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糖尿病や肥満・生活習慣病予防にも効果的

　ウォーキングの特徴は、体内に酸素を取り入

れながら運動する有酸素運動で、他の運動と比

較すると長時間の運動が可能です。脂肪燃焼や

骨の強化、内臓の機能向上等にも効果的で糖尿

病や肥満、生活習慣病の予防にもなります。

心の元気回復にも有効

　開放的な空の下を歩くことは、体力づくりだ

けでなく、こころのリフレッシュにも有効で、

日常のストレスからくる不調も改善されていき

ます。景色のいい場所や、おいしい食べ物を求

めて歩くなど、目的をもって出かけるのも楽し

いですね。

　ウォーキングは、歩くことを主体と

した健康法です。

　数ある運動の中でも簡単に行えるこ

とから、潮来市だけでなく、全国的に

活動する人たちが増えています。

　著名人の中でも、俳優の地井武男さ

んが散歩をするテレビ番組は大人気で

すし、ロックシンガーの吉川晃司さん

は自身のブログの中でウォーキングに

関して「歩き倒す！」というような表

現で活動をされています。

お問合せ　かすみ保健福祉センター TEL.６４-５２４０
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　かすみ保健福祉センターで健康相談を受けると１ポイント加算され、10ポイント貯めるとお得な特典が

もらえます。「市民☆健康カード」にスタンプを貯めて、楽しみながら健康づくりに取り組みましょう。

　＊広報いたこ８月号で「ＦＩＫＳカード」（イキイキふれあい健康サロンカード）の紹介をしましたが、

当センターで行う事業・講座等に来場される全市民の皆さんに「健康づくり」に取りくんでいただきた

く、対象範囲をひろげ「市民☆健康カード」の名称に統一させていただきますのでご了承ください。

歩くことは出会うこと
　　交流を広げてくれるウォ―キング

　外に出ていろいろな場所を歩くと、それだけ、人と出

会う機会が増え、友達の輪を広げることができます。潮

来市でも、各地区でいろいろなウォーキングの「チー

ム」が活動をしており、その「チーム」の連合体として

「潮来市ヘルスウォーキング連合会」があります。加盟

していただくと、連合会主催の行事等の案内がされ、よ

り一層、活動の選択肢もひろがります。

　連合会では、新しい仲間を随時募集しています。

　新規チームを立ち上げ、連合会に加盟いただくことも

可能です。家族単位等での加盟もＯＫです。

　おじいちゃん・おばあちゃん、お父さん・お母さん、

子どもたちが一緒に歩く姿、素敵だと思いませんか。

　かすみ保健福祉センターでは、健康診断の結果をもとに、６名の保健師が、随時、健康診断を行ってい

ます。不安に感じていることや、健康診断の結果の見方、判断のしかたがわからない等、疑問点がありま

したら、お気軽に、ご相談においでください。

具合が悪いってわけじゃないんだけど、

カラダのことで相談したいな…

一生健康で過ごすには、

どうしたら良いのかな？

カラダのことで、不安に思ったことはありませんか？

ウォーキングを

　はじめてみませんか

ウォーキングを

　はじめてみませんか

ご存じですか？　市民☆健康カード

血圧が気になる…



　本市では、「健康」を今年

度の重要なテーマとして福

祉・保健・医療など、さま

ざまな側面から「健康づく

り」に取り組んでいます。

　私たちが、それぞれのラ

イフステージに応じて安心

して健やかに暮らすために

は、日常生活において、一

人ひとりが自らの健康に関

心を持ち、健康維持や病気

などの予防に努めることが

大切です。
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受診日 会　　場 対象地区 持参するもの

11月27日（金） かすみ保健福祉センター

全　域

・受診券

・健康保険証

・負担金500円

11月28日（土） かすみ保健福祉センター

11月29日（日） 潮来保健センター

【特定健診検査項目】

◎基本項目（全員に実施する項目）

　問診・身体計測（腹囲含）・血圧測定・尿検査（糖、蛋白）・

　血液検査（脂質、血糖等）

◎詳細項目（国が定めた基準に該当する方のみ実施する項目）

　貧血検査・心電図検査・眼底検査

　※基準に該当しない方でも別途1,700円の自己負担で受診することが

できます。

＊今回は、国保加入者を対象とした特定健診のみを行います。

　７月の集団健診の際に実施した生活習慣病予防健診（19歳～39歳）、

高齢者健康診査（長寿医療制度加入者）、結核・肺がん検診、前立腺検

診、肝炎ウィルス検査は実施いたしませんのでご注意ください。

詳細については下記までお問い合わせください。

　　 お問合せ　潮来市　市民課　国保年金グループ
 　　　　　　　TEL.６３-１１１１　（代表）１３３

対象者
　４月１日現在、潮来市国民健康保険の被保険者であって、年度内に

満40歳～満75歳未満となる方。　

　ただし次に該当する方は対象外です。

○すでに転出された方や社会保険等に異動されている方。

○７月に実施した特定健診（集団健診）を受診された方、または、医

療機関で特定健診（個別健診）を受診された方。

対象者の方には、11月中旬に受診券（ハガキ）を郵送します。今回

は、この受診券が郵送された方のみが対象です。

 
 

47

30
24

65

実施日及び会場
（受付時間　午前９時15分～11時　午後１時～２時15分）
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一般会計

106億7,998万円歳出

20

19 平成20年度

歳入 109億2,200万円

市
民の皆さんが納め

た税金や負担金の

ほか、国や県からの交付

金や補助金などは、市民

の皆さんの生活をよりよ

いものにするために使わ

れています。こうしたお

金がどのくらい納めら

れ、どのように使われて

いるかを、市の財政状況

として知っていただくた

め、お知らせします。

20

20

    

20

  

前川運動公園整備事業 日の出幹線道路整備事業延方小学校特別教室棟改築事業

潮来市で平成20年度に行った主な事業

20
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区　　分 歳入決算額 歳出決算額
一般会計 109億2,199万8,303円 106億7,997万8,472円

