
新型コロナウイルス等の状況により、延期・中止になる場合があります。

広報いたこ情報版
潮来市役所 秘書課（〒311-2493 潮来市辻626）☎0299-63-1111

Vol.1� 令和２年４月２６日(日 )発行

清掃大作戦 中止のお知らせ

水郷潮来あやめまつり
中止のお知らせ

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

軽自動車税（種別割）の
減免について

　５月１０日（日）に開催を予定していまし
た「清掃大作戦」は、新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点から中止とさせていただき
ます。区長回覧にて配布している清掃大作戦
用のごみ袋は、次の実施時にご使用ください。
　 　環境課　環境グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 252

　５月２２日（金）より開催を予定してい
ました「第 69 回水郷潮来あやめまつり」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から
中止とさせていただきます。
※あやめ園整備事業も中止となります。
　 　観光商工課　観光商工グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 241 ～ 243

講座 ワードビジネス活用講座

期日 ６月２９日（月）、 ３０日（火）、
７月　２日（木）、 　６日（月）、
　　　７日（火）、 　９日（木）
午後６時～９時

内容 ビジネス文書作成、表作成、ビジュ
アル効果のある文書作成等。

定員 １０人（抽選）

受講料 ３，０４０円（テキスト代込）

応募期間 ５月１１日（月）～６月３日（水）必着

申込方法【インターネットの場合】
鹿島産業技術専門学院 HP ＜電子申
請＞により必要事項を入力してくだ
さい。入力の際、申込者のメールア
ドレスが必要となります。

【往復はがきの場合】
①講座名 ②氏名 ③住所 ④日中の連
絡のとれる電話番号 ⑤年齢 ⑥職業

（会社名）を記入のうえ、申込期間
内に郵送。　※１人１葉

　その他詳細はお問合せください。　
　  　茨城県立鹿島産業技術専門学院
　　　　☎６９－１１７１

　障がいを持つ本人が使用する軽自動車、
又は生活を共にする方が障がいを持つ方の
ために使用する軽自動車に対し税の減免制
度があります。減免を受けようとする方は、
以下の書類を添えて提出してください。
　減免できる軽自動車は１台です。なお、
普通自動車（県税）で減免を受けている場
合は該当になりません。
　障害の等級によって一定の要件がありま
すので、詳細はお問合せください。
 必要書類
①軽自動車税（種別割）減免申請書
　※税務課に設置（マイナンバー記入欄あり）
②身体障害者手帳又は療育手帳・戦傷病者手

帳・精神障害者保健福祉手帳
③運転する方の免許証のコピー（両面）
④車検証のコピー
⑤軽自動車税（種別割）納税通知書
⑥印鑑
⑦マイナンバーの分かるもの
※昨年度減免を受けている方で、車種・所有

者・障害者手帳・運転する方に変更がない
場合、次の申請内容になります。

　①軽自動車税（種別割）減免要件等確認書
　　（昨年度減免された方には送付します）
　②軽自動車税（種別割）納税通知書
　③運転する方の免許証のコピー（両面）
　④印鑑
 提出期限　６月１日（月）
　令和２年度軽自動車税（種別割）納税通
知書は、５月上旬に発送します。
　 　税務課　税務グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 132 ～ 134

市役所・市内教育施設
放射能測定結果

　市役所本庁舎及び市内教育施設の放射線量
は文部科学省が示した基準値を十分に下回って
おり、健康に影響のあるレベルではありません。
　検査日　３月２３日（月）　天候：曇り

【測定結果】（単位はマイクロシーベルト毎時）

測定場所 放射線量
地上 50cm 地上 1m

文科省基準 1.000（ － ）1.000（ － ）
潮来市役所 0.071（ 0.004 ）0.076（ 0.009 ）
潮来小学校 0.059 ( － ）0.053 ( ▲0.005 ）
津知小学校 0.055 ( ▲0.006 ）0.043 ( ▲0.009 ）
日の出小学校 0.055 ( ▲0.002 ）0.051 ( ▲0.005 ）
延方小学校 0.050 ( ▲0.002 ）0.049 ( ▲0.007 ）
大生原小学校 0.055 ( 0.010 ）0.046 ( ▲0.001 ）
旧徳島小学校 0.057 ( 0.004 ）0.058 ( 0.005 ）
牛堀小学校 0.044 ( ▲0.016 ）0.056 ( ▲0.007 ）
※（）内の数字は前回調査との比較増減（▲：減少）
　 　環境課　☎６３－１１１１　内線 251 ～ 253

