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さあ、神栖市のために
市役所新人職員が集合！
春は新入社員の季節。
市役所にも新規採用職員が仲間入りしました。
市民の皆さんのために、新たな職員とともに精いっぱ
い取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。

生涯学習情報誌「まなびアイかみす」が折り込まれています
市の講座や教室情報などがこの１冊に！ 保存版なので、抜き取ってご利用ください。

財政課☎0299-90-1129

総額661億7,194万円（
一般会計・特別会計・水道事業会計の合計

7億9,400万円

10億4,450万円

1.9％

その他※

市に入ってくる税金と市の
使う予算を、1 世帯・1 人あ
たりにすると次のようになり
ます。

2億7,500万円

2.4％

地方消費税交付金

0.5％

17億8,600万円
4.2％

県支出金

【１人あたり】

26億6,901万円

税金（市税 / 人口）
………………21 万円
（総額
/ 人口）
予算

6.2％

地方交付税

依存財源

29億9,124万円
7.0％

………………45 万円

一般会計

歳入

（入ってくるお金）

428億
9,404万円

国庫支出金

1億6,810万円

61億
7,548万円

0.4％

自主財源

財産収入、
寄附金

【１世帯あたり】

市税
201億
8,163万円
47.0％

繰入金

3億9,282万円

49億
9,713万円

0.9％

分担金及び
負担金
4億815万円

世帯数40,809世帯
人口95,185人
平成30年3月末日現在
住民基本台帳から

11.7％

諸収入
7億1,098万円
1.7％

1.0％

は自主財源･･･市税など、市が独自で得られる収入

※その他＝配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地
方特例交付金、自動車取得税交付金、ゴルフ場利用税
交付金、利子割交付金、交通安全対策特別交付金

は依存財源･･･国や県から交付されたり割り当てられたりする収入

6

平成 年度予算は︑﹁神栖市まち・ひと・
しごと創生総合戦略﹂に掲げる つの基本
目標に基づく重点プロジェクトを総合的か
つ計画的に実施するとともに︑総合戦略と
相互連携を図る
﹁第 次神栖市総合計画﹂
や
﹁ 第 次 神 栖 市 行 財 政 改 革 大 綱 ﹂に お け る
﹁改革チャレンジプラン﹂を着実に推進し︑
より市民満足度の高い行政運営の確立を目
指し︑予算編成をしました︒

5

歳入・歳出のポイント

4

歳入

市税が前年度比約 億 千 百万円の減
個人市民税では︑雇用環境の改善による
納税義務者の増︑法人市民税では景気回復
による企業収益の増が見込まれるものの︑
固定資産税の償却資産分では︑取得後の経
過年数に応じた減価に伴う減収が見込まれ
ます︒

6

歳出

普通建設事業費が前年度比
約 億 千４百万円の増
神栖中央公園防災アリーナ
︵仮称︶
の建設
事 業︑ 本 庁 舎 耐 震 改 修 事 業︑︵仮 称︶認 定 こ
ども園どあい建設事業などを予定していま
す︒
15

