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　皆さんは、地域の困りごとなどについて、どこに相談したらよいか

迷ったことはありませんか。

　市では、地域の相談や要望に迅速に対応するため、昨年４月から

「スピード対応室」を設置しています。
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　効率的な行政運営を進めるため、施設運営について検討を

進めてきた結果、今年度をもって牛堀出張所を閉庁いたしま

す。出張所の窓口業務は、２月末をもって業務を停止し、み

なさんのご利用の多い証明書の発行（住民票・印鑑証明・戸

籍謄抄本・税証明など）については、「かすみ保健福祉セン

ター」において、新たに業務を開始します。取扱業務など、

詳細につきましては、あらためてお知らせします。

　また、教育委員会については、３月まで牛堀出張所２階で

業務を行い、４月より移転先での業務を開始します。（学校教

育課：本庁、生涯学習課：中央公民館）

　今後も市民のみなさんにご不便をおかけしないようサービ

ス向上に努めてまいりますので、みなさまのご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。また、開所以

来、長きに渡りご利用していただきましたことを深く御礼申し上げます。

【お問合せ】潮来市総務課　TEL.６３-１１１１　内線２３２・２３３

潮来市スピード対応室
　月～金曜日：午前８時３０分～午後５時３０分（祝日を除く）

　TEL.６３-１１１１　内線２０６　　　　FAX.８０-１１００

Ｅメール　speed@city.itako.lg.jp
（相談内容を詳しくお聞きしなければならない場合や対応結果などを報告するため、必ず

住所・氏名・電話番号等をお教えください。）

事　例

相　談：川にフェンスが設置さ

れていないため、危

険。通学路にも近い。

対　応：現場を確認したとこ

ろ、県の管理であるた

め、県潮来土木事務所

へ依頼し、フェンスが

設置されました。

※お受けした相談には誠意をもって対応しますが、「市としてできる範囲」が限られるため、相談者

ご自身で解決しなくてはならない問題もあります。（私有地の清掃・お隣同士など、個人間のトラ

ブルなど）ただし、このような場合でも、他の相談機関を紹介するなど、できる限り対応します。

☆スピード対応室によせられた相談事例

設置前 設置後

相談をお待ちしています

☆スピード対応室では、皆さんからの相談や要望に対し、関連部署だけでなく国、県、警察な
どとも連携しながら解決策を探ります。また、相談者には１週間内を目安に回答又は経過を
報告します。

・放置自転車を撤去してほしい

・道路の補修をしてほしい

この他にも次のような相談が寄せられています

・昔の潮来の歌のテープがほしい　などなど

　皆さんからの相談をお待ちしています

急ぎの ニンム （任務）を！

牛堀出張所閉庁のお知らせ
〔窓口業務・教育委員会を移転します〕 
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　２０１１年（平成２３年）７月２４日までに今までのテレビ放送（地上アナログ放送）は終了します。

それ以降は、アナログテレビをお使いの方は、そのままではテレビ放送（デジタル放送）を見ることがで

きません。詳しくは、下記へお問合せ願います。

■ＮＨＫ　受信相談コ－ルセンター
　　　　　　　　（TEL.0570-00-3434）
■千葉テレビ放送㈱
　視聴者窓口　　（TEL.043-231-3588）
■日本テレビ放送網㈱
　視聴者センター（TEL.03-6215-4444）
■㈱テレビ朝日
　視聴者窓口　　（TEL.03-6406-5555）
■㈱ＴＢＳテレビ
　視聴者センター（TEL.03-3746-6666）
■㈱テレビ東京
　代　表　　　　（TEL.03-5470-7777）
■㈱フジテレビ
　視聴者センター（TEL.03-5500-2005）
■関東総合通信局
　放送部放送課　（TEL.03-6238-1944）

「テレビのデジタル化工事」を装った詐欺にご注意ください！

2011年7月24日

　現在、試験電波を発射している佐原テレビ中継局の地上デジタル放送は、３月末に正式に放送を開始します。

佐原テレビ中継局の受信可能予想範囲と放送局名は次のとおりです。

　地上デジタル放送を受信するには、地上デジタル放送対応のＵＨＦアンテナと受信機が必要です。詳しい受信

方法などについては、最寄りの電器店にお問合せください。

　また、受信可能範囲などについては、下記までお問合せください。

■総務省デジコールセンター（地デジについて）

・電話　０５７０－０７－０１０１（ナビダイヤル）

　　　　IP電話など、ナビダイヤルがつながらない場合　０３－４３３４－１１１１

　　　　平　日　午前９時～午後９時　土日祝　午前９時～午後６時

■（社）デジタル放送推進協会（Dpa）

・ホームページ　http://www.dpa.or.jp

放送局名
リモコン

チャンネル
放送局名

リモコン
チャンネル

ＮＨＫ（総合） 1 テレビ朝日 5
ＮＨＫ（教育） 2 ＴＢＳ 6
千葉テレビ 3 テレビ東京 7
日本テレビ 4 フジテレビ 8
　色の付いている範囲内が受信可能範囲の目安です。
　ただし、中継局方向が見通せない等により、受信
できない場合もあります。

デジタル放送に関する

お問合せ先

悪質商法に関する注意！

地デジ 完全移行への
が近づいてきました

～佐原テレビ中継局から地上デジタル放送開始～

佐原デジタルテレビ中継局受信可能予想範囲図
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シティーニュースフラッシュ

