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　現在、潮来市では、これから10年間のまちづくりの

基本的な方向性を定めることを目的とした、「潮来市第

6次総合計画」の策定に向けて準備を進めています。

　策定にあたって、市民の皆様のご意見やお考えを広

くお聴きし、できるだけ計画に反映させるため、9月か

ら12月にかけて「市民意識調査」を実施しました。そ

の結果がまとまりましたので、主なものを公表いたし

ます。

　皆様からの貴重なご意見は、総合計画を策定するに

あたり、有意義に活用させていただきます。調査にあ

たって多くの方々にご協力いただき、ありがとうござ

いました。

○調査対象…市内に居住する20歳以上の男女2,500人、中学・高校生の男女301人

○抽出方法…住民基本台帳から年代別無作為抽出（20歳以上）

　　　　　　対象学校ごとに無作為抽出（中学・高校生）

○調査期間…平成19年９月13日～10月１日（20歳以上）、平成19年12月６日～20日（中学・高校生）

○回 収 率…20歳以上：42.3％（1,058人）　中学・高校生：100％（301人）

○調査項目

１．潮来市での暮らしについて

（暮らしやすさ、これまでの取り組み、今後の重要な取り組み、市民活動への参加、行政サービ

スと負担等）

２．潮来市の将来像について

（現在のまちイメージとこれからのまちイメージ、活用すべき地域資源、近隣市との連携について）

※「n＝○○○○」標記の「n」は構成比算出の母数を示しています。

査の概要

答者の概要

◎ 性別

◎ 年代 ◎ 居住地区

◎ 定住性

新しい総合計画
策定のための
市民意識調査
の結果をお知らせします

調

回
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　地域の暮らしやすさとして

は、「とてもそう思う」、「まあ、

そう思う」を合わせた６割の方

は「暮らしやすい」と回答し、

「あまりそう思わない」、「まった

くそう思わない」を合わせた４

割の方は「暮らしにくい」と回

答しています。

　年齢別では、20代・30代の回

答者で、特に「暮らしにくい」

と感じる割合が、「暮らしやす

い」と感じる割合をやや上回っ

ています。

　定住意識として、回答者全体では

「これかもずっと住み続けたい」が

５割を占め、最も多い回答となって

います。次いで、「どちらかといえ

ば住み続けたい」、「どちらかといえ

ば住みたくない」、「住みたくない」

となっています。

　年齢別の状況から、年齢層が高く

なるにつれて「これかもずっと住み

続けたい」と感じる意識は高くなっ

ています。

　行政サービスと負担については、20歳以上の回答者

1,058人を母数とした数値です。

　「市民との協働を進め、行政コストをできるだけ抑

え、行政サービスの水準や負担は維持してほしい」と

回答した方が最も多く、全体の６割を占めています。

次いで「行政サービスの水準を多少下げても、市民の

負担は増やさないでほしい」、「現在の市役所の市民

サービスについて満足しているので、現在のままでよ

い」が上位を占めています。

　市民活動への参加意向は、20歳以上の回答者1,058人を

母数とした数値です。

　市民活動について「自分にできる活動内容であれば参

加したい」と回答した方が５割と最も多く、「積極的に

参加したい」、「仕事や家庭の都合がつけば参加したい」、

「指導者や仲間がいれば参加したい」と合わせた、全体

で９割の方が“参加したい”と回答しています。一方、

「参加したくない」と回答した方は１割にとどまります。

◎暮らしやすさについて

◎これからも住んでいたいと思うかについて

◎行政サービスと負担について

◎市民活動への参加意向

潮来市での暮らしについて
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　下のグラフは、市民意識調査のなかで、５つの分野、37の施策について、それぞれ重要度・満足度を５

段階評価していただいた結果について、満足度を縦軸、重要度を横軸として、散布図にしたものです。

　各施策の評価結果の平均点をグラフの中心にしています。「保健・福祉・医療分野」の施策で、特に満

足度が低く、重要度が高いことから、ほかに比較して特に重要な課題ととらえられていることが分かり

ます。

潮来市の取り組みについて
（満足度・重要度）
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　左のグラフは、いまの潮来市のイメージを縦

