30 店が出店予
定です。「シャボン玉ギネス世界記録保持者　
杉山兄弟」出演予定！ぜひご来場ください！
 期　日　１月２８日（日）
　　　　午前 10 時～午後 2 時
 会　場　ショッピングセンターアイモア駐車場
　 　潮来市商工会　☎８０－３８３１

ｉ

募

潮来ヘルスランドさくらで
トレーニングを始めてみませんか？

求職者向けパソコンスクール
受講生を募集します

　本格的なマシンを取り揃えたトレーニン
グルームで汗をかいて、今年一年健康で過
ごせる身体づくりと正月太りの解消をしま
せんか？また、トレーニングルームを利用
しなくても内湯、露天風呂、足湯、サウナ
などを利用してリフレッシュもできます。
 会　　場　ヘルスランドさくら
　　　　　トレーニングルーム　
　　　　　※トレーニングルームの利用は高

校生以上となり、初回講習会
が必須です。

 初回講習会　午前１０時３０分　火、金、日、祝
　　　　　午後６時３０分　　水、木、土
　　　　　※講習会の定員は５名になります。
 料　　金　【一般】市内 510 円・市外 720 円　
　　　　　【中高生】市内 200 円・市外 410 円　
　　　　　【高齢者（満 70 歳以上）】
　　　　　　　　 市内 200 円　市外 410 円　
　　　　　【中学生未満】市内市外　無料
 必要な物　運動しやすい服装・運動靴（上履き用）
　詳細はお問い合わせください。
　  　潮来ヘルスランドさくら
　　　　☎６４－５８５８

 内　　容　基礎コース
　　　　　基本から学ぶパソコン簿記基礎科
　　　　　ワープロ基礎・応用　表計算基礎・応用
　　　　　簿記基礎・応用　職業能力開発講習等
 使用ソフト　Word、Excel 及び PowerPoint
　　　　　任意で資格も取得できます。
 訓練期間　３月１５日（木）～７月１３日（金）　
　　　　　午前９時～午後３時 30 分（休憩時間含む）
 会　　場　アイテックパソコンスクール神栖校
 定　　員　１５人
 費　　用　受講料無料（テキスト代 10,746 円税込）
 申込締切　２月２３日（金）
 申込方法　前日までにハローワークで求職申込み・

職業相談をし、申込書を申込先へ提出
　  　アイテックパソコンスクール神栖校
　　　　☎７７－８３７０

募

募

高齢者はつらつ百人委員会委員を
募集します

鹿行広域高齢者はつらつ百人委員会
グラウンドゴルフ交流大会参加者募集

　高齢者自らが、地域の高齢者を対象に健
康づくり、生きがいづくりに関する事業を
企画し、実施する委員会です。
　ぜひご応募ください。
 応募資格　県内に住む概ね 60 歳以上で、委員会の運

営に協力し、主体的に企画・立案して出
席できる方。（委員として 5 期 10 年務め
た方・地方公共団体の長及び議員を除く）

 任　　期　平成 30 年 4 月～平成 32 年 3 月末
 応募方法　はがきに住所・氏名（フリガナ）・

年齢・性別・電話番号を明記し、
お申し込みください。

 応募締切　２月２８日（水）※当日消印有効
 そ の 他　報酬・交通費はなし。
　  　茨城県社会福祉協議会　
　　　　茨城わくわくセンター
　　　　〒 310-8586　水戸市千波町 1918
　　　　☎０２９－２４３－８９８９

 期　　日　３月１３日（火）
　　　　　受付　午前８時～　
　　　　　開始　午前９時　※雨天時翌日
 会　　場　道の駅いたこ（１０ホール３コース）
 対　　象　市内在住の６０歳以上の方
 募集人数　約６０人（市内）
 参 加 費　５００円（１名）※当日徴収します。
 申込方法　往復ハガキに氏名（ふりがな）、性

別、生年月日、電話番号を記入の
うえお申し込みください。

　　　　　〈連記可（責任者明記）〉
 申込締切　２月２８日（水）
　  　百人委員会スポーツ部潮来地区責任者
　　　　大信田　正蔵　
　　　　〒 311-2423　潮来市日の出７－５－４
　　　　☎６６－１１７５



催 水郷まちかどギャラリー
展示案内

期　間 催し物名 展示内容 備　考
2/3㈯

～2/11㈰
小堀進記念
水彩画公募展 水彩画 最終日は午後

4 時まで

2/14㈬
～2/18㈰

家庭の日
絵画・
ポスター展

絵画・
ポスター

最終日は午後
4 時まで

 開館時間　午前１０時～午後５時
　　　　　入場無料・月曜日休館
　 　水郷まちかどギャラリー　
　　　☎６３－３１１３

ｉ 市役所・市内教育施設
放射能測定結果

　市役所本庁舎及び市内教育施設の放射線
量は文部科学省が示した基準値を十分に下
回っており、健康に影響のあるレベルでは
ありません。
　測定日　１２月２１日（木）天候：晴れ

