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これからは、子育てを地域社会全体でささえ合っていくことが大切です。潮来市では、安心

してゆとりある子育てができるようにとの願いをこめて「いたこファミリーサポートセン

ター」を開設いたします。

ファミリーサポートセンターとは
　子育ての手助けを受けたい人（利用会員）と、子育ての手助けをしたい人（協力会員）がそれぞれ登録

し、一時的にお子さんをお預かりする活動です。子育て支援にかかわる地域の助け合いの場を整え、会

員が安心して活動に参加できるよう、センターはその橋渡しをいたします。

こんな活動を予定しています
○保育所（園）・幼稚園の開始前や終了後にお子さんを預かります。

○小学校の放課後・学童クラブ終了後にお子さんを預かります。

○保育施設や学校が休みの時にお子さんを預かります。

○保護者の具合が悪い時にお子さんを預かります。

○保護者が外出したい時にお子さんを預かります。

（通院・学校行事・冠婚葬祭・趣味活動・買い物他）

保険について
　万一の事故に備え、センターでは補

償保険に加入します。保険料の個人負

担はありません。

活動を依頼したい会員はファミリーサポートセンターに連絡します

崖

センターのアドバイザーが協力会員をコーディネートし活動を依頼します

崖

利用会員に協力会員を紹介し、事前の打ち合わせをします

崖

活　　動

崖

会員同士で料金の受け渡しをします

崖

協力会員は活動報告書をセンターに提出します

活動のながれ利用料金
◎月曜日から金曜日の

　　　　　午前７時から午後７時まで

　　　　　　　１時間あたり　700円

◎土曜日と日曜日および上記以外の時間帯

　　　　　　　１時間あたり　800円

※活動終了後、利用会員が協力会員に

直接支払います。

会員の種類と内容

●利用会員　市内に在住か在勤で小学生までのお子さんを持ち、子育ての手助けを受けたい人

●協力会員　市内に在住で子育て支援に理解と情熱があり、自宅で子どもを預かることができる人

●両方会員　利用会員として手助けを受け、時には協力会員としての活動を希望する方

あなたの子育てを応援します

「いたこファミリーサポートセンター」
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会員になるには
　会員として登録を希望する方は下記の窓

口でお申込みください。利用会員の方には

その際に、お子さんの様子などについてお

聞きします。来所できない場合はお電話く

ださい。具体的な利用の予定がなくても、

いざという時のために利用会員として登録

しておくことをお勧めします。

　協力会員を希望される場合、活動できる

曜日が不定期でも、またその時間帯が短く

ても大丈夫です。ご夫婦での登録も歓迎い

たします。なお、登録料や会費はかかりま

せん。

【お問合せ】いたこファミリーサポートセンター（潮来市福祉事務所内）TEL.63－1779（直通）

いたこの子を地域のみんなで　育てましょう！

　会員全体に向けての説明会および協力会員・両方会員を対象にした「子育てサポーター基礎講座」

も計画しておりますので安心してお申し込みください。日程については後日連絡いたします。
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災害復旧費…地震や台風などの

　　　　　災害復旧に係る費用

公債費…市債(借金)の元金及び

利子の返済

教育費…小中学校の整備や運営

等

消防費…消防活動に係る経費等

土木費…道路や河川の整備や管

理等

商工費…商工業や観光振興等

農林水産業費…農業、水産業な

　　　　　　　どに係る経費等

衛生費…ごみ処理や保健衛生に

係る経費等

民生費…障害者、高齢者、児

童、生活保護等

総務費…住民票発行など、市の

組織全体の運営等

議会費…議会運営に係る経費

最近の５年間では、福祉関係（主に民生費）に使われているお金が最も多く、しかも

年々ふえています。子育て支援や高齢者福祉を充実させるためには、たくさんお金が

かかりますから、少子化や高齢化がますます進めば、今後も支出は増えていきます。

教育費も、ここ数年の間に古くなった小中学校を改築したりしたので多額となっ

ています。ローンの返済にあたる公債費も大きな割合を占めていますが、次回詳し

くお伝えします。

減少しているものでは、家庭の生活費にあたる総務費が行財政改革により少なく

なったのと道路や公園を整備する土木費が公共事業の見直しで抑えられています。

支出全体では、収入が激減していることもあり減少しています。

これからは、限られた収入を上手に工夫しながら使うよう市民の皆さんと行政が

知恵を出しあって協力していかなければなりません。

用語説明

 
第２回「潮来市のお金は何に使われているの？」

（普通会計）
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潮来市では、平成13年度に合併してから効率
的な行政運営を目指して人件費の削減に取り組
んでいます。職員数もできる限り少ない人数と
するため新規採用を少なくして、合併したとき
には市役所全体で約 330 人でしたが、現在では
約 280 人となっています。その他にも、特別職
や議会議員の数も少なくなっており、合併によ
り急激に行政改革が進んだといえます。
最近では、財政状況が悪化しているため市長

の給料や職員手当の一部支給停止など職員人件
費の削減もあり、これら行財政改革の推進によ
り人件費が大幅に減少しています。

学校や図書館などの新改築、道路や公園の改
良工事、そのほか市の施設の改修などに伴う経
費のことを投資的経費といいます。
潮来市のここ５年間の投資的経費のうち、学

校や図書館などの教育施設が約半分を占めてい
ます。皆さんもご存知のように潮来市の教育施
設は、かなり古いものが多く、市では計画的に
改修を進めています。
しかし、施設の改修には多額の費用がかかる

ため国から補助金をもらって残りを借金しなけ
ればならないのですが、市全体の借金を多くし
ないように、道路や公園など他の事業の量を少
なくしています。
今後は、「施設は古くなったら立て替えれば

