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　「私ひとりくらい分別しなくても」と思っていませんか？きちんと分別されていないご

みは収集されないので、集積所を使用している他の皆さんに迷惑をかけることになります。

まずは、「私から分別」してごみを出しましょう。（分別の目安を表示したポスターは、市

役所環境課、各地区公民館（中央、潮来、津知、延方、大生原、牛堀）においてあります。）

　市では、ごみの減量化、資源化を進めています。そこで市民の皆さんにごみを出す時に

次のことをお願いします。

①生ごみは、水切りをしてから出しましょう。そうすることでかなり

の容量、重量ともに減らせます。また、コンポストや生ごみ処理機

で生ごみを処理すれば、堆肥として野菜や庭木の肥料に使うことが

でき、ごみを減らすことができます。

②雑草などは十分乾かして土を落としてから出しましょう。

　（過去に施設のコンベアに土が混入して故障したことがあります。）

③紙類（新聞紙・雑誌・ダンボール・牛乳パック・菓子箱等）は、ひも

で十字に縛って資源ごみとして出しましょう。

　現在、プラスチック・ビニール類の資源ごみは、収集後にリサイクルセンターで一時保管後、市と契約し

ている中間処理会社が自社工場に運搬して選別・梱包処理し、リサイクル業者に引き取られています。

　しかし、汚れているものや異物(プラスチック・ビニール類以外のもの)が混入しているとリサイクルに回

せず、クリーンセンターに返されることになります。返されたものはクリーンセンターで処理することにな

るため、返される量が増えると、市の処理費用が増える原因となります。

②マヨネーズ、トマトケチャップ、洗剤などの容

器は、中身

を 出 し 切

り、軽く水

洗いしてか

ら指定袋に

いれましょ

う。

①コンビニ等で購入

したプラスチッ

ク・ビニール類の

弁当箱などは、指

定袋に入れる前に

汚れを落としま

しょう。

可燃ごみ《白色の指定袋》

③指定されたもの以外のごみは、入れないでください。

プラスチック・ビニール類の資源ごみ《黄色の指定袋》

分別
家庭ごみ
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①キャップは、はずして分別をしてください。

　・プラスチックのふた・キャップ ⇒《黄色の指定袋》

　・金属製のふた・キャップ　　　 ⇒《赤いコンテナ》

②中身を出し切って水洗いをしてから出してください。

　特にたばこの吸いがらなどの異物は取り除いてください。

飲料用の缶、びん、ペットボトルの資源ごみ《緑色の指定袋》

　本年２月に策定した「一般廃棄物処理基本計画」では、平成31

年度までに資源化率を現行の15.4％から23.0％に高めることを目

標に定めています。

　そこで、資源化率アップとして新聞紙・雑誌・ダンボール・牛

乳パックに加え菓子箱などの紙類についても、可燃ごみ袋にいれ

ないで、分けて必ずひもで十字に縛って資源ごみとして出しま

しょう。

紙 類 の 資 源 ご み

【お問合せ】潮来市環境課　℡.６３－１１１１　内線251～253

　電気設備点検による停電のためごみ処理設備を停止しますので、

９月30日（土）は終日ごみ搬入ができません。
　なお、10月２日（月）からは、通常どおり搬入できます。

　皆様のご理解とご協力をお願いします。

　【お問合せ】潮来クリーンセンター　　TEL６４－５３１１

　　　　　　　環境課施設管理センター　TEL６４－５０５０

《潮来クリーンセンターからお知らせ》

ご協力を

お願いし

ます

◎牛乳パックの出し方

　①水でよくすすぎます。　②切り開いて乾燥させます。

　③完全に乾燥したら、ひもで十文字にしばってください。

　注意：お酒のパックなどで内側に銀色のアルミが貼り合わせて

あるもの、かびや汚れのひどいものは再生できませんの

で可燃ごみとして出してください。また、プラスチック

の注ぎ口などははずしてください。

　※牛乳パック30枚（約１

㎏）で60メートル巻き

のトイレットペーパー

が５個もできます。

◎菓子箱等の出し方

　①箱のかどを切り開いて伸ばします。

　②ひもで十文字にしばってください。

　 （小さい箱は落ちないようにあいだに

入れるなど工夫してください）
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【お問合せ】　潮来市市民課 国保年金グループ　TEL.63-1111　内線132



