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鈴宮稲荷神社

主

な

内

（国府二）

容

● 市民満足度調査
アンケート結果をお知らせします
● 平成 20 年度
石岡市・湖北水道企業団職員採用試験
● 血糖値測定用器具の不適切な使用
該当する方は、ご相談を

むかし、駅制で官人が往来する時に駅使が
鈴を鳴らしました。この制度が廃止された後
P2

と呼ばれるようになったそうです。
P4

幕末の元治元年３月 27 日に、水戸浪士藤
田小四郎など天狗党 63 人が筑波山に挙兵し

P7

● 石岡地区の皆様へ
御霊送りの回収にご協力を

P11

● 石岡市メールマガジンを利用ください

P13

市 の 人 口 と 世 帯

その鈴が奉祀されたため、この神社は鈴の宮

81,893 人 ( 前 月 比 2) 男 40,607 人

ました。それに先立ち、ここ鈴宮稲荷神社の
境内に集まって成功を祈願してから、筑波山
に向かったと伝えられています。

女 41,286 人

28,844 世 帯 7 月 1 日 現 在

●「満足度」と「重要度」とは

石岡市民が生活のなかで日ご

ろ感じている「満足度」
「重要

度」を５点満点で評価した数値

です。

満足度では、
「満足している」

から「不満である」まで、重要

度では「重要である」から「重

要でない」までを５段階に分け

ています。

８つの基本目標（政策）と

の基本施策ごとに、満足度と重

要度を評価してもらいました。
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市民満足度調査

アンケート結果 をお知らせします。
（概要）

問い合わせ
市役所 企画課
☎ 23－1111（内線 223）

8 つの政策ごとの【満足度】
１位

３位
４位

2.86
2.89

市民と行政との協働

2.86
2.88

安全な地域づくり
2.81
2.81

環境共生・循環型社会の構築
５位

2.80
2.79

保健・医療・福祉の充実
６位

2.69

行財政改革の推進

７位

都市基盤の整備
８位

2.42

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

市民の方々がどの程度満足・重要
と感じているかを毎年調査してい
ます。この結果から、優先順位の
高い基本施策は何か、どの施策に
重点を置くのかを考えるために実
施しました。

【満足度】が
高かった基本施策

順位 施策名

１位 消防・救急体制の充実

２位 健康づくり

３位 上下水道の整備

４位 防災体制の充実

５位 学校施設の整備・充実

【満足度】が
低かった基本施策

順位 施策名

位 計画的な土地利用

位 観光産業の振興

位 公共交通機関の充実

位 商業・サービス業の振興

位 駅・市街地等の整備

49 48 47 46 46

※ 点数が高ければ、満足度が高い。

2.50

2.4

49

2.61

2.54

産業の振興

満足度

2.75

市では、
「第一次石岡市総合計画」
の将来像の実現に向けて、８つの基
本目標（政策）と、 の基本施策に
よりまちづくりを進めています。
『市民満足度調査』は、これまで
市が行ってきた取り組みについて、

２位

2.88 前回
2.92 今回

教育・文化の充実

8 つの政策ごとの【重要度】
１位

２位
３位

4.22 前回
4.34 今回

保健・医療・福祉の充実

4.20

安全な地域づくり

環境共生・循環型社会の構築
４位
５位
６位

８位

3.89

教育・文化の充実

4.07
4.04
4.06

都市基盤の整備

3.96
3.95

産業の振興

市民と行政との協働
3.5

重要度

4.00
4.04

行財政改革の推進
７位

4.29

4.08
4.12

※ 点数が高ければ、重要度が高い。

3.57
3.73
3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

広報いしおか №６８ ２

全体 上位 位

４位

３位

２位

１位

順位

防犯対策の充実

公共交通機関の充実

商業・サービス業の振興

駅・市街地等の整備

施策名

５位 地域医療の充実

● 業務改善必要度とは

業務改善必要度は、基本施策を進める優先順位を考
えるために用いています。

の基本施策を相対的に比較するので、満足度、重

市民が「どの基本施策を強く求めているのか」
、
「ほ

要度から偏差値化するなどの方法で算出しています。

かの基本施策と比べて改善が必要なのか」などを総合

的に把握します。
この調査結果をふまえ、
今後市民サー

５位

ビスを提供していくなかで、市政運営（施策の優先や

公共交通機関の充実

商業・サービス業の振興

省・新エネルギーの推進 児童福祉の充実

４位

重点化）に反映させていきます。

３位

交通安全の推進
児童福祉の充実
高齢者福祉の充実
道路の整備
社会保障制度の運営

駅・市街地等の整備

６位
７位
８位
９位
位

１位
防犯対策の充実

商業・サービス業の振興 公共交通機関の充実

● アンケート調査の方法
・調査対象者
市内在住で 歳以上の男女
（無作為抽出）
・調査期間
平成 年２月 日～３月 日
・調査方法
郵送による調査
・回収結果
配布総数
４０００通
有効回答数 １２９４通
有効回収率
・４％