　12月11日（木）、かすみの郷公

園において潮来市高齢者クラブ

連合会主催による「第二回年忘

れ連合会グラウンドゴルフ大

会」が開催されました。当日は

264名の参加者が晴天の下、日頃

の成果を競い合いました。大会

の結果は次のとおりです。

　１月12日（月）、中央公民館において、

田市長や泉団長をはじめ、多くの来賓

と消防団員約500名が参加し、潮来市消

防出初式が挙行され、永年勤続者等に対

し表彰などが行われました。式典終了後

には、消防車両によるパレードをしまし

た。沿道には多くの子供達も訪れ消防車

に向かって敬礼するなどかわいい姿が見

られました。また、潮来港において盛大

に一斉放水が行われました。

　11月29日（土）から12月21日（日）にかけて、かす

みの郷公園他５ヶ所で44チームを集め、潮来市長杯ス

ポーツ少年団球技大会が行なわれました。

　21日（日）に行われた決勝戦において、本市より出

場の潮来レッズ（潮来野球スポーツ少年団）が見事勝

利し、優勝しました。

潮来レッズ優勝
～潮来市長杯スポーツ少年団球技大会～
　（軟式野球の部）

　12月７日（日）行方市北浦運動場体育館において、

第３回行方市長杯剣道大会が開催され、市内からの参

加者が上位入賞しました。結果は次のとおりです。

少年剣士活躍！

消防出初式

グラウンドゴルフ大会開催
　～潮来市高齢者クラブ連合会～
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優　勝　川尾ほのぼの老人会

第三位　四丁目天寿会

準優勝　上町千寿会

敢闘賞　小泉老人クラブ

優　勝：吉川 武志さん

　　　　（牛堀少年剣道愛好会）

準優勝：小川 　翼さん

　　　　（牛堀少年剣道愛好会）

３　位：鈴木 健太さん

　　　　（日の出剣友会）

優　勝：牛堀少年剣道愛好会 準優勝：日の出剣友会

３　位：延方スポーツ少年団

　11月２日（日）、牛堀中学校体育館において、第32回

行方地区剣道祭が開催されました。市内優勝者・団体

は次のとおりです。

【団体戦の部】＜18チーム参加＞

【個人戦の部】＜39名参加＞

小学生
団 体 戦 優　勝 牛堀少年剣道愛好会

個 人 戦 優　勝 鈴木　健太さん（日の出剣友会）

中学生

男子団体戦 優　勝 潮来第一中学校

女子団体戦 優　勝 潮来第一中学校Ａ

女子個人戦 優　勝 粟飯原侑加さん（潮来第一中学校）

一　般 六段以上 優　勝 鹿間恭一郎さん

第32回行方地区剣道祭
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　１月14日（水）、第10

回たまごクラブチャリ

ティゴルフコンペが行

われ、30,000円の寄付を

いただきました。

　いただいたお金は、

福祉向上のため潮来市

社会福祉協議会で活用

させていただきます。ありがとうございました。

ありがとうございました

　１月５日（月）の御用始

めにあわせて、市役所玄関

前で新春餅つき初めが開催

されました。当日は市役所

を訪れた市民の方々にお雑

煮ときな粉もちが振舞われ

ました。この日使用した臼と杵は昨年12月に潮来市農

業委員の薄井栄治さんより寄付されたもので、現在は

潮来ふるさと館に展示されています。

新春餅つき初め
　12月26日（金）、市立

図書館において、草野

好夫さん（潮来）より、

平成19年度 第39回日本

美術展覧会第２科（日

展）において入選した

作品「漁港」を寄付い

ただきました。 田市長

は「素晴らしい作品をありがとうございます」と、お

礼の言葉を述べました。

　作品は図書館２階に展示されています。

図書館へ作品寄贈
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　１月８日（木）、鹿嶋吉

田神社総代一同より、

17,921円の寄付をいただ

きました。頂いたお金は

福祉向上のため潮来市社

会福祉協議会で活用させ

ていただきます。ありが

とうございました。

ありがとうございました

潮来市教育委員会委員

　１月22日（木）、日の出小学校において、１年生を対

象に水郷マジシャンクラブの皆さんの指導のもと、親

子で凧づくりを行いました。

　また、同日、４年生の親子は「楽しく笑って運動し

よう」をテーマに、ゴルフの基本技術を学ぶため、初

心者や子ども向けに開発された「スナッグゴルフ」を

行いました。当日は日本ジュニアゴルファー育成協議

会の講師の方々から指導を受けながら、親子で楽しん

でいました。

親子で楽しもう

鹿嶋吉田神社 総代一同

17,921円

たまごクラブ 30,000円

匿　名　 2,000円

水郷めぐみ教会 日よう学校

　　　　4,830円

善意銀行
（１月分・敬称略）

～黒須一則さん就任～

　12月23日付で黒須一則さんが教育委員に就任しま

した。任期は４年となります。また、これまで委員

を務められた篠塚健一さんの２期８年にわたるご活

躍に対し、厚く御礼申し上げます。

黒須一則新委員のあいさつ

　少子高齢化の進展などによ

り、教育行政を取り巻く環境

は、大きな転換期を迎えていま

す。郷土の宝・日本の財産でも

ある子ども達の健全な育成と、

生き甲斐のある生涯学習の推進

に努めていきたいと思います。

　皆様のご支援をよろしくお願

いします。

社協事務局長（写真左）へ寄
付が手渡されました
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　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19年度
３０，９９４人