軸、これからの潮来市に期待するイメージを横軸

として、散布図にしたものです。

潮来市のイメージについて、現在のイメージが、

「自然の豊かなまち」、「さびしいまち」、「通過す

るまち」の順に上位を占めているのに対して、こ

れから期待するイメージは、「住みやすいまち」、

「安心・安全なまち」、「自然の豊かなまち」の順

になっており、多数の方が“住みやすさ”や“安

全”、“環境”などに期待していることがうかがえ

ます。

　また、現在のイメージとして持っている「さび

しいまち」「通過するまち」といったイメージを

「にぎわいのあるまち」「躍動感のあるまち」へ

変えていきたいといった意識もうかがえます。

　市では、市民意識調査のほか、一般市民公募、市職員公募、関係団体から推薦された委員60名で構成

する「潮来市まちづくり委員会」を設置するなどして、市民の皆さんの意向を伺いながら計画の策定を

進めています。

　なお、意識調査のすべての集計結果については、ホームページや市庁舎、公民館などでご覧いただく

ように準備しています。

まちづくりの指針となる総合計画に、市民の意見を反映させるため

に設置された「まちづくり委員会」が開催されました。

第５回目は、分科会に別れ『まちの将来像・まちづくりのキーワー

ド検討シート』を作成するなど提言内容の取りまとめと、最後に分科

会ごとに提言内容の中間発表が行われました。

次回、まちづくり委員会の最終回を迎え、これまでの成果を発表す

るとともに、提言書が市長へ提出されます。

潮来市第６次総合計画策定まちづくり委員会活動報告

第５回委員会

12月12日（水）午後7時～中央公民館で開催（出席者45名）

【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

熱の入った取りまとめ

なごやかな雰囲気の中、提言内容の中間発表が行われました。

◎いまの潮来市のイメージ・これからの潮来市に期待するイメージ

潮来市の将来像について
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　１月11日（金）から３月16日（日）まで開催

される「村山密展：ハウステンボス美術館（長

崎県）」のオープニングセレモニーに出席される

ため、本市名誉市民の村山密さんがフランスか

ら来日されました。無事セレモニーを終えら

れ、都内に滞在されている村山先生を、 田市

長が１月18日（金）に訪問しました。

広報いたこ 2008
３月号 Vol.83

～潮来市名誉市民 村山密さんを

　　　　　　 田市長が訪ねました～
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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

学生服・トレーニングウェア取扱いご案内

清見屋洋品店 潮来市七軒町
TEL 62-2135

潮来小・津知小・日の出小
潮来一中・潮来二中・日の出中

麻生高校
（鹿島高校・鉾田一高・佐原高は男子のみ取扱い有）
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潮来市職場平和

委員会  2,520円

匿名　  2,000円

常南病院有志一同

3,237円

善意銀行
（１月分・敬称略）
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　平成19年12月13日に茨城県知事より「土砂災害警戒区域」と「土砂災害特別

警戒区域」の指定告示を受けましたのでお知らせします。

箇所名 所在地

１ 塙 潮来市永山字塙

２ 梶 内 潮来市永山字梶内

３ 表 山 潮来市永山字表山

４ 新 田 潮来市上戸字新田

５ 馬 峰 潮来市島須字馬峰

６ 古 宿 潮来市島須字古宿

７ 烏 打 山 潮来市牛堀字鳥打山

８ 明 神 山 潮来市清水字明神山

９ 梶 内 潮来市永山字梶内

10 権 現 台 潮来市牛堀字権現台

11 新 立 潮来市上戸字新立

12 古 宿 潮来市島須字古宿

13 前 谷 潮来市大生字前谷

14 根 山 潮来市釜谷字根山

15 田 の 森 潮来市水原字田の森

16 根 本 潮来市水原字根本

17 西一丁目 潮来市潮来字西一丁目

18 善 棚 山 潮来市潮来字善棚山

19 稲 荷 山 潮来市大生字稲荷山

20 根 山 潮来市釜谷字根山

21 谷 田 潮来市釜谷字谷田

22 根 崎 潮来市水原字根崎

23 石 田 前 潮来市水原字石田前

24 大 山 潮来市大山

25 新 宮 潮来市新宮

26 小 泉 潮来市小泉

27 坂 下 潮来市大塚野字坂下

28 立 越 潮来市潮来字立越

29 根 本 潮来市潮来根本

30 根 ノ 塔 潮来市辻字根ノ塔

31 後 明 前 潮来市辻字後明前

土砂災害警戒区域と土砂災害特別

警戒区域の指定条件　※下図参照

　上記図内の　　線で示す範囲を「土砂災害警戒区域」また、

　　線で示す範囲を「土砂災害特別警戒区域」といいます。

　今回指定された区域は右表のとおりです。

　詳しくは、都市建設課にある関係図書をご覧ください。

「特定の開発行為に対する許可制」

◎住宅宅地分譲や社会福祉施設等の建築のための開発行為

は茨城県知事の許可を得なければなりません。

「建築物の構造規制」

◎住宅の新築・増築などの際は、土砂災害の衝撃に耐える

ことができる構造にする必要があります。

【お問合せ】潮来市都市建設課　都市計画グループ　℡.63-1111　内線347・348

土砂災害警戒区域等の指定がされました

＜指定箇所一覧表＞

土砂災害特別警戒区域では
開発行為などに規制あり

常　南　病　院
内　　科 外　　科

※詳しくは、お電話にてお問い合わせ下さい。
電話 0299-63-1101

午前９時　～ 12 時
午後２時半～ ７ 時

午前９時 ～ 12 時
午後２時 ～ ５ 時

◆診療時間

常　南　病　院

人工透析

【　お車で送迎いたします　】

 