………………49 万円
予算（総額 / 世帯数）

※税金と市に入ってくるお金
と使われる予算額の差は、
国・県の支出金や市債等で
まかなわれます

3億円 0.7％

使用料及び
手数料

税金（市税 / 世帯数）

…………… 105 万円

14.4％

繰越金

）

市民１人あたりの
一般会計予算額

地方譲与税

市債

前年度比
1.8％減

3

30

2

4

神栖市長

石田

広報かみす

進

2018年4月15日号

2

︻市税︼皆さんに納めていただく市民税など

︻教育費︼教育や文化・スポーツの振興に使うお金

︻民生費︼高齢者・障害者・児童などの福祉関係に使うお金

◀用語の解説 ︵歳入︶

︻繰入金︼特定の目的のために積み立てているお金を取り崩して

30年度

商工費

農林水産業費

議会費

9億4,213万円 6億8,649万円 2億4,719万円
1.6％

2.2％

公債費

0.6％

予備費

19億5,007万円

3,000万円

4.5％

0.1％

消防費
23億9,439万円
5.6％

◀用語の解説 ︵歳出︶

︻土木費︼公園や道路など︑公共施設の整備に使うお金

︻衛生費︼保健・衛生やゴミ処理などに使うお金

使うお金

︻国庫支出金︼特定の事業の財源として︑国から交付されるお金

︻総務費︼行政の運営などに使うお金

︻消防費︼消防や救助活動に使うお金

︻公債費︼市債を返すために使うお金

︻地方交付税︼市町村の財源不足や自然災害による被害など︑個

別・緊急の事情に応じ て 交 付 さ れ る お 金

︻市債︼建設事業などを行う際に︑国や県︑金融機関などから借

りるお金

平成

総務費

民生費

一般会計

42億
510万円

152億
5,643万円

歳出

9.8％

35.6％

（使うお金）

428億
9,404万円

衛生費
45億
7,045万円
10.6％

土木費

教育費

57億
4,542万円

68億
6,637万円

13.4％

16.0％

平成30年度

平成29年度

比

当初予算額

当初予算額

増減額

計

428億9,404万円

412億8,400万円

16億1,004万円

3.9

険

101億8,719万円

129億7,222万円

△27億8,503万円

△21.5

公 共 下 水 道 事 業

33億9,984万円

26億3,848万円

7億6,136万円

28.9

介

険

52億5,260万円

52億5,520万円

△260万円

△0.0

後 期 高 齢 者 医 療

7億2,651万円

6億5,951万円

6,700万円

10.2

195億6,614万円

215億2,541万円

△19億5,927万円

△9.1

37億1,176万円

45億5,643万円

△8億4,467万円

△18.5

661億7,194万円

673億6,584万円

△11億9,390万円

△1.8

会
一
特 別 会 計

年度予算総括表

30

神栖市予算

平成

計

般
国

名
会

民

健

康

護

保

小
水

道
合

事

保

計
業

会

計

計

較
増減率（％）

※水道事業会計：支出額を表示しています

平成30年度当初予算は、全会計の合計額が前年度当初予算に比べ11億9,390万円の減となりました。
一般会計は、普通建設事業費、補助費などの増により前年度比で16億1,004万円の増となりました。特別会計は、
公共下水道特別会計で北公共埠頭雨水幹線整備事業費などの増により、7億6,136万円の増となったものの、国民
健康保険会計の制度改正により27億8,503万円の減となり、特別会計全体としては、19億5,927万円の減となり
ました。水道事業会計は、知手配水場更新整備事業費の減により8億4,467万円の減となりました。
3
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第280号

平成30年度の
「神栖市まち・ひと・しごと創生総合戦略」関連事業と予算
重…総合戦略の重点プロジェクト

１ 神栖市における安定した雇用をつくる
重

魅力ある産地づくり支援事業…魅力ある産地としての活力を創造するため、生産・加工・販売・流通
の新たな仕組みの構築等、意欲ある農業者等の取り組みを支援します。

100万円

重

神栖市水素エネルギー利活用推進事業…クリーンな新エネルギーとして注目されている水素エネル
ギーを積極的に活用するため
「利活用戦略」に基づき、水素を利活用した工業地帯の地域間競争力強化
と産業振興に取り組みます。

882万円

企業・港湾振興事業…コンテナ貨物の荷主等へ助成制度等によるポートセールスを実施します。

389万円

特定創業支援事業…商工会と連携し、創業セミナーの開催等により、創業者の経営・販路開拓等のノ
ウハウ取得を支援します。

30万円

高等職業訓練促進給付金…ひとり親家庭の親に対し、就職に有利な資格取得促進のために給付し、活
躍を支援します。

970万円

シルバー人材センター事業費助成金…高齢者の社会参加、就労機会の確保を図り、活躍を支援します。

3,400万円

２ 神栖市への新しい人の流れをつくる
重

観光プロモーション事業…市のイメージキャラクター
「カミスココくん」を活用した観光PR活動やス
ポーツ合宿者へのPR活動などにより、市の観光・スポーツ資源の情報発信、観光客の誘客事業を展
開します。

1,616万円

重

若年世帯住宅取得補助金…若年世帯への家族支援策として、子育てや高齢者と同居するため住宅を新
築・購入した方へ補助し、住宅取得を支援します。

8,050万円

重

UIJターン就職説明会事業…平成31年3月に卒業見込みの学生や既卒未就職者と市内立地事業所を対
象とした就職説明会(面接会)を開催し、UIJターンを促進します。

501万円

地域特産品開発事業…地域特性を生かした特産品の開発に対して支援し、市の魅力発信と地域経済の
活性化を図ります。

100万円

３ 神栖市での結婚・出産・子育ての希望をかなえる
重

子育て支援事業…子育て支援課窓口に子育てコンシェルジュを配置し、保護者からの相談を受け、子
育て支援サービスの情報を提供し、子育ての不安や悩みの軽減を図ります。また、子育てタウンアプ
リを活用し、子育て支援情報等を積極的に発信します。

重

医療福祉費支給事業…市独自の制度として、18歳までの高校生相当を対象に医療費を助成します。

重

結婚活動支援事業…結婚を望む市内独身者のために、婚活パーティーやセミナー等を実施します。ま
た、婚活支援事業補助金や企業向け婚活イベントサポート事業等により企業や団体等主催の婚活イベ
ントをサポートします。

401万円

医療特別対策事業…医師不足解消のため、医師確保事業補助や医科大学等との連携による寄附講座開
設、地域医療を担う人材定着を図るヘルスプロモーション事業、医師等を志す学生への修学資金貸与
等を実施し、医療体制の充実を図ります。

8億1,180万円

743万円
2,094万円

学力向上推進事業（放課後こども教室、中学生土曜教室）…子ども達が安心して宿題や学習、読書など
1億5,338万円
に取り組む自主学習の場をつくり、学習習慣の定着化を図るとともに、基礎学力向上の一助とします。
母子保健事業（産後ケア事業、不妊・不育症治療費助成）…助産師による産院退院後の母親の心身のケ
アや乳児ケア等のデイケアサービスで育児不安を軽減します。また、不妊治療・不育症治療を受ける
方の経済的負担軽減と少子化対策推進を目的として治療費の一部を助成します。

2,040万円

４ 安心して暮らせる魅力ある神栖市をつくる
重

神栖中央公園防災アリーナ（仮称）整備運営事業…災害時には避難所や救援救護活動の拠点施設とし
20億6,464万円
て、平常時はスポーツ大会や各種イベントなどが開催可能な多機能施設として整備します。

重

公共交通整備事業…地域公共交通体系のマスタープランである地域公共交通網形成計画に基づき、人
口減少・高齢社会においても、持続可能な公共交通ネットワークの構築を目指します。

8,670万円

重

芸術のまちづくり推進事業…市民が主体となった芸術活動である市民音楽祭を支援するなど、市民に
芸術を身近に感じてもらえるような芸術のまちづくりを推進します。

100万円

都市計画マスタープラン策定事業（コンパクトシティの検討）…人口減少・少子高齢社会等に適応した
社会的・経済的・環境的に持続可能なコンパクトなまちづくりのあり方について検討します。

