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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成21年度 第16号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
子育て スポーツ・健康づくり 保健・医療

「しめ縄等正月飾り」只今受付中

今年の引き渡しは12月21日（月）～26日（土）です。

　　　　　潮来市シルバー人材センター　

　　　　　TEL 63-1213

 12月31日（木）から1月3日（日）までごみの収集はいた

しませんので、集積所には出さないようお願いします。

　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。30日は、年末の最終日のた

め例年大変混み合い、搬入から精算までに時間がかか

りますので、早めの搬入をお願いします。

 なお、年始は1月4日（月）から平常どおり収集・受

入業務を行います。

　潮来市　環境課　TEL 63-1111　内線252・253

　施設管理センター　TEL 64-5050

 公的個人認証サービスセンターのシステム更改作業

に伴い、12月28日（月）のみ、窓口での電子証明書発

行・失効等の手続きは一時停止となりますので、ご理

解ご協力の程よろしくお願いします。

　潮来市　市民課　TEL 63-1111　内線112・113

 社団法人茨城県母子寡婦福祉連合会より、ひとり親

家庭(母子家庭、父子家庭)のお子さんに入学祝品(学

用品)を差し上げます。該当児童のいらっしゃるひと

り親家庭で入学祝品を希望される保護者の方は、お子

さんの氏名、性別、生年月日、保護者名、住所(連絡

先)を1月29日(金)までに申し出てください。

　　　　　潮来市　社会福祉課　

　　　　　TEL 63-1111　内線386

　　　　　茨城県母子寡婦福祉連合会

　　　　　TEL 029-221-7505（長島まで）

　今まで、検診を受けたことがない方は、是非、この

機会に受けてください！無料クーポン券に同封された

「実施医療機関」において、無料で受けられます。

　※乳がん検診（マンモグラフィー）については、かす

み保健福祉センターで集団検診も実施します。また、

申し込みがお済みでない方は、電話又はFAXでお申し

込みください。申込締切は12月22日(火)までです。

 ※すでに、今年市の集団検診を受けられた方は、自

己負担金をお返しします。手続きは下記まで。

　潮来市　かすみ保健福祉センター　

　TEL 64-5240　FAX 80-3077

　　　　　12月25日(金)市立中央公民館

　　　　　12月26日(土)市立潮来公民館

　　　　　いずれも午前9時30分～11時30分

　　　　　　　宿題等の教材、飲み物

　　　　　小・中学生

　　　　　松﨑ちか（幼・小・中・高等学校教諭免許所持）

　　　　　各日　10名(先着順)