平成20年3月31日現在
106億4,550万円 2億6,445万円 23億2,570万円 21.8％

（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20年度 ２４７人
給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

10億1,720万円 1億727万円 4億2,206万円 15億4,653万円

一般行政職の級別職員数の状況（平成20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（278人）より31人少なくなっています。

　　　２ 給与費は平成20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20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20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 250,100円 286,100円 330,200円

高校卒 210,800円 246,200円 290,700円

潮来市職員の給与を公表します

職員手当の状況（平成20年４月１日現在）

期末手当 勤勉手当

 6月期 1.40月分 0.75月分

12月期 1.60月分 0.75月分

計 3.00月分 1.50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 自動車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20年4月1日現在）

区　　分 初 任 給

一般行政職
大 学 卒 172,200円

高 校 卒 140,100円

区　分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 348,600円 44歳５ヶ月

技能労務職 302,800円 51歳８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（税務職、看護・保健
職、福祉職、企業職、教育職等）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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◆申告について
　軽自動車税は申告に基づいて課税

します。軽自動車等を購入などで取

得したり、譲渡や廃車をした場合、

または定置場、住所を変更した場合

はただちに申告してください。

　申告手続きをしないと、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。

　軽自動車税は、毎年４月１日現在の軽自動車等の所有者（割賦購入の場合は使用者）に課税されます。４月２日

以降に廃車の手続きをされても、その年度の税金は納めていただくことになります。

　なお軽自動車税には、自動車税とは異なり月割課税がありませんので、年度途中で名義変更などをしても、税金

は戻りません。

◆ナンバープレート （潮来市ナンバーの場合）
　紛失等により潮来市のナンバープレートを返却できない場合は、潮来市税条例第91条第８項の規定に基づき、標

識弁償金200円をご負担いただきます。（平成21年４月より）

　なお、盗難で警察に届出している場合は、盗難届出年月日、届出警察署名、受理番号をお知らせいただければ、

弁償金は不要となります。

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

車　　種 手続き場所

潮来市ナンバー

・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

TEL.0299-63-1111 内線125・126

牛堀出張所（２月末まで）

TEL.0299-64-2611 内線512・515

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

TEL.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

TEL.029-293-9989

広報いたこ 2009
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特別職等の報酬等の状況
（平成20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19年 平成20年 増減数

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

3
53
23
42
24
18
9
22

3
57
23
40
26
16
9
21

4

△ 2
2

△ 2

△ 1

小　　計 １９４ １９５ 1

教　　育 55 54 △ 1

小　　計 55 54 △ 1

 
 

水　　道
下 水 道
そ の 他

8
9
15

8
8
13

△ 1
△ 2

小　　計 32 29 △ 3

合　　計 ２８１ ２７８ △ 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。

軽自動車税について
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【応募方法】申込書に必要事項をご記入の上、鑑定品の写
真を添付し、下記の受付まで郵送または持参
してください。

　　　　　　※お一人様何点でもご応募できます。

　　　　　　 （申込書は鑑定依頼品１点につき１枚必要です。）

※収録予定の５月５日（火・祝）に出場可能な

方に限ります。

　　　　　　 ※古物売買免許のある方は、ご遠慮いただきます。

※ご応募いただいた申込書類・写真は返却いた

しませんので、ご了承ください。

※申込書は、市役所観光商工課・牛堀出張所・

水郷潮来観光協会・潮来市商工会・各地区公

民館の窓口にあります。または、潮来市HPよ

りダウンロードできます。

【添付書類】　①全体像がわかる写真
　　　　　　　②主要な部分（絵柄や文字等）のアップ写真
　　　　　　　③銘や落款などの写真
　　　　　　　上記３点以上の写真を添付してください。