今回に限り、

免除等の申請期限が延長されました

　平成18年10月までは、昨年度の免除等の申請が

できます。

○免除（猶予）は、平成17年４月～平成18年６月ま

　での分について申請できます。

○学生納付特例は、平成17年度の分について申請

　できます。

○いずれの場合も、前年（または前々年）の所得

　が一定以下の方となります。

　詳しくは、市役所国民年金担当または社会保険

事務所にお問い合わせください。

◎潮来市市民課 国保年金グループ◎

℡.６３－１１１１　内線133

◎水戸南社会保険事務所◎

℡.０２９－２２７－３２５１

国民年金からのおしらせ

みんなで元気づくり
保健センター
ニュース

シリーズ
No.4
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「寝る子は育つ」と言われてますね。今回は「子どもの睡眠のリズム」についてご紹介したいと思います。

国民年金保険料の収納事業委託業務

（市場化テストモデル事業）の実施について

　平成18年度、国民年金保険料の収納事業のうち

強制徴収や免除勧奨を除く業務については民間委

託されました。７月１日より下記の事業所が行っ

ています。

◎委託先事業所名：株式会社もしもしホットライン

◎事業所所在地：東京都渋谷区

◎実 施 期 間：平成18年７月１日

　　　　　　　　　～平成19年９月30日まで

◎対 象 地 域：水戸北・水戸南社会保険事務所

　　　　　　　　の管轄区域

◎実 施 内 容：電話による納付督励、戸別訪問

　　　　　　　　による納付督励及び保険料の納

　　　　　　　　付委託等。

【お問合せ】潮来市健康増進課（かすみ保健福祉センター内）TEL.６４－５２４０

★人はなぜ眠るのでしょう。それは、「昼間、脳を目覚めさせるため」です。「昼間、脳を目覚めさせるために、

夜まとまって脳と体を休ませている」のが睡眠の意味です。昼間体験したことや、学んだことがちゃんと

知識として身につく、記憶として定着する、そのための整理を全部睡眠中に行っているのです。

★そのために、睡眠中は体と心を整える様々なホルモンが出ます。成長ホルモンは寝ている真夜中に、鎮静

作用のあるメラトニンは成長ホルモンよりすこし遅い時間に、活気をだす副腎皮質ホルモンは１日が始ま

る明け方に出ます。体温も、昼は活動するために高くなり、夜は休むために低くなります。

★これら、ホルモンや体温のリズムは、睡

眠のリズムを整えることで作られるもの

です。つまり眠るのが遅かったり、毎日

眠る時間が違ったりしていると、ホルモ

ンや体温のリズムがずれてしまいます。

特に乳幼児期には、ホルモンや体温のリ

ズムを獲得する上で、睡眠のリズム作り

がとても大事なのです。

街赤ちゃんや子どもは、自分からこの睡眠のリズムを作ることができるでしょうか。

　人間の生体時計は１日25時間ですから、自然にまかせていると後ろにずれていきや

　すい傾向があります。遅寝・遅起きに傾きやすいのです。

　ですから、赤ちゃん・子どもは特に、大人がその環境を整えてあげることが大切で

　す。次回、『睡眠のリズム作りのポイント』をご紹介したいと思います。

●睡眠・覚醒、ホルモンのリズム（「早起き、早寝、朝ごはん」芽ばえ社）
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㈲せきぐち総合サービス　潮来市潮来99-24

宝くじ・ロト６・toto
ミニロト・ナンバーズ

イタコチャンスセンター
TEL.62-3000  URL:e92.net

損保ジャパン

ひまわり生命代理店

関口 明広( )
予約必要 TEL.63-2177

日本FP協会会員
No.30299318

の無料相談生命保険オータムジャンボ宝くじ（ 　）枚数
限定

９/25（月）から発売開始

鹿行ハイヤー協議会

潮来支部 20,000

匿名 2,000

匿名 30,000

清水次郎長会 21,110

ホットスパー潮来駅前店 12,590

ナイルス㈱ 26,150

善意銀行
（８月分・敬称略）

優勝した第７分団チーム

潮来高校ボート部の皆さん
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地域発展に貢献する

潮来市建設業組合
茨城県潮来市辻５８３－２

ＴＥＬ ０２９９―６３―１３５８
司法書士 篠塚健司事務所

遺産相続　贈与　不動産登記　成年後見

会社設立　債務整理　破産　個人再生

 毎月第２水曜日、当事務所において無料相談を

 行っております。（予約必要 ℡６６－３５１１）

〒311-2423　潮来市日の出８丁目12番地６
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水郷マスターズ野球倶楽部の皆さん（平成16年撮影）