整形外科

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

お気軽にお電話してください



【お問合せ】水戸南社会保険事務所

　　　　　　℡.０２９－２２７－３２５１
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　国民年金の保険料は、前払い（前納）するとお得になります。口座振替を利用すれば、さらにお得

になります。（口座振替をご希望の方は、２月末までにお申込みください。）

１ヶ月分 ６ヶ月分 １年分

現金納付（月々） １４，４１０円 ８６，４６０円 １７２，９２０円

現金納付（前納）

割引額

８５，７６０円

（７００円）

１６９，８５０円

（３，０７０円）

口座振替（前納）

割引額

１４，３６０円

（５０円）

８５，４８０円

（９８０円）

１６９，３００円

（３，６２０円）

◎口座振替のお申込み先は

　預貯金口座をお持ちの金融機関・郵便局の

窓口、または社会保険事務所で受付けており

ます。年金手帳、通帳、通帳印をお持ちくだ

さい。

平成20年度割引額では

　国民年金を納めている方は、定額の保険料に月額400

円を上乗せして納めると、将来受け取る老齢基礎年金

に付加年金が加算されます。

付加年金額（年間）＝200円×付加保険料を納めた月数

◎例えば、付加保険料を10年間納付した場合

　付加保険料　400円×10年（120月）＝48，000円

　受け取る年金額は

　付加年金額　200円×10年（120月）＝24，000円（年額）

　付加年金を２年間受給すると納付した付加保険料総

額と同額となります。

※国民年金基金に加入中の方は、付加年金に加入する

ことはできません。

※付加年金は、納付期限を過ぎると納付できません。

お得な付加年金をご利用ください

国民年金保険料のお得な納め方

【お問合せ】潮来市市民課 国保年金グループ

　　　　　　℡.６３-１１１１　内線１３３

前川改修工事のお知らせ

１　期　　間

　　平成20年１月下旬　～　平成20年３月下旬

２　場　　所

　　一級河川 前川  潮来市潮来～辻地内

３　実施内容

　　境界確認及び護岸嵩上げ工事

　　全体計画H19～H21（３カ年・1,500m）

　　うち今年度は500m実施予定

４　お問合せ

　　茨城県潮来土木事務所　道路河川整備第二課

　　横田、皆藤(かいとう)　TEL 62-3729

　前川治水の安全性を高めるため、潮音橋から前川橋の区間について、市街地側の既設鋼矢板護

岸の天端コンクリートの嵩上げ工事を計画しております。

　今年度、一部工事を着手するにあたり河川敷と民地の境界確認と、護岸嵩上げ工事の実施にご

理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

前川改修工事のお知らせ

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

1,522円の品 涯1,080円

名刺印刷　100枚(６行迄)

認印78円

シャチハタネーム９

御入学・新社会人

贈り物には　ぜひ
当店オリジナル 水晶 ストラップ プレゼント

980円

印鑑を！

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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　昨年の広報いたこ11月号から、３回に分けて潮来市の財政状況をお伝えしてきた