971万円

健康増進事業…健康寿命や平均寿命が県平均より短い現状を踏まえ、生活習慣病予防対策などにより、
健康なまちづくりを進めます。
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9,537万円

2018年4月15日号
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4
1
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4

3

31

石川

祐治 氏

昭和33年1月9日生
（60歳）

異動者 4月1日付︵一部2日付︶

第280号

【部

日付︵旧役職名︶

広報かみす

3月

5

90

職員課☎0299-90-1127

こども福祉課長 田向 晴美
子育て支援課長 岩井 修二
長寿介護課長 日高 篤生
国保年金課長 野口 義幸
防災安全課長 山本 実
環境課長 風間 治
廃棄物対策課長 飯田 義則
水道課長 出沼 和弘
開発審査課長 鈴木 雅之
道路整備課長兼特定道路対策室長 藤代 尊啓
施設管理課長 佐々木 信
下水道課長 岡野 雅文
学務課長 海老原 洋之
文化スポーツ課長 小貫 藤一
農業委員会事務局長 額賀 一彦
健康増進課副参事兼地域医療対策室長 髙﨑 正己
商工観光課副参事兼スポーツツーリズム推進室長 實川
文化スポーツ課副参事兼国体推進室長 新井 崇人

退職者

【部長級】
総務部長 狭山 利和
企画部長 鈴木 秋利
波崎総合支所長 篠塚 和美
健康福祉部長 島田 弘美
都市整備部長 安藤 清
産業経済部長 古徳 正浩
教育部長 卯月 秀一
会計管理者 栗林 文男
【次長級】
政策監兼政策企画課長 飯野 英樹
医療対策監 藤枝 昭司
危機管理監 飯塚 幸雄
総務部参事兼課税課長 城之内 隆夫
企画部参事兼契約管財課長 浪川 進
産業経済部参事兼地籍調査課長 阿部 一也
教育委員会参事兼中央図書館長 遠藤 優子
監査委員事務局参事兼局長 谷川 健寿
【課長級】
総務課長 青野 寿幸
秘書課長 大塚 伸一郎
職員課長 加瀬 能孝
会計課長 野口 みど里
市民生活課長 篠塚 勲
水産・地域整備課長 安藤 清之

就任にあたって

平成30年度 市職員の人事異動（課長級以上）

職員課☎0299︲ ︲1127

日付で神栖市副市長

1

34

3

31 【次
【課

副市長 に石川 祐治 氏が就任

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

月 日に神栖市議会の同意を得て

30

選任され︑ 月

副市長を拝命したことは
に就任しました︒
身に余る光栄であり︑職責
の重さを痛感しています︒
少子高齢化と地方創生が
日 本 全 体 の 課 題 と な る 中︑
２０２０年以降︑神栖市で
も人口が減少に転じると予
測されています︒
地 域 医 療 や 福 祉 の 充 実︑
少子化対策がますます必要
となり︑女性が安心して子
どもを産み育てることがで
きるまちにしていかなくて
はなりません︒
また︑農林水産業の振興
任 期
や立地企業の競争力強化な
平成 年 月 日〜平 成 年 月 日
どにより︑国内外との地域
職 歴
間競争を勝ち抜けるまちに
することも重要です︒
昭和 年 月 茨城県採 用
さらに︑地震や津波に備
平成 年 月 総務部財 政 課 主 任 主 計 員
えた防災・減災対策を拡充
平成 年 月 保健福祉 部 高 齢 福 祉 課 課 長 補 佐
平成 年 月 保健福祉部長寿福祉課 課長補佐︵総括︶ する必要もあります︒
そのために︑市長の補佐
平成 年 月 農林水産部農政企画課 課長補佐︵総括︶
役として誠心誠意努め︑神
平成 年 月 産業立地 推 進 東 京 副 本 部 長
栖市の発展に貢献できるよ
平成 年 月 教育庁財 務 課 長
う精励してまいりますので︑
平成 年 月 保健福祉 部 子 ど も 家 庭 課 長
市民の皆様のご協力をよろ
平成 年 月 立地推進 東 京 本 部 長
しくお願いいたします︒
平成 年 月 茨城県退 職

30 28 27 25 21 20 19 17 14 57

長】 伊藤 尚美
（総務部長）
田向 昌史
（会計管理者）
長】 秋永 克之
（産業経済部次長）
長】 長谷川 博信
（課税課長）
高島 良郎
（長寿介護課長）
石神 照男
（開発審査課長）
山田 照次
（農業委員会事務局長）

芳成

学びをサポート！

教育

教育ローン利子補給制度

申・

学務課☎0299-77-7347

市では、教育ローンを借りている方に利子分を補助しています。
※現在、受給している方は申請不要です
対象＝次のすべてを満たす方（先着順）

対象融資＝限度額300万円

●市内に1年以上住所を有し、世帯に市税などの

対象期間＝申請年度〜正規在学終了期間

滞納がない

利子補給率＝借り入れ利子の100％

●学校教育法に基づく、大学（短期大学を含む）
・

申請期間＝4月20日
（金）
〜平成31年1月18日
（金）

専門学校、高等専門学校
（4学年以上）に、子や

申請先＝学務課（郵送可）

弟・妹が在学する

※予算額に到達した時点で受付終了

●平成30年度に在学している
（平成31年4月入学
の場合は、それ以降に申込み）

※申請書類は、問合先または市ホームページで
入手可能

●日本政策金融公庫または市内にある民間金融機
関から教育資金を借りている
※当座貸越方式など、契約方法や内容によって対
象外の場合あり
※奨学資金などを貸与されている場合は対象外