　橋本さんは中学校の先生に勧められてボートを始め、潮来高校ではボート部に所属、２年生の頃から中心選

手として活躍。今年６月に行われた第４回全日本ジュニア選手権大会（兼）アジアジュニア・世界ジュニア大会

代表選考会（熊本県・斑蛇口湖漕艇場）において６位に入賞し、その実力が認められダブルスカル日本代表選

手として、７月にシンガポールで行われた「2006年アジアジュニア選手権大会」と７月～８月にかけてオラン

ダで行われた「2006年世界ジュニア選手権大会」に出場しました。

　「2006年アジアジュニア選手権大会」の出場レースでは強豪の韓国チームと中盤までは競り合いつつも後半

は突き放し、見事優勝をはたしました。

　「2006年世界ジュニア選手権大会」では残念ながら上位入賞とはなりませんでしたが、今後のさらなる活躍

が期待されます。

ボート・ダブルスカル日本代表　　橋 本 孝 彦 さん

潮来高校３年生（潮来市日の出出身）

世界の舞台で活躍！

橋本さん（写真右）

アジアジュニア選手権大会
表彰式

（橋本さん：左から３人目）
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　「介護予防」とは、元気な高齢者をなるべく要介護状態にさせないように、ま

た介護が必要な人もいま以上に悪化しないようにするための取り組みです。今年

度から65歳以上の方を対象に「介護予防健診」（住民健診の中で実施）が始まりま

した。この「介護予防健診」では、運動器の機能、栄養改善、口腔機能、閉じこ

もり、認知症、うつについてチェックし、早めに危険なサインを見つけます。

　介護が必要となる時期を少しでも先に延ばすために、早めに危険なサインを見

つけ、手を打つことが“元気に長生き”の秘訣です。

介護予防健診や介護予防チェックの結果

介護・介護予防等に関する相談は下記にお問合せください。

潮来市介護福祉課　地域包括支援センター　TEL.63-1111　内線396・397

「特別な介護予防が必要」

と判定されたら・・・

「特別な介護は必要ではない」

と判定されたら・・・

介護予防プランの作成

　いつまでも元気に長生きできるように、地

域包括支援センター職員が訪問し、ご本人の

希望や目標を聞きながら「介護予防プラン」

を作成します。

　まだまだ元気です。しかし、油断は禁物で

す。適度な運動、十分な栄養摂取など、健康

に気をつけて過ごしましょう。

　生活の中で自分なりの目標を見つけること

が大切です。

介護予防健診結果について

　特別な介護予防が必要な方には、介護予防

健診結果を個別通知しています。

　今すぐに特別な介護予防が必要でない方に

は通知していません。

６５歳以上で７月に

住民健診を受診した方へ

介護予防プログラムの利用

　介護予防プランに基づき、介護予防事業等

を利用して、元気づくりを目指します。

お 知 ら せ

介護予防の達人を目指してシリーズ

知っていますか？ 介護予防
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【お問合せ】　潮来市立図書館　TEL.８０－３３１１　FAX.６４－５８８０

「セロひきのゴーシュ」「注文の多い料理店」「雪わたり」「やまなし」
「風の又三郎」「オツベルと象」「すいせん月の４日」「銀河鉄道の夜
（朗読画集）」「雨ニモマケズ」「永訣の朝（宮沢賢治詩集）」「イーハ
トーブ図誌」「よだかの星」「どんぐりとやまねこ」「ふたごの星（か
みしばい）」など。（ＣＤもご用意してあります。）

図書館へ

今月の本棚 よ う こ そ

図書館だより

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）

日にち 午前10時30分 午後１時 午後３時30分

10

１日(日) ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 おもひでぽろぽろ（13:30～）誰も知らない（16:00～）