21

18

15

32

◆ すべての年代で「駅・市街地等の
整備」が高くなっています。
◆ 代・ 代で「防犯対策の充実」
が高くなっています。
◆ 代・ 代で他の年代より「交通
安全の推進」が高くなっています。
◆ 代・ 代で他の年代より「道路
の整備」が高くなっています。
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年代ごと 上位５位

駅・市街地等の整備

省・新エネルギーの推進

防犯対策の充実

商業・サービス業の振興 公共交通機関の充実
道路の整備
地域医療の充実

交通安全の推進
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２位

代

道路の整備

交通安全の推進

地域医療の充実

代
駅・市街地等の整備
公共交通機関の充実

防犯対策の充実

駅・市街地等の整備

公共交通機関の充実
防犯対策の充実

省・新エネルギーの推進 商業・サービス業の振興 道路の整備

公共交通機関の充実

商業・サービス業の振興 地域医療の充実
公共交通機関の充実

50

49

10

防犯対策の充実

道路の整備

道路の整備

公共交通機関の充実

省・新エネルギーの推進 公共交通機関の充実

交通安全の推進

◆ 石岡地区で「駅・市街地等の整備」
２位
３位
４位
５位
や「商業・サービス業の振興」が高
公共交通機関の充実
商業・サービス業の振興
地域医療の充実
交通安全の推進
くなっています。
防犯対策の充実
◆ 八郷地区で「防犯対策の充実」や
交通安全の推進
商業・サービス業の振興 防犯対策の充実
持続可能な財政運営の確立 交通安全の推進」が高くなっていま
「
商業・サービス業の振興 防犯対策の充実
持続可能な財政運営の確立 工業の振興
す。
◆ 八郷地区で「公共交通機関の充実」
防犯対策の充実
公共交通機関の充実
商業・サービス業の振興
駅・市街地等の整備
が
高
くなっています。
公共交通機関の充実
交通安全の推進
高齢者福祉の充実
すべての中学校区で福祉に関する
◆
施策が高くなっています。

20

10

代

代

代

代

代

代以上

１位

駅・市街地等の整備

交通安全の推進
防犯対策の充実
交通安全の推進
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業務改善必要度が
高かった基本政策
居住中学校地区ごと 上位５位
石岡中
府中中
国府中

城南中
柿岡中
八郷南中
有明中
園部中

20

40

市民満足度調査にご協力ありがとうございました。

３ 広報いしおか №６８

80 70 60 50 40 30 20 10

日（金）

◎受験手続

封 筒 の 表 に「 採 用 試 験 申 込 用 紙
請 求 」 と 朱 書 き し、 切 手 を 貼 っ
郵便による た 宛 て 先 明 記 の 返 信 用 封 筒 を 必
請求方法は ず 同 封 し て く だ さ い。 封 筒 の 大
きさにより郵便料金が違います
ので注意してください。

申 込 用 紙 に 所 要 事 項 を 記 入 し、
市役所 総務部 総務課に直接持参
するか、郵送してください。
な お、 郵 便 で 申 し 込 む 際 は、 封
筒 の 表 に「 受 験 申 込 」 と 朱 書 き
申込方法は し、 簡 易 書 留 な ど の 確 実 な 方 法
を と っ て く だ さ い。 そ の 際、
円切手を貼った宛て先明記の返
信 用 封 筒（ 受 験 票 送 付 用 ） を 同
封してください。
※８月 日（金）必着

月曜日から金曜日までの
午前８時 分～午後５時

分

申込用紙に次の書類を添付して
ください。
①履歴書兼身上書（当市指定の用
紙に、最近３か月以内に撮影した
上半身、無帽、正面向きの写真を
貼ったもの）および自己推薦書
添付書類は
②卒業証明書または卒業見込証
明書（最終学歴のもの）
③管理栄養士の資格を証明する
書類
④身体障害者対象者は身体障害
者手帳の写し

受付時間は

広報いしおか №６８ ４

平成 年度

受 験 資 格

１名

※火災や救急現場での活動に
従事するため、受験資格ではあ
おおむ
りませんが、概ね次の項目に該

・消火や人命救助などの災害
活動に必要な体力を有する方
で、 視 力（ 矯 正 視 力 を 含 む ）
が、両眼で０・７ 以上、かつ、
一 眼 で そ れ ぞ れ ０・３ 以 上 で
あり赤色、青色および黄色の
色彩の識別ができ、聴力は左
右とも正常であること。

消 防 職 ４名程度 当する方を対象としています。

土木系
技術職

受付期間 ８月５日（火）
～

石岡市職員採用試験

採用予定
人員

◎職種と受験資格
職 種

一般事務職

昭和 年４月２日以降に生ま
れた方。
ただし、学校教育法に基づく
大 学（ 短 期 大 学 を 除 く ） を
卒業した方または平成 年３
月 日までに卒業見込みの方
で、土木技術の専門科目を履
修した方。
昭和 年４月２日から平成３
年４月１日までに生まれた方
で、高等学校または同程度以
上の学歴を有する方。
21

