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企業誘致

市

民全員が営業マン！！

一番の優遇制度

茨城県で
をご用意して、
企業の皆さまをお待ちしています

潮来市では、これまでの条例に代えて、立地企業に対する優遇措置を６月に新たな条例として制定
しました。これにより、産業の活性化と雇用機会の創出に伴う定住の促進を実現し、市と共に発展を
続ける企業の誘致を目指します。
また、本年４月に設置された企業誘致推進室では、企業立地の相談や要望に迅速に対応し、市内で
の企業の用地取得・許認可事務等について、ワンストップサービスにより強力にサポートします。
市民の皆さまからの企業誘致に関する情報提供や相談をお待ちしております。

道の駅いたこ周辺

潮来インターチェンジ周辺
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企業誘致

１
２

既存条例に代えて、

潮来市固定資産税の特例措置

及び雇用の促進に関する条例
対象：市内全域・製造業など23業種

２つの新たな条例を

制定しました

（施行期間：平成25年３月31日まで）

潮来市工場の環境施設

及び緑地面積率を定める条例

新条例の概要
ａ 事業所を新増設した場合…

１

固定資産税（※１）の課税を最長５年間（※２）免除します。
（投下資産（土地、建物、償却資産）5000万円以上。ただし、中小企業は3000万円以上）
※１ 固定資産
●土
地
●建
物
●償却資産

※２ 課税免除年数

ａの適用を受けた法人で、さらに…

・潮来工業団地
・道の駅いたこ周辺
・水原地区の一部
・須賀地区の一部
・潮来ＩＣ周辺地区

ｂ 30歳以下の市民を新たに雇用した場合…

その他の地域

１人あたり15万円を３年間雇用促進奨励金として
交付します。
（各年度の上限は１社あたり1000万円）

５年間

３年間

優 遇対象業種
●プラスチック製品製造業
●ゴム製品製造業
（酒類製造業及びたばこ製造業を除く） ●窯業・土石製品製造業
●衣服・その他の繊維製品製造業
●鉄鋼業
●木材・木製品製造業
●非鉄金属製造業
（家具を除く）
●金属製品製造業
●家具・装備品製造業
●一般機械器具製造業
●パルプ・紙・紙加工品製造業
●電子部品・デバイス製造業
●印刷・同関連業
●輸送用機械器具製造業
（鉄道車両・同部分品製造業、船舶製
●化学工業
●食料品製造業
●飲料・たばこ・飼料製造業

造・修理業、舶用機関製造業及び航空
機・同付属品製造業を除く）

（化学繊維製造業を除く）

●石油製品・石炭製品製造業

２

●精密機械器具製造業
（医療用機械器具・医療用品製造業を除く）

●情報サービス業
●道路貨物運送業
●倉庫業
●運輸に附帯するサービス業
（港湾運送業、貨物運送取扱業（集
配 利 用 運 送 業 を 除 く）
、運 送 代 理
店、こん包業、運輸施設提供業及び
その他の運輸に附帯するサービス
業）

重点促進区域（※３）内の工場に対し…
工場立地法に基づく環境施設・緑地面積率を緩和します。

※３ 重点促進区域

重点促進区域

環境施設面積率

涯 ５%

潮来工業団地

25% 涯

10%

20%

道の駅いたこ周辺
水原地区の一部
須賀地区の一部

25% 涯

20%

20% 涯

【お問合せ】潮来市企業誘致推進室
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緑地面積率
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効率的な工場の配置やラ
ンニングコストの低減を
可能にします。

15%

TEL.６３-１１１１ 内線２１７・２１８
FAX.８０-１１００ E-mail:uchi@city.itako.lg.jp
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トが実施されました。
今年のあやめまつりは終わりま
したが、これからも「あやめの季
節」は訪れます。改善すべき点は
改 善 し、こ れ か ら も よ り 多 く の
方々に潮来を訪れてもらえるよ
う、他力本願ではなく市民一人一
人が「おもてなしの心」をもって
観光客の皆さんを迎える「市民が
誇れるあやめまつり」を、力をあ
わせて築き上げていきましょう。
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あ やめまつりプレイバック
あやめまつり閉幕
37

５ 月 日（土）か ら 始 ま っ た
「あやめまつり大会」は、 日間
というこれまでにない長期間の会
期を終え、６月 日（日）に無事
閉幕しました。今年のあやめまつ
り は、
「夜 の 嫁 入 り 舟」や 潮 来 市
商工会青年部（森誠部長）主催の
「ゆかたコンテスト」や潮来青年
会議所（赤尾正幸理事長）主催の
「水郷の燈」など、新しいイベン
24

あやめまつりプレイバック
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／

（金） 首相官邸）

／

（土） 潮来駅前特設会場）

潮来節おどりの響演大会

（６
14

福田首相表敬訪問

（６
13

おどり大賞を受賞したナイルス選抜チームの皆さん
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（６ ／（土）
・６ ／（日）潮来公民館他）

14

15

／

（土）
・６
／

（日） 開花亭他）

22

全国市町村あやめサミット

（６
21

潮来ゆかたコンテスト入賞者
優 勝…佐久間
準優勝…飯 島
第３位…兼 平
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早紀子さん（大洗町）
（写真中央）
薫 里さん（潮 来）
（写真左）
美智子さん（ 辻 （
）写真右）