【応募締切】３月１０日（火）必着

【選考方法】テレビ東京の番組担当スタッフが応募書類を
詳細に検討して選考いたします。
※選考の途中経過に関しましては一切お答えで

きません。

【発　　表】採用の可能性がある方にはテレビ東京の番組
スタッフから直接連絡があります。

　　　　　 　（連絡がない場合は不採用となり鑑定いたしません。）

【受　　付】〒311-2493　茨城県潮来市辻６２６
　　　　　　潮来市観光商工課
　　　　　　「出張！なんでも鑑定団in潮来市」お宝係

【お問合せ】　潮来市観光商工課　TEL.６３-１１１１　内線２４１～２４５

◆主催◆　潮来市　　◆後援◆　水郷潮来観光協会・潮来市商工会

◎観覧ご希望の方は、往復ハガキに必要事項を記入の上、

ご応募ください。応募者多数の場合は抽選となります。

ハガキ１枚につき２名様まで応募できます。

※往復ハガキ以外でのご応募は無効となります。

　２名希望の場合は２名とも住所等を記載してください。

●応募方法（往復ハガキの記入要領）

３１１-２４９３

茨城県潮来市辻６２６

潮来市役所観光商工課

「出張！なんでも

　鑑定団in潮来市」

　　　　　　　観覧係

※ここは白紙

　のままで

□□□-□□□□

観覧希望者の

　郵便番号

　住所

　氏名

「出張！鑑定団

　　　　観覧希望」

　観覧希望者の

　住所　　　　

　氏名　　　　

　電話番号

往信おもて 返信うら

返信おもて 往信うら

●応募締切日／４月１日（水）当日消印有効

●抽選結果発表／４月中旬（往復ハガキにて）

観覧
無料

あなたのとっておきの「お宝」を

鑑定してもらいませんか。

時代、ジャンルは問いません。

これはという「お宝」を是非ご応募ください。

美術品から、お菓子のオマケやおもちゃまで

「なんでも」ご応募ください。

□□□-□□□□

□□□-□□□□

◎開催日（予定）

　　　　　　 5月5日（火・祝）
◎場　所（予定）潮来市立潮来公民館「大ホール」

◎時　間（予定）開場：正午　開演：午後１時

返信

往信

広報いたこ 2009
２月号 Vol.95

◆観覧募集！◆◆あなたのお宝大募集◆

《広　告》《広　告》

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

常　南　医　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

人工透析

【　お車で送迎いたします　】

 

整形外科

常　南　医　院

定員300名



悪質
商法
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　物や情報があふれている中で、悪質な契約、価値のない商品や情報サービス、お得で便利をうたったレジャー会員な

ど、巻き込まれてしまいがちなワナが身の回りにはたくさんあります。

　契約トラブルの中でも、多くの被害者が出てしまっている問題商法を知ることで、騙されないようにしましょう。

　他にも悪質商法は、振込め詐欺のように、手法や内容を変化させ忍び寄ってきます。『まさか自分は犯罪やトラブルに

巻き込まれないだろう』と思っていると、油断に繋がり気持ちのスキを作ります。どんな契約も、本当に必要か、安全な

業者かを見極め、自分だけの判断で決断しないことをお勧めします。誘われても、頼まれても、おかしいと思ったら断る

勇気が大事です。

キャッチセールス
　駅や路上でアンケート調査などと称して呼びとめ、別の場所に連れて行き、商品

やサービスを契約させる。

アポイントメントセールス
　抽選にあたった、モニターに選ばれたなどと電話や郵便、メールなどで呼び出

し、販売目的を隠したまま帰らせず、契約をさせる。

デート商法
　出会い系サイトや電話、メールから機会を作り、デートを装って不要なものを契

約させる商法。異性間の感情を利用し悪質。

マルチ商法
　友人や知人に商品を販売、更に勧誘した人を販売員にし、「マージンが入る」と裾

野を広げさせ、借金と商品を抱えさせる商法。友人関係も崩壊。

ネズミ講
　金銭配当組織の一種。加入者の先の順位者に一定の金銭等を支出し、ネズミ算式

に加入者を増やし多額の金銭等を吸い上げる無限連鎖講。

サイドビジネス商法
　在宅のサイドビジネスで収入が得られる、脱サラできるなど収入絡みの商品の購

入やサービス提供の契約をさせる商法。

資格商法
　電話等で、「受講すれば資格が取れる」と、高額な講座や教材の契約をさせる。更

に、中断していると解約させる為の二次的な契約をさせる。

【相談先】
　潮来市消費生活センター　辻７６５　
　　　　　　　　　　　　　月・火・木・金曜日　午前９時30分～正午・午後１時～４時
　　　　　　　　　　　　　TEL.６２-２１３８
　　　　　　　　　　　　　（相談員不在の場合は潮来市社会福祉課へ転送になります。）

若者はターゲットになりやすい

に騙されない為に

悪質商法

広報いたこ 2009
２月号 Vol.95

《広　告》

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

《広　告》

潮来市小泉2593-16（潮来高校近くで古高への道路沿い）
0299-66-6753TEL

FAX

指導者　大川　英世・指導料　１か月　5,000円（入会費なし）

曜日時間 対象 火 水 木

18：30～19：15 小学校高学年

19：30～20：20 中学１年 中学２年 中学３年（入試対策）

20：30～21：20 高校２・３年（応用） 高校１・２年（標準） 高校２・３年（発展）

（いつでも高校・大学受験相談に応じます）

●通信添削部（http://www14.ocn.ne.jp/~ohkawa/）

☆通学学習部（毎年５月・６月実施）（人数に制限あり。早めの予約が必要）

大 川 英 語 教 室
教職教養 通信添削教室

教員志望の皆さんを応援します！

期 間 等 ２ヶ月。２週間に１回、計４回添削問題を郵送。早めの準備が合格への近道

学習内容 教育法規、教育心理、教育原理、教育史及び教育時事　100題を完全征服

指 導 料 全費用　５,０００円（問題郵送料を含む）ていねいにわかりやすく指導。

英語を教えることが大好きです！



※注意事項

○売却区分「潮08－２」の公売参加には、公売日に潮来市

農業委員会の発行する「買受適格証明書」の提出が必要

となります。

【お問合せ】

　（潮来市農業委員会　TEL.63-1111　内線271・273）
○公売には、原則として定められた公売保証金を納付すれ

ば、どなたでも参加することができます。ただし、買受

人の制限（国税徴収法第92条）、公売実施の適正化のた

めの措置（国税徴収法第108条）等、買受人となること

ができない方は参加できません。

○潮来市は買受人への不動産登記簿上の所有権移転などの

登記は行いますが、物件引渡の義務は負いません。物件

内の動産類やごみの撤去、占有者の立ち退きなどは、全

て買受人自身で行っていただきます。また、隣地との境

界は買受人と隣地所有者で協議してください。

○滞納税の完納などで公売が中止になる場合があります。
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　２月21日（土）～３月１日（日）にかけ、下記のとおり休日・夜間の納税相談を実施します。納税にかかわる