費用の一部を助成します

健康

人間ドック・総合ドック（脳ドック＋人間ドック）
健康増進課☎0299-90-1331

助成額＝人間ドック

20,000円

申請期間＝4月16日
（月）〜10月31日
（水）

総合ドック

40,000円

申請方法＝申請書を記入し、保険証・印鑑（朱肉

対象＝次のすべてを満たす40歳以上の方

を使うもの）を持参して申請先へ

●引き続き1年以上、市内在住である

※代理申請の場合、受診者本人が申請書を記入

●神栖市国民健康保険または後期高齢者医療制度

※申請書は、問合先または市ホームページで入手

の加入者

可能

●世帯全員が市税・神栖市国民健康保険税・後期
高齢者医療保険料を完納している
●平成30年度に市の住民健診や総合健診を受け

申請先
●神栖市国民健康保険加入者＝健康増進課

ていない（予定含む）
※総合ドックの助成は、脳疾患治療中でなく、平成
28・29年度にこの助成を受けていない方のみ

●後期高齢者医療制度加入者＝国保年金課
※市民生活課ではどちらも申請できます

対象健診機関
【人間ドック・総合ドック】…神栖済生会病院・渡辺病院・小山記念病院・島田総合病院・白十字総合病院
※白十字総合病院は、神栖市国民健康保険加入者のみ
【人間ドックのみ】…永木外科胃腸科医院・国保旭中央病院

広報かみす

2018年4月15日号

6

自己・親族所有のり災住宅

住宅

申請期限を1年間延長します

住宅復興資金利子補給制度
申・

都市計画課☎0299-90-1184

東日本大震災で被害を受けた住宅を復興するため、民間金融機関や住宅金融支援機構などから資金を
借り、一定の要件を満たす住宅を復興した場合に、借入資金の支払い利息を3年間補給します。
申請期限＝平成31年12月27日
（金） ※平成31年3月31日までに貸付された資金に限る
補給対象限度額

復興方法

対象要件など

補給対象融資額

新築・購入

床面積33〜180㎡

100万〜1,500万円

中古住宅購入 （父母・高齢者などが同居する場合は240㎡まで）
被災住宅補修

引方移転・整地費などの工事を含む

100万〜1,000万円

補給金の算定 補給金月額×36カ月
補給金月額＝利子補給対象融資額（万円）×借入利率（%）×100%÷12カ月

※月額22,220円限度

申請に必要なもの ※家族以外が申請する場合は
※家族以外が申請する場合は、委任状が必要
委任状が必要
●交付申請書（市ホームページで入手可能）

●り災証明書

●融資貸付契約書（貸付利率が明記されたもの）の写し

※平成26年4月10日以前に申請が受付されたもの

●償還表（返済予定表）の写し

●完納証明書

●復興方法確認書類

※建築主以外の場合は委任状が必要

新築…建築確認済証の写しと工事請負契約書の写し

●現地案内図

購入…売買契約書の写しと全部事項証明書

●住民票謄本

（登記簿謄本）の写し
補修…工事請負契約書の写し

（新築・購入で床面積180㎡を超える場合）
●印鑑（朱肉を使うもの）

新商品開発を補助！

補助金

神栖市地域特産品開発事業補助金
申・

対象＝次の条件を満たす個人・法人・団体

限度額＝対象経費の2分の1
（上限30万円）

●市内に住所を有し、事業継続を認められる実績

申込期間＝4月16日
（月）〜5月31日
（木）

がある
●過去3年間に同様の補助金を交付されていない
●市税の滞納がない
対象事業
●特産品の開発または既存の特産品を改良し、
新しく商品化する
●市内で生産または商品化したもの
●市内で生産する原材料を使用して商品化する
●商品または商品名が市の魅力を発信できるもの
を商品化する

7

商工観光課☎0299-90-1217
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申込方法＝申請書類を商工観光課へ提出
※申請書類は、問合先または市ホームページで
入手可能