潮来ゆかたコンテスト

（６ ／（土） 前川あやめ園）
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水郷潮来ＩＣＴフェスタ

あやめまつりプレイバック

潮 来市地域包括支援センターだより
シリーズ①
自立して生活できるよう支援します
（介護予防ケアマネジメント業務）
介護認定で要支援１・要支援２と判定された方の介護予防ケアマネジメントを行います。
「１人で買い物に出かけたい」
「また台所に立って料理を作れるようになりたい」など、皆さん
が生活の中で実現したいことを目標に、今できることはそのまま維持し、できる限り在宅で自立
した日常生活を継続できるように支援します。要支援者でサービスの利用を希望される方は、気
軽にご相談ください。

お知らせ》

《

介護予防スポット訪問の実施
自分で出来ることを増やし、安全で自立した暮らしへの第一歩として、リハビリテーション専
門家の訪問による相談指導を行います。
＜対象者＞ 必要な方はどなたでも（概ね65歳以上の方）
＜対 応＞ リハビリテーションの専門家による、介護予防・
運動機能の向上・心の問題に関するアドバイスなど
＜相談日＞ 毎月第２・４木曜日 ①午前９時30分～ ②午前11時～
＜申込み＞ 随時ご連絡ください。
＜費 用＞ 無 料

【お問合せ】潮来市地域包括支援センター(潮来市社会福祉協議会内)
TEL.63-1288
FAX.63-1265

環境課からのお願い
集積所利用のルール
◎指定時間外（前日、夜間、収集後）に出さないでください。
指定日の朝６時～８時の間に必ずお出しください。前日や夜間に出すと、犬
や猫、カラスなどに荒らされる原因にもなりますので絶対におやめください。
◎ゴミを出す前に、もう一度分別チェックを心がけてください。
正しく分別されていないゴミは回収できません。回収されず集積所に放置さ
れたゴミは、そこを使用している利用者全体に迷惑がかかります。自分の出し
たゴミが回収されているか、もう一度確認してください。
◎集積所は利用している皆さんで話し合い、きれいにしましょう。

【お問合せ】潮来市環境課

分別されずに出されたごみ
集積所に残され利用者にとって
とても迷惑です。

TEL.６３-１１１１ 内線２５１～２５３
広報いたこ 2008
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8

今年４月から創設された、
「長寿医療制度（後期高齢者医療制度）
」への国民健康
保険からの支援分を明確にするため、国保税のなかの「医療分」を「医療分」と
「長寿（後期）支援分」に分割します。

今まで

平成20年４月から

◎医療分
◎介護分
（40歳～64歳の方）

◎医療分
◎長寿支援分
◎介護分（40歳～64歳の方）

※改正前と比べて、税率の変更はあ
りませんが、限度額が３万円引き
上げられます。

平成20年度
（限度額68万円）
◎医療分

平成19年度
（限度額65万円）

限度額：４７万円
所得割：６.３％
資産割：３３％
均等割：１６,５００円
平等割：２２,０００円

◎医療分

◎長寿（後期）支援分

限度額：５６万円
所得割：８.５％
資産割：４３％
均等割：２１,５００円
平等割：２９,０００円

限度額：１２万円
所得割：２.２％
資産割：１０％
均等割：５,０００円
平等割：７,０００円

◎介護分

◎介護分

限度額：９万円
所得割：０.９％
資産割：５％
均等割：７,５００円
平等割：４,０００円

限度額：９万円
所得割：０.９％
資産割：５％
均等割：７,５００円
平等割：４,０００円

国民健康保険
からお知らせ

◎国民健康保険税の「医療分」を、
「医療分」と「長寿支援分（後期高齢者支援分）」に分割します

※介護分が加算されるのは、40歳から65歳までです。
※所得割額は、前年中（１月～12月中）の所得金額をもとに計算します。
所得の状況によっては、国民健康保険税の軽減措置やさまざまな給付（入院時の食事代や高額療養費の支給など）
が受けられますので収入が少ない方も必ず確定申告・住民税申告等を行ってください。

国民健康保険税年金特別徴収（天引）のお支払い方法の変更について
国民健康保険税について、本年４月より年金からお支
払いいただいている方、又は本年10月より年金からお支
払いいただく予定となっている方のうち、右記の１及び
２のいずれの要件も満たす方は、市税務課の窓口へお申
し出いただくことにより、保険税を口座振替によりお支
払いいただくことができます。

１
２

これまで、保険税を滞納することなく納めてい
ただいている方。
これからの保険税を口座振替により納めていた
だける方。

お申し出は、８月８日までにお願いします。

※税務課の窓口にお申し出いただいた後、速やかに10月分の年金からのお支払いを中止する手続きを行いますが、
８月８日を過ぎてお申し出いただいた場合は、10月分の中止手続きに間に合いませんので、お申し出いただく
時期により12月分以降の年金から中止させていただくことになりますのでご了承ください。

【お問合せ】潮来市税務課
9
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

関東・全国大会でもファイト！！
小学生ソフトテニスで活躍

５月10 日（土）に見川運動公園（水戸市）で行われ
た「ソフトテニス全国・関東小学生選手権大会茨城県
予選会」において、優秀な成績をおさめ関東大会や全
国大会出場を決めた子ども達が、その喜びを市長へ報
告するため、６月９日（月）に市長室を訪れました。
田市長は「次の大会でも頑張ってください」とエー
ルをおくりました。
◎全国・関東小学生選手権大会茨城県予選会成績
・高学年女子の部

トップアスリートによる
バスケットボール教室
６月 25 日（水）
、津知小学校において、トップアス
リート派遣指導事業として、2004 年アテネオリン
ピックにバスケットボール日本代表として出場した楠
田香穂里さんによるバスケットボール教室が開催され
ました。当日は津知小学校の４～６年生（122 名）に
シュートなどの実技指導を行ったり、一緒に試合を
行ったりと楽しい時間を過ごしました。
楠田さんは「私はバスケットボールの選手としては
背も小さく、練習もつらかったが、オリンピック出場
という夢があったからがんばることができた。みんな
も夢をもって、頑張ってください」と話されました。