よい」「ちょっと傷んだから新しくしよう」と
いう発想から「補修しながら長く有効に利用し
よう」という考え方へ転換し、限られた財源を
上手に使っていくことが大事で、長い目でみる
と大きな費用の削減につながります。

人件費の推移について

右ページでは、お金の使い方を｢目的別｣にみてきましたが、もう一つの分類の仕方に｢性質別｣があり

ます。この分類では、全体の費用を人件費や扶助費、投資的経費などに分け、それぞれがどの程度の

割合になっているかを見る場合などに使います。

その中でも、代表的なものについてどのように推移してきたか見てみましょう。

性質別に見る潮来市のお金の使われ方

施設の新改築や改修に使ったお金
（投資的経費）

（普通会計）
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社会保障制度の一環として生活を支援する経費で一般的に福祉関
係の支出のことを扶助費といいます。

潮来市では、保育所の数も多く運営費が比較的多額であるため児
童手当などの経費を含めると児童に対する扶助費が最も多くなって
います。また、生活保護に要する経費も約４億円で扶助費の1/4を占
めています。
これからは高齢者人口が多くなるため、高齢者福祉のための支出

がさらに増加すると予測されています。

子どもや高齢者、障害者など
福祉のために使ったお金（扶助費）

児童福祉費…児童手当の支給や保育所等の施設に係る経費など、少子化対策や子どもの健全育成のために使われるお金

老人福祉費…老人ホーム等老人福祉施設に係る経費など、高齢者が安心して暮らしていくために使われるお金

　　　　　　（老人保健特別会計及び介護保険特別会計への繰り出し金含む）

生活保護費…生活に困った人に医療や住宅等の費用を支援するためのお金

社会福祉費…身体障害者や知的障害者の方を支援するためのお金

用語説明



7 広報いたこ 2007
12月号 Vol.80

市役所の業務や施設管理に要する経費のことを、物件費といいます。
潮来市は、同じぐらいの規模の自治体と比べると物件費が多いのですが、そのなかでもごみ処理施

設やし尿処理施設の維持管理に要する経費（衛生費）が多額となっており、皆さんに納めていただいて
いる市税の約1/4が使われています。

市役所の業務や施設の
維持管理に使ったお金（物件費）

市の収入が減ってくると、いろい
ろな経費を節約していかなければな
りませんが、施設の維持管理に要す
る経費は減らすことが難しく、その
中でもごみ処理施設やし尿処理施設、
学校や図書館など教育施設の維持管
理には多額の経費がかかるので、か
なりの負担となります。他にも市に
はたくさんの施設があるため、収入
の減っている中で、運営経費を調節
していくのは、なかなか難しいとこ
ろです。（シリーズ第４回では、今
後の行財政の取り組みについてふれ
る予定です。）

施設等 人件費 施設管理に要する経費 合　計

公園や市営住宅など 3,560万円 2,044万円 5,604万円

ごみ・し尿処理施設

など
2,083万円 ５億4,174万円 ５億6,257万円

幼稚園・学校など 7,706万円 ２億5,040万円 ３億2,746万円

公民館・図書館など １億2,290万円 １億1,019万円 ２億3,309万円

平成18年度にかかった主な施設の経費について

※人件費には嘱託員等含む　　　　　　（平成18年度決算統計より）

生活には必要な施設なのですが…



委員会（☆委員長　★副委員長）　　分科会（◎リーダー　○サブリーダー）　　　　（敬称略・順不同）
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『潮来市まちづくり委員会』は、来年度に策定する潮来市第６次総合計画に、市民の意見を反映す