※受験資格に該当する方であっても、日本国籍を有しない方および
地方公務員法第 条の欠格条項（申込書で確認ください）に該当す
る方は受験できません。

◎試験会場

80

☆申込書の請求・申込先・問い合わせ
石岡市役所 総務部 総務課
〒３１５ ８
- ６４０ 石岡市石岡一丁目１番地１
☎２３・１１１１（内線２５２）
※申込書・履歴書等は、市のホームページからも
ダウンロードできます。
ホームページ
http://www.city.ishioka.lg.jp/

30

昭和 年４月２日から平成３
年４月１日までに生まれた方
で、高等学校または同程度以
上の学歴を有する方。

昭和 年４月２日から平成３
年４月１日までに生まれた方
で、高等学校または同程度以
上の学歴を有する方。
身体障害
者対象と 自 力 に よ り 通 勤 で き、 か つ、
あわせて 介護者なしに事務職としての
名程度 職務の遂行が可能な方で次の
一般事務職
要件を満たす方。
（身体障害者
対象）
（
１
）
身体障害者手帳の交付
を受けている方。
（２）通常の勤務時間（原則と
し て 週 時 間、 １ 日 ８
時間）に対応できる方。
（ ３） 活 字 印 刷 文 に よ る 出 題
に対応できる方。

１名

１次・２次試験ともに八郷総合支所で行います。
２次試験は 月下旬予定です。

22

30

22
57

31

57

９月21 日
（日）

管理栄養士

40

昭和 年４月２日以降に生ま
れた方。
ただし、管理栄養士の資格を
有する方。

16

10

11

20

57

57

53

第１次試験

◎職種と受験資格

平成 年度

湖北水道企業団 企業職員採用試験

21

１名

昭和 年４月２日から昭和
年４月１日までに生まれ
た方で、次のいずれかに該
当する方。

申込用紙に所要事項を自筆によ
り 記 入 し、 湖 北 水 道 企 業 団 総 務
課 に 直 接 持 参 す る か、 郵 送 し て
ください。
申込方法は な お、 郵 便 で 申 し 込 む 際 は、 封
筒 の 表 に「 受 験 申 込 」 と 朱 書 き
し、 簡 易 書 留 な ど の 確 実 な 方 法
をとってください。
※９月 日（月）必着

http://www.kohoku.org

要項および 受 験 申 込 書 は ホ ー ム ペ ー ジ か ら
申込書 の ダウンロードしてください。
取得は

◎受験手続

受付期間 ８月１日（金）～ ９月８日（月）

受 験 資 格

一般事務職

50

（ア）大 学 卒 業 以 上 （ 来 春 卒
業 予 定 者 を 含 む ）の 方 。
︵イ︶高 校 卒 業 以 上 の 方 で 、
一般事務に関する簿記やコ
ンピュータ、情報処理など
の資格を有する方。
（ウ）高校卒業以上の方で、
有資格者の下で、簿記やコン
ピュータ、情報処理などの実
務経験が平成 年３ 月末に２
年以上となる方。
（エ）高 校 卒 業 以 上 の 方 で 、
一般事務の実務経験が、平
成 年３ 月 末 に４ 年 以 上 と
なる方。
21

11

採用予定
人員

１名

◎試験会場

月曜日から金曜日までの
午前９時～午後４時

申込用紙に次の書類を添付して
ください。
① 卒 業 証 明 書（ 最 終 学 歴 ） お よ
添付書類は
び修得科目が判断できるもの（成
績証明書等）
②実務経験が証明できる書類

受付時間は

☆申込先・問い合わせ
湖北水道企業団 総務課
〒３１５ ８
- ５２２
石岡市田島二丁目６番４号
☎２４・３２３２

５ 広報いしおか №６８

62

21

※受験資格に該当する方であっても、日本国籍を有しない方および
地方公務員法第 条の欠格条項（申込書で確認ください）に該当す
る方は受験できません。
16

１次・２次試験ともにグリーンパレス石岡（石岡市茨城
３ - - ）で行います。２次試験は 月中旬予定です。
20

職 種

技 術 職
（土木）
（電気）
（化学）

62

昭和 年４月２日から昭和
年４月１日までに生まれ
た方で、次のいずれかに該
当する方。
（ア）大学において、土木・
土木（水道）、電気、化学・
化学（水道）のいずれかに
関する専門課程を履修した
方または履修予定（来春卒
業予定）の方。
（イ）高校および専門学校に
おいて、土木または電気に関
する科目を履修し、その後、
土木、電気または水道事業に
関する実務経験が平成 年３
月末に２年以上となる方。
（ウ）土木または電気関係
以外の大学および高校を卒
業後、土木、電気および水
道事業に関する実務経験が
平成 年３月末に３年以上
となる方。
（エ）第三種電気主任技術者
以上の資格を有する方。
16