【測定結果】（単位はマイクロシーベルト毎時）

測定場所
放射線量

地上 50cm 地上 1m

文科省基準 1.000（ － ）1.000（ － ）

潮来市役所 0.076（ ▲0.003 ）0.078（ 0.004 ）

潮来小学校 0.068 ( 0.006 ）0.065 ( 0.002 ）

津知小学校 0.062 ( ▲0.001 ）0.06 ( － ）

日の出小学校 0.053 ( 0.001 ）0.057 ( 0.005 ）

延方小学校 0.057 ( ▲0.006 ）0.061 ( ▲0.001 ）

大生原小学校 0.069 ( － ）0.067 ( － ）

旧徳島小学校 0.066 ( 0.009 ）0.056 ( ▲0.005 ）

牛堀小学校 0.061 ( 0.001 ）0.058 ( ▲0.011 ）

※（）内の数字は前回調査との比較増減（▲：減少）
　 　環境課　☎６３－１１１１内線 251 ～ 253

潮来市水道水の放射能測定結果
　潮来市の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。
　採取日　１２月４日 ( 月 )　天候：曇り

内容

放射能量 (Bq/kg)
放射性
ヨウ素

131(I-131)

放射性
セシウム

134(Cs-134)

放射性
セシウム

137(Cs-137)

水道水
（市上水道）

不検出
( ０．８Bq/
kg 未満 )

不検出
( ０．７Bq/
kg 未満 )

不検出
( ０．６Bq/
kg 未満 )

　 　上下水道課　☎６３－１１１１内線331

ｉ
募

茨城空港からのお知らせ

げんでん　ふれあい文化講演会
「笑いと健康」参加者を募集します

　３，１００台分の駐車場が無料の茨城空港は、
札幌・神戸・福岡・沖縄（那覇）の４都市と中
国（上海）へ就航しており、昨年度は約６１万
人に利用されました。
　茨城空港は、ターミナルビルが非常にコン
パクトで搭乗手続きも全て１階ででき、お年寄
りやお子様連れのご家族にも好評です。

　 　茨城空港利用促進等協議会 
　　　（茨城県企画部空港対策課内）
　　　☎０２９－３０１－２７６１

　林家こぶ平さんとして親しまれ、現在多
方面で活躍中の落語家「林家正蔵」氏を講
師に招き、「笑いと健康」を演題に講演会が
開催されます。
 期　　日　３月３日（土）（開場 12 時 30 分）
　　　　　午後１時３０分～午後３時
 会　　場　レイクエコー
　　　　　茨城県鹿行生涯学習センター・
　　　　　茨城県女性プラザ　多目的ホール
 対　　象　茨城県民の方　３００名
　　　　　入場無料（定員になり次第締切り）
 申込方法　電話又はＦＡＸでレイクエコーま

でお申し込みください。
　  　レイクエコー
　　　　☎７３－２３００　
　　　　ＦＡＸ７３－３９２５

募 ボーイスカウトオープンデーの
参加者を募集します

 期　日　２月１８日（日）
　　　　午前１０時～正午
 会　場　神之池バーベキュー広場
　　　　（雨天時　神栖市中央公民館）
 対　象　ボーイスカウトに興味のある
　　　　小中学生
　　　　※男女問いません。
 その他　事前連絡は不要です。
　　　　無料で参加できます。
　  　ボーイスカウト神栖第 1 団　石原　
　　　　☎０８０－１１６０－２７５９

ｉ 平成30年度上半期　学校開放事業
（体育施設）利用のお知らせ

　平成３０年４月１日から平成３０年９月末
日の期間に、学校開放事業による体育施設の
定期利用を希望する団体は、
　　　①市立学校体育施設利用申請書
　　　②学校施設利用者名簿
　　　③スポーツ安全保険 ( 傷害・損害賠償

責任保険 ) 等への加入がわかる写し
の書類をそろえて生涯学習課で申請（窓口で
申請）し、潮来市学校開放事業（体育施設）
利用調整会議に必ず代表者等が出席してくだ
さい。利用希望日が重なった場合には、抽選
により利用決定をする場合もあります。
※ＦＡＸによる仮申請は不可。必ず窓口まで
ご持参ください。
　申請書は、生涯学習課（中央公民館）又
は教育委員会のＨＰからダウンロードできま
す。なお、平成２９年度下半期利用の団体代
表者には郵送にて案内を送付しています。
 提 出 先　生涯学習課（中央公民館内）
 提出期限　２月２３日（金）正午
 　利用調整会議
 　　期　日　３月１９日（月）午後７時～
 　　会　場　中央公民館
　 　　　　　１階　大ホール
　  　生涯学習課（中央公民館内）
　　　　☎６６－０６６０

ｉ 鹿行広域バス「白帆・あやめライン」が
運行開始しました

　茨城県、潮来市及び行方市では、マイカー
なしでも安心して暮らせる社会を目指すた
め、潮来市と行方市を結ぶ広域バス路線の
実証運行を開始しました。通勤、通学、通院、
買い物、観光など、皆様の積極的なご利用
をお願いします。