７日(土) ポケットモンスター 結晶塔の帝王 カラーパープル

８日(日) ポケットモンスター 結晶塔の帝王 秘密の花園 恋愛適齢期

14日(土) 映画ドラえもん のび太の大魔境 マトリックス

15日(日) 映画ドラえもん のび太の大魔境 理由なき反抗 ペリカン文書

21日(土) ぼくらの七日間戦争 秘密の花園

22日(日) ぼくらの七日間戦争 アメリカングラフィティ ムーラン・ルージュ

28日(土) のどか森の動物大作戦 カラーパープル

29日(日) のどか森の動物大作戦 俺たちに明日はない マトリックス

日にち 午後２時～

10月７日

(土)
読み聞かせ（「どんぐりとやまねこ」の紙芝居）
図書館のおにいさん、おねえさん

10月14日

(土)
読み聞かせ（おまつりのおはなし）

いたこおはなし会

10月21日

(土)
語り聞かせ

藤井いづみ先生

10月28日

(土)
読み聞かせ（ハロウィーン）

うしぼりおはなし会

※上映当日、午前10時から整理券を配布しますので、カウンターでお受け取りください。 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

10月の図書館カレンダー

藤井いづみ先生が語るお話の世界
　白百合女子大学の非常勤講師であり、つくば市の自宅に「まめの木文庫」

を開設し子供たちに定期的に語る一方、語り手を志す人たちの指導にあ

たっています。その藤井いづみ先生が、すてきなお話を語ってくれます。

　◎日　時：10月21日（土）
　（午後２時）　０歳～４歳　　わらべうた、えほんもこもこもこ　ほか

　（午後２時半）５歳～小学生　語り　やせたメンドリ、マーシャとくま ほか

各時間ともそれぞれ30組の親子を募集します。

（申込順：定員になり次第締切とさせていただきます）

　◎申込み：図書館カウンター、電話、ＦＡＸにてお申し込みください。

９月21日賢治祭　宮沢 賢治（明治29年８月27日～昭和８年９月21日）

　図書館では中高生の皆さんに読んでいただき

たい本をそろえてお待ちしています。

「エンジニアになるには」「ジャーナリストになる

には」（なるにはブックスシリーズ）、「生きるため

の101冊」「大人になるということ」「イラクの戦場

で学んだこと」「ヒマラヤで考えたこと」「大学で

何を学ぶか」「数学がおもしろくなる12話」「まだ

17歳だけど人生っておもしろ

いと思う」「心の国境を越え

て」「難民が生まれるのはな

ぜ」「被爆者たち」「ハニーが

盲導犬になるまで」など

　就職活動に役立つ資料を集めました。

「知りたい、なりたい、職業ガイドシリーズ」ほるぷ出版

　仕事につくまでの道のりが一目でわかるフローチャートが便利

「就職四季報」東洋経済新報社

　主要企業の採用情報、企業情報を約5,600社収録。

　男女・文理別採用実績

「面接の虎」ゴマブックス

　面接評価を高める技術などの情報

　が満載

「就職ジャーナル」リクルート

　さまざまな業界・会社の採用情報

特別整理期間（蔵書点検、書架整理、資料

修理、選書等）のため、10月２日（月）～６

日（金）は休館となります。なお、９月26日

（火）～10月１日（日）は貸出冊数を増やし

ます。（図書20冊、視聴覚５点、雑誌５点)

ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオを返却する場合には『ブックポスト』は利用出来ません！

破損の原因となりますので、返却する時は必ず図書館カウンターへお持ちください。《ご注意ください》

ユース（青少年）コーナーのご案内 就 職 活 動 特 集
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平成18年事業所・企業統計調査