８

20

50

21

10月19日
（日）

第１次試験

前回の７月１日号に引き続

県外出演団体の紹介
︵千葉県香取市︶

︻本矢作伊勢神楽保存会︼

る民俗芸能の祭典﹁獅子舞フェ
香取市指定無形民俗文化財︒

き︑ 月８日︵土︶に開催され
スティバル﹂の案内と前回紹介
江戸時代の中ごろ︑香取市

︻南飯田神田囃子保存会︼

れ︑
﹁布舞い﹂
﹁剣の舞い﹂
﹁鈴

することから武士舞ともいわ

本矢作の獅子舞は勇壮な舞を

末ごろ栃木市の生駒より習い覚

囃子の亜流とされ︑江戸時代の

南飯田のお囃子は︑江戸神田

小山市指定無形民俗文化財︒

奏されるショウデン・カマクラ・
エドバカ・シチョウメ・オカザ
キといった五段囃子に合わせて
﹁獅子舞﹂
﹁恵比寿の鯛釣り﹂
﹁ジ
ャメンの踊り﹂
﹁ごんべの種ま
き﹂などの踊りが︑軽快なリズ
ムに乗ってユーモラスに演じら
れます︒

︻高部獅子舞保存会︼

︵愛媛県今治市︶

愛媛県指定無形民俗文化財︒

今治地方には︑獅子頭を付け

た子どもが人の肩に乗って舞う

特別出演団体の紹介

に行われる今治市民祭り﹁おん

春祭りに奉納されるほか︑８月

毎年５月に行われる今治地方

には伝統芸術院をはじめ︑音楽

成する国立芸術大学です︒学校

を目指す才能ある若者たちを養

韓国芸術総合学校は︑芸術家

︻韓国芸術総合学校伝統芸術院︼

▲韓国に伝わる華麗な民俗舞踊

をします︒

●次号は︑市内出演団体の紹介

舞踊が披露されます︒

よる︑韓国に伝わる華麗な民俗

当日は︑伝統芸術院の学生に

することを目的としています︒

い時代に備えられる人材を育成

演芸術を学問的に研究し︑新し

歌・踊りが中心であった伝統公

このうちの伝統芸術院では器楽・

美術院の六つの院があります︒

院・映像院・演劇院・舞踊院・

まく﹂などで演じられます︒

ます︒

獅子﹂が誕生したといわれてい

させて﹁二継ぎ獅子﹂
﹁三継ぎ

行く立体的な継ぎ獅子へと発展

気持ちから︑上へ上へと継いで

でも近づきたいという神を敬う

天においでになる神様に少し

ています︒

にも例を見ない獅子舞が伝わっ

﹁継ぎ獅子﹂と呼ばれる全国的

▲南飯田神田囃子

︵栃木県宇都宮市︶

当市に伝わる獅子舞だけでな

の舞い﹂
﹁花掛かり﹂の四つの

えたとの伝承があります︒

れたと伝えられています︒

神社が造営されたときに奉納さ

本矢作地区の天降神社︑天の宮

できなかった県外出演団体と特
別出演団体の紹介をします︒
石岡市開催事業

く︑全国各地から地域性豊かな

演目が五穀豊穣・災厄除け・区

民俗芸能の祭典

獅子舞を迎え︑地方の風土に伝

内安全などを祈願して演じられ

代に地域の努力により復活しま

さらされたものの︑昭和三十年
した︒

☎４３・１１１１

太鼓・小太鼓・笛・カネで演

よる﹁茨城県郷土民俗芸能の集

﹁獅子舞フェスティバル﹂

承された特色ある獅子舞の共演
ます︒

戦後の一時期︑消滅の危機に

が行われます︒また︑県主催に

▲本矢作伊勢神楽

い﹂も共同開催され︑本県の代
表的な民俗芸能も併せて堪能で
きる祭典です︒
月８日︵土︶

◎会場 石岡市石岡運動公園
◎日時

30

教育委員会 文化振興課

■問い合わせ

午前９時 分〜

11

︵内線１２３３︶

▲高部獅子舞

11

広報いしおか №６８ ６

具の使用について不適切な事例

血糖値を測定する採血用穿刺器

このほど、全国の医療機関で

感染症の発生があったという報

なお、この事例により国内で

扱いがあったことが分かりました。

とで、穿刺器具の不適切な取り

では万全の対策ではないとのこ

市民の方々には、ご心配とご

①平成５年度から 年度

具で採血された方が対象となり

のうち、血糖値測定用の穿刺器