第３位
篠塚 優華（津知小６年）
兼平 麻美（潮来小６年）組：全国大会・関東大会へ出場
ベスト８
小倉 春風（潮来小６年）
久保宮咲紀（延方小６年）組：関東大会へ出場
・高学年男子の部
ベスト８ 荻沼 洋生（息栖小５年）
：関東大会へ出場
・低学年女子の部
優 勝
川島ななみ（津知小４年）
：関東大会へ出場

くす

だ

か

お

り

タオル100本が寄贈されました

作品が寄贈されました

５月14日（水）
、小倉進さん（牛堀）から、小倉さん
と娘さん夫婦が集めたタオル 100 本が寄贈されまし
た。小倉さんは、これまでも潮来市シルバー人材セン
ター祭りの際にタオルを寄贈していましたが、セン
ター祭りが中止となったことから、今回は「介護に役
立ててください」と、
潮来市社会福祉協議会
へ寄贈されました。
頂いたタオルは同協
議会で大切に活用させ
ていただきます。あり
がとうございました。

６月 24 日（火）
、西
宮肇さん（鹿嶋市）
から「潮来の観光ＰＲ
に役立ててください」
と、竹 製 の 花 瓶、掛
け軸「朝つゆのあや
め」
とサッパ舟の模型
が寄贈されました。
西
宮さんは、趣味で仏像を彫るなどしており、今回いた
だいた竹製の花瓶にもあやめの図柄が繊細に彫られ、ま
た、掛け軸は、和紙ではなく漆喰のうえにあやめの絵
が描かれるなど個性的な作品を創作されています。
広報いたこ 2008
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City News Flash
雨中の熱戦！
レガッタ大会開催
６月 29 日（日）
、常陸利根川（潮来市
ボートコース）において、第 42 回水郷潮
来レガッタ（32 クルー・103 名出場）及びイタコシティレガッタ 2008（93 ク
ルー・543 名出場）が開催されました。当日は早朝から雨の降り続くあいにく
の天気でしたが、小学生から大人まで多くの皆さんが出場し、熱戦が繰り広げ
られました。入賞したチームには賞状やトロフィーの他、副賞として、メロン
や潮来産のおししいお米などが贈られました。結果は次のとおりです。

イタコシティレガッタ2008結果
種

目

優

勝

準優勝

第３位

成年男子ナックルフォア

あまぬまちかこ（戸田市）

Itako all stars（潮来市）

サンデービギナーズ（香取市）

壮年男子ナックルフォア

君津クラブ（木更津市）

25人会（香取市）

はじける“ピーナッツ”（香取市）

女子ナックルフォア

チーム久保G（潮来市）

ワセダクラブ プリティウーマン（戸田市） 筑波大学漕艇部女子部員（つくば市）

小学生ナックルフォア

ゆりかま2008（潮来市）

ワセダクラブ シャーク（戸田市）

ワセダクラブ マーメイド（戸田市）

第42回水郷潮来レガッタ結果
種

目

優

勝

準優勝

第３位

男子ナックルフォア

WRC（戸田市）

筑波大学体育会漕艇部（つくば市）

艇友会（つくば市）

女子舵手付クォドルプル

茨城選抜（鹿嶋市）

潮来中学選抜B（潮来市）

潮来中学選抜C（潮来市）

男子ダブルスカル

住友金属鹿島A（鹿嶋市）

住友金属鹿島B（鹿嶋市）

住友金属鹿島C（鹿嶋市）

女子ダブルスカル

潮来中学選抜A（潮来市）

潮来中学選抜B（潮来市）

錦糸中学女子A（墨田区）

男子シングルスカル

原 健一朗（住友金属鹿島）

西谷 智禎（潮来中学選抜）

吉井 拡壱（潮来中学選抜）

女子シングルスカル

石原 由佳子（住友金属鹿島） 小泉 桃圭（潮来中学選抜）

市農業委員の皆さん

おいしいお餅で“おもてなし”
６月 14 日（土）
、潮来市農業委員の皆さん（参加者
18 名・兼原昭一会長）が、ＪＲ東日本主催「水郷潮来
あやめまつりと水郷路ハイキング」参加者をおもてな
ししようと、大門河岸公園において潮来産のおいしい
モチ米をつかい、きなこ餅やあんこ餅などを振る舞い
ました。
その際、ハイキング参加者など多くの方々が募金さ
れ、集まったお金（97,811 円）を潮来市社会福祉協議
会へ届けられ
ました。いた
だいた募金は
同協議会で大
切に活用させ
ていただきま
す。ありがと
うございまし
た。
広報いたこ 2008
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佐藤 英実里（潮来中学選抜）

潮来高校ボート部
関東高等学校ボート大会で入賞
５月 31 日（土）～６
月１日（日）に潮来市
で開催された関東高等
学校ボート大会に出場
し、
「舵 手 付 き ク ォ ド
ルプル」で、見事第２
位の成績をおさめた潮
来高校ボート部の吉川浩平さん（３年）
、保坂信幸さ
ん（３年）
、鬼沢克巳さん（３年）
、箕輪鉱一さん（２
年）
、田崎佑磨さん（１年）が、市長へ喜びを報告す
るため、６月９日（月）に市長室を訪れました。
田市長は「２位という成績もすばらしいが、がん
ばって次はぜひ１位をとって、また市長室へ来てくだ
さい」と話しました。

所得変動に係る経過措置のモデルケース（夫婦）
〈平成18年、19年ともに給与収入400万円の場合〉

所得税
住民税
合 計

平成18年（度）
税源移譲前
150,000
80,000
230,000

（単位：円）

平成19年（度）
税源移譲後
75,000
155,000
230,000

平成19年の
所得が減少

〈平成18年給与収入400万円、平成19年所得なしの場合〉

所得税
住民税
合 計

平成19年所得なし
税源移譲前後の税率をそれぞれ
税源移譲前の税率を適用 税源移譲後の税率を適用 適用した場合の差額（還付額）
0
0
0
80,000
155,000
75,000
80,000
155,000
75,000

0
75,00 !!