相談のほか、市税等の納付も出来ます。

　「平日の日中は仕事で、納付や相談に行けない」、「休みの日なら行けるのに」、そんな皆さん、休日や仕事帰り

のご都合の良い時間に是非ご利用ください。

　市税滞納のなかで、最も割合が多いのが国民健康保険税です。

　国民健康保険税は、加入者の方からの国民健康保険税のほか、国や県からの支出金等で運営しています。

　国民健康保険税の滞納は、医療費の増加などと併せて国民健康保険の運営を圧迫しており、税率の引き上げに

繋がることになります。

　このように、国民健康保険税に限らず、税の滞納は、市民の皆さんに新たな負担を招くことになりかねない、

絶対に許されない行為です。

　一昔前まで、市町村は滞納処分を行うことに積極的ではありませんでし

た。しかし、潮来市では納税者との公平性の観点から滞納者に対して厳しく

対応しており、滞納処分も、積極的に行っています。 近年は他市町村におい

ても滞納に対して厳しい処分を行っており「差押はしないだろう」はもう通

用しません。

　また、従来の滞納処分の外に、自動車等の「タイヤロック」や捜索による

押収品の「インターネット公売」等も実施します。今後も、納税の公平性を

保つため、より厳格な対応を続けていきます。

税の滞納が新たな負担を生む悪循環

実　施　日 開庁時間 会　　場

休日納税相談
２月２１日（土）・２２日（日）

２月２８日（土）・３月１日（日）
午前９時 ～ 午後４時 潮来市役所 １階

収税課　窓口
夜間納税相談 ２月２３日（月）～２７日（金） 午後５時30分～７時30分

【お問合せ】　潮来市収税課　TEL.６３-１１１１　内線１２７～１３０

タイヤロック

『平成20年度

　市税等滞納整理強化期間』実施中!

滞納は許しません！ さらなる滞納処分を！

休日と夜間の納税相談を実施します

滞納整理強化期間実施中!!　３月３日まで！

広報いたこ 2009
２月号 Vol.95

□公売日時　平成21年３月３日（火）　午後１時から

□場　　所　茨城県行方合同庁舎２階　大会議室

　　　　　　（行方市麻生1700番地６）

（潮来市以外にも行方市、鉾田市、鹿嶋市が参加する合

同公売です。）

売却区分 財産の表示・見積価額・公売保証金額

潮08－１
潮来市日の出２丁目16番24　宅地（現況　宅地）165.29㎡

・見積価額1,600,000円（公売保証金額160,000円）

潮08－２

潮来市辻字中辻299番117　畑（現況　宅地）31㎡

潮来市辻字中辻299番118　畑（現況　宅地）80㎡

潮来市辻字中辻299番123　宅地（現況　宅地）15.93㎡

・見積価額550,000円（公売保証金額60,000円）

不動産公売
のお知らせ
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【日　時】３月１日（日）

　　　　　※荒天の場合は３月８日（日）に延期

【場　所】市内全域

　市内あげての清掃大作戦です。平成20年度第３

回目となり、第71回霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦

も兼ねております。

　当日は、潮来市の環境美化のために、

皆様のご協力をお願いいたします。

【内　容】市内全域の清掃・ゴミ拾いなど

【注　意】旧指定袋(緑色の文字で書かれた白いゴミ袋)は、

清掃大作戦用ですの

で、日常のゴミ出しに

は使用できません。ク

リーンセンターへ直接

自己搬入するときや次

回の清掃大作戦の時に

ご利用ください。

　最近、犬の放し飼いの苦情があとをたちません。

　飼い主は他の人に迷惑をかけないようにみんなでマ

ナーを守りましょう。

１）愛犬はきちんとつないで飼いましょう。

２）お散歩の時、愛犬のウンチは

　　必ず持ち帰りましょう。

３）鑑札・注射済票・名札などを

つけましょう。

　迷い犬になっても飼い主の

もとへ帰れます。

　昨年「広報いたこ」10月号に掲

載いたしました水原横山地区に搬

入された土砂につきましては、事

業者により昨年12月３日に撤去が

完了致しました。

　市民の皆様にはご支援並びにご

協力をいただきましてありがとう

ございました。

　行方地区美術家協会を中心とした美術の展覧会を

開催することにより、優れた作品を鑑賞する機会を

提供し、潮来市・行方市の美術振興及び向上を目的

としています。多くの皆様のご来場をお待ちしてお

ります。(入場無料)