以上の保健事業に参加した方

糖尿病相談・各地区健康相談

ます。
保健相談室・各地区健康相談
③平成５年度から 年度
糖尿病予防教室

（血糖値の気になる方の勉強会）
④平成５年度から 年度
健康まつり

・石岡保健センター

市役所 健康増進課

● 相談窓口

相談窓口でご相談ください。

お心当たりのある方は近くの

②平成 年度から 年８月

＊八郷地区

● 検査の対象となる方

血糖値測定用器具の不適切な使用

が確認されたため、緊急の調査
告はされておりません。

該当する方は、ご相談を

が実施されました。石岡市でも
どで血糖値測定用の指先から採
迷惑をかける結果となったこと

せんし

その結果、実施した保健事業な
血する穿刺器具を使用するにあ
を深くお詫び申し上げます。

市民の方々のご理解とご協力

肝炎検査を実施します。

今後、市では対象となる方に

たり、その針については毎回交
換し、指先の皮膚の消毒と接す
るキャップ部分もアルコール消
毒を行っていました。

をお願いします。

☎ ２４・１３８６

石岡市杉並２ １
- １
やさとウォーキング大会

・八郷保健センター

⑤平成 年度から 年度
⑥その他老人会・八郷保健セン

石岡市柿岡２７５０
☎ ４３・６６５５

し、８月９日（土）
・ 日（日）

９月３日

健康づくり
（ヘルス）
サポーター講習会

石岡ヘルスメイト石岡支部で

は、
「健康づくり（ヘルス）サ

ポーター講習会」
を開催します。

健康づくりのための講話や、調

理実習を通して、

食習慣や生活習

慣を見直してみ

ませんか？ ヘル

ス メ イ ト が、優

しくサポートし

ます。

また、講習会終了後には、ヘ

ルスサポーター登録証を交付し

ますので、ぜひ参加ください。

●日時 ９月３日（水）

午前９時 分～午後３時

●場所 東地区公民館

人程度

●対象 市内在住の方

●定員

●申込締切 ８月 日（水）

石岡保健センター

●申込先・問い合わせ

エプロン・三角巾・筆記用具

●持ち物

●費用 無料

ださい。

●申込方法 電話で申し込みく

20

ター等で血糖値測定を受けた方
⑦平成 年度から 年度に実施

● 相談時間

＊石岡・八郷両地区

に限り、八郷保健センターで相

10

30

☎２４・１３８６

７ 広報いしおか №６８

した耐糖能異常個別健康教育で
血糖値測定のため、血糖測定器

午前８時 分から午後５時 分

⑧平成 年度から 年度

談できます）

（土・日・祝祭日を除く、ただ

30
いしおかウォーキング大会

19

25

17

19

19

19

16

19

等の貸し出しを受けた方

30

18

14

14

17

しかし、アルコール消毒のみ

採血用穿刺器具

グに出会ったのは、 歳の時。

桜井さんがキックボクシン

者に輝きました。

ラウンドＫＯで破り、初代王

エル・オスローティ選手を１

よう、がんばっていきたい」と

ンベルトの価値をさらに上げる

後は、試合に勝ってチャンピオ

きたので、正直ほっとした。今

でタイトルを取るためにやって

単純にうれしかったし、これま

にもかかわらず、 人が参加。

当日は、雨風が強い日だった

に行ったものです。

を活用して、地区の住民を対象

る
「石岡市まちづくり出前講座」

の講演会は、市の実施してい

京都）で行われた「ＷＦＣＡム

５月 日、後楽園ホール（東
は、 戦 勝６敗４分です。

なり、今年５月現在の通算成績

洋平さん（ボンボ・フリーリー

戦」で、市内鹿の子在住の桜井

エタイ世界ライト級王座決定

試合に反映されるのが魅力。世

グは、練習したことがそのまま

桜井さんは「キックボクシン

▲ ５月 11 日初代王者に輝いた桜井さん ( 後楽園ホール )