円

※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
このほか、実際の負担増減額には、平成19年から定率減税が廃止された等の影響があること
にご留意ください。また、均等割額は除いています。

付

が還

住民税が還付されます
平成19年分の所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方で、
住民税の住宅ローン控除の申告をお忘れの方はいませんか？
税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅
ローン控除額が減る場合があります。平成11年から平成18
年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている
方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、申
告により、平成20年度の住民税（所得割）から控除できる
こととなっています。

申告期限は原則として平成20年3月17日までとなっていま
すが、平成20年度分の住民税の納税通知書が送付されるま
では申告が可能です（期限後に市区町村に申告書を提出し
た場合でも、やむを得ない理由があると認められる場合に
は、適用が受けられる場合もあります）
。

まだ申告書を提出されていない方は、速やかに平成20年1月1日の時点でお住まいの市区町村に申告をお願いします。

◎住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要です。
税源移譲後

所得税から控除しきれなかった住宅ローン
控除額を翌年度の住民税
（所得税）
から控除

納付すべき
所得税額

所得税額

所得税額

住宅ローン
控除可能額

住宅ローン

住宅ローン
控除可能額

控除しきれ
なかった額

所得税額

控除可能額

所得税
住宅ローン
控除可能額

措置

が減少

住民税住宅
ローン控除額

納付すべき
住民税額

本来納付すべき住民税額

税源移譲前

減少

前年の所得税から控除しきれな
い額が発生した場合、翌年の申告
期 限（原 則 毎 年 3 月 15 日）ま で
に、その年の1月1日の時点でお住
まいの市区町村へ「市町村民税道
府県民税 住宅借入金等特別税額控
除申告書」を提出してください。

これまで所得税から控除できた住宅ローン控除額が減少

住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方

住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法

所得税の確定申告をされない方

源泉徴収票を添付して市区町村へ提出

所得税の確定申告をされる方

所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

◎平成19年以降に入居した場合は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。
別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、所轄の税務署にお問い合わせください。
広報いたこ 2008
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申告
お

を

!!
く
な
忘れ

税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民
税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けた方については、平成19年度
分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を減額し、納付
済の場合は還付します。
※この措置は、
「平成19年分の所得税が課税されない程度の所得となった方」を対
象としており、所得税の住宅ローン控除の適用などにより、平成19年分の所得
税が課税されない場合は対象となりません。

る方は、
対象となり得
例えば…

出産や
病気のため
長期休職

定年退職

自営業で

された方や

業績悪化のため

依願退職

されていた方

された方

大幅に所得が
減った方

以上のような方で、平成19年分の所得税が課されなかった場合は、この措置の対象になる可能性があります。

平成19年に所得が減って所得税が課されなかった方

申告により、平成19年度の
所得変動に係る経過措置による住民税の還付を

申告期限

受けるためには申告が必要となります。
申告書は、市区町村で配布する所定の様式に、住所、氏名、生年月日な
どを記載していただくだけの簡易なものになっています。
なお、申告後、市区町村では還付の対象になるかどうかの審査を行い、
申告を行った方に対しその結果を通知します。還付の対象となる方につい
ては住民税の還付の手続きを行います。適正に審査を行うために収入の状
況等の確認が必要となることから、結果通知までに時間がかかる場合があ
りますので、あらかじめご了承ください。

20年
７月31日まで
平成

申告先
平成19年１月１日の
時点でお住まい
の市区町村

◎所得変動に係る経過措置
平成18年
（度）
所得変動が

住民税

ない場合
平成19年
（度）

所得税

住民税

平成18年中の
所得に対して課税

所得変動が
あった場合
平成19年
（度）

税源移譲により
平成19年中の
増額となった住民税額
所得に対して課税
（減額となった所得税額）
所得税
住民税
非課税
“申告により”
税源移譲により増額となった
住民税相当額が還付されます。

【お問合せ】潮来市税務課
広報いたこ 2008
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住民税グループ

所得税

還付

TEL.６３-１１１１ 内線１２３・１２４

スローライフ ステージ ば ん ざ い！（Vol.５）
～大切な子どもたちの命を守り安心安全のまちづくり！
今回は、
「潮来・地域防犯パトロール協力会」
（大川豊蔵会長）の発起人、木村洋さん（64才）です。

木村

洋さんの活動紹介

地元を守る地域防犯パトロール隊
地元を守る地域防犯パトロール隊
木村さんは、近年発生している、子ども達を狙った凶
悪犯罪に心を痛め、この種の事件を見聞きする度に「こ
んな社会にしてしまったのは我々団塊の世代にも責任が
あるのでは」と感じるそうです。そこで、弱者だからこ
そいつも犠牲になってしまう子どもたちの命を守る活動
を行うため、平成17年頃から準備を始め、まずはパト
ロール車を購入しました。
次に、市教育委員会や総務課に相談しながら、体制の
基盤づくりのため会員を募りました。そして「潮来市安
心安全まちづくり条例」に基づき市長から委嘱を受け、
「潮来・地域防犯パトロール協力会」が発足しました。
また、茨城県警察本部の登録団体となり、青色回転灯を
装着したパトロール車での自主防犯パトロール活動が出
来ることとなり、平成18年に延方小学校で子どもたちが
参加し出発式が行われました。準備を始めてから実際に
活動が出来るようになるまでには約８ヶ月かかりました
が、現在は子ども達に注意を促すテープをパトロール車
のスピーカーから流しながら、下校時間を中心にパト
ロールしています。また、会員の中には茨城県教育委員
会から委嘱を受ける茨城県スクールガード・リーダーと
なった方もおり、充実した活動を展開しています。
この会の思いに賛同し集まった会員は現在では13名に