飼い主の皆さんへ

環境課☎0299-90-1147

狂犬病予防注射と登録を
まずは確認！飼い主の義務

狂犬病予防集合注射

違反は20万円以下の罰金になります。

日程＝5月11日
（金）〜14日
（月）

●市に登録する

対象＝生後91日以上の犬

●犬に鑑札・注射済票をつける

※小型犬や高齢犬、健康に不安がある犬は、

●毎年、狂犬病の予防注射を受けさせる

かかりつけの病院で接種してください

登録手数料＝2,000円

料金

注射済票の交付＝550円

新しく飼い始めた場合＝5,550円

登録・交付の申請先＝環境課

登録済みの場合＝3,550円

※狂犬病予防注射済証を持参してください

協力動物病院でも、登録と注射ができます

※つり銭のないようにお願いします
※登録済みの方にはハガキを郵送しますの
で、必ず持参してください

市内： かみす動物病院

☎0299-91-0027

※詳細な日程・場所などについては、通知

シミズ動物病院

☎0299-93-3366

ハガキや市ホームページをご覧ください

みなみ動物病院

☎0479-46-6262

市外： さいじょう動物病院

☎0299-83-6515

かしま動物病院

☎0299-84-6360

ひろ動物病院

☎0299-83-8212

さくら動物病院

☎0299-95-9515

塚本動物病院

☎0299-63-1780

ルールとマナーを守りましょう
飼い主のモラルが問われています。周囲の人に迷惑をかけることなく、
楽しく快適にペットと暮らしましょう。
●近所から愛される犬・猫に

●不妊・去勢手術を受けさせましょう

鳴き声や排泄物に対する苦情、かみつき事故など

飼い主は、生まれてくる子犬や子猫の将来にも

の多くは、しつけや管理によって改善できます。

責任があります。無計画な繁殖で、不幸な命が

●ペットを捨てることは犯罪です
動物を捨てることは、動物愛護法違反となり、
100万円以下の罰金が科せられます。万が一、

生まれないようにしましょう。
※市では不妊・去勢手術に対して補助金を交付
しています

飼いきれなくなった場合には、新しい飼い主を
探しましょう。

広報かみす
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介護保険料に変更はありません

長寿介護課☎0299-91-1702

65歳以上の介護保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて、3年ごとに設定されます。
平成30年度は見直しの年ですが、保険料額に変更はありません。
保険料額
（年額）

対象者

・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者
＋（年）＝80万円以下
市民税…世帯員も本人も ・（合）
48,600円 非課税
（合）
＋（年）＝80万〜120万円以下

29,160円

48,600円

（合）
＋（年）＝120万円超

58,320円 市民税…世帯員は課税、 （合）＋
（年）＝80万円以下
64,800円 本人は非課税
（合）
＋
（年）＝80万円超
77,760円

（合）＝120万円未満

84,240円

（合）
＝120万〜200万円未満

97,200円
110,160円

市民税…本人が課税

（合）
＝200万〜300万円未満
（合）
＝300万〜500万円未満

119,880円

（合）
＝500万〜800万円未満

129,600円

（合）
＝800万円以上

一般競争入札による市有地売却

※
（合）
＝
「前年の合計所得金額」
収入から必要経費など
を控除した額
（扶養控除
や医療費控除などの所
得控除をする前の金額）
※
（年）
＝
「前年の課税年金収入額」

契約管財課☎0299-90-1132

売却物件
物件
番号

土地の所在・地番

地目

面積
（㎡）

予定価格
（円）

30-1 木崎字和田山2324-2

雑種地

22

105,000

奥野谷字浜野6234-1
30-2 奥野谷字浜野6235-2

雑種地
保安林

5,274
2,011
計7,285

2,841,000

30-3 奥野谷字浜野7559-2

雑種地

247

123,000

30-4 奥野谷字浜野7673-1

雑種地

1,379

2,895,000

入札日時＝5月10日（木）
［30-1］
午前9時30分 ［30-2］
午前10時
［30-3］
午前10時30分 ［30-4］
午前11時
参加申込＝入札時間の30分前〜15分前
入札場所＝市役所分庁舎1階 会議室4
※必要書類は問合先または市ホームページから入手可能
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入札参加条件
●個人・法人、市内居住の有無は不問
●入札保証金が必要（入札額の5％以上）
●契約時に代金の10％以上を納入し、
残額を6月29日
（金）までに一括納入
次にあてはまる方は申込不可
●契約を締結する能力がない
●破産者で復権を得ていない
●市税などの滞納がある など
※この他にも条件がありますので、
お問い合わせください

防災安全課☎0299︲ ︲１１49

活用しやすくしています

●住 ん で い る 地 域
︵神 栖・ 波 崎︶に 分 け て ２ 種 類
作成

●土砂災害警戒区域

も掲載

活用方法

●自宅や通勤・通学先が浸水する可能性があるか

確認しましょう

●避難場所までの距離・時間を確認しましょう

●安全な経路を︑避難方向などから確認しましょ
う

2018年4月15日号 10
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更新に伴い︑ 配布します

神栖市洪水ハザードマップ
市では︑洪水ハザードマップと土砂災害ハザー
ドマップの内容を更新し︑見やすく１つにまとめ
ました︒
今回の更新は霞ヶ浦︑北浦︑鰐川︑利根川など
が増水し︑洪水が発生した場合に想定される浸水
想定区域が国から公表されたことや︑茨城県から
指定されていた土砂災害の警戒区域・特別警戒区
域が一部解除されたことによるものです︒

配布方法
４月から地区を通して︑該当する地域のマッ
プを配布するほか︑公共施設で配布します︒
配布場所
市役所︑総合支所・防災センター︑
保健・福祉会館︑各公民館︑
各コミュニティセンター
※ハザードマップは︑市ホームページでも
ご覧になれます

90

144年の歴史に幕

矢田部小 閉校式典（3月24日）

かみす

トピックス

創立明治7年、144年の歴史を持つ矢田部小の閉校式典が開催されました。
当日は約500人もの参加者が集まり、式典の後には思い出を写真で振り返った
り、みんなで校歌を歌ったりし、最後は子どもたちの
「大好きな学び舎

まちの わだい

さよう

なら ありがとう矢田部」
という言葉とともに別れを告げました。

姉妹都市・ユーリカ市と文通

神栖四中がペンパル交流
神栖市国際交流協会の呼びかけで、神栖四中がユーリカ市・
ゼイン中学校との文通を体験しました。
担当した大山友一先生は、平成14年の海外親善訪問事業で
ユーリカ市を訪れたことがあり、
「生徒にも英語を実践してほし
い」という強い思いがあったそうです。一方、ユーリカ市では、
平成20年の中学生交換派遣事業で神栖市を訪れたことがある
ジョンソン・J・ティルマンさんの賛同により、文通相手とし
てゼイン中学校の協力を得られることとなりました。
こうして、神栖四中から送られた114通に対し、同数の返事が届きました。生徒たちは
「海外の人と初めて手紙を
やりとりして、思っていたよりずっと楽しかった！」
「住んでいる国が違っても、泣いたり笑ったりするのは同じな
んだと改めて実感した」
と目を輝かせていました。