とおり、収入の減少や多額の借金返済、福祉経費を中心とした行政ニーズの多様化

による支出増などから、財政状況は年々厳しくなり、貯金も少なくなっています。

　この現実を市民の皆さまと共有し、市財政が行きづまってしまう前につらい選択

もしていかねばなりません。

　潮来市では、平成18年３月に集中改革プランという行政改革の計画をたてて

　　・市役所の仕事の見直し　　　　　　　・民間事業者への委託推進

　　・職員数の削減や給与制度の見直し　　・公営企業会計等の改善

　などに取り組んで、無理・無駄をなくし効率的な仕組みへ転換することで経費

の節約を進めています。事務的な仕事は当然のことですが、道路・公園や学校な

どの公共事業においても将来を見据えて行っていくことが重要です。

　これまでの公共事業の考え方は、たくさんの公共施設を造ることが市民の皆さ

んへのサービス向上になる、またそれが「住み良いまち」の条件であるとしてき

ました。

　しかし、公共施設はタダで出来るわけではなく、お金もかかるため、多く造り

すぎると財政も苦しくなり住民負担も増えます。

　これからのまちづくりでは、市民の皆さんが本当に必要としている行政サービ

スを、市民の皆さんと十分相談しながら選択していくことが重要です。それでこ

そ、住民にとって安全安心に暮らせる「住み良いまち」を作ることができます。

　財政を健全化させるには、支出を抑えるばかりでなく収入も増やしていかなければなりません。今ま

では市民の皆さんの負担についても、「できるだけ安い方がよい」という理由から、経費に比べ安い料金

設定となっているものがたくさんあります。

　これからは、本来行政が負担すべきものは別にして、特に利益を受ける人（受益者）が適正な対価を

負担していくような体系にならないと、サービスを維持していくことが出来なくなり、結果的にサービ

ス水準が下がっていくなど、そのツケが市民の皆さんへ回ることも考えられます。

　とはいえ、市としても市民の皆さんの負担は安い方が望ましいと考えていますから、企業誘致に積極

的に取り組んだり、使わない公有地を売却するなど、収入の確保に努めてまいります。

　市の財政状況が悪くなったのは国の経済状況に端を発しているところがあり、財政健全化は一朝一夕

に出来るものではないですが、行政と市民の皆さんが共に考え、創意工夫していくことで必ず解決でき

るはずです。

　これからも、市民の皆さんが安心して暮らしていけるよう財政健全化に向けてより一層努力して参り

ますので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

財政健全化に向けて

結びに

いま、何をすべきなのでしょう？

第４回　財政健全化への取り組み



　 定員管理の適正化

　 　効果額　約6,600万円
　平成17年4月1日総職

員数294人に対し、平

成22年4月1日総職員数

265人（計画）とする
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　市は「最小の経費で最大の効果を」という視点から行政を運営するため、各事業の見直しや削減をし

て常に行政の効率化を図っています。

　集中改革プラン（第２次潮来市行財政改革大綱）では、平成17～21年度の５年の期間を定めて、（１）

財政健全化の推進（２）事務事業見直しの推進（３）定員の適正化と人材育成の推進の３基本方針によ

り取り組みを行っています。（効果額とは行財政改革を進めてきたことにより削減することができた金額

であり、財政の余裕額ではありません。）

　 事務・事業の再編・整理、廃止・統合

　 　効果額　約３億7,700万円

・事務事業の見直し、市税の収納率向上のための収納体制

の整備、補助金の整理合理化

・各種関連団体への負担金の見直し等

　 民間委託等の推進

   　効果額　約400万円

　・施設管理に指定管理者制度導入（市民プール、水郷まち

かどギャラリー、ヘルスランドさくら、老人ディサービ

スセンター、心身障害者福祉センター、道の駅いたこ、

水郷潮来バスターミナル駐車場）

　・民間委託の効率化を進める（図書館）

　 手当ての総点検を

はじめとする給与の適正化

　 　効果額　約2,900万円

特殊勤務手当の該当業務縮

小(条例化)、職員削減によ

る人件費の抑制、特別職の

給与を５％削減等

　 特別会計（公営企業会計）

の見直し

　 　効果額　約200万円

　 経費節減等の財政効果

　 　効果額　約２億7,900万円

起債制限額10億円以内、公共

工事のコスト削減・事業の延

伸等

　 その他

   　効果額　約6,500万円

組織・機構の見直し、会館等

公共施設の設置及び管理運営

の見直し等

５

３

４１

２

６

７

行財政改革の取り組み状況・効果額 

平成18年度の取り組み効果額は、約８億2,200万円
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山来　富衛

横須賀東

小峰　かよ子

台上戸

関川　勝美

宿

塙　　郁夫

永山西

平山　房子

堀之内

関口　芳江

茂　木

大﨑　　侯

清　水

内藤　信也

芝　宿

服部　勝彦

水原３区

大川　尚昱

釜　谷

寺門　正悟

大　生

箕輪　強志

大　賀

古谷　淳子

牛堀一

方波見　弘

牛堀二

河井　和雄

洲　崎

小谷野　保明

東区・前川

関澤　邦夫

西　区

額賀　勝男

徳　島

宍戸　　彰

米島・福島

村山　文隆

水原１，２区

円戸　康子

小　泉

柏﨑　敏子

小　泉

根本　一男

新　宮

松信　芳男

新　宮

山﨑　恭子

大　山

茂木　邦夫

下　田

　任期満了にともなう民生委員・児童委員の改選が行われ、12月１日、72名の方々が委員に委嘱されまし

た。各地区での相談者となる民生委員・児童委員のみなさんをご紹介します。

　民生委員・児童委員は、市内のそれぞれの行政区を単位として担当し、高齢者や障害者、ひとり親家庭

などの方で、様々な理由により社会的な支援が必要な方に、必要な援助を行うことを職務としていますの

で、身近な相談相手としてお気軽にご相談ください。

明間　愛子

横須賀西

佐竹　素子

潮来第一中学区

田所　茂乃

日の出中学区

箕輪　幸子

潮来第二中学区

関川　恭子

牛堀中学区

井関　和夫

古　宿

土子　武彦

赤　須

永峰　　誠

永山東

田上　虎雄

大　山

新橋　喜美江

古　高

【お問合せ】潮来市社会福祉課　℡.63-1111　内線385
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宮本　照子