木村さん（写真中央）

なり、団塊の世代から子育て世代と幅広い年齢層です。
会員の皆さんは「協力会の設立や実施に至るまで、行
政・関係機関の皆さんに支援をいただき、とても感謝し
ています。自分たちの地域を自分たちで守るのは当然の
こと。未来ある子ども達のために、この活動は地道に長
く続けていきたいと思っています。肩肘張らず、気軽
に、無理なく、危険なく防犯活動を実施していますの
で、今後は私たちの活動の趣旨や思いに共鳴されるかた
を募り、一緒に活動していきたいですね。
」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！
～第二のライフステージを地域に行政に生かしましょう！～
電話、メール等にて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＞

常 南 医 院
外
科
人工透析
土 曜

月 ～金

内
科
整形外科

午前９時 ～ 12 時
午前９時 ～ 12 時
◆診療時間
午後２時半～ ７ 時
午後２時 ～ ５ 時
【 お車で送迎いたします 】
※詳しくは、お電話にてお問い合わせ下さい。
電話 0299 - 63 - 1101

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

遺産の相続手続
会社の設立等

土地建物の名義変更
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）

司法書士 篠 塚 健 司 事 務 所
〒311-2423

潮来市日の出８丁目12番地６
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細

菌性食中毒を予防しましょう！

食中毒は年間を通じて発生しますが、夏季は細菌性食中毒の発生が多くみられます。食中毒を予防するには、食中毒菌
を『付けない・増やさない・やっつける』が基本です。
下記の「食中毒予防６つのポイント」を守り食中毒を予防しましょう。

１

ポイント
食品の購入
温度管理の必要な食品は買い物の最後にし、肉汁や魚な
どの水分が漏れないようにビニール袋などに分けて持ち帰
りましょう。

２

ポイント
家庭での保存
温度管理の必要な食品は，持ち帰ったらすぐに冷蔵庫・
冷凍庫に入れましょう（温度の目安は冷蔵庫は10℃以下，
冷凍庫は－15℃以下）
。

３

ポイント
下 準 備
調理前や食品を取り扱う前後は手を洗いましょう。生の
肉や魚を切った後、洗わずにその包丁やまな板で調理済み
食品や野菜などの生で食べる食品を切ることはやめましょ
う。洗浄後、熱湯をかけてから使うようにしましょう。

４
５

ポイント
調
理
食品は内部まで十分に加熱しましょう。
ポイント
食
事
食事前は手を洗いましょう。調理後の食品は室温放置せ
ず、早めに食べるようにしましょう。

６

ポイント
残った食品
残った食品を保存するときは、早く冷えるように浅い容
器に小分けして保存しましょう。温め直すときも十分に加
熱しましょう。

【お問合せ】
茨城県潮来保健所衛生課 TEL.０２９９-６６-２１１６
ホームページ
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/itakohc/

平成20年度排水設備主任技術者の
ご注意ください！
資格認定試験
自動車盗難が増加しています！
及び 講 習会のお知らせ

行方警察署管内において、自動車や油圧ショベルなどの
建設重機を盗む窃盗事件が急増しています。
５月末現在で、行方警察署管内で認知している自動車窃
盗の数は25件（うち潮来市12件（乗用車７件・トラック
５件）
）で、前年同期比＋７件と増加傾向にあります。
被害の場所は、乗用車の場合は、自宅やアパートの駐車
場の他、ディーラーの展示場など、トラックや建設重機の
場合は、会社の敷地内や資材置き場、工事現場など様々です。
行方警察署では、被害に遭いそ
うな場所への警戒などを実施し
ておりますが、車両の完全施錠
はもとより、トラックや建設重
機であれば駐車場や会社敷地内
の門扉施錠と併せ、出入口に障
害物などを設置して、外部への
搬出を妨害するなど自主防犯対
策もお願いします。

【お問合せ】行方警察署

TEL.0299-72-0110

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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＜講習会日時＞
９月４日
（木）午前10時30分～午後３時30分
（受付10時～）
場＞
＜会
ホテル マロウド筑波（土浦市城北町２－２４）
＜申込締切日＞ ８月５日（火）
＜受験手数料＞ ４,０００円（講習会手数料込）
＜申 込 方 法 ＞
希望者は潮来市役所下水道課で受験申込書を受け取り、
必要事項を記入の上、必要書類等を添えて申込みください。