（10月１日現在）が実施されます

　全国すべての事業所や企業が調査対象です。主な

内容は名称、所在地、事業の種類などです。調査結

果は、労働経済白書などの現状分析に利用されてお

ります。

　９月下旬ごろ調査員が伺います。調査にご協力願

います。

（事業所・企業統計調査に関するお問合せ）

総務省統計局 統計調査部 経済基本構造統計課 企画係

℡.０３－５２７３－１１０９（直通）

統計調査全般に関するお問合せ

潮来市企画財政課　企画調整グループ　℡.63-1111　内線215

～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.47VOL.47

＜テーマ＞～裁判員制度に関する学習会～

　８月５日（土）、市立図書館視聴覚室において、平成21

年５月までにスタートする「裁判員制度」についての学

習会を開催しました。

　当日は、水戸地方裁判所から柳谷総務課長と中村主任

事務官をお招きして、裁判員制度広報用映画「評議」の

上映を行った後に、制度に関する説明と参加者からの質

疑等に答えていただきました。

　柳谷総務課長は、「この制度は、国民の皆さんが裁判員

として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪

の場合にはどのような刑にするかを裁判官と一緒に決め

ていただく制度です。対象となるのは重大な刑事事件で

す。この制度は、国民の皆様のご協力なくしては成り立

たない制度です。皆さんのご理解とご協力をお願いいた

します。」と話されました。

　参加者は、「裁判員制度」を一生懸命理解しようという

真摯な態度が印象的でした。また、次のような意見があ

りました。

・今回のテーマは、これから始まることであり、旬で大

変良い。井戸端会議で話すにも良かった。

・平成21年までにスタートする制度で、しかも人（民間

人）が人を裁く制度であり、リスクがある業務。もっ

とＰＲが必要。

・映画を見て、実際に選任された場合にどれだけの意見

が出せるか不安はあるが、選任されたらお受けしたい。

・ＤＶＤの「評議」は知っている俳優さんが出演してお

り、題材も三角関係でひきつける内容なので良いと思

います。

・民間人が民間人を裁くことに不安や抵抗があるが、あ

らゆる角度から事件を見るのも良いと思います。個人

情報の漏洩や守秘義務についてきちんとし、罰則規定

など設けた法整備が必要ではないか。

平成18年度潮来市男女共同参画事業

第２回 Ｅ～クオリティー カフェを開催しました

平成18年社会生活基本調査

（10月20日現在）が実施されます

　調査地域は、総務省統計局が国勢調査区の中から

コンピュータによって無作為に選定した地域の世帯

です。主な内容は、さまざまな活動状況や生活時間

についてです。調査結果は、国民生活白書などの現

状に利用されております。

　９月下旬ごろ調査員が伺います。調査にご協力願

います。

（社会生活基本調査に関するお問合せ）

総務省統計局 統計調査部 労働力人口統計室 企画指導第二係

 ℡.０３－５２７３－１１９０（直通）

統計調査にご協力お願いします

水戸地方裁判所 柳谷総務課長より説明

※「評議」のビデオテープ・ＤＶＤの貸出しを潮来市

総務課（℡.63-1111）、市立図書館（℡.80-3311）で

行っています。
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H17.10月生）

秋の防犯の集い
（潮来公民館）

＋当番医

方波見医院
564-2714

＋当番医

大久保診療所
562-2506

＋当番医

久保病院564-6116

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

子育て広場（中）

子育て広場（中）
三種混合・２回目
（H18.5月31日以前生）

（牛堀地区）

子育て広場（図）

子育て広場（中）
二種混合（津知小）

体育の日

子育て広場（中）
３歳児健診
（H15.7月生）

子育て広場（中）
法律相談（高）
マタニティ・セミナー
（か）

October

月10 の
カレンダー

消防ポンプ操法大会
（日の出中グラウンド）

＋当番医

常南病院563-1101

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H18.5月生）

子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H18.5月生）

三種混合・２回目
（H18.5月31日以前生）

（津知・延方・大生原地区）

子育て広場（中）
三種混合・２回目
（H18.5月31日以前生）

（潮来地区）

子育て広場（中）
二種混合（大生原小）

子育て広場（図）
７ヶ月児育児相談（か）
（H18.2月生）

二種混合（日の出小）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H18.2月生）