水質基準項目 試験結果（㎎/ℓ） 基準値（㎎/ℓ）

一般細菌 ０個/mℓ 100個/mℓ以下

大腸菌 不検出 検出しないこと

水銀及びその化合物 0.00005未満 0.0005以下

鉛及びその化合物 0.001未満 0.01以下

ヒ素及びその化合物 0.001未満 0.01以下

味 異常なし 異常でないこと

臭気 異常なし 異常でないこと

総トリハロメタン 0.023 0.1以下

・検査機関　　㈱江東微生物研究所

【お問合せ】潮来市水道課　TEL.67-5743

【お問合せ】　潮来市環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５１～２５３

　潮来市では「平成20年度水質検査計画」に基づき、水

道水について、全51項目に及ぶ水質検査を実施しました。

（実施日:平成20年12月８日）検査の結果、実施した51項

目すべて基準に適合しております。

　検査結果の主なものは下記のとおりです。

【日　時】２月18日（水）～２月22日（日）

　　　　　午前９時～午後５時（最終日は午後３時終了）

【会　場】行方市麻生公民館　体育室（行方市麻生1221）

【部　門】絵画・書道・写真・陶芸・彫塑

【入　場】無　料

【主　催】潮来市・行方市

【お問合せ】第３回水郷美術展覧会事務局（行方市教育

委員会生涯学習課内）TEL.0291-35-2111

～わんちゃんとマナーを
　　　　　守っていますか？～

水原横山地区　搬入土砂の撤去完了

清掃大作戦のお知らせ

環境課からお知らせ

水郷美術展覧会を

　　　　開催します

第３回 安心・安全な水道水

撮影協力：ももたくん（築地）

全51項目の結果は潮来市ホームページで公開しています。

《広　告》

OPEN!!３ヶ月で10㎏減!!
私の人生変わりました。

効果には個人差があり
 ます

リニューアル

次の理念を掲げています。

「あなたの減量成功が私達の仕事で
す。あなたの幸せが私達の目標です。」

家族で営む耳つぼ専門店。
ためしてみませんか？
お気軽にお電話下さい。

日本痩身医学協会会員
ヘルシー耳つぼ
ダイエットサロン

不定休 ９：３０～１９：００（時間外応相談）

無料カウンセリング予約受付中！

施術料　１回当たり2,000円

50120-417
よ い な

-332
み み つ ぼ

潮来市牛堀、北利根川のほとりに
オープン１年の

話題の耳つぼダイエットサロン!!

潮来市牛堀44

さよなら！メタボリック症候群

耳つぼダイエット

ヘルシー

OPEN!!
概
(       )

リフレッシュ○中高年の方で肥満や体調不良でお悩みの方
○今までに減量に失敗した方、諦めている方
○真剣に痩せたい方

オーナー自身の写真・
３ヶ月の結果です涯
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潮来市地域包括支援センター

　認知症のために判断能力が低下した高齢者に、次から次へと必要のない住宅リフォームや物品売買契約を結ばせ

る事件が多発しております。被害防止の観点や将来の安心のため、成年後見制度が注目されています。

　　　【お問合せ・ご相談】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
　　　　　　　　　　　　　社団法人　成年後見センター　リーガルサポート茨城支部
　　　　　　　　　　　　　TEL.０２９-３０２-３１６６

地域包括支援センターでは成年後見制度の相談を受け付けて

います。

　認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十

分でない方（ここでは「本人」と言います。）について、本人の権利を

守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶことで本人を法律的に支援する

制度です。

成年後見制度とは

どのような制度

なのですか？

AQ
判断能力が不十分になる前に⇒任意後見制度

　将来、判断能力が不十分となった場合に備えて「誰に」「どのような

支援をしてもらえるか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後

見制度」が利用できます。

AQ
判断能力が不十分になってから⇒法定後見制度

　家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）が選ばれる「法定

後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申し立てをします。本人の判断能

力に応じて「後見」「保佐」「補助」の３つの制度を利用できます。

後　見 保　佐 補　助

対象となる方 判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方

申立てが出来る方 本人、配偶者、４親等内の親族、検察官、市町村長など

成年後見人等

の権限

財産管理についての全

般的な代理権、取消権

（日常生活に関する行

為を除きます。）

重要な取引行為（民法第13条

１項）に対しての同意、取消権

（日常生活に関する行為を除き

ます。）

家庭裁判所の審判による特定の

法律行為についての同意権、取

消権（日常生活に関する行為を

除きます。）

本人の財産を適切に維持管理しなければなりません。

　本人の財産を不適切に管理した場合、成年後見人を解任されるほ

か、損害賠償請求を受けるなど民事責任を問われたり、業務上横領

などの罪で刑事責任を問われたりすることもあります。

成年後見人の役割

は何ですか？ AQ

どのような種類が

あるのですか？

ご存知ですか？成年後見制度　その①自分のために　

　みんなのために

広報いたこ 2009
２月号 Vol.95

《広　告》

●膝・腰痛や心臓病などで、
　医師から痩せるように言われている方
●始まりの春に５～１０㎏ダウンからチャレンジ
●お正月に太った方
●メタボや体調不良でお悩みの方

夫婦で営む耳つぼ専門店

男性専用ダイヤル・遅くてもＯＫ 携帯：080-6528-5380
潮来市日の出８-２９-８　営業/９：００～２０：００

不定休

無料カウンセリング
予 約 受 付 中

東洋医学の耳つぼ（針なし）
と最新栄養学を組み合わ
せた健康ダイエット法!!