【お申込み・お問合せ】
潮来市下水道課 TEL.63-1111 内線325・324

お気軽にご相談下さい

地域発展に貢献する

＜試 験 日 時 ＞
10月７日
（火）午後１時30分～３時30分
（受付12時30分～）

★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

司法書士 大塚千世男事務所
潮来市宮前二丁目24番地１《ＪＲ延方駅前》
ＴＥＬ ６６－４１５６

平成２０年度潮来市職員（平成２１年度採用）
を募集しています
◎申込受付期間◎

７月１日（火）～７月31日（木）

◎試験区分、採用予定人員及び受験資格
職種区分

採用予定人員

受験資格

一般事務

３名程度

昭和53年４月２日以後に生まれた人で、高校以上を卒業した
者及び卒業見込みの者

保健師

１名程度

昭和53年４月２日以後に生まれた人で、保健師の免許を有す
る者又は平成21年３月末までに実施される国家試験により取
得見込みの者

◎試験日、試験場、及び試験内容
区

分

第 １ 次 試 験

第 ２ 次 試 験

日

時

平成２０年９月２１日（日）

平成２０年１１月中旬

試験会場

茨城大学

第１次試験合格者に通知します

試験内容

教養試験（作文含む）

口述試験
適性検査

身体検査
資格調査

◎受験手続及び受付期間
（１）申込用紙の請求
申込用紙は市役所総務課に請求してください。郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申
込用紙請求」と朱書し、次のものを必ず同封してください。
・あて先を明記して120円切手を貼った返信用封筒（Ａ４判）
・受験する職種（一般事務、保健師）、試験区分（大学卒、大学卒以外）を明記した様式任意の書類
（２）受験申込先：下記申込先
（３）受 付 期 間：平成２０年７月１日（火）～７月３１日（木）
申込みは月曜日から金曜日の午前９時から午後５時までとし、郵便の場合は７月３１日必着です。
（４）提出書類等：ア 申 込 書 １ 部（所定の申込用紙を使用してください。）
申込書に貼付ける写真のほかに、写真１枚を添えてください。
なお、写真の裏には、氏名を記入してください。
イ 受 験 料 不 要
ウ あて先を明記して２９０円切手を貼った定形封筒
受験申込者には受験票を後日配達記録郵便にて送付します。

◎採用の時期について
採用期日は、平成２１年４月１日を予定しております。

◎職員募集内容については、潮来市ホームページ（http://www.city.itako.ibaraki.jp/）でもご覧
になれます。

【お申込み・お問合せ】

〒311-2493 茨城県潮来市辻626
潮来市総務課 人事・行政グループ

℡.63-1111 内線222～224

イタコチャンス☆コーヒー

お祭用木札・ストラップ

毎週火・木曜のみ限定営業（AM10：00～PM５：00）

手作り てん刻セット
2500円
慶弔スタンプ・黒墨/薄墨セット 6000円

１日１杯の健康コーヒー
（ダイエット・がん予防効果）
テイクアウトもＯＫです。ＨＯＴもＩＣＥもオール250円

TEL.62-3000
URL:e92.net
営業時間（ＡＭ８：00～ＰＭ６：30）

イタコチャンスセンター

1750 円より

本 象 牙
本黒水牛
３本セット 35000円より ３本セット
２本セット 30000円より ２本セット

9500円より
8500円より

（３本セットは15mm 13.5mm 10.5mm ２本セットは15mm 12mmです）

サマージャンボ ７/14（月）から８/１（金）まで
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お気軽にお電話してください

潮来市小泉（潮来高校近くで古高への道路沿い）
TEL・FAX 0299-66-6753

大川 英語教室

潮来市曲松2808番地10（潮来高校入口）
電話 0299-67-3055

中学生：英語教科書,オリジナル問題等
高校生：英語長文総合問題

高校２・３年

20：30～21：20 高校２・３年 高校１・２年

１ヵ月 5,000円
（入会費なし）
指導者 大川 英世

・指導料

・教 材

中学２年

19：30～20：20 中学１年

茂木誠治司法書士事務所

英語を教えることが大好きです！

水
郷潮来のかあちゃん 成 年 月には、さらなる
手 む す び は、平 均 年 経 営 の 安 定、会 員 の 平 等
齢 歳という元気な農家の 化、将来の世代交代を見据
かあちゃん 人が、
「愛情」 えて法人化し、県内におけ
という調味料を入れた手む る農村女性グループの法人
すびのおにぎりを、道の駅 化としてはめずらしいこと
いたこで販売しています。 もあり、女性の起業グルー
かあちゃん手むすびは、 プとして多くのマスコミに
平成 年４月にオープンし 取り上げられています。
か あ ち ゃ ん 手 む す び は、
た「道の駅いたこ」で、地
元農産物のＰＲ、販売、加 「おにぎり」のほかにお総
工を通じて地域活性化を図 菜、弁当、おせち料理や恵
るために、ＪＡなめがた女 方巻などの季節限定商品な
性部潮来支部を中心とした ど地域の特性を活かした商
元気なかあちゃんたち 人 品を企画し、常に新しいこ
が「私たちにも何かできな と に チ ャ レ ン ジ し て い ま
いだろうか」という思いで す。今年の「あやめまつり
立ち上げました。そして、 大会」では、潮来を訪れて
おいしい地元潮来産のコシ くださったお客様へのおも
ヒカリを使って、いつも家 てなしの心として、サッパ
庭 で 作 っ て い る「お に ぎ 舟に見立てた皿に、自慢の
り」を販売することが決ま おにぎりと地元食材を使っ
り、試行錯誤の末、現在販 たお総菜を乗せて「嫁入り
売しているかあちゃんたち 舟弁当」を企画販売し好評
の手で握った「おにぎり」 を得ました。今度は秋の新
米収穫期に向けて、新しい
が誕生しました。
農家の主婦としてはベテ メニューを考案中です。
かあちゃんたちのバイタ
ランでも、経営については
全くの素人であった彼女た リティーあふれるチャレン
ちが起業することは容易で ジは、まだまだ続きます。
はありませんでしたが、理
解して協力してくれる家族、
行政の支援、そして自らの
チャレンジ精神「潮来のか
あちゃんの馬力」をもって
挑戦し続けてきました。今
では、道の駅いたこの集客
力との相乗効果で売り上げ
を順調に伸ばし、「おにぎ
り」は道の駅いたこの名物
として１日に最低でも 個
を売り上げます。また、平