川　尾

人見　　進

須　賀

平山　豊治

須　賀

石田　久明

曲　松

下河　勝嗣

曲　松

根本　瑞子

新　町

榊原　　正

後　明

植田　義継

後　明

大橋　　清

将　監

軍司　　清

江　寺

江口　勝男

貝塚・築地

井上　志津江

日の出２丁目

須田　悦子

日の出３，４丁目

櫻井　美智子

日の出５丁目

阪本　陽子

日の出５丁目

荒張　誠子

日の出６丁目

植田　昶美

日の出８丁目

髙橋　　來

六、七丁目

栁町　　芳

八丁目、七軒丁

石津　晴雄

大　洲

宍倉　園江

十番、十四番

溝渕　義一

日の出１丁目

大川　康洋

日の出１丁目

青木　豊子

あやめ１，２丁目

髙橋　のぶ子

二丁目

若槙　照子

二丁目

島田　順子

三丁目

安田　善夫

四丁目

長谷川　彌

五丁目

沢田　雅子

西　丁

今泉　初子

大塚野１丁目

菅谷　多恵子

大塚野２丁目

若槇　勝男

浜　丁

久保田　京子

上　丁

久保木　章子

下　丁

菅谷　靜枝

日の出７丁目

民生委員・児童委員さんのご紹介
（敬称略）



14広報いたこ 2008
３月号 Vol.83

　潮来市職員の給与は、地方公務員法に基づいて潮来市職員の給与に関する条例で

定められており、すべて議会の審議を経て決められています。市民のみなさんのご

理解をいただくため、地方公務員法に基づき公表します。

　なお、詳細な内容は後日市ホームページでお知らせする予定です。

人件費の状況（普通会計決算）

区　分 住民基本台帳人口 歳出額Ａ 実質収支 人件費Ｂ 人件費率Ｂ/Ａ

平成18年度
３１，２００人

平成19年３月31日現在
107億632万円 １億9,109万円 24億1,242万円 22.5％

（注）１ 人件費とは、一般職員の給与（給料手当）、退職手当、共済組合負担金、特別職の給料、報酬などをいいます。

　　　２ 普通会計とは、どこの市町村にも共通する行政の会計をまとめたものです。

　　　３ 実質収支（当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額）＝歳入総額－（歳出総額＋翌年度へ繰り越すべき財源）

職員給与費の状況（普通会計予算）

区　分 職　員　数 給　　　与　　　費

平成19年度 ２５１人
給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

10億3,775万円 １億1,671万円 ４億2,460万円 15億7,906万円

一般行政職の級別職員数の状況（平成19年４月１日現在）

（注）１ 職員数は、普通会計予算のみの人数のため、全体数（281人）より30人少なくなっています。

　　　２ 給与費は平成19年度に当初予算に計上された額です。

　　　３ 職員手当には退職手当を含みません。

職員の平均給料月額及び平均年齢の状況
（平成19年４月１日現在）

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成19年４月１日現在）

区　　分
経　験　年　数

7年以上10年未満 10年以上15年未満 15年以上20年未満

一般

行政職

大学卒 253,000円 289,800円 335,600円

高校卒 207,100円 246,400円 287,900円

潮来市職員の給与を公表します

職員手当の状況（平成19年４月１日現在）

期末手当 勤勉手当

６月期 1.40月分 0.725月分

12月期 1.60月分 0.725月分

計 3.00月分 1.45月分

区　分 内　　　　容

扶養手当 他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けている扶養親族のある職員に支給

住居手当
新築または購入住宅　５年目まで2,500円

借家　　　　　　　　最高27,000円支給

通勤手当 交通用具などを利用して通勤している職員に支給

退職手当
茨城県市町村総合事務組合(県内市町村で構成)の退職手当

条例の規定に基づき、給料、勤務年数に応じて支給

職員の初任給の状況（平成19年４月１日現在）

区　　分 初 任 給

一般行政職
大 学 卒 170,200円

高 校 卒 138,400円

区　分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 348,300円 43歳９ヶ月

技能労務職 301,900円 49歳11ヶ月

※一般行政職とは、国家公務員等と給与の比較を行う際に
分類する専門職などの一定の職種を除いた、一般的な事
務職員です。

※技能労務職とは、用務員・道路工務員・自動車運転手な
どの労務を行う職員です。
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特別職等の報酬等の状況
（平成19年４月１日現在）

区　　分 給料月額等

 

市　　長

副 市 長

549,000円

578,000円

議　　長

副 議 長

議　　員

327,000円

279,000円

259,000円

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

部　　門
職　員　数 （人）

平成18年 平成19年 増減数

議　　会
総務企画
税　　務
民　　生
衛　　生
農林水産
商　　工
土　　木

4
54
21
40
24
19
9
25

3
53
23
42
24
18
9
22

△ 1
△ 1

2
2

△ 1

△ 3

小　　計 １９６ １９４ △ 2

教　　育 57 55 △ 2

小　　計 57 55 △ 2

 
 

水　　道
下 水 道
そ の 他

7
9
15

8
9
15

1

小　　計 31 32 1

合　　計 ２８４ ２８１ △ 3

（地方公共団体定員管理調査より）

【お問合せ】潮来市総務課　人事行政グループ　℡.63-1111　内線222

区　　分 支給割合

 
 