若松町開催の防災講
演会に 人が参加

されます。

桜井さんの今後の活躍が期待

話していました。

先輩に誘われて、遊びで始め

せ３階級制覇を達成。平成 年

バンタム級・フェザー級とあわ

ライト級チャンピオンになり、

数々の賞に輝き、平成 年に

には、新人賞を受賞。その後

９年にプロデビューし、翌年

たのがきっかけでした。平成

19

に真王杯 ㌔級チャンピオンに

18

キックボクシングで

市内の桜井洋平さん
世界チャンピオンに

16

界チャンピオンになった時は、

直前に起こった中国の四川地震

や岩手・宮城内陸地震の影響も

あってか、参加者は市の防災対

策や自主防災組織、消火器の取

り扱いなどの説明に、耳を傾け

ていました。防火ビデオを見る

が開催され、八郷地区に窯を持

かま

た。その後の質疑応答で

つ陶芸家の作品が展示即売され

目も、真剣そのものでし

は、参加者からハザード

このイベントには、フラワー

ました。

の使用期限などについて

パークのバラまつり開催中であ

マップのことや、消火器

の質問がありました。

どをビデオで見ることが

は「実際の火事の状況な

講演会終了後、参加者

ました。

ようと集まった人で賑わってい

選会場の周りには、陶器をあて

多くの人が訪れました。特に抽

ることも手伝って、市内外から

今回は、 人の陶芸家が出

でき、大変参考になりま

織の大切さを痛感しまし

店し、湯のみや皿、花器など

した。また、自主防災組

た」と話していました。

さまざまな陶器が所狭しと並

べられました。

来場した人は、思い思いに陶

城県フラワーパークの特設会場

６月７日、８日の２日間、茨

を楽しんでいました。

テントをのぞきながら、まつり

を見つけようとあちらこちらの

器を手にとり、気に入ったもの
委員会が、市職員と市消防署員

で「第 回やさと陶器まつり」

やさと陶器まつ
りが開催！

13

27

66

を講師に、防災対策講演会を若

22

松町公民館で開催しました。こ

14

37

所属）が、オランダのカリム・

66

６月 日、若松町公民館運営

▲市職員の説明を真剣に聴く参加者

60

まちの
話題
できごと
11

▲ お気に入りの陶器を探す来場者

広報いしおか №６８ ８

ワイトナイツ」と「林青龍隊」

るための街頭活動を行い

チームは、９月 日に桜川市で

の融和や、運動を通じ

た。これは、地域住民

お母さん方の心のこもった手料

流しました。また、昼食には、

技に多くの住民が参加して汗を

ン食い競争……。さまざまな競

新築住宅については新築時

による死者の急増により、

これは、近年の住宅火災

ました。

６月 日に、市子ども会育成
開催される「第５回茨城県子ど

て青少年の健全な育成

理が用意されました。模擬店も

に、既存住宅については平

成 年５月 日までに住宅
31

水石の魅力は、凝縮
した自然の美しさ

て、住宅用火災警報器の設

発用のティッシュを手渡し

降る中、リーフレットや啓

が開催されました。

遊石会による「第３回水石展」

国府地区公民館において、石岡

５月 日、
６月１日の２日間、

今回は、県内の 石を含む

置を呼びかけました。

くなることを願い、小雨が

住宅火災による犠牲者がな

消防署員とクラブ員は、

るために行われました。

義務化されたことをＰＲす

用の火災警報器等の設置が

23

なお、今回の優勝・準優勝の

連合会（松金美土里会長）によ
も会ドッジボール大会」に市の

に寄与し、安全で安心

出店し、住民たちは家族みんな

31

です。

る第３回石岡市子ども会球技大
代表として参加します。
選手の皆さんの、県大会での
活躍が期待されます。

６月１日、石岡幼稚園の園庭

六軒東体育祭に
１８０人が参加

優勝は「小幡モンキードラゴ
で第 回六軒東体育祭が青少年

に暮らせる地域づくり

▲子どもと大人が一緒に参加した紅白玉入れ

球技大会で小幡モン
キードラゴンズ優勝

会が、石岡運動公園体育館を会
場に開催されました。
球技大会の種目は、男女混合
ドッジボール。当日は、市内の
小学校から チーム、４８１人
の児童が参加して、白熱した試