・学習時間帯

TEL.６３-１１１１ 内線206

【お問合せ】潮来市秘書広聴課

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

木
中学３年

水

火

対象曜日

時間

16

400
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～ 男女共同参画社会 ～

女性のチャレンジ

おにぎりで起業！かあちゃんたちのチャレンジ
～農事組合法人 水郷潮来のかあちゃん手むすび

14

65

13

15

11

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）

・８月開設日 …１４日・２８日 ℡.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

ようこそ

今月の本棚（８月）

アンデルセン（1805年４月２日～1875年８月４日）

図書館へ

「人魚姫 アンデルセンの童話」
「結婚 あなたのための小さな物語」
「おやゆびひめ アンデルセンのえほん」
「アンデルセン自伝 わた
しの小さな物語」
「アンデルセン 世界中で愛される童話の王様」
「アンデルセン絵本館 名作を１冊で楽しむ」など

◎夏休み期間中“夏休み読書月間”を開催します。

図書館員おすすめの本

８月

図書館だより

１ 読書すごろく：７月19日（土）～８月31日（日）

地域のお祭り、伝統行事

期間中に読んだ本、自由研究に活用した本、未就学
児は絵本の数（15冊）をすごろく台紙に貼り、最終日
までにゴールした子どもたちにプレゼントがありま
す。中学生、高校生用も用意してあります。

潮来市内で行なわれている祇園祭をはじめさまざまな
伝統行事の情報や図書の紹介。
◎夏休みの課題作成に図書館資料を活用しよう。
課題図書を７月１日（火）から貸出します。貸出期間は
８日間です。中央公民館、各地区公民館にもありますの
で、お問い合わせの上、ご利用ください。その他、自由研
究、調べ学習にも役立つ資料をそろえてあります。
◎日経テレコン２１データベースを導入しました。
日本経済新聞社が、インターネットで提供する日本最大
級のビジネス情報サービスです。最新ニュースと、過去の
新聞・雑誌記事検索、企業・人事・財務情報などビジネス
関連の幅広い情報を提供しています。くわしくは、カウン
ターへどうぞ。

２ おはなし博士検定：７月22日（火）～27日（日）

絵本・児童書（読み物・知識の本）に関するクイズ
を出題します。絵本は幼児・親子向けに、児童書は小
学生向けです。正解率により初級・中級・上級の認定
証を贈呈します。

３ １日司書体験：７月29日（火）～８月３日（日）

上記の期間中、司書の仕事を体験することができます。
（事前申し込み必要。小学生以上対象。ただし、小学生
は１日４人程度で、午前又は午後の２時間となります。
）
カウンター、電話で申込んでください。
（メール不可）

◎魔女おばさんの絵本の世界開催

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

今年は、夏休みに魔女おばさんこと
有田道子さんがやってきます。

８月３日（日）図書館おはなしの部屋
午前10時30分～12時 大人向け（事前申し込み必要）
世界の魔女のおはなし
午後１時30分～２時30分 子ども、親子向け
（当日受付）
魔女おばさんのおはなし会

8月3日
（日）午後1時30分～2時30分

8月21日
（木）午前11時30分～12時

魔女おばさんのおはなし会
有田 道子氏

０～３歳のおはなし会（子育て広場）
（子育て広場）
図書館のおにいさん、おねえさん

8月7日
（木）午前11時30分～12時

8月23日
（土）午後2時～2時30分

０～３歳のおはなし会（子育て広場）
うしぼりおはなし会

おばけのおはなし
うしぼりおはなし会

8月9日
（土）午後2時～2時30分

8月24日
（日）午後2時～3時

せんそうのおはなし
いたこおはなし会

英語でおはなし会
寺内春香さん、在原佳枝さん

魔女おばさんのおはなしをききにきてね。お楽しみに。

視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）
出

演

対

アニメ
日本映画

月

外国映画

図書館 のできごと

日にち
午後２時
２日(土) ポケットモンスター劇場版／おどるポケモンひみつ基地
８
ハチミツとクローバー
10日(日)
エラゴン
16日(土)
出口のない海
24日(日)

日本映画

象

子ども向け
櫻井

翔／蒼井

優

青少年・大人向け
子ども・青少年向け

市川 海老蔵／伊勢谷 友介

青少年・大人向け

８月の図書館カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
５月“図書館に集まろう月間”
では、23名の方が1日司書体験を
しました。７月29日～８月３日
にも実施しますので、この機会
に図書館の仕事を体験してみて
ください。

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
（ は休館日、

【お問合せ】潮来市立図書館

TEL.８０-３３１１

は午後１時から開館）

FAX.６４-５８８０
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市税滞納に係る差押財産公売のお知らせ
市税の滞納処分で差し押さえた不動産を、一般の方も参加できる入札により公売を実施します。
日

時 平成20年10月７日（火）

場

所

受付：12時50分から
入札：13時00分から

水戸市柵町１-３-１
水戸合同庁舎 ２階 大会議室

売却区分番号 20-35
1,530,000円（公売保証金160,000円）
公売対象 見積価額
財産の表示（登記簿による表示）
不 動 産
所 在 茨城県潮来市潮来字十四番
地 番 5265番地
地 目 田
地 積 2622㎡