フラッグフットボール作戦コンクール

波崎西小が全国優勝！（3月12日）
波崎西小5年1組が、フラッグフットボール第8回作戦コン
クール高学年全国優勝を果たしました。
今回、波崎西小の子どもたちが考えた作戦は
「トゥルースハ
リケーン」
。ボールを持った子を中心に他の子たちがぐるぐる
周り、合図とともに一斉に散らばるものです。
全国優勝おめでとうございました。
フラッグフットボールとは
楕円形のボールを相手の陣地まで運ぶことができれば得点となるスポーツ。
タックルなど身体的接触は反則とし、代わりにプレイヤーの腰につけたフラッグを取ることとしています。
11 広報かみす 第280号

一般競争入札執行情報

契約管財課☎0299-90-1130

市が実施した一般競争入札の執行状況をお知らせします。落札金額500
万円以上のものを抜粋していますので、詳細はお問い合わせください。
事業名
うずもコミュニティセンター清掃業務委託

事業地区
知手中央7-1-6

落札業者名
（有）伸光サービス

平成30〜32年度はさき福祉センター清掃業務委託 はさき福祉センター （有）富士美装
矢田部公民館清掃業務委託

土合本町3-9809-15 （有）富士美装

平成30〜32年度神栖市若松公民館清掃業務委託 砂山15
神栖市立中央図書館清掃業務委託

大野原4-8-1

平成30〜32年度警備業務委託（神栖市中央公民館・文化センター） 溝口4991-4
平成30〜32年度はさき生涯学習センター清掃業務委託 波崎9591
港公園清掃業務委託

東深芝10

平成30〜32年度保健・福祉会館清掃業務委託（長寿介護課） 溝口1746-1
平成30〜32年度清掃業務委託（神栖市中央公民館・文化センター） 溝口4991-4

平均落札率

76.30％

（平成30年3月7日〜3月12日契約分）

落札金額(円) 予定価格(円)

入札
者数

11,170,000

15,090,000

8

11,400,000

15,470,000 11

11,740,000

15,910,000 12

（有）ショウコーサービス

13,246,000

17,920,000 12

奥野谷浜産業（株）

17,025,000

22,960,000

8

19,710,000

28,130,000

6

20,500,000

27,810,000 10

鹿行防災
（株）
（株）
ビッグアローズ
臨海サービス（株）

22,800,000

30,870,000 10

（有）ショウコーサービス

30,744,000

41,631,000 11

32,830,000

44,310,000 10

浜野産業
（株）

庁舎総合案内及び電話交換業務委託

市役所

（株）新日警管財

37,334,000

49,630,000 12

庁舎清掃業務委託

市役所

（有）伸光サービス

47,244,000

63,800,000

9

庁舎警備業務委託

市役所

（株）アビック

51,784,000

73,610,000

4

97,800,000

99,824,000

1

140,940,000 166,140,000

2

平成30〜32年度神栖市立保育所給食調理業務委託 知手中央3-5-16ほか 昭和サービス（株）
神栖市第一・第二衛生プラント運転管理業務委託 東和田8および波崎801 鹿島都市開発（株）
30神栖総合公園A工区管理業務委託