国民健康保険 35億9,126万361円 35億6,861万9,627円

老人保健 2億503万5,670円 1億8,899万4,474円

下水道事業 16億6,193万4,611円 16億5,133万1,031円

農業集落排水 5,275万6,056円 5,187万8,424円

介護保険 14億3,705万8,347円 14億460万9,649円

後期高齢者医療 1億8,269万7,383円 1億7,654万9,425円

水道事業収益 7億1,096万8,583円 6億8,976万276円

　 〃 　資本 3億7,391万7,000円 6億6,686万4,437円

工業用水道事業 1,369万9,144円 1,298万4,825円

会 計 別 決 算

：

：

：
(

)

：

農林水産業費
園芸・畜産の
振興や林業、
水産業

1万1,743円
（△722円）

消防費
消防活動など

1万7,175円
（△890円）

教育費
小中学校の
整備や運営
4万4,094円

（△7,496円）

総務費
市の組織全体の
運営（住民票発
行など）

4万3,475円
（＋5,382円）

衛生費
健康診断やごみ
の収集処理など

3万2,176円
（△2,941円）

市民１人当たりに

使われたお金

（　）内は前年度比較

民生費
保育所・老人ホー
ム等の運営、障害
者支援など

9万2,982円
（＋4,400円）

商工費
観光振興など

7,145円
（＋1,577円）

議会費
3,941円

（△767円）

公債費
市債の返済にか
かる元金・利子

5万4,169円
（＋3,428円）

土木費
道路や橋、公園
などの整備管理

3万9,044円
（△910円）

お問合せ　潮来市　財政課　財政グループ　TEL.63-1111　内線211

「一般会計」

民生費や土木費など、市が行政

を運営するうえで基本となる会計。

「特別会計」

一般会計と異なる独立した会計

で、特定の事業を行うもの。20

年度は６つの事業が特別会計と

して運営されました。

「企業会計」

独立採算性の会計で、水道事業・

工業用水道事業があります。



地域の安全を守る
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　10月４日（日）、日の出中学校グラウンドで、
第37回潮来市消防ポンプ操法競技大会が行われま
した。この大会は、火災発生時の迅速な団体行動
と、消防精神を要請することを目的に、市内すべ
ての消防団が参加して行われるものです。
　また、水辺に囲まれた潮来市では、水害を想定
した水防演習が毎年実施され、台風などの災害時
の出動に備えています。
　地域に詳しい団員が持つ情報は、救出活動の鍵
となり、現場でのスムーズな消火や、避難誘導に
つながります。

　公設鹿島地方卸売市場駐車場で行われた、第60回茨城県消防ポンプ操法競技大会 鹿行地区大会には、市

の大会で優勝した、第３分団第３部（日の出）が【ポンプ車操法の部】第４分団第２部（後明）が【小型

ポンプ操法の部】に出場し、優秀な成績を収められました。

自動車ポンプの部

優　勝　第３分団第３部（日の出）

準優勝　第13分団第２部（横須賀）

第３位　第１分団第２部（上丁）

第４位　第１分団第１部（西丁・大塚野・浜丁）

第５位　第12分団第２部（永山）

第６位　第12分団第１部（牛堀）

小型ポンプの部

優　勝　第４分団第２部（後明）　

準優勝　第２分団第３部（五丁目）

第３位　第13分団第３部（台上戸）

第４位　第３分団第１部（大洲）

第５位　第６分団第３部（小泉）

第６位　第７分団第４部（大山）

ポンプ車操法の部

 優勝 潮来市消防団

　　　第３分団第３部（日の出）

小型ポンプ操法の部

　優勝　潮来市消防団

　　　　第４分団第２部（後明）

10/18（日） 第60回 茨城県消防ポンプ操法競技大会 鹿行地区大会

地域の安全を守る

消　防　団

水防演習

ポンプ車操法の部

優　勝　潮来市消防団　第３分団第３部（日の出）

小型ポンプ操法の部

敢闘賞　潮来市消防団　第４分団第２部（後明）

11月14日（土）
「第22回 全国消防操法大会 茨城県代表選考会」
に出場します！

第37回

潮来市消防ポンプ操法競技大会 大会結果
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秋の火災予防運動
『１１月９日～１１月１５日までの一週間』

これから火災の多発期!! 暖房器具等の火災に注意！

　消火器の廃棄処分は、販売店又は処分業者に引き取ってもらいましょう。

　消防署では、安全のために古い消火器を引き取ってくれる業者を紹介しています。詳しくは下記へ問い合わ

せてください。
　注意：公的機関の職員が訪問し住宅用火災警報器や消火器を販売することはありません。また、特定の業者に販売を依頼する

ことはありませんので、ご注意ください。

住宅火災から いのちを守るために

鹿行広域消防本部 予防課　0291-34-7119

　　　　　　 鉾田消防署　0291-34-0119

　　　　　　 潮来消防署　0299-63-0119

　　　　　　 行方消防署　0291-35-0119

あなたは、火災の怖さを真剣に考えてみたことがありますか？

自分自身の命を守るため地域の安心・安全を守るため、「今」できることがあります。

いざという時のための、

４つの対策

『消えるまで　

　 ゆっくり火の元

　　　　にらめっ子』

　～平成21年度

　　　　全国統一防火標語～

今すぐできる、３つの習慣

ストーブには、燃えやすい
ものを近づけない

天ぷらを揚げる時は、
その場を離れない寝たばこをしない

古くなった消火器の廃棄処分について

◎消火器は、粗大ゴミや一般ゴミとして回収には出さないでください。

◎消火器は、絶対に分解したり、レバーを握って放射しないでください。

◎消火器は、放置しないでください。

　最近、古くなった消火器による破裂事故が全国的に発生し、死傷者が出ています。以下のことに注意して速
やかに処分してください。

お年寄りや身体の不自由な人を
守るために、隣近所の
協力体制をつくる

火災を小さいうちに消すために、
住宅用消火器等を設置する

寝具、衣類及びカーテン
からの火災を防ぐために、
防炎品を使用する

逃げ遅れを防ぐために、
住宅用火災警報器を
設置する
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　９月27日（日）、潮来市を代表して洲崎子供会と