るために設置された組織です。一般市民公募と市職員公募、団体等から推薦された市民60名で構成さ

れ、６回の開催を予定しています。

委員会は分野別の分科会に分かれ、ワークショップ方式で地域の現状や課題、将来像などを検討

し、総合計画への提言としてまとめ、市は提言を踏まえ計画の原案を作成します。

なお、第１回、第２回委員会が次のとおり開催されましたのでご紹介します。

第１回委員会　９月21日（金）中央公民館で開催（出席者56名）

　・市長から委員に委嘱状交付

　・まちづくりについての講義

　　　テーマ　『地域政策の立案とまちづくり委員会』

　　　講　師　　帯刀
たてわき

　治
いさお

　氏

　　　潮来市総合計画アドバイザー

　　　茨城大学地方総合研究所鹿島センター所長（茨城大学・大学院教授）

第２回委員会　10月21日（日）中央公民館他で開催（出席者40名）

『市の現状は？　市の問題や課題は？』

　・市の現状の把握

　・市民意識調査集計結果（速報値）の把握

　・タウンウォッチング

　　　まちづくりの視点から市の特徴的な地域・施設等の視察を

　　　行いました。

【お問合せ】　潮来市企画財政課　企画調整グループ　　TEL．63-1111　内線215

第１分科会 第２分科会 第３分科会 第４分科会

教育・文化等 保健・福祉等 生活基盤・環境等 産業・土地利用等

　　西澤　良輔（◎） 　植田　義継（◎） ☆久保　 隆（◎） 　★出口　正明（◎）

　★関戸多鶴子（○） 　篠塚　健司（○） 　岩本　昌憲（○） 　　松﨑　ちか（○）

　　篠塚　洋一（○） 　下河よし子（○） 　藤原　正子（○） 　　猿田　 誠（○）

箕輪　公成 　　　 塙　 信晋 方波見守一 　　　篠塚　 仁

池田　敏光 森　　豊 茂木　充史 　　　岡野　 豊

　　　草野　 宏 　　　篠﨑　 亨 飯田ひろ子 後藤　博子

風間奈保美 明間　愛子 山口　倬司 小沼　伸一

関口　千明 反町　美香 初鳥　光徳 山口　武徳

       松 　和子 本宮　洋子 成毛　一己 森　　誠

児玉　晃一 方波見尚史 中村　幸樹 高須　浩平

浜野　一也 実川　智史 坂本　元一 草野　吉広

　　　 辻　 寿幸 　　　坂田　 博 　　　青木　 薫 倉川　欣巳

      榊原　 徹 村田　政子 松崎　秀光 　　　小川　 宏

崎岡　正浩 永山　由治 大友　浩一 下河　和之

小沼　政範 大﨑　優一 宮本　光子 鈴木　秀幸

潮来市まちづくり委員会名簿

まちづくり委員会がスタートしました！

田市長より委嘱状交付

帯刀講師 第１回委員会の様子



・茨城租税債権管理機構では、市税の滞納により差押えた不動産について、一般の方も参加できる入札によ
り公売を行いますので、参加してみてはいかがですか。

・下記のホームページにアクセスしていただければ、詳しい内容がご覧いただけます。
・また、ご質問等がございましたら、問合せ先までご連絡ください。

市では、都市計画の基礎となる都市の現況を把握するため、建物や土地利用の状況について現地調査を
おこないます。
調査員は、調査用の腕章を身に付け、身分証明書を携帯しています。
○対象区域／市内全域
○内　　容／建物や土地の現況を目視で確認します。
　　　　　　※調査は道路上から行いますので、敷地内に入ることはありません。
○期　　間／平成19年11月から平成20年２月まで
○委 託 先／株式会社　三喜コンサルタント

【お問合せ】　潮来市都市建設課　都市計画グループ　TEL.63－1111　内線348

※「茨城租税債権管理機構」とは、市町村から滞納事案の移管を受け、弁護士・税理士等専門家の指導を受
けて、差押・公売等の滞納処分により税金の徴収を行う一部事務組合（特別地方公共団体）です。

日　時 平成19年12月４日（火）午後１時20分～午後２時（受付12時50分～午後１時）

場　所 水戸合同庁舎内２階大会議室（水戸市柵町1-3-1）

　売却区分番号　19-63
　見積価額　　1,100,000円　　　　公売保証金　　110,000円
　財産の表示（登記簿による表示）
　①所　在　潮来市辻字中辻　　②所　在　潮来市辻字中辻　　③所　在　潮来市辻字中辻
　　地　番　299番117　　　　　　地　番　299番地118　　　　　地　番　299番123
　　地　目　畑　　　　　　　　　地　目　畑　　　　　　　　　地　目　宅地
　　地　積　31.00㎡ 　　　　　　地　積　80.00㎡ 　　　　　　地　積　15.93㎡

備　考
●対象物件は、市街化区域です。
●①、②は農地につき「買受適格証明書」の提出が必要です

日　時 平成19年11月21日（水）午後１時20分～午後２時 (受付12時50分～午後１時）

場　所 水戸合同庁舎内2階大会議室（水戸市柵町1-3-1）

　売却区分番号　19-64
　見積価額　　100,000円　　　　公売保証金　10,000円
　財産の表示（登記簿による表示）
　　所　在　　稲敷市三島字中蒲
　　地　番　　1102番
　　地　目　　宅地
　　地　積　　74．21㎡

備　考
●第三者所有建物の敷地として使用されている。
●対象物件は無接道である。

その他 諸事情により中止になる場合があります。

問合せ先
水戸市柵町1-3-1　茨城県水戸合同庁舎7階　茨城租税債権管理機構
電話　029－225－1221
ホームページアドレス　http://www.ibaraki-sozei.jp/

茨城租税債権管理機構から公売のお知らせ

実印・銀行印・会社印

ご奉仕中!!

かしま印章
鹿嶋市役所前

TEL・FAX 82-8377

㈱フカザワ
潮来市徳島5591

TEL 66-1231 FAX 66-0087

スタンプ台のいらない－便利な－

慶弔印 3,150円の品涯

1,522円の品 涯1,080円（税込）

シャチハタ製品が安い!!15～30%引き
忙しい方・字の苦手な方に

慶弔ゴム印
（スタンプ台使用）

４文字の時1,200円（税込）

シャチハタ
ネーム９

2,700円

認印　90円

実印　1,500円～

最高級印鑑を
低価格にて

相続手続　土地、建物の売買、贈与
会社の設立　役員変更

債務整理（サラ金関係）　その他

潮来市曲松2808番地10（潮来高校入口）

電話　0299-67-3055

茂木誠治司法書士事務所

相談無料 お気軽にお電話してください

都市計画基礎調査にご協力をお願いします
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ご自分の生命保険の現状確

認や今後の生命保険選びな

どのご相談をうけたまわっ

ております。

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

ファイナンシャル・
プランナーイタコチャンスセンター

TEL.62-3000  URL:e92.net

ナンバーズ・ミニロト・ロト６・

toto・BIG・mini BIG

生命保険相談

司法書士 篠塚健司事務所

遺産の相続手続　土地建物の名義変更

会社の設立等　サラ金の借金問題

 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

10広報いたこ 2007
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11/26（月）より
年末ジャンボ宝くじ

発　売
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http://www8.cao.go.jp/kourei/k

ou-kei/h19ageless/index.html

匿名　    玄米60㎏

匿名　      2,000円

潮来ライオンズクラブ

　50,000円

社交ダンスサークル

どんぐり 　16,738円

善意銀行
（10月分・敬称略）

鈴木さん（写真中央）
磯山さん（写真左）、榊原さん（写真右）

一般の部優勝の奥谷さん

クロッケーの部優勝新町あけぼのクラブ輪投げの部優勝新町あけぼのクラブ

柴原さん（写真左）

税金の納付は口座振替のご利用を

忙しい方などに最適です
・金融機関から自動的に納付されますので納め忘

れがありません。
・一度手続きすれば、翌年度からも継続されます。

手続きは簡単です
　潮来市収税課または潮来市指定の金融機関に口
座振替依頼書を提出してください。
（口座番号・通帳届出印等が必要となります。）

問合せ先：潮来市収税課 ℡.63-1111 内線127
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◎年末調整や確定申告等を行う場合、国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。