奥野谷地内

（株）西喜総業

5,000,000

8,200,000

8

30神栖総合公園B工区管理業務委託

奥野谷地内

山中造園土木（株）

5,220,000

7,680,000 10

30波崎街区公園等E工区管理業務委託

若松緑地（2号）ほか3カ所地内 鹿島花壇土木（株）

5,300,000

7,580,000

30波崎街区公園等D工区管理業務委託

若松緑地（1号）ほか1カ所地内 （株）和鹿松園建設

5,380,000

8,830,000

7

30波崎街区公園等C工区管理業務委託

大沼公園ほか3カ所地内 安藤造園（株）

5,550,000

8,120,000

8

30神栖総合公園D工区管理業務委託

奥野谷地内

5,600,000

8,400,000 10

30波崎街区公園等A工区管理業務委託

利根公園ほか5カ所地内 （株）西喜総業

5,800,000

10,510,000

8

30和田山緑地A工区管理業務委託

東深芝地内

臨海緑化（株）

5,800,000

9,010,000

7

30神栖中央公園D工区管理業務委託

木崎地内

臨海緑化（株）

5,900,000

8,370,000

5

（株）大賀志造園土木

8

30港公園A工区管理業務委託

東深芝地内

（株）
大賀志造園土木

6,000,000

8,690,000

7

30港公園B工区管理業務委託

東深芝地内

奥野谷浜産業（株）

6,100,000

9,740,000

6

30神栖中央公園A工区管理業務委託

木崎地内

6,270,000

9,180,000

6

30神栖中央公園B工区管理業務委託

木崎地内

大平建設（株）

6,930,000

10,870,000

8

30和田山緑地C工区管理業務委託

東深芝地内

豊造園（株）

7,160,000

10,860,000

6

30神之池緑地D工区管理業務委託

溝口地内

誠殖産工業（株）

7,200,000

12,320,000

8

30神之池緑地A工区管理業務委託

東深芝地内

共和建設（株）

7,500,000

11,180,000

8

30和田山緑地B工区管理業務委託

東深芝地内

大平建設（株）

7,760,000

12,150,000

5

30神之池緑地B工区管理業務委託

東深芝地内

8,000,000

12,660,000 10

30神之池緑地C工区管理業務委託

奥野谷地内

8,510,000

13,320,000

（株）越川建設

（株）西喜総業
大平建設（株）

広報かみす
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お知らせファイル

▼ 国からの交付金を使いました

▼﹁笑顔があふれるまち﹂を目指して

▼ 見かけたことはありませんか？

潮来保健所

不正大麻・けし撲滅運動

社会福祉課

☎0299︲ ︲2116

計画策定委員会から市長へ計画案の提言

︲1138

神栖市地域福祉計画
︵第３期︶

財政課
︲1129

誰もが自分らしく︑住み慣れた地

域福祉計画﹂を策定しました︒

市では︑第 期となる﹁神栖市地

☎0299︲

石油貯蔵施設立地対策等
交付金事業
☎0299︲
石油貯蔵施設立地対策等交付金は︑
石油貯蔵施設の周辺地域での公共用
防災施設などの整備を目的に︑国か

住民や地域︑団体︑福祉事業者︑行

域で安心して暮らし続けられるよう

これまでにも︑この交付金で防災

政などがそれぞれの役割をもって︑

ら交付されます︒
道路・防災通信施設・環境監視施設

連携・協力して︑地域福祉の推進に
取り組むための計画です︒

な ど を 整 備︒ 平 成
４３ ６ 万 ６︑０ ０ ０ 円 が 交 付 さ れ︑

※計画の本編・概要版は︑
市ホームページに掲載

法律による栽培・所持などの禁止

を知らないまま︑不正に栽培してし
まっていることがあります︒

疑わしい花を見つけた場合は︑ご
連絡ください︒

13 広報かみす 第280号

こ れ に 市 の 一 般 財 源 ４︑
094万
路線の道路

しています

※配信サービスは無料ですが、パケット料金は
利用者負担になります

８︑０ ０ ０ 円 を 加 え︑
を改修しました︒

{e-kamisu-city@xpressmail.jp

29

66

空メールを送信後、返信されたメール
にそって手続きすれば登録完了！

ケシ

防災情報やイベント
情報などを毎週水曜
日に配信中！

アツミゲシ

神栖市メールマガジン

90

年 度 は︑ １ 億

整備された市道8-108号線

3

90

3

カヌースプリント
公認審判講習会

催 し

かみす街角ギャラリー

茨城国体のカヌースプリント競技に

篠塚喜一写真・ペン画展

松竹大歌舞伎鑑賞会

審判員として参加しませんか？年齢や
性別・経験の有無は問いません！

演目＝曽我綉侠御所染

保坂

出演＝尾上菊之助

善彦 氏

時間＝午前10時〜午後5時

そがもようたてしのごしょぞめ

講師＝（公社）日本カヌー連盟

ほか

ほか

日時＝5月26日（土）

日時＝7月28日
（土） 午後1時開演

午前9時30分〜午後4時

場所＝県民文化センター

場所＝中央公民館

定員＝40人（先着順）

対象＝7月7日（土）
・8日
（日）のリハー

費用＝8,000円
（昼食代込み）

サル大会と2019年の本大会に従事で
きる方

日程＝4月17日（火）
〜29日（祝）
※最終日は午後3時まで
かみす街角ギャラリー
☎0299-96-5877

案 内

・ 文化センター

緑のカーテンの種

☎0299-90-5511

申込期限＝5月18日（金）

シルバー人材センター
ショップ

・ 茨城県カヌー協会 五位渕
☎0479-46-2711
（波崎柳川高校）

毎月、平日の最終月曜日に開催！カ

配布

夏の暑さを乗り切る強い味方！緑の
カーテンに挑戦しませんか？
配布開始＝4月16日（月）

フェ、刃物研ぎ、切り花や野菜、手芸

配布場所＝環境課、市民生活課、本庁

品の販売があります。

舎総合案内

日時＝4月23日（月）
、5月28日（月）

種の品目＝ゴーヤ・フウセンカズラ・

午前9時〜正午

アサガオ

※刃物研ぎは午前11時まで

※1世帯につき、各1袋まで（先着順）

神栖市シルバー人材センター

環境課 ☎0299-90-1146

☎0299-92-7583

市内の公共交通に関する情報をまとめました！

政策企画課☎0299-90-1120

神栖市地域公共交通活性化協議会では、公共交通の利便性
向上のため、市内の公共交通に関する情報を総合的にまとめ
た情報発信サイト「かみす交通ナビ」を開設しました。