ンズ」
、準優勝は「園部ブラッ
を育てる石岡市民の会東支部と

合が繰り広げられました。

クスターズ」
、３位は「園部ホ

を目指して毎年行われ

で、
楽しい一日を過ごしました。

▲水石を鑑賞する来場者

を味わっていました。

凝縮して造られた自然の美しさ

会場を訪れた人は、水盤の上に

ます。

一つにも、会員のこだわりがあり

自然を表現するため、石の置き方

砂、添えなどの絶妙なバランスで

凝らしています。水石と水盤、敷

く「添え」という草物にも工夫を

然を表現するために石だけでな

景色を凝縮して表現すること。自

水石の魅力は、自然の風景や

県内の石を多く展示しました。

石を展示。八溝石や筑波石など

46

の共催で開催されまし

ています。
晴天に恵まれた今年
は、六軒東区を中心に
近隣自治会の幼児から

婦人防火クラブが火
災警報器設置をＰＲ
市消防本部と市防火委員会

高 齢 者 ま で、 お よ そ
１８０人が参加して盛

（市婦人防火クラブ６団体）が、
日、石岡駅前で、住宅

大に行われました。

６月

９ 広報いしおか №６８

17

30

23

当日は、輪投げや綱

用火災警報器の設置を促進す

▲石岡駅前でＰＲ活動をする婦人防火クラブ員

21

▲松金会長（左）から表彰される小幡モンキードラゴンズ

引き、紅白玉入れやパ

20

22

「都々一坊扇歌の生涯」を朗読
し、合間には都々逸を数曲歌う
など、熱演しました。
参加者からは、
「朗読の楽し

恋瀬川の河原に咲く
花菖蒲
国道６号の恋瀬橋の下の「国

図書館つうしん
■ 問い合わせ 石岡市立中央図書館
☎２４・１５０７
調べることができます。

もし、お探しの本が見つから

なかったときは、カウンターに

蔵書点検のため、
中央図書館、

貸出中の場合は返却され次第連

望カード」で申し込むと、本が

相談ください。
「予約・購入希

中央・東地区・城南地区公民館

絡します。また、所蔵していな

船山泰範 平野節子著

ナツメ社

ほか

「夏おかず とびきりおいしい

１４０レシピ」

「週末木工術」

成美堂出版

＊児童図書＊

「危機のドラゴン」

レベッカ・ラップ著 評論社

「グレッグのダメ日記」

ジェフ・キニー作 ポプラ社

「ケロリがケロリ」

から６月末まで咲き誇りました。

菖蒲・カキツバタの花が、５月末

黄色など色とりどりのアヤメ・花

やフロッピー、ＣＤ︲ＲＯＭ付

ただし、ビデオ、ＤＶＤ、ＣＤ

「返却ポスト」を利用ください。

は、中央図書館の玄関脇にある

ＣＤ）については、新規のリク

視聴覚資料（ビデオ・ＤＶＤ・

します。

るだけみなさんの要望にお応え

の図書館から借りるなど、でき

・ 日（土）午後２時 分～

︽８月のおはなし会︾

︽８月のおはなし玉手箱︾

中央図書館２階

い本の場合は、購入したり、他

この花は、市内国府に住む真

の図書は、壊れることがありま

エストはできません。所蔵して

中央公民館和室

府アヤメ園」に、今年も紫、白、

家重男さんが、訪れる人の目を

すので「返却ポスト」には入れ

いる場合に限り、予約を受け付

・２日（土）午後２時 分～

ほか

楽しませようと丹精込めて育て

ずに、お手数でも開館日に直接

いとうひろし作 ポプラ社

たものです。

講談社インターナショナル

トム・ディラン著

「英語でガイドする東京」

石原結實著・ＰＨＰ研究所

「カラダ浄化大作戦」

＊一般図書＊

︽新着図書の案内︾

ぜひ、利用ください。

けます。

休館中に本を返却する場合

の図書室が休館になります。

さや、奥の深さを知りました」 ︽特別図書整理休館の
との感想が聞かれました。
お知らせ︾
９月 日
︵土︶
〜 日
︵木︶

▲市内外から集まった来場者

カウンターへお持ちください。
なお、中央・東地区・城南地
区の各公民館でも返却すること
ができます。
ご理解のうえ、
協力願います。

読みたい本がある場合は、利

︽予約・リクエスト
サービス︾

▲河原に咲く花々（平成 20 年６月 17 日撮影）

﹁ 大人のためのおは
なし会﹂を開催！

石岡中央図書館朗読同好会
が、６月７日に「大人のための
おはなし会」を、中央図書館で
開催しました。
当日は、市内はもとより日立
や水戸、土浦など県内各地から
人もの方が訪れ、会場は満員

となりました。
人の会員が、特攻隊と小学

生の物語「すみれ島」や、
「食

25

用者用コンピューターで書名や

「図解雑学 裁判員法」

︽８月のおはなしフレンズ︾

・９日（土）午後２時 分～

◎対象は、幼児から小学校中

学年ぐらいまで。また、興味

のある方はどうぞお出でくだ

さい。いずれも時間は約 分

です。

18・25 13 ～ 25

わず女房」
「尺曲がりのかっぱ」
などの童話や民話、ショート

13

著者名などから、所蔵の有無を

30

30

30

8月 9月
４・11 １・８

30

29

エッセイ「花冷え」などを朗読
しました。続いて、講師の元茨
城放送アナウンサーないとうき
みこさんが、石岡市ゆかりの

【休 館 日】

70

10

16

まちの話題・できごと

広報いしおか №６８ １０

明

第１段階 生活保護、老齢福祉年金受給の市民税非課税世帯
市民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収
第２段階
入額の合計額が 80 万円以下の者
第３段階 市民税非課税世帯で第２段階以外の者
市民税非課税者（本人）
第４段階
第１・第２段階からの激変緩和措置対象者
第３段階からの激変緩和措置対象者
市民税課税者（本人の合計所得 200 万円未満）
第１・第２段階からの激変緩和措置対象者
第５段階
第３段階からの激変緩和措置対象者
第４段階からの激変緩和措置対象者
第６段階 市民税課税者（本人の合計所得 200 万円以上）

年間保険料額
(円)