水原子供会の２チームが県大会へ出場しました。２

チームとも健闘の末、惜しくも決勝トーナメントで

敗れてしまいま

したが、素晴ら

しい経験になっ

たと思います。

　出場したチー

ムの子供会、育

成会の皆さん、

お疲れ様でした。

第６回茨城県子ども会
ドッジボール大会出場！

　茨城県内において、長年にわた

り地域社会に貢献している個人・

団体を表彰する「第37回小平奨励

賞」に、潮来市のＮＰＯ法人「ピ

コット」が選ばれました。

　ピコットは、平成12年の３月

に、志を同じくする仲間とボラン

ティアグループ「福祉の店ピコッ

ト」を設立。以来、織物や習字な

どを通じて、地域の障がい者の社

会参加支援を続けています。代表

の加藤節子さんは、「賞を励み

に、誠実に着実に、活動を続けて

いかなければと、賞の重さに身の

引き締まる思いです。」と喜びを

語られました。

　ピコットの会員数は

現在36名で、来年３月

には創立10周年を迎え

るとのことです。

　団体の活動は、毎週

土曜日の午前10時から

午後３時まで、旧八代小学校二階

の教室を利用して行われており、

子供たちの製作した、色鮮やかな

織物や書道作品は、文化祭や美術

展にも出展されています。加藤さ

んは「11月からは、音楽療法など

も取り入れていきたい、子供たち

は、たくさんの可能性を持ってい

ます。」と笑顔で話されていまし

た。

ＮＰＯ法人「ピコット」
第37回小平奨励賞　受賞！

　10月25日（日）、前川あや

め園の特設水上ステージ

で、第６回水郷潮来月まつ

りが開催されました。月ま

つりは、自然や文化そし

て、郷土を見つめ直す「ふ

れあいの場」として企画さ

れたもので、ふるさとの伝

統文化として、踊りや津軽

三味線、ジャズ演奏などが

披露されました。

月まつり開催

潮来地区育成会もちつき
　25日（日）、潮来地区育成会の「もちつき」が昭

和村（潮来市５丁目）で行われました。

　もちつきは、「子どもたちに昔ながらのあそび

や、伝統文化を知っ

てもらいたい、ま

た、市内で行われる

イベント「月まつ

り」が少しでも盛り

上がれば」と企画さ

れたものです。
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City News Flash

　10月10日（土）かすみの郷公園で、潮来市体育協

会主催のグラウンドゴルフ大会が、潮来ライオンズ

クラブ・かんぽの宿潮来の協力で行われました。

　日頃の練習成果を発揮すべく、279名が参加。大

会は個人戦で行われ、ホールインワンが続出（81

本）、熱戦が繰り広げられました。

優　勝　堀越　貫一さん（新　町）

準優勝　髙安　軍司さん（後　明）

第３位　蜷川　　斉さん（二丁目）

　10月22日（木）潮来カントリー倶楽部で、第９

回 潮来市民ゴルフ大会が開催されました。当日

は、233名が参加し、プレーを楽しみました。

市民ゴルフ大会

　10月14日（水）、かすみの郷公園で潮来市高齢者

クラブ連合会主催による「第４回市長杯グラウンド

ゴルフ大会」（個人戦）が開催されました。当日は

300名を越える参加者が日頃の成果を競い合いまし

た。

潮来市高齢者クラブ連合会主催
第４回市長杯グラウンドゴルフ大会

潮来市体育協会主催
潮来市グラウンドゴルフ大会

一般男子の部

優　勝　浅野　健一さん

準優勝　今泉　栄一さん

第３位　根本　忠良さん

一般女子の部

優　勝　渡辺　悦子さん

準優勝　佐久間いずみさん

第３位　内堀久美子さん

シニアの部

優　勝　伊藤　照夫さん

準優勝　大塚　　武さん

第３位　里中　保夫さん

ベストグロス賞

男　子　長峰　英雄さん

女　子　西内　寛子さん

シニア　飯田　知弘さん

前列左から、 田市長、大川さん、高安さん、平山さん

後列左から、飯田会長、石井さん、本田さん、堀越さん

　鹿島灘高校２年生の

今関聡子さん（潮来）

が、茨城県高等学校定

時制通信制体育大会陸

上競技大会の女子100ｍ

において優勝し、全国

大会へ出場しました。

第44回となる全国大会

では、各都道府県の代表80名が競い合い、予選２

位、準決勝１位で通過、決勝では、４位入賞いう好

成績を残しました。今関さんは「予選で自己新記録

を出すことができ、とてもうれしい。現在２年生な

ので、来年は、さらに上位進出を目指したい」と話

されました。

今関聡子さん　女子100ｍの部で
全国大会出場！優　勝 大川　信子さん（大 賀）

準優勝 高安　軍司さん（後 明）

第３位 平山　　節さん（大 生）

渡辺　悦子さん 浅野　健一さん

伊藤　照夫さん

第４位 石井喜一郎さん（新 町）

第５位 本田　昭成さん（二丁目）

第６位 堀越　貫一さん（新 町）



　７月24日（金）～26日（日）、岐阜県川辺町川辺競漕場で上記大会が

行われました。当日は、山間部から流木などの多量の漂流物により、

大会継続不可能と判断され、準決勝、決勝の試合は行われませんでし

た。そのため予選タイムにより、順位が決定されました。

優　勝「男子ダブルスカル」

　吉井　拡壱さん（日の出中３年）・西谷　智禎さん（潮来一中３年）

準優勝「女子舵手付きクォドルプル」

　大里　美穂さん（日の出中３年）

　橋本　奈々さん（潮来一中３年）

　橋本　遥佳さん（日の出中３年）

　金塚友加理さん（日の出中３年）

　銭谷　美咲さん（潮来一中３年）

第29回 全日本中学選手権競漕大会結果

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

City News Flash

　８月８日（土）～９

日（日）、山梨県甲府市

小瀬スポーツ公園で行

われた上記大会の「女

子テニス個人ダブル

ス」に　篠 塚 優 華 さ

ん、兼平麻美さん（潮

来一中１年）が出場し

ました。

第39回関東中学校ソフトテニス大会出場！

潮来市教育委員会委員
～草野好夫さん就任～

　10月１日付で髙崎康之さんにかわり草野好夫さん

（潮来）が就任されました。任期は４年となります。

　髙崎康之さんの４年間に亘るご活躍に対し、厚く御

礼申し上げます。

草野好夫新委員のあいさつ

　思いがけないご指名に大変驚い

ておりますが、ご推薦をいただい

た以上は精一杯努力し、何とかご

期待に応えようと思います。

　皆さんのご協力を得て責務を全

うしてまいりたいと考えておりま