3月30日
●公共交通機関の時刻表やルート

開設

●路線バス乗換え案内検索機能
●デマンドタクシーや茨城空港乗合タクシー、
市の交通支援施策などの情報を掲載
●パソコン、スマートフォン、タブレット端末へ対応

広報かみす
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みんなのひろば
…申し込み

…問い合わせ

剣舞・詩舞
初心者大歓迎！
講師＝水府流

高齢者生きがい講座
追加募集

募 集

初心者でも簡単にできる、手縫いの
小物づくりです。

日時＝5月6日（日） 午前8時30分

日程＝5月〜平成31年2月

場所＝石塚運動広場

第2・4金曜日

対象＝市内在住・在勤の方

時間＝午後1時30分〜3時30分

費用＝1チーム

対象＝市内在住の60歳以上

4,000円

大川

吟道吾風会
吾風 氏

日程＝5月〜9月

第2・4月曜日

時間＝午前10時〜正午
場所＝保健・福祉会館

裁縫講座

神栖市ソフトボール大会

講座

開講式＝5月14日（月） 午後2時
・ 高島 ;080-1143-8075

腹式ヘルス体操
体内脂肪を燃焼し、健康でスリムな

※選手登録は20人まで

定員＝20人
（先着順）

体になりましょう！

抽選会

民謡講座

平泉コミュニティセンター

日時＝4月25日（水）
午後7時
場所＝武道館

簡単な歌から分かりやすく教えます。

午前11時〜正午

第1・3水曜日

費用＝月額2,000円

時間＝午後1時30分〜3時30分

・ 武道館
☎0299-96-7700

ふれあいセンター湯楽々
イベント

藤木 ;080-1075-1647

対象＝市内在住の60歳以上

うずもコミュニティセンター

定員＝40人
（先着順）

日時＝木曜日
（月3回）
（予定）

・ 長寿介護課
☎0299-91-1700

ストラップ＆オリジナルミラー工作

午前10時30分〜11時30分
費用＝月額1,500円
谷 ☎0299-97-0738

鹿行手話奉仕員養成講座

デコパージュで自由に工作！小さな

東庄県民の森イベント

お子さんでも簡単にできます。
日時＝4月22日（日） 午後1時〜4時

日時＝毎週火曜日
（予定）

日程＝5月〜平成31年2月

手話でのコミュニケーションや聴覚

定員＝20人（先着順）

障害に関する知識を学びます。

ウォーキング教室

費用＝500円

日程＝5月12日〜平成31年2月

日時＝5月6日
（日） 午前9時

※別途、入館料がかかります

毎週土曜日
（全35回）

定員＝30人（先着順） 費用＝300円

うきうきウオーキング

時間＝午後7時〜9時

テニス教室

場所＝保健・福祉会館

日時＝5月19日（土） 午前9時30分

かいてお風呂に入ろう！

対象＝高校生以上

定員＝20人（先着順）

日時＝5月13日（日）

●入門コース

初心者

費用＝高校生以上1,500円

午前9時〜午後2時

●基礎コース

入門コース修了者・手

ウオーキングと青空ヨガ！いい汗を

※雨天中止

対象＝高校生以上

話経験者

中学生以下1,000円
座禅体験

定員＝30人（先着順）

費用＝3,240円

日時＝5月27日（日） 午前9時30分

費用＝1,000円
（昼食代込み）

申込方法＝講座初日に来館申し込み

定員＝20人（先着順） 費用＝200円

・ ふれあいセンター湯楽々
☎0299-90-5911

15 広報かみす 第280号

鹿行手話奉仕員養成委員会
高橋

☎050-5276-9585

・ 東庄県民の森管理事務所
☎0478-87-0393

鹿島臨海工業地帯では、暮らしを支える様々な製品が作られています。
近くにあるけど、意外と知らない神栖市の企業を紹介します！

！
ど！
なるほ だったのか
う
そ

神之池
西部地区

Companies off Kamisu
Compan

広報かみす 第280号 2018年4月15日号

紙面のQRを読み取ると、市ホームページなどが表示されます（通信料がかかります）

かみすの

企業

鹿島工場（業種：飼料製造業）

VOL.19

こんな仕事・製品を作っています
主に家畜用
（鶏・豚・牛）
の配合飼料を製造してい
る会社です。
当社の飼料工場は5つあり、それぞれ牛専用、鶏・
豚専用工場として、完全に分離した施設、製造ライ
ンで配合飼料が作られ、徹底した分別管理をしてい
ます。製品や原料はもちろん、生産工程においても
厳しい品質検査をし、工場内外の防疫管理も徹底し
ています。

会社概要

編集/発行：神栖市 企画部 市民協働課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5

当 社 は、JAグ ル ー プ の 一 員 と し て 関 東・ 甲 信
越・北陸の16都県において、安全・安心で高品質
な飼料ならびに高度化成・有機肥料の開発・製造・
販売を主な事業としています。
管内にある鹿島工場は、鶏・豚の配合飼料工場と
しては、国内トップクラスの生産規模を持つに至っ
ています。

創 業
資本金
本社所在地
工 場

支 店
営業所
従業員数
沿 革
1972年

URL http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/
E-mail info@city.kamisu.ibaraki.jp

2003年

1970年7月1日
45億2,900万円
群馬県太田市東新町818
配 合 飼 料 … 鹿 島・ 太 田・ 新 潟・ 知
多・清水
肥料…大間々
東関東・北関東・東海
神奈川・山梨・長野・新潟
474人
（会社全体）
40人
（鹿島工場のみ）
東日本くみあい飼料株式会社として
操業開始
合併により、JA東日本くみあい飼料
株式会社発足

成鶏用

子豚用

種豚用

ブロイラー用

肉豚用

育雛用

私たちが目指すもの
私たちは、JAグループの一員としての誇りを持ち、日本
の農業の振興と安全・
安心な食の提供を使命
とし、信頼ある飼料・
生産活動をとおして、
畜産農家の経営と豊か
な食文化の向上に貢献
していきます。
事務所外観

掲載の詳細はコチラ

うちのアイドル紹介します
申・

市民協働課 ☎0299-90-1123
うえ の

たい が

上野 虎翔ちゃん
あや と

彩翔ちゃん
（大野原）

誰にでも読みやすいUD
（ユニバーサルデザイン）
フォントを使用しています

平成29年8月28日生まれ
父：虎太さん 母：彩恵さん

やまかわ こう た

山川 航太ちゃん
（柳川）

平成28年11月21日生まれ
父：晃生さん 母：歩美さん

パパ・ママからの一言

パパ・ママからの一言

元気に大きく育ってね！

ごはんをいっぱい食べて、

虎翔と彩翔だいすき♪

元気に育ってね！