 

市　　長

副 市 長

議　　長

副 議 長

議　　員

年間3.35月分

※市長は30％・副市長は５％減額しています。

　軽自動車税は、毎年４月１日にバイクやトラクター、軽四輪自動車などを所有する方に１年分課税され

ます。４月２日以降に廃車・売却されても、自動車税と違い月割り課税は行っていませんので、税金は戻

りません。

　廃車や譲渡をした場合、手続きをしないと、いつまでも課税されることになりますので、ご注意ください。

・軽自動車等を譲渡・譲受し、名義変更をまだしていない方

・転入や転出等により住所が変わった方

・所有者が死亡しているのに名義変更または廃車手続きをしていない方

　手続きをしないと、軽自動車税がいつまでも登録名義人に課税されたり、納税通知書が届かなかった

り、思いもよらないトラブルに巻き込まれてしまう危険性もありますので、必ず手続きをお願いします。

・潮来市へ手続きする車種（潮来市ナン

バー）を購入した場合、登録申請する

ときには購入（売買）証明書等が、譲

受の場合には譲渡証明の提出が必要に

なります。

・潮来市から転出する場合、潮来市ナン

バーの軽自動車等をお持ちの方は廃車

手続きをし、市へナンバープレートを

返却してください。転出先の市町村で

再度登録手続きをし、新しいナンバー

プレートの交付を受けてください。

種　　類 手続き場所

潮来市（潮来町・牛堀町）ナンバー

・原動機付自転車（125cc以下）

・ミニカー（50cc以下）

・小型特殊自動車（農耕用トラクターなど）

潮来市役所　税務課

℡ 0299-63-1111　内線125126

牛堀出張所 市民福祉グループ

℡ 0299-64-2611　内線512515

水戸ナンバー

125ccを超える二輪車

（財）関東陸運振興財団茨城支部

℡ 029-247-5854

水戸ナンバー

軽自動車（三輪・四輪）

軽自動車検査協会茨城事務所

℡ 029-293-9989

【お問合せ】潮来市税務課　資産税グループ　℡.0299-63-1111　内線125・126

◆手続き ◆注　意

◆次に該当する方は、所定の手続きをしてください

車種によって手続き場所が違います。

軽自動車税について



この寒い時期、血管が

収縮し血圧が上がりや

すくなっています。

至適血圧
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正常高値血圧

軽症高血圧

中等症高血圧

重症高血圧

（㎜Hg）

180

160

140

130

120

80　 85　 90　 100　 110

正常血圧ですが高めです。

生活習慣を改善しましょう。
正常血圧

※１＜上の血圧＞

心臓が収縮し、

最も血管に圧力

がかかった時の

血圧

生活習慣の改善が必要です。１～３か

月以内に再測定し、高ければ医師の指

示による薬物治療が必要です。

直ちに生活習慣改善、医

師の指示による薬物治療

が必要です。

（㎜Hg）

家庭で測っ

た時の血圧

の正常基準

拡張期血圧 ※２＜下の血圧＞

心臓が拡張し、最も血管への圧力

が低い時の血圧

＊自覚症状がなくても、収縮期血圧140mmHg以上

または拡張期血圧90mmHg以上が続くようであれ

ば、かかりつけの医師等に相談をしましょう。

市の保健師が生活習慣病予防のための支援をしています。ぜひご相談を！
【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

＜血圧が高くなる原因＞

「遺伝的要因」や「肥満」、さらに「塩分の摂りすぎ、運動不足、ストレス、喫煙、お酒の飲み

すぎ」などの生活習慣により高血圧が起こってきます。

＜高血圧の改善 予防に向けてできること！＞

◎脂質や塩分を控えた栄養バランスのとれた食事や運動で血行を良くする、お酒は適量にとど

める、禁煙、睡眠を十分にとることなどが大切です。

◎高血圧以外にも糖尿病や高脂血症、喫煙等も脳卒中の危険因子です。予防のために、健診を

受け、生活習慣を見直しましょう。

（参考）　日本高血圧学会発行　高血圧治療ガイドライン　2004

脳卒中の最大の危険因子は、高血圧です！

成人における血圧値の分類

　潮来市を支えている特に40～50歳代の男性が脳卒中で命を失っています。

（平成19年の、潮来市の64歳以下の男性の死亡原因をみると、５人に１人が

脳卒中でした）

　また、脳卒中の場合、命が助かっても障害を残すことがあり、生活に支障

が出る場合があるため、特に注意が必要です。

※１

※２

あなたは、大丈夫？



～エコ＆スローライフ　「藍染め」体験型観光で
　　　　　　　一緒に「まちおこし」をしませんか！

17 広報いたこ 2008
３月号 Vol.83

～シニア(団塊)世代の方々の活動を応援します!！～

～第二のライフステージを地域に行政に生かしましょう！～

お気軽にご相談ください。（秘密厳守）

＜相談日＞　平日月曜から金曜日　午前10時～午後５時

＜相談先＞　電話、メール等でご連絡ください。

　　　　　　潮来市企画財政課　企画調整グループ(担当大川)