　　　　　無料

　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人　こども空LOVE

　　　　　　　　　　代表　松﨑ちか　TEL 66-0125

● 『市税・国保税』　休日と夜間の納税相談を実施します。
　ケガや病気・失業・業務不振など、やむをえない理由で納税にお困りのときは、お早めに担当課までご相談く

ださい。市では、法律に基づいた納税の猶予などのご相談に応じています。

　12月12日(土)～20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。

● 『滞納をすると大変なことに・・・。』
　市税等には納付期限があります。それを過ぎたものが滞納となり、滞納

者に対しては、督促状や催告書を送付するなどし、期限が過ぎてからでも

納付してもらうよう努めています。

　それでも納付していただけない場合は、滞納処分を行うことになりま

す。滞納処分とは、その人の財産（不動産・預貯金など）を差し押さえ、

市税等の滞納金に充てることです。

　　　　　潮来市　収税課　TEL 63-1111　内線127～129

茨城租税債権管理機構では、一般の方も参加できる入札により不動産を公売します。

【受付】12時50分～　【入札の説明】午後1時～

　最近、汚物や異物などの原因による「管詰まり」が多く発生しています。公共下

水道や農業集落排水には何でも流して良いということではありません。

　下水道は皆さんで使用する公共の財産です。一人ひとりがルールを守りましょ

う。

○管詰まりの原因となります。
　・野菜くずなどやご飯などの残飯は流さないでください。

　・揚げ物などで使用した油や、フライパンに残った油は拭き取るなど、食用油は

流さないでください。

　・トイレで使用する紙はトイレットペーパーと表示されているもの以外使用しな

いでください。

　・お風呂や洗面台に溜まった髪の毛を排水口に流さないでください。

　・タオルなどの布、たばこやガムなどのゴミを流さないでください。

　汚れた水がきれいになるまで、下水道は働き続けます。

環境に優しい下水道も、利用されなければ効果がありませ

ん。生活環境向上のためにも、整備地区で未接続となって

いる皆さん、速やかな接続をお願いします。

　　　　　潮来市　下水道課　TEL 63-1111　内線324・330

平成22年度小学校入学児童に対する
入学祝品の贈呈について

乳がん検診・子宮頸がん検診
「無料クーポン券」が届いた方へ
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問合せ・申し込み

年末・年始のごみの収集、自己搬入について

シルバー人材センターからのお知らせ

市民課窓口からのお知らせ

冬休み学習教室のお知らせ

『平成21年度市税及び国保税・後期高齢者保険料・介護保険料・保育料等滞納整理強化月間』実施中!!

不 動 産 公 売 案 内 ～公共下水道、農業集落排水をご利用の皆さんへのお願い～

日　程

お　　知　　ら　　せ

種　　類

不　動　産

預　貯　金

その他債権

自動車(登録)

そ　の　他

計

件　数

142

206

81

19

2

450

平成20年度に行った差し押さえ

実　施　日

12月12日(土) ・ 13日(日)

12月19日(土) ・ 20日(日)

開 庁 時 間

休日納税相談 午前9時 ～ 午後4時

会　　場

潮来市役所 1階

収税課　窓口
午後5時30分 ～ 7時30分夜間納税相談 12月14日(月) ～ 18日(金)