◎年末調整や確定申告等で国民年金保険料を申告する場合は、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」

の添付等が必要です。「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は、11月上旬に社会保険庁から送付され

ますので、申告の際まで大切に保管してください。

　　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に記載

されている月分以外の保険料を12月31日までの間に納

付した場合、19年分として申告できますか？

　　　19年分として申告できます。「社会保険料（国民年金

保険料）控除証明書」に記載されている保険料額に、

後から納付した保険料額を合算して申告してください。

　　　なお、後から納付した保険料分の「領収証書」も添

付等する必要があります。

　　　家族の保険料を納付しましたが、控

除の対象となりますか？

　　　世帯主又は配偶者としてご家族の国

民年金保険料を納付した場合は、納付

した方がその保険料を申告することが

できます。

　　　　　　　　　　　　年金の加入記録・請求などの相談　℡.０５７０－０５－１１６５

　　　　　　　　　　　　すでに年金を受けている方の相談　℡.０５７０－０７－１１６５

☆社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に関するお問合せ☆

社会保険庁 控除証明書専用ダイヤル　℡.０５７０－００－９９１１
（受付期間：平成19年11月１日～平成20年３月14日、平日午前９時～午後５時）

ねんきんに関する相談は

ねんきんダイヤルへ

Q1

A1

Q2

A2

平成19年度日本赤十字茨城県支部特別社資のお礼について
　日本赤十字では、毎年災害に備えるため物資の備蓄や実際の救護活動のため特別社資として事業所・個人を対象として募集活