　　　　　　℡.63-1111　内線215    FAX.80-1100　

　　　　　　メールアドレス　kizai@city.itako.lg.jp

今回は、「青は藍より出でて藍より青し」のことわざもあ

る「藍」に魅せられ、20年間「藍染め」の創作に励んでいる

大川良子さん（69歳）をご紹介します。

大川さんは、20年程前、婦人会（現在の地域女性団体）会

長時代に藍と出会い、会員と一緒に作品を文化祭に出展した

り、あやめまつり大会期間中、あやめ園において藍染め体験等を実施し好評を得ました。

昨年には、茨城県・潮来市・行方市・国土交通省主催の「エコ＆グリーンツアー」体験メニューの

一つとなり、参加したお客様から特に高い評価を得ました。またここ数年、延方小学校の総合学習で

の藍染め体験指導も行っており、子どもたちにとても喜ばれています。

また、「ねんりんピック茨城2007」に作品（着物）を出品し、

厚生労働大臣賞を受賞されました。

大川さんは、市内の農家の方から「昔は田植えが終わり、稲刈

りまでの間に藍草栽培をしていた。」という話を聞き、自分で藍

草を栽培しています。そして藍瓶に藍葉を入れ発酵させ、沈殿藍

といわれる原液作りも行っています。大川さんの藍工房良庵では

藍瓶に直接手を入れて藍染め体験できますが、藍はとてもデリ

ケートなので、実際に手を入れて体験ができる工房は全国でも珍

しいそうです。また、大川さんの工房では、着なくなった古着を

藍で染め上げ再生するなど、エコ＆スローライフにも通じています。

あまり知られていませんが、潮来における「藍」の歴史は古く、江戸時代には遠く四国徳島から藍

商人が、潮来まで藍を買い付けに来ていたともいわれています。大川さんはその「藍染め」を潮来の

地域資源（特産品）にしていきたいと考えています。そして、「現在は気の合う仲間６～７名で活動し

ています。藍草の栽培など大変な作業もありますが、今後は後継者育成を視野に入れ、特に団塊の世

代の皆さんと一緒に「藍染め」でまちおこしをしていきたいと思っています！」と熱く語られました。

潮来市シニア（団塊）世代の支援のため相談窓口を開設しています！

大川良子さんの活動紹介

スローライフ　ステージ　ば ん ざ い！（Vol.３）

「藍染め」に興味のある方は、下記までご連絡ください。

　連絡先　　潮来藍グループ(藍工房良庵)　℡.66-2801　　大川良子さん（自宅）　℡.63-1721

～エコ＆スローライフ　「藍染め」体験型観光で
　　　　　　　一緒に「まちおこし」をしませんか！

エコ＆グリーンツアー

大川さん（写真右）と 田市長



今月の本棚（３月）
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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

よ う こ そ

図書館だより

金子 みすず（明治36年（1903年）4月11日～昭和5年（1930年）3月10日）

絵　本 「わたしと小鳥とすずと」「星とたんぽぽ」「ふしぎ」「明るいほうへ」

読み物 「都市文学と少女たち」「声に出して読もう、金子みすずの童謡」

　　　 「金子みすずのこころ」「美しい町」「空のかあさま」「さみしい王女」

　　　 「金子みすずと夭逝の詩人たち」

（　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）日にち
午前10時30分

～人気アニメの特集～

午後３時

～日本アカデミー～
受賞作品　特集

３

１日(土) 仮面ライダー THE FIRST フラガール

２日(日) 仮面ライダー THE FIRST ALWAYS　三丁目の夕日

８日(土) BLEACH ブリーチ MEMORIES OF NOBODY 半落ち

９日(日) BLEACH ブリーチ MEMORIES OF NOBODY 鉄道員（ぽっぽや）

15日(土) ワンピース THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵 座頭市

16日(日) ワンピース THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵 下妻物語

22日(土) NARUTO 大興奮！みかづき島のアニマル騒動だってばよ アカルイミライ

23日(日) NARUTO 大興奮！みかづき島のアニマル騒動だってばよ スウィングガールズ

29日(土) ポケットモンスター／ダイヤモンド＆パール ディアルガVSパルキアVSダークライ THE 有頂天ホテル

30日(日) ポケットモンスター／ダイヤモンド＆パール ディアルガVSパルキアVSダークライ 北の零年

日にち 午後２時～

３月１日
(土)

ひなまつりのおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

３月８日
(土)

ちょうちょのおはなし

いたこおはなし会

３月15日
(土)

くつのおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

３月22日
(土)