すので、ご指導のほどよろしくお

願いいたします。

　８月８日（土）～

９日（日）、栃木県

宇都宮市総合運動公

園陸上競技場で上記

大会が行われ、共通

女子1,500ｍに西村　

真実さん（潮来一中

３年）が出場し決勝

に進出。12位となりました。

第37回関東中学校陸上競技大会結果

　10月７日（水）、茨
城県ボート協会理事長
の嶋田稔男さんと、住
友金属鹿島ボート部の
兼平隆次さん（辻）が
潮来市を訪れました。
兼平さんのチームは、埼玉県戸田オリンピックコー
ス（2000ｍ）で行われた「第84回全日本選手権大
会」舵手付きフォアにてみごと優勝を飾り、国内最
速クルーに決定されました。兼平さんは、「舵手付
きフォアは、国体種目でもあり大変人気のある種目
で、出場クルーの数も多数となります。タイム
06:31.67という好成績が出せたのは、選手の頑張り
だけでなく、気持ちよく大会に送り出していただける
皆さんの協力があったからです。」と話されました。

住友金属鹿島ボート部日本一速い
チームに決定！

10広報いたこ 2009
11月号 Vol.104



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

指 工 H21市道（潮）634号線舗装工事 潮来市大生地内 4,400,000 4,220,000 ㈲三ツ矢工業 10

指 工 H21市道（牛）1級1号線舗装工事 潮来市清水地内 1,700,000 1,640,000 インターナショナルゴルフマネジメント㈱ 7

指 委 平成21年度稲井川周辺地区都市計画変更業務委託 潮来市内 4,100,000 3,800,000 ㈱AN計画工房 6

指 委 潮来市立小学校校舎・屋内運動場耐震化優先度調査業務委託 潮来市内小学校 5,600,000 5,300,000 ㈱匠建築研究室 6

般 工 H21市道（潮）792号線道路改良工事 潮来市須賀南地内 5,100,000 4,780,000 ㈱松崎土木 8

指 工 潮来第一中学校サイクルラック設置工事 潮来第一中学校内 2,000,000 1,940,000 上羽建設㈱ 5

指 物 小学校教員用パソコン購入 潮来市内小学校 5,400,000 5,249,000 ㈱テックス 7

指 物 延方小学校特別教室棟備品購入 潮来市延方小学校 4,600,000 4,550,000 ㈲松島商事 5

指 委 21国単合冊潮第1号地籍調査測量業務委託（島須Ⅴ地区） 潮来市島須地内 6,800,000 2,900,000 兼原測量設計㈱ 7

指 委 H21国補市道（潮）2級21号線実施設計業務委託 潮来市新宮地内 3,000,000 2,850,000 根本測量設計㈱ 6

指 委 H21国補市道（牛）3143号線用地測量業務委託 潮来市島須地内 6,600,000 6,300,000 ㈱三喜コンサルタント 6

般 委 辻・曲松地区老朽管布設替詳細設計業務委託 潮来市辻・須賀・曲松地内 9,400,000 3,000,000 ㈱環境技研コンサルタント茨城支店 3

般 工 H21国補市道（潮）1級10号線道路改良工事 潮来市潮来地内 23,300,000 21,940,000 上羽建設㈱ 15

般 工 21国補流潮公下第1号管路施設工事 潮来市洲崎地内 17,400,000 16,800,000 ㈲篠塚工建 11

般 工 21単独流潮公下第1号管路施設工事 潮来市洲崎地内 5,600,000 5,380,000 ㈱高須工務店 10

般 工 日の出小学校フェンス工事 潮来市日の出小学校内 9,800,000 9,400,000 ㈲桜井建設 12

般 工 日の出小学校体育館屋根改修工事 潮来市日の出小学校内 11,570,000 11,000,000 ㈱田崎技術 3

般 工 国21－1号配水管更新工事 潮来市潮来地内 21,900,000 21,300,000 澤田建設㈱ 13

般 工 国21－3号配水管更新工事 潮来市潮来地内 24,700,000 23,500,000 飯島建設㈱ 9

般 工 国21－5号配水管更新工事 潮来市辻地内 21,500,000 20,400,000 内山設備工業㈱ 13

般 工 21国補流潮公下第2号管路施設工事 潮来市洲崎地内 12,200,000 11,700,000 ㈱菱木土建 12

般 工 21国補流潮公下第4号管路施設工事 潮来市洲崎・日の出地内 14,400,000 13,800,000 ㈱篠塚工業所 10

般 工 21国補流潮公下第5号管路施設工事 潮来市洲崎地内 10,300,000 9,800,000 ㈲アサノ建設 11

指 委 H21国補市道（牛）3143号地質調査業務委託 潮来市島須地内 3,700,000 3,500,000 中川理水建設㈱ 6

指 委 H21市道（潮）1202号線実施設計業務委託 潮来市前川地内 4,700,000 4,500,000 根本測量設計㈱ 6

指 委 H21市道（潮）1655号線測量・実施設計業務委託 潮来市曲松南地内 4,200,000 4,000,000 ㈱マエシマ測量設計 6

般 工 国21－2号配水管更新工事 潮来市潮来地内 21,900,000 21,000,000 ㈱松田建設茨城営業所 9

般 工 国21－4号配水管更新工事 潮来市潮来・辻地内 35,500,000 34,300,000 東城建設㈱ 8

般 工 H21前川運動公園整備工事第1工区 潮来市前川地内 28,800,000 27,300,000 松崎建設㈱ 9

般 工 H21前川運動公園整備工事第2工区 潮来市前川地内 66,200,000 62,500,000 ㈱茂木工務店 9

般 工 H21国補市道（潮）1級13号線道路改良工事第1工区 潮来市日の出地内 26,400,000 25,600,000 室田建設㈱茨城支店 8

般 工 H21国補日の出幹線排水路整備工事 潮来市日の出地内 38,000,000 36,000,000 ㈱二輝建設 9

指 工 H21市道（潮）1162号線小排水路整備工事（2工区） 潮来市曲松地内 2,900,000 2,800,000 成和電設㈱ 6

指 工 21単独流潮公下測試第1号雨水排水検討業務委託 潮来市日の出地内 2,500,000 2,300,000 中日本建設コンサルタント茨城事務所 10

平成21年度　入札結果
（平成21年４月１日～平成21年９月30日まで）
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実施日　１１月２９日（日）小雨決行