善意銀行

（６月分・敬称略）

カトレア会

匿 名
2,000円
社交ダンスサークルどんぐり
14,501円

①農地につき「買受適格証明書」の提出が必要です。
②買受人は「十四番土地改良区」に対し賦課金（年額18，
340円）の納付が必要です。
そ の 他
③十四番土地改良区への未納賦課金があります。詳細は下記へお問合せください。
④中止になる場合があります。
お問合せ

月

Monday

8月

火

Tuesday

水

のカレンダー

3

4

４ヶ月児育児相談（か）

木

Thursday

● 実施場所 ●

August

潮来祇園祭礼
（総曵）

Wednesday

5

（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

6

（H20.3月生）

子育て広場
（中）
３歳児健診
（か）

子育て広場
（中）
７ヶ月児育児相談（か）

潮来祇園祭礼

（H17.5月生）

（H19.12月生）

11

12

13

7

潮来市農業委員
（駅からハイキング参加者募金）

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 TEL.029-225-1221 http://www.ibaraki-sozei.jp/

Sunday

市立図書館ブックリサイクル
16,455円

97,811円

金

Friday

1
子育て広場
（中）
１歳６ヶ月児健診（か）

土

Saturday

2
潮来祇園祭礼

（H19.1月生）

8

9

子育て広場
（図）
胃がん検診

子育て広場
（中）
胃がん検診

献血（ララルー）

14

15

16

＋当番医

朝井医院566-7677

10

マタニティ・セミナー
（か）

人権相談（津知公民館）

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

17

18

19

20

21

22

23

子育て広場
（中）

子育て広場
（中）
胃がん検診

子育て広場
（図）
胃がん検診

子育て広場
（中）
胃がん検診

水郷潮来花火大会

30

＋当番医

飯島内科566-0280

24
31

＋当番医

大久保診療所
562-2506

25

26

27

28

29

胃がん検診

子育て広場
（中）
胃がん検診
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場
（中）
胃がん検診

子育て広場
（図）

子育て広場
（中）
１歳児育児相談
（か）

＋当番医

石毛医院
562-2523
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（H19.8月生）

◎今月の納税は、市県民税の第２期分・国民健康保険税の第２期分・
下水道事業受益者負担金の第２期分・介護保険料の第３期分です。

日

6,668円

お おた に

て つ じょう

大谷 徹奘 さん
新たに

が

水郷いたこ大使

に就任されました

潮来市では、大谷徹奘さんが全国各地における法話行脚において、
本市のあやめまつりをはじめとする観光ＰＲや潮音寺を起点とした万
燈会等の開催により、本市の観光、商工振興に大きく貢献されてるこ
と、また、小・中学校、市社会福祉協議会、地区公民館における事業
や催し物などの講演の講師として、活力のある心豊かなお話により、
本市のまちづくりに大いに寄与されていることから６月10日付で大谷
さんを水郷いたこ大使として委嘱しました。
～略

大谷 徹奘 さん
（おおたに てつじょう）

東京都江東区にある浄土宗の重 願寺住職の二男として生まれる。高
たか だ こういん

等学校在学中17歳の時、故・高田好胤 薬師寺住職に師事、薬師寺の僧
侶となる。
・平成11年から全国各地で「心を耕そう」をスローガンに法話行脚

<僧 侶>
奈良薬師寺東関東別院
すい
すいうん
うんざん
ざん

歴～

じゅうがん じ

ちょう
ちょうおん
おん じ
じ

水雲山 潮 音寺 副住職
（薬師寺・執事）

・平成15年、薬師寺執事となる
・平成16年、水雲山 潮音寺（日の出）の副住職に就任

メッセージ
“水郷いたこ大使”就任にあたり、
“水郷いたこ大使”就任にあたり、
お寄せいただいた『メッセージ』をご紹介します。
お寄せいただいた『メッセージ』をご紹介します。
私が初めて潮来を訪ねたのは、中学校１年生の時でした。
それから30年後にまさか自分が、潮来市日の出にある潮音寺
の副住職に就任するとは思ってもいませんでした。
もう潮来にご縁を頂いて５年になり、今ではここが私の第
３のふるさとになりました。その自然豊かな水郷は私たちを
魅了してやみません。その美しさに一人でも多くの方々に触
れて頂きたい。そして、心の中に潮来という１ページを残し
て頂きたいと思い、全国各地で法話の時にお話をすると同時
に、広い潮音寺の境内を利用して万燈会をはじめとする、い
ろいろな行事を執行しています。
きしくも、そんな活動をご評価頂いて今回「水郷いたこ大
使」のご命を受けさせて頂くこととなりました。今後はその
責任の重さを荷いながら、微力ではありますが精一杯努めさ
せていただく覚悟です。

万燈会日程：平成20年８月12日～16日

「飲酒運転は絶対にしない・させない」を合言葉
人口のうごき （７月１日現在
）内は前月比

総数

30,990人 （－ 9）

15,690人（＋ 2）

市長へのたより

FAX 0120-874-880
E-mail mayor@city.itako.lg.jp
潮来市のホームページ

世帯数

10,622世帯 （－ 9）

あやめ

ポプラ

http://www.city.itako.ibaraki. jp/
市の鳥

編 集：潮来市総務部 秘書広聴課
発行者：潮来市長
田 千春
潮来市役所 本 庁：茨城県潮来市辻626
〒311-2493 ℡ 0299-63-1111
出張所：茨城県潮来市牛堀17
〒311-2495 ℡ 0299-64-2611

女

市の花

平成20年
７月10日発行

15,300人（－11）

市の木

広報
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男

飲酒運転撲滅都市宣言のまち・いたこ

携帯電話サイト

http://www.city.itako.ibaraki. jp/mobile/
メールアドレス

info@city.itako.lg. jp

潮来市携帯電話
サイトへアクセス

よしきり