　　　　があります!!
慨オーナー自身の
　３ヶ月の結果です

(      )
50120-332

ミ ミ ツ ボ

-514
ココイイヨ

１回 ２,０００円
（材料費別途　８００円）

オープン記念のプレゼント

をご用意しております。

男性や
中高年の方も
大・大・大歓迎

潮来市日の出

涯

「自信」

楽しく・楽に・健康的に

ダイエット
つぼ耳

虹ＮＰＯ法人日本痩身医学協会会員
ヘルシー耳つぼダイエットサロン 虹

効果には個人差
 があります

以前の服がゆ～るゆる♪

美肌ヘルシー

OPEN!
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～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.70VOL.70

　５月から開催しているＥ～クオリティー★カフェもいよいよ最終回となりました。

今回のテーマは「チャレンジ！」。常にチャレンジ精神を忘れず、自分の夢を着実に実現させているパワフルな女性を講

師に迎え、楽しいセミナーを開催します。

　配偶者からの暴力について、どこに相談したらよいか分

からないという被害者を相談機関につなぎ、支援に関する

情報を入手しやすくする「ＤＶ被害者のための相談機関電

話番号案内サービス（ＤＶ相談ナビ）」がスタートしました。

○全国統一ダイヤル

　０５７０－０－５５２１０（ここにでんわ）

　※ＰＨＳ、一部のＩＰ電話はかかりません

○案内する情報

　配偶者暴力支援センター等、全国800箇所の相談窓口か

ら最寄りの相談窓口を自動音声でお知らせします。

講　師　内田真弓さん
　　　　　（アボリジニアート・ディレクター）

　オーストラリア・メルボルン在住。鹿嶋市出

身。元全日空キャビンアテンダント。アメリカに

留学後、日本語教師として渡豪。その後アボリジ

ニアートと出会い、現在は自ら起業しアボリジニ

アートの普及啓発に努めている。作品の販売のほ

か、大学での講演やメディアのコーディネートな

ど幅広く活躍。自身もＴＶや雑誌に多数出演。

誰
もが憧れ安定した職業“キャビンアテンダント”を退職し、

自分が本当にやりたいこと、自分が自分でいられる居場所

を探しにアメリカへ。そしてたどり着いた場所は、オーストラ

リア先住民アボリジニが暮らす大陸中央にある砂漠。彼女を魅

了したアボリジニたちのパワフルな生き方とその芸術作品につ

いてお話しを聞きながら、内田さん自身のチャレンジし続ける

生き方をうかがいます。もちろん、アボリジニアート作品につ

いての解説もしていただきます。親子での参加も歓迎です。

・専用ダイヤル…６２-２７２７

・開　設　日 …２月26日、３月12日・26日

・相 談 内 容 …配偶者等からの暴力的行為（ＤＶ）、

　　　　　　　 　性差などによる人権問題

（毎月第２・４木曜日　午後１～５時）

第５回

「ＤＶ相談ナビ」が開設されました

（内閣府男女共同参画局）

【日　　時】２月28日（土）午後１時30分～３時30分

【場　　所】ショッピングセンター アイモア

【募集人数】男女30名（中学生以上）

【託　　児】事前申込み（無料）

【申込み・問合せ】潮来市秘書広聴課

　　　　　　　　　TEL.63-1111 内線208　FAX.80-1100

潮来市では、男女共同参画

総合相談を開設しています

～クオリティー★カフェ　参加者募集

「裸足のアーティストに魅せられて～砂漠で見つけた夢」

広報いたこ 2009
２月号 Vol.95

E

《広　告》

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）

「広報いたこ」
「潮来市公式ホームページ」へ
広告を掲載しませんか！

広告募集

　潮来市では、「広報いたこ」「潮来市

公式ホームページ」に有料広告掲載さ

れる方を募集しています。

詳しくは、潮来市役所 秘書広聴課まで

　〒311-2493　潮来市辻626

　50299-63-1111  FAX 0299-80-1100

受　付

広告掲載内容審査

広告掲載決定

掲載発行

崖

崖

崖

《広　告》
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図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