　　　　※延期の場合は、当日朝７時に防災無線でお知

らせいたします（延期の時12月６日）

場　所　市内全域

内　容　道路沿い等のごみ拾い・清掃・空き缶拾い

分　別　①燃やせるごみ　と　②燃やせないごみ

お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３－１１１１　内線２５１

■水質事故防止のために、次のことに注意しましょう。

・油を側溝・水路・河川等に捨てない。

・給油中はその場を離れない。

・万が一、油が水路などに漏れた時は直ちに関係機関に連絡する。

　※河川等に油が流出した際の回収・処理作業には多額の費用がかかり、その費用は油を流した方の負

担になります。

①燃やせるゴミ　…ペットボトルやビニール類など※

お願い　１）収集業者の方々によって、朝８時３０分から回収を始めます。

　　　　　　各区で決められた収集場所へお出しするようにお願い致します。

　　　　２）清掃作戦用に、お配りするごみ袋（旧指定袋）は、通常のごみ出し時には使用できま

せんのでご注意ください。

※落ちているごみ（汚れている）は、プラスチック・ビニール類・ペットボトルでもリサイクルできない

為、燃やせるごみになります。

②燃やせないゴミ…空き缶、空き瓶、食器、缶詰の他、

　　　　　　　　　少量の金属

　　　油流出事故に関する連絡先

　　　・潮来市　環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５１～２５３

　　　・茨城県潮来土木事務所　河川整備課　TEL.６２-３７２９

　　　・国土交通省霞ヶ浦河川事務所（水質事故専用連絡先）TEL.０１２０-３１-４２４９

　油の流出（水質事故）が発生すると、水道用水や

農業用水の取水を停止しなければならないなど、社

会的に大きな影響を与え、魚類などの生物にも悪影

響を及ぼす場合があります。油流出事故を起こさな

いように注意しましょう。

通常の分別のしかた

とは違います。

年末清掃大作戦のお知らせ

河川等への油の流出防止に

ご協力ください！

水質事故の際に発生源に設置した吸着マット
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☆クリーンセンターへの自己搬入は、12月30日（水）午前９時～午後４時までです。

★31日（木）は、ゴミの収集はいたしません。また、クリーンセンターへの搬入も出

来ませんのでごみ集積所に出さないようお願いします。なお、年始は１月４日（月）

から平常どおり収集いたします。

　　お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５２・２５３

　　　　　　　潮来市　環境課　施設管理センター　TEL.６４-５０５０

　浄化槽法により次のことが義務付けられています。

　保守点検とは、定期的に機器の点検・調整・補修や消毒剤の補給等を行うものであり、清掃と

は、浄化槽内の汚泥を必要量に保ち、また余分な汚泥を吸引車で収集運搬することです。

　浄化槽の清掃を行った後の汚泥は、市で許可をしている清掃業者が潮来衛生センターに搬入して

います。

　一年以上保守点検・清掃をしていない浄化槽は、汚泥が腐敗してスカム（汚泥のカスが固まっ

た物）となり、処理の上での障害や機械類の故障の原因になります。浄化槽保守点検清掃を毎年行

うようご協力をお願いします。

※年末はトイレの汲み取り及び浄化槽の保守点検・清掃が混み合いますのでお早めに下記業者へご

依頼ください。

浄化槽の保守点検３回/年　　浄化槽の清掃１回/年

潮 来 環 境 衛 生 ㈲《潮 来》

水　郷　衛　生　社《日の出》

小　松　崎　清　掃《堀之内》

麻　生　衛　生　舎《行方市》

㈱　和　城　産　業《鹿嶋市》

℡.67-5783

℡.67-5960

℡.66-4427

℡.63-0054

℡.73-2296

℡.82-5931

※料金等のお問い合わせは、浄化槽の種別（単独・合併及び何人槽か）を

確認のうえ各業者へご相談ください。

お問合せ　潮来市　環境課　施設管理センター　TEL.６４-５０５０

℡.62-2247

℡.66-3692

℡.64-6154

℡.73-2296

℡.82-5931

茨城ビルメンテナンス㈱《水　原》

小 沼 技 研 工 業 ㈲《水　原》

日　清　設　備　㈱《日の出》

㈱ライフクリーンサービス 《潮　来》

麻　生　衛　生　舎《行方市》

㈱　和　城　産　業《鹿嶋市》

茨城県登録業者「潮来市内営業許可業者の内」市内に営業所

を有するか清掃許可を兼ねている業者を参照掲載しました。

消毒剤の点検・補給 モ ー タ ー の 点 検

汚 泥 の 調 整・移 送 浄化槽機能の診断

一般廃棄物収集運搬業（し尿）

浄化槽清掃業許可業者

保 守 点 検 業 者

努めましょう

浄化槽の保守・点検・清掃

年末・年始のごみ収集について

浄化槽管理者（使用者）の皆様へ
潮来衛生センターからのお願い

休業日　12/31（木）～1/3（日）
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群馬県

栃木県

福島県
　　　　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

「福島県」のカードを

ご利用できる世帯

・18歳未満のお子さん

がいる世帯

（県によって、ご利用できる世帯が

　異なりますので　ご注意ください。）

「群馬県」のカードを
ご利用できる世帯

・妊娠中の方がいる世帯
・18歳未満のお子さんが
いる世帯

「栃木県」のカードを
ご利用できる世帯

・妊娠中の方がいる世帯
・18歳未満のお子さんが
いる世帯

①申込書

　潮来市役所 社会福祉課の窓口およ

び、茨城県庁ホームページ

（http://www.pref.ibaraki.jp/topics/b
oshu/20091005_03/files/091005_
03g.doc）で入手できます。