潮来市水道水の放射能測定結果
　潮来市の水道水の放射能量は、原子力安全委
員会が定めた基準値を下回っているため、飲料
水として「安全」です。検査結果は次のとおりです。
　採取日　３月９日（月）　天候：曇り

内容
放射能量 (Bq/kg)

放射性
ヨウ素

131(I-131)

放射性
セシウム

134(Cs-134)

放射性
セシウム

137(Cs-137)

水道水
（市上水道）

不検出
( ０．８Bq/
kg 未満 )

不検出
( ０．７Bq/
kg 未満 )

不検出
( ０．７Bq/
kg 未満 )

　 　上下水道課　☎６３－１１１１　内線 331

　潮来市において住宅を取得し、定住する
若年夫婦又は若年者が親である子育て世帯
に対し、助成金を交付します。
 助成対象者
　若年夫婦：本人又はその配偶者が若年者
　　　　　　（４６歳未満）である夫婦
　子育て世帯：高校生以下の子を持つ若年者
　　　　　　（４６歳未満）の世帯
 助成要件
　助成対象者の方が、平成３０年４月１日
以降に取得した住宅に継続的に１０年以上
居住すること。
　助成対象となるのは、取得費が５００万円以上
の新築住宅、建売住宅、築２０年以内の中古住宅
※他にも助成要件があります。

※当助成金は、所得税の課税対象となります。
 受付期間　４月２０日（月）～１１月３０日（月）
　　　　　※予算に達し次第受付終了
　  　都市建設課　都市計画グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 346

 対象要件（路線）
　・鹿島神宮駅～東京駅間の高速バス定期券
　・水郷潮来～東京テレポート間の定期券等
　・鉾田駅～東京駅間の高速バス定期券等
　・都内へ運行する鉄道の定期券（通勤のみ）
 対　　象　潮来市在住の方に限る
①平成 29 年４月以降に新規就労された方
②平成 29 年４月以降に潮来市に転入し、
　転入日時点で 50 歳未満の就労している方
③各種学校へ通学し、通学定期券の対象の方
 助 成 額　月額１万円を上限に助成
　その他条件や申請方法は、右の
ＱＲコードから確認していただく
か、お問合せください。

　  　企画調整課　企画調整グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 212

　マイナンバーカードを利用した証明書コ
ンビニ交付サービスは、次の期間休止とな
りますのでご注意ください。
 休止期間　５月２日（土）～６日（水）
　証明書の必要な方は、中央公民館をご利用
ください（午前８時 30 分～午後５時 15 分）。
　※５月４日（月）は、中央公民館が臨時
　　休館となるため、ご利用できません。
　 　市民課　市民グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 115

潮来市若年世帯定住促進助成金事業の
ご案内

潮来市通勤・通学高速バス定期券等
購入費助成事業

証明書コンビニ交付サービス
ゴールデンウィーク期間の休止について

行政情報

　土地、家屋の価格が記載されている令和
２年度分の固定資産（土地・家屋）縦覧帳
簿を見ることができます。
 期　　間　４月１日（水）～６月１日（月）
　　　　　※期間中の土日祝日を除く。
 会　　場　潮来市役所 税務課（本庁舎１階）
 縦覧できる方
　固定資産税（土地及び家屋）の納税者、納
税管理人、納税者の代理人
※代理人の場合、委任状が必要です。

土地の納税者は土地、家屋の納税者は家
屋、両資産の納税者は両方の縦覧帳簿を
見ることができます。

　 　税務課　税務グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 135・136

　乾燥汚泥肥料を無料で配布します。
　お一人様最大１０袋まで配布となり、無
くなり次第終了します。
 配布期日　４月３０日（木）、５月７日（木）
　　　　　午前９時～11時
 会　　場　大生原地区浄化センター
　　　　　（潮来市大生１３７７－２）
 申込方法　事前に電話でお申込みください。
　  　上下水道課　下水道グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 323

　５月２４日（日）に開催を予定していま
した「水郷潮来トライアスロン２０２０」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、選手や関係者の皆様の安全を最優先と
するため、延期となりました。
 開催予定　令和２年１０月４日（日）
　 　生涯学習課　☎６６－０６６０