動を行っております。今年９月末までにご協力いただきました市内法人の皆様は、下表のとおりです。ありがとうございました。

法　人　名

愛友酒造㈱ 飯島家具㈱ 飯島内科 飯島薬局 飯田歯科医院

いたこ歯科医院 潮来自動車販売㈱ 茨城日産自動車㈱ 潮来店 茨城日産自動車㈱ 鹿島店 大崎歯科医院

大森歯科医院（潮来） 霞北運輸㈱ ㈲かつら印刷 ㈱アイ・ケイ・シー ㈱朝日設備機工

㈱薄井商店 ㈱敬文館 ㈱越川木材 ㈱篠塚プレス工業所 ㈱酒悦　茨城工場

㈱白鳥硝子店 ㈱鈴木工務店 ㈱セイミヤ ㈱セキネネオン ㈱高須工務店

㈱ノーべルエレクトロン ㈱萩原塗装店 ㈱茂木工務店 ㈱森内建設 ㈱ヤマキ

くさの薬局 常陽食品工業㈱ 水郷建設㈱ 鈴木歯科医院（潮来） 関戸歯科医院

大黒天 高須産業㈱ 匠歯科医院 ナイルス㈱ 仲沢医院

根本歯科医院 延方クリニック 福助食品 松崎建設㈱ 松崎薬局

道の駅　いたこ 宮前薬局 ㈲小沼製作所 ㈲かすみタクシー ㈲くすり・化粧品のクリス

㈲小掘工業所 ㈲新栄ビニール ㈲立野製作所 ㈲松島商事 ララルー会

㈱小林電気商会 ㈱江口工務店

（敬称略）

【お問合せ】　潮来市社会福祉課　TEL．６３-１１１１ 内線３８５

★老後のことで何かしておきたい

★遺言制度を知りたい

★会社組織にしては

潮来市宮前二丁目24番地１《ＪＲ延方駅前》

ＴＥＬ ６６－４１５６

司法書士大塚千世男事務所

平成19年 社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書発行について

常　南　病　院
内　　科 外　　科

イ ン フ ル エ ン ザ 予 防 接 種 実 施 中
※詳しくは、お電話にてお問い合わせ下さい。

潮来市辻３８６　電話 0299-63-1101

《月曜～金曜》
午前９時　～ 12 時
午後２時半～ ７ 時

《 土曜 》
午前９時 ～ 12 時
午後２時 ～ ５ 時

◆診療時間

常　南　病　院
整形外科 人工透析

【　お車で送迎いたします　】



件　　　　名 施工場所
予定価格（円）

（税抜き）

落札額（円）

（税抜き）
契約会社名 業者数

給水管接続替工事その1 潮来市大洲地内 1,500,000 1,420,000 ㈲植田屋住設 ９

給水管接続替工事その2 潮来市大洲地内 1,550,000 1,490,000 酒井鉄工所 ９

給水管接続替工事その3 潮来市大洲地内 1,700,000 1,620,000 ㈲篠塚工建 ９

平成19年度粒状活性炭再生充填業務委託 潮来市田の森 16,800,000 16,500,000 荏原エンジニアリングサービス ９

大賀地区加圧ポンプ設置詳細設計業務委託 潮来市大生地内 1,600,000 1,400,000 ㈱環境技研コンサルタント ７

19市道（潮）1026号線・1059号線測量・実施設計業務委託 潮来市潮来地内 1,900,000 1,700,000 兼原測量設計㈱ ５

平成19年度潮来衛生センター槽内清掃業務委託 潮来市大生地内 1,450,000 1,350,000 ㈱和城産業 ５

19-3号配水管布設替工事 潮来市大洲地内 2,800,000 2,670,000 増田建設工業 ８

19-4号配水管布設替工事 潮来市大洲地内 2,900,000 2,770,000 ㈱篠塚工業所　 ８

前川運動公園測量業務委託 潮来市前川地内 4,200,000 4,000,000 根本測量設計㈱　 ８

H19日の出地区幹線排水路鋼矢板鋼板腐食調査委託 潮来市日の出地内 2,000,000 1,750,000 ㈱マエシマ測量設計 12

19国補流潮公下第1号舗装復旧工事 潮来市日の出地内 9,900,000 9,400,000 生井澤工務店 ６

19国補流潮公下第2号舗装復旧工事 潮来市大洲地内 8,800,000 8,400,000 ㈲篠塚工建 ７

19国補流潮公下第6号舗装復旧工事 潮来市大洲地内 10,400,000 9,900,000 ㈲アサノ建設　 ９

H19市道（潮）1級3号線舗装工事 潮来市築地地内 7,700,000 5,000,000 ホリケン㈱ ８

市道（潮）１級10号線軟弱地盤対策工事 潮来市潮来地内 41,400,000 38,000,000 飯島建設㈱ 14

19国単合冊潮第１号地籍調査測量業務委託（島須Ⅱ・Ⅲ） 潮来市島須地内 7,200,000 4,800,000 新日本設計㈱茨城営業所 ９

19国補流潮公下測試第1号実施設計業務委託 潮来市洲崎地内 12,800,000 4,380,000 大東虎ノ門設計㈱茨城支店 18

19国補流潮公下測試第2号実施設計業務委託 潮来市洲崎地内 9,500,000 3,470,000 大東虎ノ門設計㈱茨城支店 21

19国補流潮公下測試第3号実施設計業務委託 潮来市日の出他2地区 10,000,000 3,800,000 常陸測工㈱　　 20

前川運動公園実施設計委託 潮来市前川地内 16,800,000 8,900,000 ㈱オオバ茨城営業所　 ７

潮来小学校非常階段塗装工事 潮来市潮来小学校内 1,750,000 1,640,000 ㈱高須工務店 ６

駐車場整備工事 潮来市堀之内地内 1,350,000 1,290,000 澤田建設㈱ ６

H19市道（潮）641号線舗装工事 潮来市大賀地内 2,500,000 2,350,000 ㈱菱木土建 ７

津知小学校擁壁改修工事 潮来市津知小学校内 1,900,000 1,840,000 茂木建設㈱ ７

19国補潮来駅江寺線・潮来牛堀環状線用地測量業務委託 潮来市潮来・上戸地内 8,200,000 7,800,000 ㈱マエシマ測量設計 ８

H19市道（牛）1級1号線道路舗装工事 潮来市清水地内 2,800,000 2,690,000 ㈲山本工務店 ６

平成19年度潮来市水道事業工業計器精密点検整備委託 田の森浄水場外2ヶ所 2,800,000 2,570,000 福井電機㈱茨城営業所 ５

平成21年度の固定資産税（土地）の評価替えにおいて活用する　
標準宅地の不動産鑑定評価実施の為の業務委託（潮来地区）

潮来市潮来地内 4,700,000 2,300,000 中央不動産研究所 ８

平成21年度の固定資産税（土地）の評価替えにおいて活用する　
標準宅地の不動産鑑定評価実施の為の業務委託（牛堀地区）

潮来市牛堀地内 1,650,000 900,000 中央不動産研究所 ８

19国補流潮公下第3号舗装復旧工事 潮来市大洲地内 9,300,000 8,900,000 ㈲櫻井建設 ３

19国補流潮公下第5号舗装復旧工事 潮来市大洲地内 10,100,000 9,600,000 田崎技術サービス㈲　 ５

19市道（牛）1級2号線道路改良工事 潮来市清水地内 20,400,000 19,300,000 東城建設㈱ ８

19国補交安市道（牛）2級6号線橋梁工事（上部） 潮来市堀之内地内 20,000,000 18,990,000 ㈱森内建設 ５

潮来地区①老朽管布設替詳細設計業務委託 潮来市潮来地内 9,500,000 8,500,000 ㈱三喜コンサルタント　 １

潮来地区②老朽管布設替詳細設計業務委託 潮来市潮来地内 10,100,000 3,900,000 ㈱日本水道設計社　 ９

潮来第二中学校外構工事（2期） 潮来市新宮地内 23,900,000 23,500,000 ㈱菱木土建 ５

19国補流潮公下第4号舗装復旧工事 潮来市大洲地内 9,800,000 8,790,000 内山設備 ５

19国補流潮公下測試第4号実施設計業務委託 潮来市洲崎地内 12,600,000 9,300,000 常陸測工㈱ 16

平成19年度潮来市都市計画基礎調査業務委託 潮来市都市計画区域 4,700,000 4,500,000 ㈱三喜コンサルタント ６

市営住宅内火災報知器取付工事 潮来市内市営住宅 3,700,000 3,500,000 成和電設㈱ ７

（平成19年４月１日～平成19年９月30日まで）

平成19年度　入札結果

介護職員
募 集 中

自分の時間を大切にできる個室空間。

　さらに、10名１組の少数グループ制

　　（ユニットケア）によるきめ細かい介護。

特別養護老人ホーム50床、短期入所生活介護10床、

デイサービス20名／日

〒311-2402　潮来市大生字大生原804-556

TEL 0299-66-5533   FAX 0299-66-3388

特別養護老人ホーム いたこの郷
利用者
募集中!!
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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
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◎団体プロフィール◎

●名　　称：特定非営利活動（NPO）法人

　　　　　　ふれあい潮来

●理 事 長： 川　佳代子

●活動の拠点：潮来市日の出3-6-3

　　　　　　（デイホームきらきら）

●連 絡 先：６６－３３３１
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今回は、ＮＰＯ法人ふれあい潮来を紹介します。ふれあい潮来は、保健医