二種混合（延方小）
＋当番医

仲沢医院563-2003

献血
潮来土木事務所（10:00～11:30）
ラ・ラ・ルー（13:00～15:30）

いきいき健康体操（か）
ストレッチ体操（い）

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）
二種混合（潮来小）

１歳６ヶ月児健診
（H17.3月生）

子育て広場（図）
１歳児育児相談（か）
（H17.10月生）

特設人権相談（高）

二種混合（徳島小） 子育て広場（中）
二種混合（牛堀小）

● 実施場所 ●

（い）…潮来保健センター

（か）…かすみ保健福祉センター

（中）…中央公民館

（図）…市立図書館

（高）…高齢者センター

広報いたこ 2006
10月号 Vol.66

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）

　この度、道の駅いたこの運営会社であり、第３セ

クターの株式会社いたこが、市内無料周遊バスを今

年の10月を目途に運行を開始することになりました。

　道の駅いたこは、お陰様で昨年度は利用されたお

客様が年間100万人、取扱高７億円を超え、道の駅と

しては県内でもトップクラスの実績をあげるまでに

成長し、５周年記念の株主配当も実施出来ました。

　そもそもの道の駅いたこの建設目的であり、道の

駅利用者を潮来市街地に呼び込む方法について、当

初は、国土交通省による、前川の排水機場を米島側

に建設する、という計画に合わせ、延方干拓南幹線

用水路を河川化し、前川とつないで舟運を利用しよ

うとの構想を描いておりましたが、国土交通省の考

えもあり舟運利用についてはまだまだ時間がかかり

そうです。

　そのような状況のなか、この周遊バスは、昨今の

公共交通機関であるバス路線の廃止に伴う高齢者な

どの足の確保や、従来より要望のある市民プール、

ヘルスランドさくら、水郷県民の森、図書館など公

共施設への足の確保など様々な利用が考えられます。

　市民に人気の高いグラウンドゴルフも足の心配を

せずにゆっくりプレー出来ると思いますし、潮来市

は平坦な地形でウォーキングには絶好の地であり、

市内各地にコースが設定されていますので、周遊バ

スとの連携によりウォーキングでのまちづくり、観

光客の誘致も可能になると期待しております。

　また、地域の活性化を考える場合、拠点を結ぶこ

とも大事な要素です。延方駅～道の駅いたこ～水郷

潮来バスターミナル～潮来駅を主要路線とし、大生

原地区、牛堀地区にも運行を計画します。

　周遊バスの運行費用については、市には費用負担

を求めない考えであり、企業努力により進めますが、

道の駅だけでは継続性に不安もあります。そこで、

市内事業者等の応援を頂いたり、有償ボランティア

で運転をお願いしたりすることで、永く継続出来る

ように努力したいと思います。

　行政に依存せず、市民の力で運行が出来れば、全

国でのモデルケースになると思います。

　市民の皆様には、この周遊バスを多いに利用して

いただきたいと思います。

　平成18年９月

　道の駅いたこ 市内無料周遊バス運行

6262

市長と語る
午後のひととき

（アイモア・13:00～16:00）
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　市長へのたより

総数 女 10,462 世帯（－ 7）世帯数15,844人男 15,460人 （＋ 2）（－11）31,304人（－ 9）

・車いすリフト付きマイクロバス１台（定員：運転手込み20名）

・大型ワゴン車　　　　　　　　１台（定員：運転手込み15名）

①直行コース　　（火～日曜日）：１日５往復

　常時メイン路線として「潮来駅」「市立図書館」など市の施設を経由し途中に観光スポットや

　金融機関等の生活路線を考慮したコース

②回遊コースＡ　　（火・木曜日）：午前１便、午後１便（午前左回り、午後右回り）

③回遊コースＢ　　（水・金曜日）：午前１便、午後１便

④回遊コースＣ　　（土・日曜日）：午前１便、午後１便（季節運行）

　　　　　　　　　　　　　　　　　「トンボ公園」などウォーキングができるコースを運行

　公共施設等に設定されたバス停からだけでなく、国道以外の場所であれば、手を上げて頂けば自由に

乗降できます（下記以外にもバス停あり）。※毎週月曜日は基本的にバスの整備点検のため運休となります。

【お問合せ】株式会社いたこ（道の駅いたこ内）℡.67-1161　バス担当：大塚・金井

　指定管理者として「道の駅いたこ」の管理運営を

行っている株式会社いたこ（第３セクター）では、地

域住民の交通弱者に対する移動手段の確保とあわせ、

地域活性化（買物・飲食・宿泊への誘客等）を主目的

に市内の公共施設や医療機関、観光スポット等を周回

する市内無料周遊バスを運行します。

車種

運行
コース
（予定）

乗降
方法

無料周遊バス
路線図（予定）

10月運行
開始予定