固定資産縦覧帳簿を
見ることができます

乾燥汚泥（肥料）を配布します

水郷潮来トライアスロン２０２０
開催延期のお知らせ

助成内容 助成金額

基本額 ５万円～ 20 万円
（住宅取得費用の 100 分の１）

加
算
額

転 入 者 20 万円加算

子育て世帯 高 校 生 以 下 の 子 一 人 あ た り
５万円加算

三世代世帯 ５ 万 円 加 算　 ※ 親 と 同 居 し、
高校生以下の子がいる世帯

転入者特典

住宅を取得してから課される
１年目から３年目までの家屋
の固定資産税の相当額の１/ ２
を助成（10 万円上限×３年分）

募集・催し・その他
母子家庭等自立促進講習会

介護職員初任者研修
 期　　間　６月１４日（日）～１４日間
　　　　　日曜日のみ　午前９時～午後５時
　　　　　レポート提出４回
 会　　場　茨城県母子寡婦福祉連合会
　　　　　ラーク・ハイツ会議室
　　　　　（水戸市八幡町 11-52　ラーク・ハイツ内）
 対　　象　母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦の方で、

全日程出席でき、今後就労を希望する方
 定　　員　２０人
 料　　金　６，３９２円（テキスト代、保険加入代）
 申込方法　申込書に必要事項を記入し、母子・父

子福祉センターにお申込みください。
申込書は母子・父子福祉センターのホー
ムページからダウンロードできます。

 申込締切　５月２９日（金）
 そ の 他　
　・託児サービスあり（２歳児以上、事前登録）
　・所得に応じ交通費の一部支給（条件あり）
　  　茨城県母子寡婦福祉連合会
　　　　母子・父子福祉センター
　　　　☎　 ０２９－２２１－８４９７
　　　　FAX ０２９－２２１－８６１８

水郷県民の森イベント（５月）

　５月６日（水）まで、ビジターセンター
と活動体験施設は臨時休館となります。

○木の実工作教室
　期　日　５月１６日（土）午前 10 時～
　会　場　水郷県民の森　ビジターセンター
　材料費　１，０００円
　定　員　１０組（要予約）
○植物観察会
　期　日　５月１６日（土）午前 10 時～
　会　場　ビジターセンター前集合　※参加無料
　  　茨城県水郷県民の森　☎６４－６４２０



新型コロナウイルスに関する
相談窓口・受診の目安について

新型コロナウイルス関連　無料電話相談

鹿行南部地域
夜間初期救急センターの休診について

除菌効果のある酸性電解水の
無料配布をしています

　感染への不安から適切な相談をせず医療機関を受診す
ることは、かえって感染リスクを高めることになります。
通常の風邪と症状が変わらない場合やインフルエンザ等
の心配がある場合は、通常と同様に、かかりつけ医にご
相談ください。
　次の症状がある方は、「帰国者・接触者相談センター」
にご相談ください。

　・風邪の症状や３７．５℃以上の発熱が４日以上続
いている方（解熱剤を飲み続けなければならない
ときも含む）。

　・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）が
ある方。

　※高齢者や妊婦、基礎疾患等のある方は、上の状態
が２日程度続く場合

 相談窓口　潮来保健所（帰国者・接触者相談センター）
　　　　　☎６６－２１１４　平日午前９時～午後５時
　　　　　茨城県新型コロナウイルス感染症相談窓口専用電話
　　　　　☎０２９－３０１－３２００
　　　　　土日・祝日含め 24 時間体制
　 　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
　　　☎６４－５２４０

　収入が半減し生活ができない、デイサービスやショー
トステイを利用できなくなったなど、新型コロナウイル
スに関連した問題について、電話相談を開催しています。
 受付時間　午前 10 時～午後４時（平日のみ）
　　　　　※４月２９日・５月４日～６日（祝日）は、
　　　　　　午前９時 30 分～正午の時間で実施
 相 談 先　
　○雇用・収入に関する相談
　　働く者の相談センター　☎０２９－２９２－６６９５
　○医療・介護に関する相談
　　茨城民医連　☎０２９－２２８－０６００
　 　茨城民医連　☎０２９－２２８－０６００

　毎週日曜日の午後７時～ 10 時に神栖済生会病院で
行っていた夜間初期救急センターは、新型コロナウイル
ス対応の診療体制を図るため、一時的に休診します。
 休診期間　４月～６月頃まで
　 　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
　　　☎６４－５２４０

テイクアウト可能店舗
の一覧はこちら

　アルコール消毒液などの入手が難しい状況を受け、除
菌効果のある酸性電解水（次亜塩素酸水）を無料配布し
ています。
 期　　間　４月１２日（日）～ 当面の間
　　　　　平日　午前９時～午後５時
　　　　　※５月５日（火）・６日（水）も上記時間の