みみのおはなし

うしぼりおはなし会

３月29日（土）は、おはなし会はお休みです。

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

３月の図書館カレンダー

プログラム
モーツアルト  曲：オーボエ四重奏曲
パッヘルベル 曲：カノン
ハーライン　 曲：星に願いを

　「天璋院篤姫」特集です。幕末、明治維新を生き抜いた女性がさまざまな角度から描かれています。

　「徳川300年ホントの内幕話　天璋院と和宮のヒミツ」「天璋院篤姫と大奥の女たち」「篤姫の生涯」「天璋

院篤姫と幕末を旅する」「天璋院と徳川将軍家101の謎」「篤姫の謎大奥魔物語」「篤姫と大奥　歴史群像シ

リーズ」「篤姫　前編　NHK大河ドラマストーリー」「大奥のことがマンガで３時間でわかる本」ほか

　川村記念美術館では、色彩の魔術師とよばれているフォビズム（野獣派）の代表的画家アンリ・マティ

スと前衛的美術家集団ナビ派の旗手ピエール・ボナールの特別展「マティスとボナール　地中海の光の中」

が開催されます。（３月15日（土）～５月25日（日））

　「マティス新潮美術文庫」「現代世界の美術マティス」「マチスはじめてであう絵画の本」「小学館あーと

ぶっく　マティスの絵本」「アートギャラリー現代世界の美術」「ボナール新潮美術文庫」など

☆文学散歩（3月16日(日)実施：国立歴史民俗博物館・川村記念美術館(佐倉市)）　

　関連図書の紹介

☆2008年NHK大河ドラマ「篤姫」

50

CDから流れる童謡を聞いて大きなかる
た取りを楽しく競い合いました。

12月22日（土）
クリスマス・ミニ・コンサート

１月５日（土）大判かるた大会
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～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.61VOL.61

【お問合せ】潮来市秘書広聴課　TEL.６３－１１１１ 内線206
 　　　潮来市ホームページ　http://www.city.itako.ibaraki.jp/

　男女共同参画社会（ひとりひとりが幸せな社会）をめざし、市民・企
業・行政が連携して、各地域で様々な啓発活動を行っています。その活動
の一つに、茨城県男女共同参画推進員による普及啓発活動があり、茨城県
から委嘱を受けた約170名の男女共同参画推進員（うち潮来市４名）が、地

域に密着した啓発活動等を行っています。
　１月29日（水）、県立陶芸美術館（笠間市）において
「県北・鹿行地域茨城県男女共同参画推進員及び活動団
体研修会」が開催されました。地域活動事例発表では、道の駅いたこに出店している
「水郷潮来のかあちゃん手むすび」会長の高田秀子さんが、農家の女性が起業し、み
んなで元気に楽しく働くコツについて、ユーモアを交えて発表し、会場を大いに盛り
上げました。また、推進員の本宮洋子さんも鹿行地区の代表として、本市での普及啓
発活動について発表しました。

○配偶者暴力防止法が平成20年１月11日か
ら変わりました。
　配偶者などからの女性に対する暴力は、女性

の人権を著しく侵害する重大な問題です。今回

の一部改正により保護命令制度の拡充がされま

した。

　詳しくは、内閣府暴力被害者支援情報サイト

http://www.gender.go.jp/e-vaw/
をご覧ください。

　行政による男女共同参画社会実現に関する研修会等の情報を、市のホームページ

や広報紙でお知らせしていきますので、ぜひご覧ください。

潮来市では男女共同参画
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）

・３月開設日…13日・27日

・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

℡.６２－２７２７へお気軽にお電話ください。

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）
お元気会（い）＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

朝井医院566-7677

＋当番医

飯島内科566-0280

＋当番医

船坂医院
566-1285

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H19.7月生）

子育て広場（中）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H19.3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）
（H19.10月生）

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H18.8月生）

＋当番医

久保病院564-6116

子育て広場（中）

子育て広場（図）

春分の日

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）
３歳児健診（か）
（H16.12月生）

March

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

＋当番医

常南病院
563-1101

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

いきいき健康体操（か）
ストレッチ体操（い）

3

地域ですすめよう男女共同参画

高田　秀子さん



人口のうごき ２月１日現在
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　市長へのたより

総数 女 世帯数男

「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

　メールアドレス

10,591世帯 （＋ 1）15,758人15,344人 （－ 3）（－22）31,102人（－25）

　１月13日（日）、中央公民館に

おいて、367名が出席し「新成

人のつどい｣が開催されました。

　式典では 田市長や新成人の

恩師の方々がお祝いの言葉を述

べられました。

　また、式典のなかで、中学生

の頃の写真がスクリーンに映し

だされると、「懐かしい～」と

いった声が会場に響きました。

　式典終了後には、それぞれ写

真を撮りあうなど、久しぶりの

再会を楽しんでいました。

再会を楽しむ新成人の皆さん 閉式のことば　磯山 尚志さん

橋本 隼人さんによる新成人謝辞 司会をつとめた中山 直子さん（写真右）

式典会場 開式のことば　石神 友紀さん

20