（　は休館日、　は午後１時から開館）

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

今月の本棚（３月）

シェイクスピア

「ロミオとジュリエット」「リア王」「ジュリアス・シーザー」「ハムレット」

「オセロ」「国境を越えた源氏物語　紫式部とシェイクスピアの響きあい」

「奇想天外・英文学講義シェイクスピアからホームズへ」「シェイクスピア

は誘う　名せりふに学ぶ人生の知恵」「絵本シェイクスピア劇場」など。

ＤＶＤもそろえてあります。

視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）

日にち 午後２時 出　　演 対　　象

３
７日(土) のどか森の動物大作戦 アニメ 子ども向け

８日(日) フェアリーテイル 外国映画 フロレンス・ハース／エリザベス・アール／出演 青少年・大人向け

21日(土) 怪物くん アニメ 子ども・青少年向け

22日(日) オールアバウトマイマザー 外国映画 セシリア・ロス／マリサ・パレデス／出演 青少年・大人向け

３月１日（日）午後２時～２時30分

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５日（木）午前11時30分～12時

０～３歳のおはなし会

（子育て広場）

うしぼりおはなし会

３月14日（土）午後２時～２時30分

花のおはなし

いたこおはなし会

３月19日（木）午前11時30分～12時

０～３歳のおはなし会

（子育て広場）

図書館のおにいさん、おねえさん

３月28日（土）午後２時～２時30分

みみのおはなし

うしぼりおはなし会

【お問合せ】潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

おはなし会予定表

（２階：お話の部屋）

図書館員おすすめの本

　　「新社会人におすすめの本」

　４月に新社会人になる方へ、ビジネスマナーと仕事術に

ついておすすめの本をそろえてみました。準備してスター

トしましょう。

「新社会人のための仕事の基本」「社会人基礎力養成講座　役立つ！職場のマ

ナー」「相手に喜ばれる電話の受け方・かけ方」「男のマナー　接待にはツボが

ある！」「成功する人はみんな知っているスピード仕事術」「選ばれ続ける人の

仕事術　小さなことだけど大きな差がつく」「失敗を生かす仕事術」「隣のダメ

社員に振りまわされない仕事術」など。

平成21年ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」関連図書

「今月の本棚」の下段にそろえてあります。

「天地人」「城取りの家」「小説直江兼続　北の王国」「謀将　直江兼続」

「上杉景勝　越後の雄としての誇りに生きた名将」「上杉謙信　川中島の合戦」

「上杉謙信　堂々日本人物史」「上杉謙信は女だった　八切意外史」

「直江兼続　宿敵・家康も惚れた名軍師」など

１月４日（日）
大判かるたとり大会開催

※ブックリサイクルフェアの際、集まった寄付金７，１７０円は、潮来市社会福祉協議会へ寄付いたしました。

　ご協力ありがとうございました。

広報いたこ 2009
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　過日、東京都内の病院において

インフルエンザ集団感染が発生い

たしました。

　都の発表では、集団感染の原因として、病棟内で加

湿器が使われていないなど、インフルエンザの感染力

を弱めるための湿度管理が不十分だったこと等があげ

られております。

　空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下

し、インフルエンザにかかりやすくなります。特に乾

燥しやすい室内では加湿器などを使って、十分な湿度

（50-60％）を保つことが効果的です。

　うがい・手洗いに加え、家庭・

職場・学校等において十分な湿度

管理をお願いいたします。また、

インフルエンザのみならず風邪等

にかかった際には、マスクの着用

を徹底し、感染を封じ込めること

にご協力をお願いいたします。

15

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

4

11

18

25

3

10

17

24

31

5

12

19

26

6

13

20

27

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

子育て広場（中）

＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

＋当番医

大久保診療所
562-2506

子育て広場（中）
何でも育児相談

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H20.7月生）

子育て広場（中） 子育て広場（図）
マタニティ・セミナー
（か）

いきいき健康体操（か）

子育て広場（図）

子育て広場（図）子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H20.3月生）

春分の日

子育て広場（中）

March
● 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

石毛医院562-2523

子育て広場（中）

3月

清掃大作戦

＋当番医

仲沢医院563-2003

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H17.12月生）

子育て広場（中）子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H20.10月生）

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H19.8月生）

ストレッチ体操（い）

＋当番医

飯島内科566-0280

の
カレンダー

【お問合せ】潮来市健康増進課 TEL.64-5240

健康増進ニュース

広報いたこ 2009
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インフルエンザの

予防対策

住民税申告・相談（い）

住民税申告・相談（い）

住民税申告・
相談（い）

変更のお知らせ
　広報いたこは、これまで１月に発行するものは「２月号」、２月に発行するものは「３月号」…というように発行していまし
たが、よりわかりやすくするため、今月号からは２月発行＝「２月号」というように、『発行月』と『発行号』が同じとなります。

　２月３日（火）、潮音寺（日の出）において、節分行

事「鬼追式」と「豆まき」が行われました。

　鬼追式では、東京の劇団シアターモーメンツの皆さ

んが、鬼と天女に扮し、会場内を駆け回りました。

　また、豆まきでは、龍ヶ崎市にある相撲部屋の式秀

部屋のお相撲さんも参

加し、盛大に行われま

した。

　終了後には、訪れた

皆さんと鬼やお相撲さ

んが一緒に記念撮影を

していました。

表紙の説明
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あやめ

よしきり

FAX  0120-874-880
E-mail  mayor@city.itako.lg.jp

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

http://www.city. itako.ibaraki. jp/mobile/
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　市長へのたより

総数 女 世帯数男

　メールアドレス

10,660世帯 （－ 9）15,639人15,306人 （－24）（－14）30,945人（－38）

ポプラ

潮来市携帯電話
サイトへアクセス

　１月11日（日）、中央公民館において、「新成人の

つどい」が行われました。今年、潮来市では411人

が成人を迎え、式には343人が出席しました。

　式では 田市長が、「皆さんの『若い力』を発揮

していただき、一緒に元気なまちづくりをしてい

きましょう」と挨拶しました。

　また、中学校時代の思い出の写真が映しだされ

ると、会場から大きな歓声があがりました。

　式終了後には記念写真撮影が行われ、また、友

人同士で写真を撮りあうなど、楽しいひと時を過

ごしていました。

◎できごと

・ソウルオリンピック開催　

（バサロ泳法で鈴木大地選手が金メダル獲得）

・リクルート事件

・昭和天皇が崩御し、元号が「平成」に改元

◎ヒット曲

光GENJI「パラダイス銀河」「ガラスの十代」、

田原俊彦「抱きしめてTONIGHT」など

◎映画

「となりのトトロ」、「火垂るの墓」など

◎新語・流行語

「ペレストロイカ」「５時から男」「アグネス論争」など

代表謝辞　石井　千晶さん

新成人が生まれた

昭和63年～平成元年は、こんな年でした
ちなみに…

大人としての決意、新たに

１ ２

１ 司　会

　 兼平早百合さん

２ 開式のことば

　 大野　成士さん

３ 閉式のことば

　 青木　淳也さん
３

新成人のつどい