②対象要件が確認できる書類

（例）「母子健康手帳の写し」、

   「お子さんの健康保険証の写し」、

   「住民票の写し」

③80円切手を貼った返信用封筒

　※郵便・書類確認のための期間を

考慮して、ご利用予定日より10

日間程度余裕をもってお申し込

みください。

　受付・確認後、希望する県のカー

ドとお送りいただいた書類（申込書

除く）を返信用封筒で郵送します。

※カードを他人に譲ったり、貸したり

することは絶対にしないでください。

福島・栃木・群馬県の優待カードが利用できます

　11月１日（日）から、本県にお住まいの方も、福島・栃木・群馬各県の優待カードを

利用して、それぞれの県の協賛店舗等で優待サービスを受けることができるようになり

ます。（例えば、栃木県の協賛店舗を利用したい場合、栃木県の優待カードを茨城県庁で

取得し、栃木県の協賛店舗でサービスを受けることができます。）

　他県のカードの申請方法
　　申請の受付は、茨城県 子ども家庭課 少子化対策室で行います。

　　下記の書類を同封のうえ郵送いただくか、直接、窓口へお持ちください。

各県の優待カード

 

11月１日
　　　 から

　茨城県では、社会全体で子育て家庭を応援するため、協賛店舗で提示すると、割引

などのサービスが受けられる「いばらきKids Club」カードを発行しています。

子育て家庭を応援します

お問合せ　潮来市　社会福祉課　TEL.６３-１１１１　内線３８６

☆お持ちの方はご確認ください
　・カードの裏面には、必ず保護者の方のお名前と一番下の子どもの名前、生年月日

の記入が必要です。（妊娠中の方は、子どもの誕生後記入してください。）

　・新たにお子さんが生まれた場合は、窓口で再交付を受けてください。

　・県内で転居した場合、カードはそのままご利用いただけますが、茨城県から転出

するときは、転出の際に窓口へカードを返却してください。

いばらき子育て家庭優待制度　「いばらきKids Clubカード」

【対　　象】妊娠中の方や、18歳未満の子どものいる家庭

　　　　　　（１世帯に１枚）

【申込窓口】 社会福祉課　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。

【有効期限】一番下の子が18歳の誕生日を迎えた年度の３月31日まで

【協賛店舗】専用ホームページ（http://www.kids.pref.ibaraki.jp/）
でご確認ください。
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　９月１日（火）から、
県立佐原病院に常勤の
小児科医として、松山　
剛医師（45歳）が赴任
しました。
　松山医師は、平成２
年に「旭川医科大学」
を卒業し、平成７年か
ら「東邦大学佐倉病院
小児科」に勤務してい
ました。「小児科学会専

門医」と「アレルギー
学会専門医」等の認定
医を取得しています。

　専門は、小児アレルギー、特に気管支喘息・
食物アレルギー・アナフィラキシーです。
　診察は、月曜日から金曜日の午前中です。な
お、乳児健診は金曜日、予防接種は月曜日、そ
れぞれ午後の時間帯を予定しています。
　また、「小児アレルギー専門外来」の開始も
検討しております。

松山医師のひとこと

　専門は、小児アレルギー、特に気管支喘息・
食物アレルギー・アナフィラキシーで、大学で
は外来での食物負荷試験、その他特殊検査を
行ってきました。佐原病院でも同様の検査・診
療を行っていきたいと思います。地域の皆様に
信頼される小児科医になりたいと思っていま
す。どうぞよろしくお願いします。

　所得税の予定納税（第２期分）の納税は、11月30日

（月）までです。

　納税が期限に遅れますと、期限の翌日から納付され

る日まで延滞税がかかる場合がありますのでご注意く

ださい。

　所得税の予定納税についてのお問い合わせは、電話

相談センターをご利用ください。ご利用方法は、税務

署（0299-66-6931）へお電話いただき、自動音声に

従って番号「１」番を選択してください。

  法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権デーを最終日とする12月４日から10日までを「人権週間」

として各種の人権啓発活動を行っています。

  一人ひとりはみな違いますが、人権はすべての人に平等

に保障されています。しかし、自分の人権を主張するだけ

では、他の人の人権を侵害することもあります。

  人権週間に当たり、人権は、自分と同じように他の人に

もあることを考え、お互いに相手の立場を考え、豊かな人

間関係をつくりましょう。

水 戸 地 方 法 務 局

茨城県人権擁護委員連合会

～振替納税を利用している方～

　11月30日（月）に指定の金融機関の口座から、

自動的に納付されます。納期限前日までに口座の

残高をご確認ください。

～振替納税を利用していない方～

　金融機関又は税務署で納付してください。納付

税額が30万円以下の場合は、バーコード付納付書

を使用して、コンビニエンスストアで納付するこ

とができます。また、インターネットを利用して

電子納税をご利用いただけます。電子納税の利用

方法は、国税庁ホームページでご確認ください。

人権イメージキャラクター

人ＫＥＮまもる君　人ＫＥＮあゆみちゃん

匿　名　　　 米１俵

匿　名　　　2,000円

藤の会　　　14,243円

匿　名　　　　米４俵

善意銀行 （10月分・敬称略）

所得税の予定納税（第２期分）

の納税をお忘れなく！

12月4日から10日までは人権週間です

《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）

 ＨＰアドレス　http://www.e-shinotsuka.com/

〒311-2423　潮来市日の出８丁目12番地６

《広　告》

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

詳しくは下記へお問い合せください。

お問合せ　千葉県立佐原病院　TEL.0478-54-1231
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《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