そ の 他

公 売 対 象

不 動 産

問 合 せ

場 所

日 時 平成22年2月2日（火）午後1時20分～2時

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　21－118

見積価額      1,270,000円（公売保証金130,000円）

財産の表示（登記簿による表示）

  所　在　　潮来市延方字徳島

　地　番　　5315番1

　地　目　　田

　地　積　　876㎡

所　在　　潮来市延方字徳島

地　番　　5316番1

地　目　　田

地　積　　1964㎡

①農地につき「買受適格証明書」の提出が必要です。手続き等

詳細については潮来市農業委員会にお問い合わせください。

②買受人は「潮来市土地改良区」に対し賦課金の納付が必要です。

③中止になる場合があります。

　下記のホームページから、詳しい内容がご覧いただけます。

　茨城租税債権管理機構 水戸市柵町1-3-1 茨城県水戸合同庁舎5階

　TEL 029-225-1221

　ホームページアドレス http://www.ibaraki-sozei.jp/



 水郷有料道路が12月30日（水）正午をもって料金徴

収期間が終了し、通行料金が無料となります。

　回数券の払戻を希望される方は、「回数券払戻申請書

※」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。

　　　　　　平成22年3月31日(水)まで（土・日・祝日を除く）

　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

　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

　○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）

※　払戻申請書は、道路公社本社①、事務所②及び当

公社HPから入手できます。

　茨城県道路公社　業務管理室　TEL 029-301-1131

　税制改正において、「電子証明書等特別控除」が創設

されたことに伴い、住民基本台帳カード取得申請と、電

子証明書取得申請の増加が見込まれています。住基

カードの発行と電子証明書の作成には、一枚当たり約30

分以上の処理時間がかかります。確定申告時期または

直前での取得申請は、窓口での混雑が予想され、即日で

の対応が不可能となる場合も予測されます。

　今年度、e－Taxによる確定申告を予定し、新たに住

基カードと電子証明書をあわせて取得される予定の方

は、なるべくお早めに窓口へお越しいただき、交付申

請をしていただきますようお願いします。

　　　　　潮来市　市民課　TEL 63-1111　内線112・113

●平成22年4月1日より、継続して自立支援医療（精神

通院）の認定を受けようとする場合には、診断書の提

出が「2年に1回」となります。

※　平成21年度中に診断書を添付して申請された場合、

平成22年度継続の再認定申請時の診断書は不要になり

ます。（その翌年の申請時は診断書が必要であり、また、継続手続きを

行わない場合や忘れてしまった場合は、診断書が不要とはなりません。）

※　受給者証の有効期限は、これまでどおり「1年

間」です。よって毎年の更新申請と保険証の写し、

課税証明等の提出は必要ですのでご注意ください。

※　精神障害者保健福祉手帳用の診断書で同時申請し

た場合も、同様です。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

　　　　　潮来市　介護福祉課　TEL 63-1111　内392

　潮来市内のブロードバンド（高速インターネット接

続）環境を整備するための誘致活動をすすめています。

 光回線未整備地区にお住まいの方、若しくは事業所

等がある方は、『Ｂフレッツ仮申込書』提出へのご協

力をお願いします。

◎光回線（Ｂフレッツ）未整備地区 

■潮来地区（大洲、十四番） 

■津知地区（江寺、貝塚、築地） 

■延方地区（古高、徳島、福島、米島、前川） 

■牛堀地区（全域） 

◎仮申込書提出については下記までお問い合せください。 

　潮来市光通信誘致推進協議会事務局（潮来市商工会内） 

　潮来市商工会　TEL 80-3831　FAX 63-3630

　　　　　　　　Eメール junikyo@sopia.or.jp 　 

　潮来市　秘書政策課　政策グループ 

　　　　　TEL 63-1111　内線209　FAX 80-1100 

　　　　　Eメール info@city.itako.lg.jp

市内公共施設への地デジ対応テレビ及び

チューナー等の調達、設置及び調整

12月16日(水)まで

　詳しくは、市役所ＨＰ（http://www.city.itako.lg.jp/）

をご覧ください。

　潮来市　秘書政策課　TEL 63-1111　内線208

　　　　　12月17日(木)　午後1時30分～3時30分

　　　　　かすみ保健福祉センター（多目的ホール）

　　　　　　保健師講話「体のお話」

　　　　　　東原正絃 氏（潮来市出身）による

　　　　　　「津軽三味線ライブ」

迫力ある演奏を堪能しながら皆さんも一緒に唄いま

しょう　楽しく唄って健康増進！

　　　　　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240

　昔ながらのあそびを体験してみませんか。

12月19日（土）午前10時～

【1．遊びの学校】

　独楽まわし・ベーゴマ・竹とんぼ・皿まわし など

【2．手づくり体験】

　木の実工作、正月飾りなど（材料費500円）

　水郷の里　昭和村委員会（篠塚）TEL 66-0389

　潮来5丁目706 石田川沿（コダマ時計店の下通り）

大判かるた大会参加者募集