　運賃の支払いは、現金のみです。Suica、Ｐ
ＡＳＭＯなどのＩＣ乗車券は利用できません。
　未就学児は無料。小学生、障がい者の方
等は半額となります。詳細は秘書政策課ま
でお問い合わせください。
　 　秘書政策課　秘書政策グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 213

ｉ 軽自動車税のお知らせ

　軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者
に課税されます。廃車・譲渡・盗難等により
登録の軽自動車を所有しなくなった場合は、
３月末日までに廃車手続きが必要です。手続
きが遅れますと、平成３０年度も課税される
ことがありますので、ご注意ください。納税
通知書は、毎年５月上旬に発送しています。

　平成２８年度課税から、最初の新規検査か
ら１３年経過した三輪・四輪の軽自動車につ
いて、重課が導入されました。
※平成３０年度課税の重課対象➡平成１７年
３月３１日以前に最初の新規検査をした車両

（自動車検査証に記載されている初年検査年
月が「平成１７年３月」以前）
　 　税務課　税務グループ
　　　☎６３－１１１１　
　　　内線 132・133・134

募 講演会「外あそびのチカラ」を
開催します

　外あそびや遊び場が持つ力についての講
演会や遊び場体験を開催します。子育てに
悩むパパママはもちろん、子どもに関わる
全ての方に聞いていただきたい内容です。
※小雨決行。汚れてもよい服装で着替えを
持参してください。
※一日を通して参加の方は昼食を各自でご
用意ください。
 期　　日　２月２５日（日）
　 講 演 会　午前１０時３０分～正午
　　　　　　受付　午前１０時～
 　遊び場体験　午後１時３０分～午後３時
　 会　　場　潮来市社会福祉協議会
　 対　　象　・０～６歳・小学生の保護者
　　　　　　・子どもが好きな方
　　　　　　・子育て中の方
 申込方法　わくわくネット６５又は潮来市社

会福祉協議会までお電話、メー
ル又はＦＡＸでお申し込みくだ
さい。

 申込締切　２月２３日（金）午後５時
　  　わくわくネット６５（担当　和田）
　　　　　☎０９０－８４５６－５４４８
　　　　　メール　waku2net65@gmail.com
　　　　潮来市社会福祉協議会（担当　杉山）
　　　　　☎６３－１２９６
　　　　　ＦＡＸ６３－１２６５

募 潮来市ボートスポーツ少年団
団員を募集します

 対　　象　ボートに興味があり「あめんぼ」
に通うことのできる小学新４～
６年生の男女

 募集人数　約１０名（随時見学・体験可）
 練 習 日　毎週土曜　午前９時３０分～正午
 練習場所　ボートセンター「あめんぼ」　
　　　　　（潮来市潮来６３２２）
 年 会 費　１０，０００円
　　　　　（登録料・保険料込み）
 申 込 書　中央公民館、図書館及びあめんぼ

にあります。
 申込方法　問合せ先に電話又は練習日にあめ

んぼへ来所して、見学・体験のう
え、お申し込みください。

 申込締切　３月３日（土）
　  　小　高　☎６６－３４４３（自宅）
　　　　０９０－４５２４－１２５９（携帯）
　　　　高清水　☎０９０－１６６７－８９９３

○白帆・あやめラインの特徴○
①毎日９往復運行します。
②商業施設（ラ・ラ・ルー、アイモア、道

の駅いたこ）公共施設（行方市役所麻生
庁舎、麻生公民館、潮来市立図書館）な
どに停車します。

③「行方市役所麻生庁舎」で、行方市営バ
ス（なめがた地域医療センター方面）の
全便に接続します。

④鉄道駅（潮来駅、延方駅）や水郷潮来バ
スターミナルから、鉄道、高速バスを利
用して、東京、成田、鉾田、水戸方面に
移動できます。

⑤運賃は２００円～５００円

　 チャーター便（台湾）が催行
　この３月上旬には待望の台湾へのチャー
ター便が催行されます。この時期の台湾で
は、幻想的で華やかなランタンフェスティバ
ルが開催中です。また、ノスタルジックな
九份（きゅうふん）の街並みや神秘的な美
しさの日月潭（にちげつたん）もお薦めです。
　詳細は茨城空港ＨＰをご覧ください。
　茨城空港ＨＰ　www.ibaraki-airport.net/

車　種　内　容 税　額

原
　
付

一種（50 ｃｃ以下） ２, ０００円
二種（90 ｃｃ以下） ２, ０００円
二種（125 ｃｃ以下） ２, ４００円

軽
自
動
車

二　　　輪 ３, ６００円
三　　　輪 ３, ９００円

四
　
輪

乗用（自家用） １０, ８００円
貨物（自家用） ５, ０００円
乗用（営業用） ６, ９００円
貨物（営業用） ３, ８００円

ボート・トレーラー ３, ６００円
二輪の小型自動車 ６, ０００円

小
型
特
殊

農
耕
用

二輪 ２, ４００円
四輪（1000cc 以下） ３, ０００円
四輪（1000cc 超　） ３, ９００円

その他 ５, ９００円
ミ　ニ　カ　ー ３, ７００円