配布を行います。
 会　　場　潮来市立中央公民館
 配布量・方法
・１世帯につき１リットルまで（回数制限はありません）
・良く洗浄した不透明な容器、又はカバーなどをして日

光が当たらない状態のペットボトル等を持参し、ポリ
タンクから移し替えてください。

 持ってくるもの
　ペットボトル等の酸性電解水を入れる容器
 使用方法・注意事項
・スプレー容器等に入れ替え使用してください。
・日光が当たらないようにしてください。
・保存可能な期間は１週間程度です。
・色物の衣類等は色落ちする場合があります。
・誤飲を防ぐために表示等をしてください。
　 　総務課　総務グループ　☎６３－１１１１

緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大され、茨城県は特に重点的に感染拡大防止の取り組みが必要である「特定警戒都道府県」に位置づけられました。
不要・不急な外出を控えていただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス対策
中小企業金融緊急相談会 開催

女性のがん検診 集団検診
中止のお知らせ 行政相談・人権相談　中止のお知らせ

水郷潮来シティレガッタ・関東中学校選手権競漕大会
中止のお知らせ

　新型コロナウイルスの影響を受けて業況が悪化してい
る事業者様の運転資金や設備資金など、資金繰りを支援
するための緊急特別相談会を開催しています。
　茨城県融資制度や日本政策金融を利用した融資に関す
る相談について対応しますので、ぜひご相談ください。
 受　　付　午前８時 30 分～午後５時 15 分
　　　　　※基本は平日のみですが、事前予約により、
　　　　　　夜間・休日の相談も受け付けます。
 会　　場　潮来市商工会館（潮来市潮来１０８６－１）
 申込方法　事前に電話でお申込みください。
 借入申込みをご希望される方へ
　事前に「申告決算書 最近２期分」をご準備ください。
設備資金の場合は見積書も必要になります。また、必要
に応じ、その他の書類をお願いすることがあります。
　  　潮来市商工会　☎９４－６７８９

　「緊急事態宣言」が全国に拡大されたことを踏まえ、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、５月２０日
～６月１０日に予定していました集団での女性のがん
検診を中止させていただきます。
　お申込みの皆様には別途通知にてご案内を送付いたし
ます。ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
　 　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
　　　☎６４－５２４０

　観光商工課　観光商工グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 241 ～ 243

潮来市公式 HP で店舗情報を掲載すること
のほか、公式ツイッター「潮来 de テイク
アウト部。」を開設し、「＃潮来 de テイク
アウト」のハッシュタグを使ってお店の PR
ツイートについて情報拡散に支援させて頂
こうと思います。

茨城県潮来市観光商工課　潮来 de テイクアウト部

　５月２０日（水）に津知公民館と牛堀公民館で開催
を予定していました「行政相談」と、６月２日（火）に
津知公民館で開催を予定していました「人権相談」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とさせて
いただきます。
　 　行政相談について
　　　秘書課　秘書グループ　☎６３－１１１１　内線 205
　　　人権相談について
　　　市民課　市民グループ　☎６３－１１１１　内線 113

　６月２８日（日）に開催を予定していました「第
４２回水郷潮来シティレガッタ」及び「第１１回関東中
学校選手権競漕大会」は、新型コロナウイルスの影響に
よる選手や関係者の安全と感染拡大防止を最優先とし、
中止とさせていただきます。
　 　水郷潮来シティレガッタ実行委員会（生涯学習課）
　　　☎６６－０６６０

新型コロナウイルスに便乗した
悪質商法等にご注意ください

　新型コロナウイルスの感染拡大による不安な気持ちに
便乗した、消費者トラブルが発生しているとの報告が全
国で寄せられています。

 事　　例
○マスクを無料で配布するというＳＭＳが届き、記載

されたＵＲＬのリンクをクリックさせようとする。
○「新型コロナウイルスの感染を防ぐために、行政から委

託を受けて消毒にまわっている」と電話がかかってきた。

　身に覚えがないＳＭＳやメールが届いたら、ＵＲＬを
クリックしてはいけません。また、新型コロナウイルス
に便乗した悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないよう
にしましょう。怪しいなと思ったら、すぐに消費生活セ
ンター等に電話でご相談ください。
　 　潮来市消費生活センター　☎６２－２１３８
　　　平日　午前９時～正午 / 午後１時～４時 30 分

＃潮来deテイクアウト。
はじめます。