昔ながらのお正月遊びです。家族そろってご参加

ください。

　　　　　　平成22年1月10日（日）午後2時～3時

　　　　　　潮来市立図書館（第2集会室）

　　　　　　4歳～小学2年生　20名程度

　　　　　　（小学生以下は親子で参加）

　　　　　　図書館カウンター、電話、FAXにて

藤井いづみ先生が語るおはなしの世界
　今年も、藤井いづみ先生をお招きしての「おは

なし会」を開催いたします。みなさんの心に響

く、すてきなお話（おいしいおかゆ・馬方やまん

ば・三びきのこぶた等）を語ってくれます。

　　　　　　平成22年1月24日（日）午後2時～3時

　　　　　　潮来市立図書館（おはなしの部屋）

　　　　　　親子40組（中高生、大人だけの参加も可）

※定員になり次第締切ます。

　　　　　　図書館カウンター、電話、FAXにて

　潮来市立図書館　TEL 80-3311　FAX 64-5880

豪華景品が当たる大抽選会があります。

　商工会主催により、市民や市内に勤務されている方

が一堂に会して、新年の幸を共に分かち合い、益々の

発展を念願する新春賀詞交歓会を開催します。奮って

ご参加ください。尚、大抽選会を開催し大型液晶テレ

ビ等の豪華景品が当たります。

　　　　　平成22年1月9日（土） 午後6時～

　　　　　開花亭

　　　　　3,000円

12月24日（木）まで、備え付けの申込書

に会費を添えて潮来市商工会、または潮

来市役所秘書政策課（2階）まで申し込

みください。

　　　　　潮来市商工会　TEL 80-3831

　　　　　12月20日（日）午前10時30分～午後2時30分

　　　　　市立延方公民館　

　　　　　基調講演

　　　　　「ＣＯ2削減に繋がる地産地消のすすめ」

もの作り体験（ヨーヨー・ペン立て）・カルタ大会

トン汁・やきそば・おにぎり・ポップコー

ン等　（無料）

　　　　　マイカップ・マイ箸

　　　　　潮来市立延方公民館　TEL 66-6011

　　　　　　平成22年1月22日（金）～ 24日（日）

　　　　　　22日（金）延方駅に午後7時45分集合

　　　　　　午後8時出発

　　　　　　群馬県片品村　岩鞍スキー場

　　　　　　40名（先着順）

　　　　　　一般（大人）21,000円

　　　　　　　　（子供）19,000円（小学生以下）

　　　　　　会員（大人）19,000円

　　　　　　　　（子供）17,000円（小学生以下）

＊初心者の方でも大丈夫です。

＊スキーレンタルは含みません。

＊スノーボードの方も参加できますが、教室はありま

せん。（自由滑降）

　いきいきＩＴＡＫＯスポーツクラブ

　土曜日 午後1時～4時　 日曜日 午前9時～午後4時

　TEL 64-5886

　放送大学では、平成22年度第1学期(4月入学)の学生

を募集しています。

　放送大学はテレビなどの放送を利用して授業を行う

通信制の大学です。心理学・福祉・経済・歴史・文

学・自然科学など、幅広い分野を学べます。

　　　　　　平成22年2月28日(日)まで

　資料を無料で差し上げています。お気軽に下記ま

で、ご請求ください。

　また、放送大学ホームページでも受付けております。

　　　　　放送大学茨城学習センター　TEL 029-228-0683

　　　　　平成22年1月31日(日)　午後4時～

　　　　　アンレーヴ鹿島フォンテーヌクール

　　　　　2,000円

　　　　　　25～40歳の独身女性　(地域制限なし)

　　　　　　1月12日（火）定員になり次第締め切り

　　　　　鹿行地区商工会青年部連絡協議会

電話又はFAX（住所・氏名・年齢・職

業・電話番号を明記）にて下記までお申

し込みください。

　神栖市商工会（担当　加瀬）

　TEL 0299-92-5111　FAX 0299-92-9360

広報いたこ情報版　12月13日発行　発行者　潮来市長         （広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線209まで）
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お気軽にご参加ください。

新 春 賀 詞 交 歓 会

ＮＥＷ ＹＥＡＲ パーティー女性参加者募集
～独身男女に出会いの場を～

延方地区三世代交流50回記念事業
「ふれあいの場・延方」

イ ベ ン ト ・ 教 室 な ど

国税電子申告・納税システム
（e－Tax）を利用される方

潮来市公共施設デジタル放送対策整備事業
参加希望業者申請受付中！
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場　所

会　費

持参物

場　所

日　時

場　所

自立支援医療（精神通院）制度についてのお知らせ

水郷有料道路の無料開放について 光通信（Ｂフレッツ）を潮来市全域に！

昭和村からのお知らせ

図書館からのお知らせ

岩鞍スキー教室参加者募集！

放送大学4月入学生募集のお知らせ

ふれあい  イキイキ☆健康サロンのお知らせ
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受付場所

払戻方法

実施内容

事業内容

応募期間

日　　時

集合出発

場　　所

募集人数

参 加 料

出願期間

申し込み 日　時

会　場

参加費

主　催

参加資格

申込方法

申込締切

日　　時

日　　時

場　　所

場　　所

参加対象

募集人数

申し込み

申し込み

募　　　　　　集

　歳末警戒実施中　12／10～12／31

　　みんなでつくろう　安心の街

行方警察署　行方地区防犯協会　

　歳末警戒実施中　12／10～12／31

　　みんなでつくろう　安心の街

行方警察署　行方地区防犯協会　

 「防犯は　鍵かけ　声かけ　心がけ」 「防犯は　鍵かけ　声かけ　心がけ」