療福祉の充実を推進するＮＰＯ法人として平成18年４月に設立され、地域に

根ざした障害者支援を行っている団体です。

（ＮＰＯって？…ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目

的としない団体の総称です。様々な分野（福祉、教育・文化、まちづくり、

環境、国際協力など）で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果

たすことが期待されています。）



～ 男女共同参画社会 ～ VOL.58
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潮来市では、市民・事業者の皆様と一体となって男女共同参画の推進に取り組むため、「潮来市男女共同参

画シンポジウム」を開催し、市民の皆様に広く普及啓発を行っています。

男女が、共に社会の対等な構成員として互いを認め合い、共に責任を担い、いきいきとその能力や個性を発

揮し、将来の夢と希望に満ちた活力ある男女共同参画社会の実現のために、職場、学校、地域、家庭その他あ

らゆる分野において市はもとより市民、事業者の皆様などが理解を深め連携して取り組む必要があります。

そのために皆様の意識の高揚を図り、男女共同参画の推進が積極的に行われることを目的としてこのシンポ

ジウムを開催いたします。たくさんの市民の皆様のご参加をお待ちしております。

■日　　　時　平成19年12月9日（日）開場：正午　開会：午後１時　入場無料

■会　　　場　潮来市立中央公民館　大ホール（300席）

■プログラム

　　開　会　式　　　午後１時～

　　第１部　発　表　午後１時20分～

　　　○活動発表

　　　　　「障がい児を支援する…親として、ＮＰＯとして」

　　　　　潮来市障がい者（児）親の会　会　長　 川　佳代子氏
　　　　　ＮＰＯ法人ふれあい潮来　　　理事長

　　　○音楽発表　　潮来市立牛堀中学校第３学年による混声合唱

　　　　　　　　　　曲目：「大
だい

地
ち

讃
さん

頌
しょう

」「Tomorrow」

　　第２部　講　演　　午後２時10分～３時40分

　　　○演　　題　「女房が宇宙を飛んだ

　　　　　　　　　　　　　～女性の生き方、男女の新たな共生」

　　　○講　　師　向井万起男氏（慶應義塾大学医学部准教授）

■主　　　催　潮来市男女共同参画ネットワーク連絡会・潮来市

男女共同参画総合相談を開設しています
（毎月第２・４木曜日　午後１～５時）

・12月開設日・・・13日・27日　TEL.６２－２７２７へお気軽にお電話ください。

・相 談 内 容・・・パートナーからの暴力的行為（ＤＶ）、性差などによる人権問題

●講師プロフィール

日本初の女性宇宙飛行士・向井千秋さんを妻にもち、女性の生

き方などを問いかける病理医。内容は、古いタイプの夫が妻の

生き方を本当の意味で理解し認めていくという、向井さんの生

き方がまさに男女共同参画。ユーモアたっぷりの講演で好評を

博す。

潮来市男女共同参画シンポジウム２００７

～認めあい　男女
み ん な

仲良く未来に向けて～開催

【お申込み・お問合せ】 潮来市秘書広聴課　情報広報・男女共同グループ
　　　　　　　　　　　 TEL．63－1111　内線208　FAX．80－1100
　　　　　　　　　　　　Eメール　info@city.itako.lg.jp　※託児の必要な方はお申し出ください。

～ 男女共同参画社会 ～ VOL.58

牛堀中学校合唱
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　　　　【お申込み・お問合せ】潮来市秘書広聴課　TEL.６３－１１１１ 内線２０８