お気軽にお電話ください

「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 秘書政策課まで

　〒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》

　水郷有料道路が１２月３０日（水）をもって料金徴

収期間が終了し、翌１２月３１日（木）から通行料金

が無料となります。

路線名　水郷有料道路（県道水戸神栖線）

区　間　潮来市延方～神栖市筒井

延　長　９.３ｋｍ

無料開放年月日　平成２１年１２月３１日（木）から

お問合せ　茨城県道路公社　業務管理室　TEL.０２９-３０１-１１３１

お知らせ

　回数券の払戻を希望される方は、「回数券払戻申請書※１」に必要事項を記入のうえ残回数券

（裏面にバーコードがある回数券に限る）を添えてご請求ください。

払戻期間　平成２２年３月３１日（水）まで（土・日・祝日を除く）

受付場所　①茨城県道路公社（本社）　　住所　水戸市笠原町978-25

　　　　　受付時間は、午前９時～午後５時　TEL.029-301-1131　ＵＲＬ　http://www.i-road.or.jp
受付場所　②水郷有料道路管理事務所　　住所　潮来市徳島1712

　　　　　受付時間は、午前９時～午後７時　TEL.66-4277

払戻方法　○現金での払戻　　　（①又は②に残回数券と申請書を持参してください）

　　　　　○銀行振込での払戻　（①に残回数券と申請書を持参又は郵送してください）

※１ 払戻申請書は、道路公社本社①、管理事務所②及び道路公社ＨＰから入手できます。

回数券の払戻について

水郷有料道路の

無料開放について
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《広　告》

借金を整理して生活を楽に

債 務 整 理・自 己 破 産・過 払 金 返 還 請 求

不動産登記・会社登記・裁判手続・法律相談

相談無料・秘密厳守

千葉県香取市山之辺1463-7（国道51号線沿い）

鈎0478（58）2777　携帯 080・5030・5665

黒田 良一法 務 大 臣 認 定

司 法 書 士
昭和49年
８月開業

《広　告》

緑とぬくもりに包まれた憩いの家

利用者募集中!!特別養護老人ホーム

いたこの郷
特別養護老人ホーム

いたこの郷
特別養護老人ホーム

〒311-2402　潮来市大生字大生原804-556

TEL 0299-66-5533

デイサービス

短期入所生活介護

居宅介護支援事業所

　県では、新世紀の茨城を担う青少年の健やかな成長

を願い、「茨城県青少年のための環境整備条例」によ

り良好な社会環境づくりに努めています。

　この条例は、青少年の健全な育成を阻害するおそれ

のある行為を防止し、青少年のための環境を整備する

ことを目的としています。

　この条例の目的が十分達成されますよう、市民のみ

なさんのご理解とご協力をお願いします。

茨城県青少年のための

環境整備条例

シリーズご存知ですか！？

　　　　　お問合せ　茨城県女性青少年課　　　　　　　　　TEL.029-301-2183
　　　　　　　　　　茨城県鹿行県民センター　県民福祉課　TEL.029-133-4110

　保護者の方は、深夜に青少年を外出させないよう努め

なければなりません。

　また、何人も、保護者の指示を受け、又は同意を得た

場合その他正当な理由がある場合のほかは、深夜に青少

年を連れ出してはいけません。

　深夜に営業を行う事業者は、施設内または敷地内にい

る青少年に帰宅を促すよう努めなければなりません。

深夜に外出させる行為の制限　第20条

　カラオケボックス、まんが喫茶、インターネットカフェ等は、深夜に青少年を

入場させてはいけません。

　また、青少年の深夜の入場を禁ずる旨を入場の際に分かるように、掲示しなけ

ればなりません。

深夜における遊技場への入場の禁止　第20条の２

！
違反 違反した場合：30万円以下の罰金

！
違反

○深夜に青少年を入場させた場合：30万円以下の罰金
○掲示をしなかった場合：10万円以下の罰金

　質屋営業法に規定する質屋又は古物営業法に規

定する古物商は、青少年から物品を質にとって金

銭を貸し付けたり、古物を買い受けてはいけませ

ん（保護者の委託・同意のあるとき、その他やむ

をえない理由があるときを除きます）。

　また、何人も青少年から質入れ又は古物の販売

の委託を受けてはいけません。

！
違反 違反した場合：20万円以下の罰金

物品質受け及び
古物買受けの制限　　

第18条
　何人も、次のことなどが青少年に対してなされた

り、青少年が行うことがわかっていて、場所を利用

させたり、斡旋してはいけません。

　●いん行又はわいせつな行為

　●入れ墨を施し、又は受けさせる行為

　●シンナー、覚せい剤等の薬物の使用

　●飲酒又は喫煙

！
違反

違反した場合
○遊技場等営業者の場合：50万円以下の罰金
○それ以外の者の場合：30万円以下の罰金

場所の提供等の禁止　第19条

※「深夜」とは午後11時から
　　翌日の午前４時までをいいます。

※営業者は、入口の見やすいところへ掲示しなければなりません。
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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

12月の図書館カレンダー

今月の本棚（12月）

埴谷　雄高（1909年12月19日～1997年2月19日　小説家・評論家）

「ドフトエフスキー その生涯と作品」「死霊１～２」

「埴谷雄高 戦後文学エッセ選」「埴谷雄高評論選書１～３」

「埴谷雄高全集 別巻１～３」｢埴谷雄高全集 第１巻～19巻｣など

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

12
５日(土) ポパイＶｏ．１ アニメ 子ども向け

13日(日) タッチ・ザ・サウンド 外国映画 エヴリン・グレニー/フレッド・フリス/出演 青少年・大人向け

20日(日) クリスマスの贈りもの（ほか３作品） アニメ 子ども・青少年向け

27日(日) SIN CITY（シン・シティ） 外国映画 ブルース・ウィリス/ミッキー・ローク/出演 青少年・大人向け

12月3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

12月6日（日）午後2時～2時30分

よるのおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

12月12日（土）午後2時～3時

クリスマス特別版

いたこ・うしぼりおはなし会

12月17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

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

　パソコン・デジカメ・ケイタイを

じょうずに使いこなすための、図書

資料やネット情報などを紹介しま

す。ITをマスターして快適な生活を

楽しみませんか。

広報いたこ 2009
11月号 Vol.104

お問合せ　潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

12月　～IT生活を楽しもう！～

12月の児童テーマ棚
～メリー・クリスマス～
　「バスでおでかけ」「オオカミの

クリスマス」「クリスマスのおおし

ごと」「オリビアクリスマスのおて

つだい」「ゆきだるまのメリークリ

スマス」「サンタのいちねん トナ

カイのいちねん」など、楽しいお

はなしを集めました。

　今回のテーマは「マツボックリのクリスマスツ

リーに魔法の水で雪を降らせよう！」です。魔法

の水ってなんだろう？

　どんな雪が降るのかな？ さあ、みんなで実験

してみよう。

　日　　時：11月29日（日）午後２時～３時30分

　場　　所：潮来市立図書館　（集会室）

　参加対象：小学生　中学生　30名程度

　　　　　　（１・２年生は保護者同伴）

　参 加 費：１人　300円（材料代等）

　持 ち 物：なし

８月から“おもしろ理科先生”による楽しい

理科教室をはじめました。

８月９日（日）

「おもしろ理科実験」

　10月24日（土）潮来市立図書館では、図書の貸し出し冊数

が、平成18年５月27日の開館以来延べ100万冊を達成しました。

　100万冊目の図書を借りたのは、行方市の小学生“大原晴

斗くん・鈴斗くん”兄弟

　館長から花束と記念品を受け取り「うれしい！」と笑顔。

今回は副賞として、潮来のブランド米「潮来あやめちゃん」

（潮来市大規模稲作研究会提供）が贈られました。

貸し出し100万冊突破！記念セレモニー開催

柏崎義一館長のコメント

　「潮来市立図書館の貸し出し冊数が伸びているのは、市民のみなさんをはじめ、

多くの方々が本に親しもうとする意欲の現れと思います。今後も、みなさんの意見

を聞きながら蔵書の充実とサービス向上に努め、さらに今度は、貸し出しと共に来

館者100万人（現在673,000人）を目指して頑張ります。」

ビニール袋（傘入用）

のロケットだよ！ 
　　９月19日（土）

「切り折り飛行機

　トベトベコンテスト」

第４回 おもしろ理科教室参加者募集

12月28日（日）～１月４日（月）は
年末年始で休館です。

お父さんも飛行機
　づくりのお手伝い
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

＋当番医

常南医院563-1101

＋当番医

久保病院564-6116

＋当番医

石毛医院562-2523

防火パレード

＋当番医

飯島内科566-0280

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H18.9月生）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H21.4月生）

子育て広場（中）
ポリオ（か）

（H21.8月31日以前生）

（津知・延方・大生原地区）

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H20.5月生）

いきいき健康体操（か）

子育て広場（図）

子育て広場（中）

天皇誕生日

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H20.12月生）

ストレッチ体操（い）

December

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

官庁御用納め

子育て広場（中）
お元気会（い）
ポリオ（か）

（H21.8月31日以前生）
（潮来・牛堀地区）
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潮来
シリーズ

第39回

潮来市の誇れる文化

文
治元年（1185年）、 源

みなもとの

頼朝
よりとも

公は平氏追討の戦勝祈願のた

めに鹿島神宮参詣
さんけい

した際、板久
い た く

（潮来）から鹿島（現鹿嶋）

へ向かう途中の川岸で、幹や枝を横、斜め四方に張り出し、

川岸まで伸びている見事な松を見て、その川岸に立ち寄り、

烏帽子
う ぼ し

を脱いでこの松にかけ、腰を下ろして休憩したと伝え

られたことから、その松は烏帽子かけ松といわれております。

　当時の松は枯れ跡に一本の小松を植えられたと伝えられて

おります。その松も見事に繁茂して幹や枝は低く垂れ川岸ま

で伸び美しく曲がった松となったと伝えられるその松も枯

れ、現存する三代目となる松も見事に曲がりくねった美しい

松であります。

　松の大きさは、幹まわり１メートル25センチ、高さ３メー

トル50センチ、枝の広がり南北に９メートル70センチ、東西

に６メートルにも及びます。

　『曲松』という地名はこの曲がった松により起因しており

ます。

　伝承によれば、曲松の川岸は鰐
わに

川と浪逆
な さ か

浦の出入口にあた

り、扇状となっていたため風向きによって急に波が荒れるの

で恐れられておりました。そこで村人たちは松の根元に水神

社（美都波女命
みはつめのみこと

）を祭り、松を御神体
ごしんたい

として水上の安全を祈

願しました。

　現存する社には明和
め い わ

元年（1764年）の銘
めい

が刻まれております。

潮来市文化財保護審議会委員　　窪谷　　浩

曲松水神社と烏帽子
え ぼ し

かけ松の由来

の
カレンダー12 子育て広場（中）子育て広場（中）

マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中） 子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H21.7月生）

＋当番医

船坂医院566-1285



人口のうごき 11月１日現在
（ ）内は前月比

　潮来市のホームページ

いたこ 平成21年
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あやめ
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Eco-Shop　潮来市では、環境にやさしい商品の

販売やごみ減量化・リサイクル活動に

積極的に取り組む小売店舗を「エコ・

ショップ」として認定しています。

タイヨー牛堀店

成井金物店

大黒天

道の駅いたこ 空きビン回収
トレイ・
牛乳パック回収

あらたに4店

エコ・ショップに認定

 

（１）環境にやさしい商品（エコマーク商品、
再生品、リターナブル容器入り商品等）
の積極的な販売

● ● ● ● ● ● ● ● ●

（２）環境にやさしい商品コーナー等の設置

（３）包装紙等の簡素化や無包装化の呼びかけ
などの簡易包装の推進

● ● ● ● ● ● ●

（４）レジ袋の削減のための買い物かご等持参の促進 ● ● ● ● ● ●

（５）取り扱い商品の修理等の実施 ● ● ●

（６）公告チラシ等への再生紙の使用 ● ● ● ●

（７）空き缶の店頭回収の実施 ● ●

（８）空きビンの店頭回収の実施 ● ● ● ● ●

（９）紙パック容器の店頭回収の実施 ● ● ● ● ●

（10）トレイの店頭回収の実施 ● ● ● ●

（11）PETボトルの店頭回収の実施 ●

（12）その他のごみ減量化・リサイクル活動等環境
に配慮した取組で市長が認めるもの

● ● ● ●

エコ・ショップ認定店

店舗名

対象となる

取り組み内容

潮来市内エコ・ショップ認定店

エコ・ショップに認定

潮来市　環境課　TEL.63-1111　内線251