ミーティングの場所やスタイルは自由。皆さんの活動の場へ市長を誘ってくださったり、市長室へお越

しいただくこともできます。まちづくりへの皆さんの声をおまちしています。

・対　象　市内在住者で構成または、市内に活動の拠点を置く団体・グループ

例えば…自治会、ＰＴＡ、学生（小学生以上）、ボランティアグループ、スポーツ団体、ＮＰＯ、各種サークル、など

・開催日及び開催場所

参加団体と協議の上決定。ミーティングの時間は１時間程度とします。

・応募方法

話し合いたいテーマ（環境・福祉・教育・都市整備など）を決め、申込書に必要事項を記入してお申し込みください。

※なお、申込書については秘書広聴課に直接おいでいただくか、または潮来市ホームページからダウン

　ロードできます。

参加団体・グループ募集しています！

　「こんなまちにしたい」「こんなことをやってみたら？」

など、市民の皆さんのご意見やご提案について気軽に市長

と話し合う「市長とどこでもミーティング」が開催されま

した。10月は日の出小学校第３学年委員会の皆さん、潮

来・日本文化研修センター坂東座禅道場の皆さんからお申

し込みをいただき、楽しく和やかなミーティングを行いま

した。

　今回は、10月18日（木）に開催した日の出小学校第３学年

委員会の皆さんとのミーティングの内容をご紹介します。

　学年委員会の皆さんは、親として、最近の子どもの

体力・運動能力の低下について不安を感じています。

そこで、ＰＴＡ主催の親子行事でアクラブ堀之内（東

京八王子市） 小林宜義
こばやしのりよし

先生による「親子で楽しむコー

ディネーショントレーニング」を実施し、親子で楽し

くふれあいながら子どもの体力向上について考える機

会をもちました。

　今回は、市内の子どもの体力低下の現状についてお

話しを伺った後、 田市長も親子行事に参加し、学校教

育や社会体育にコーディネーショントレーニングを取

り入れることの有効性についてご提案をいただきまし

た。市長は、遊びを通じて地域で子どもを育てること

の重要性について話しました。

第３回　日の出小学校第３学年委員会（委員長　尾島暁子氏）10月18日（木）日の出小学校校長室で開催

テーマ「笑って楽しく運動しよう　体の動きのもとづくり」

順天堂大学東
あずま

根
ね

明
あき

人
と

准教授が堤唱し、現在社会問題となっている子供の体力低下や少子高齢化等の様々な

社会問題に対する解決策に有効とされています。ドイツで生まれ、状況を目や耳など五感で察知し、それを

能で行動判断し的確に筋肉を動かすといった一連の過程をスムーズに行う能力を高めることで、最先端のス

ポーツ科学が注目するトレーニングです。

※コーディネーショントレーニングとは？

市長とどこでもミーティング
　　　　　　　　開催情報！

子ども達と一緒に、

田市長もコーディ

ネーショントレーニ

ングを体験

10月16日（火）には、

牛堀小３年生も

コーディネーション

トレーニングを実施
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鹿 島 神 宮 駅 発 6:05 7:05 14:10 16:10

鹿島バスターミナル発 6:10 7:10 14:15 16:15

鹿 嶋 市 役 所 発 6:13 7:13 14:18 16:18

鹿島宇宙通信センター発 6:17 7:17 14:22 16:22

住 友 金 属 発 6:20 7:20 14:25 16:25

鹿島セントラルホテル発 6:35 7:35 14:40 16:40

水 郷 潮 来 発 6:45 7:45 14:50 16:50

海 浜 幕 張 駅 着 7:35 8:35 15:40 17:40

東京ディズニーシー着 8:00 9:00 16:05 18:05

東京ディズニーランド着 8:05 9:05 16:10 18:10

東 京 テ レ ポ ー ト 駅 着 8:30 9:30 16:35 18:35

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

区　間 運　賃

～海浜幕張駅 1,600円（回数乗車券５枚綴り　6,800円）

～東京ディズニーリゾート 1,800円（回数乗車券５枚綴り　7,650円）

～東京テレポート駅 2,000円（回数乗車券５枚綴り　8,500円）

東 京 テ レ ポ ー ト 駅 発 10:15 12:15 18:35 20:35

東京ディズニーシー発 10:35 12:35 18:55 20:55

東京ディズニーランド発 10:45 12:45 19:05 21:05

海 浜 幕 張 駅 発 11:10 13:10 19:30 21:30

水 郷 潮 来 着 11:58 13:58 20:18 22:18

鹿島セントラルホテル着 12:05 14:05 20:25 22:25

住 友 金 属 着 12:20 14:20 20:40 22:40

鹿島宇宙通信センター着 12:23 14:23 20:43 22:43

鹿 嶋 市 役 所 着 12:27 14:27 20:47 22:47

鹿島バスターミナル着 12:30 14:30 20:50 22:50

鹿 島 神 宮 駅 着 12:35 14:35 20:55 22:55

子育て家庭を応援するため、「いばらき子育て家庭優待制

度」が10月21日（日）から始まりました。県が発行する「い

ばらきKids Club」カードを協賛店舗等で提示すると、料金割

引や粗品進呈等のサービスが受けられます。協賛店舗等に

は、「いばらきKids Club」カードをデザインしたポスターや

ステッカーが貼ってありますので、目印にしてください。

カードは、制度開始時のみ幼稚園や保育所、各学校等を通

じて配布されます。その他、妊娠中の方や在宅のお子さんの

いるご家庭については、下記の窓口でお渡ししますのでご利

用ください。

【対　　象】妊娠中の方や18歳未満の子どものいる家庭（１家庭につき１枚）

　　　　　　（カードは無料で発行されます。）

【配布窓口】潮来市役所（社会福祉課、市民課）、牛堀出張所（市民課）、かすみ保健福祉センター

　　　　　　（妊娠中の方は、母子手帳をお持ちください。)

【協賛店舗】カードとともに配布されるパンフレットをご覧ください。

　　　　　　県子ども家庭課のホームページでもご覧になれます。

           【お問合せ】茨城県保健福祉部子ども家庭課　少子化対策室
　　　　　　　　　　　 TEL．029-301-3261
　　　　　　　　　　　 ホームページ　http://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/pc/

                       潮来市社会福祉課　子育て支援室　TEL．63－1111 内線386

　水郷潮来と海浜幕張駅・TDR・東京テレポート駅を結ぶ高速バス「鹿島～お台場ルート」の

時刻表が11月16日（金）から下記のとおり改正となります。

　また、水郷潮来と東京駅を結ぶ「鹿島ルート（鹿島神宮駅～東京駅）」については、便数が

増えピーク時は10分間隔の運行となり、さらに便利になります。

　詳しくは下記までお問合せください。

【お問合せ】　関東鉄道㈱　潮来営業所　TEL．80-1171

「いばらき子育て家庭優待制度」が始まりました

高速バスダイヤ改正について
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【お問合せ】　潮来市立図書館　TEL.８０－３３１１　FAX.６４－５８８０

図書館へ

今月の本棚 よ う こ そ

図書館だより

三島　由紀夫（憂国忌）（大正14年（1925年）1月14日～昭和45年(1970年)11月25日)

「潮騒」「炎上」「鹿鳴館」「豊饒の海」「金閣寺」「真夏の死」「美と共

同体と東大紛争」「三島由紀夫と楯の会事件」「川端康成と三島由紀夫

をめぐる21章」「サド侯爵夫人」「三島由紀夫最後の独白・市ヶ谷自決

と２・26」「美徳のよろめき」「青の時代」など

（　は休館日、　は午後１時から開館）

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３時

12

１日(土) ドラえもん のび太と夢幻三剣士 涙そうそう

２日(日) ドラえもん のび太と夢幻三剣士 いま、会いにゆきます

８日(土) ハウルの動く城 プライドと偏見

９日(日) ハウルの動く城 僕の彼女を紹介します

15日(土) ハッピーフィート 春の雪

16日(日) ハッピーフィート 34丁目の奇跡

22日(土) ポーラー・エクスプレス 嬉しいクリスマス

23日(日) ポーラー・エクスプレス 大停電の夜に

日にち 午後２時～

12月１日
(土)

南極のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

12月８日
(土)

こたつのおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

12月９日
(日)

英語でおはなし会
寺内春香さん（クリスマス特集）

12月15日
(土)

おおみそかのおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

12月22日
(土)

クリスマスおはなし会

いたこ・うしぼりおはなし会

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

12月の図書館カレンダー

「21世紀社会福祉はみんなの手で」

「未来に広がる福祉の仕事」

「ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本」

「目でみる心のバリアフリー百科」など

10月14日（日）、藤井いづみ先生

が来館して、すてきなおはなしを

語ってくれました。

　毎月テーマを決めて「スタッフおすすめの本」

コーナーを設けています。みなさんの生活や学習に

役立つ本を集めてあります。ぜひご利用ください。

「不可能を可能にする最強の勉強法」

「中学生をもつ両親へ」

「あきらめないでおかあちゃん」

「こどもと歩けばおもしろい」など

11月　福祉

12月　教育支援（社会教育・家庭教育）

図書館スタッフおすすめの本

親子でおはなしの世界に親子でおはなしの世界に

図書館では、情報紙として毎月「図書館だより　
クローバー」を発行しています。図書館は、「情報
の広場」「知識の広場」「地域の広場」「文化の広場」
の４つの広場をめざしており、「クローバー」は、４
つの広場と幸福の四葉を表しています。
普段、利用者のみなさんが疑問に思っていること

やよく質問されることなどを紙面にて回答する場と
なっています。また、毎月テーマを決めてそのテー
マに沿った本の紹介や情報
の調べ方などを掲載してい
ます。
図書館カウンター、エン

トランスホールに備えてい
ます。より深く図書館資料
の利用方法がわかります。
ぜひ、ご覧ください。

｢図書館だより クローバー」を発行しています
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1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

5

12

19

26

4

11

18

25

6

13

20

27

7

14

21

28

Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
法律相談（高）

＋当番医

延方クリニック
566-1873

男女共同参画シンポ
ジウム2007（中）
水郷潮来クロスカントリー大会
＋当番医

常南病院
563-1101

＋当番医

船坂医院
566-1285

＋当番医

仲沢医院
563-2003

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H19.4月生）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H18.12月生）

子育て広場（中）子育て広場（中） 子育て広場（図）４ヶ月児育児相談（か）
（H19.7月生）

法律相談（高）

子育て広場（図）
何でも育児相談（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H18.5月生）

子育て広場（図）子育て広場（中）

子育て広場（中） 子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H16.9月生）

御用納め

マタニティセミナー
（か）

December

のカレンダー月

● 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

天皇誕生日

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

子育て広場（中）

＋当番医

大久保診療所
562-2506

振替休日

12

あき地となっている土地に雑草が繁茂している場所が市内にたく

さんあります。雑草をそのまま放置しておくと、火災や犯罪の発生、

交差点の近くなどは、交通事故を引き起こす原因にもなります。

また、ごみの不法投棄の原因ともなり、不法投棄されたごみは所

有者自らが処理しなければなりません。

土地の管理は土地所有者自身の責任において実施していただくよ

うお願いいたします。

あき地の草刈りをお願いします

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜粋）

　第５条（清潔の保持）

　　　土地又は建物の占有者（占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。）は、その占有し、又は

　　管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例（抜粋）

　第２条（定義）

　　　この条例で「あき地」とは、宅地化された状態の土地であり、かつ、建物等の所在地周辺で現に人が

　　使用していない土地をいう。

　２　この条例で「危険状態」とは、雑草が繁茂し、又は枯草が密集し、かつ、それらがそのままで放置さ

　　れているために火災又は犯罪の発生の原因となるような状態をいう。

　第３条（所有者の責務）

　　　　あき地の所有者又は管理者は、当該あき地が危険状態にならないように努めなければならない。

【お問合せ】潮来市環境課　TEL．６３ー１１１１　内線２５２・２５３
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　市長へのたより

総数 女 10,568世帯 （+10）世帯数15,765人男 15,355人 （+11）（－ 5）31,120人（＋ 6）

「飲酒運転は絶対にしない・させない」を合言葉 飲酒運転撲滅都市宣言のまち・いたこ

　10月28日（日）、神栖市公設市場において第

58回茨城県消防ポンプ操法競技大会鹿行地区大

会が行われました。潮来市を代表して小型ポン

プ操法の部に出場した第４分団第２部（後

明）、ポンプ車操法の部に出場した第３分団第

３部（日の出）ともに、見事準優勝に輝きまし

た。また、第３分団第３部の山口猛選手（１番

員）、野川泰弘選手(３番員)が優秀選手賞を受

賞しました。大会結果は次のとおりです。

　メールアドレス

優　勝　行方市消防団

準優勝　潮来市消防団

第３位　鹿嶋市消防団

小型ポンプ操法の部

優秀選手賞を受賞した野川選手（写真左）山口選手（写真右）

第４分団第２部

（後明）出場選手

指揮者　兼平　和樹

１番員　榊原　友和

２番員　吉沼　　剛

３番員　兼平　将吾

補助員　山田　清隆

優　勝　行方市消防団

準優勝　潮来市消防団

第３位　鉾田市消防団

ポンプ車操法の部 第３分団第３部
（日の出）出場選手

指揮者　柄津　博史
１番員　山口　　猛
２番員　河村　慎剛
３番員　野川　泰弘
４番員　柏葉　直樹
補助員　澤口　彰紀