21,000

21,000
31,500
42,000
34,860
38,220
52,500
42,000
45,360
48,720
63,000

※激変緩和措置対象者とは、平成 17

※年度途中に資格を取得された方

年度の税改正により市民税非課税者

は、資格取得日の前日の月から平成

から課税者になったことで、所得段

21 年３月までを年間保険料額とし

階が上がった方の保険料の急増を避

ます。

けるため、行われていた緩和措置で、

問い合わせ 市役所 介護保険室
☎ 23 － 1111（内線 165）

20 年度まで延長されました。

石岡地区の皆様へ

16

＊お線香は火災の原因になりま

すので立てないでください。

御霊送りの回収にご協力を

お盆の供物は、
８月 日（土）

午前８時までに最寄りの指定場

●府中三丁目３番

お盆の供物も、指定収集日に

●染谷宝持院入口 ●市営駅東駐車場脇 ●カスミ若松店
駐車場

泉町通り

所（左の図）に送るようご協力

分別して一般集積所へ出しても

至市内

山王川

願います。

不動尊

駐車場

文

１１ 広報いしおか №６８

かまいません。

至柿岡

一高

宝持院

染谷通り

カスミ
若松店
市営駅東
駐車場

＊酒・ジュースなどの中身が

●宮部地区ふれあ ●府中地区公民館
い農園駐車場
駐車場

ＪＲ常磐線

●東地区公民館
駐車場

至市内

問い合わせ 市役所 環境対策課

●高浜船溜り前

至志筑

入った缶・ビン類、ちょうちん

至市内
至小川
国道 355 号

至市内

カスミ
石岡東店

ふれあい農園

☎ ２３・１１１１（内線１４４）

船溜り

高浜公民館

若松郵便局
府中地区
公民館

市営住宅
公民館駐車場

病院

や祭壇類は回収できません。

二高 文
り
宮通
星の

至笠間

至工業団地

恋瀬川堤防

東地区
公民館

19

介護保険料 が決定

説

平成 年度

の

年金天引き以外の方に
納付書を送付します

階

20

平成 年分所得の決定を受け、今年度の介護保険料が確定し

段

ました。年金天引きの方には、介護保険料特別徴収額決定通知

各

書を９月末に市から送付します。また、年金天引き以外の方に

介護保険料（第１号被保険者）段階別保険料

は、３期以降分の納付書を８月に送付します。

40

介護保険料は、期限内に納付願います。

介護保険は 歳以上の方の保

険料と公費（国・県・市）を財

源として運営されています。そ

して、私たちが介護を必要に

なった時に、介護サービス費用

に充てることで本人とその家族

歳以上の方（第１号被保険

を支えています。

者）の保険料は、介護サービス

市民税の課税状況や前年の所得

階

量に基づいて基準額を算定し、

20

額に応じて６段階に分かれてい

65

平成 20 年度
段

ます。

市では、 歳以上の高齢者が

全体の
２
･ ％（平成 年７月
１日現在）を占め、介護サービ

スの利用も年々増えています。

今後もサービスを安定的に提供

していくために、市民の方々の

ご理解、
ご協力をお願いします。

23

65

今月は、外国人と一緒に国際
交流事業を行っている「グロー

い」と会を設立しました。
現在、会員は外国人４人を含
む 人で活動しています。

実現するための橋渡しが役割だ

ちたい」という外国人の思いを

９月７日

ンターで実施している「日本語

主な活動は、まちかど情報セ
参加したのがきっかけで

外国人を講師に勉強会を開催

しても安全な人間であることを

している人たちに、自分が話を

午前９時 分～午後１時頃

●日時 ９月７日（日）

ウォーキングを楽しみませんか？

い景色を堪能しながら、スロー

し、高浜の水辺と筑波山の美し

高浜の河岸や古墳などを見学

まるごと高浜歴史ウォー
キング参加者募集！

まちかど情報センターでの日
・自分のやりたかった活動だっ

と思ったから

本語教室と東地区公民館での
教室」
、外国人のホームステイ
たので

したり、パーティーを行って

知ってもらいたかったから

・友人に誘われてパーティーに

留学生のウェルカムパーティー
受け入れ事業、国際理解のため

・慣れない外国で不安な生活を

バルハーツ」を紹介します。

で、代表の武井純子さんと会員
の活動などです。

外国文化に触れる機会を作った

国人を受け入れたことから

・ホストファミリーになり、外

れ合う機会を提供し、国際理解

を体験したり、直接外国人と触

た、多くの人に、生の外国文化

うにしたいと思っています。ま

困っている外国人に声が届くよ

受付開始 午前８時 分～

※雨天・荒天中止、小雨決行

●集合場所 南小学校
（南台四）

●参加費（保険代等含む）

大人５００円
（会員３００円）

高校・中学生３００円

小学生２００円

●募集定員 ２００人
（先着順）

●申込締切 ８月 日（金）

●申込方法 電話かメールで申

し込みください。

☎２３・６３４３

・当日の問い合わせ

☎２３・１２５１

ＮＰＯ石岡総合スポーツクラブ

happy-sports@sky.plala.or.jp
●問い合わせ

ＮＰＯ石岡総合スポーツクラブ

・電子メールの場合

☎４３・１１１１（内線１２１２）

八郷総合支所 商工観光課

動をもっとみんなに周知して、 ・電話の場合

これからは、私たちの会の活

◆今後も国際理解に
貢献してゆきたい！

ありました。

など、いろいろな「気づき」が

始めて理解できることもある

気候や環境、
習慣などを知って、

▲日本語教室で日常会話を真剣に学ぶ外国人

に貢献していければと思います。

そして、仲間同士お互いの文

化を理解しながら、楽しく無理

をせずにこの活動を長く続けて

いきたいと思っています。

30

の方に話していただきました。

り、市内や近隣の小学校で外国

◆外国人も一緒に
ボランティア活動を
文化を紹介するなど国際理解の

理解することが大切。その国の

・国際交流のためには、相手を

が掛けられるようになった

もいいことが分かり、気軽に声

・外国人に日本語で話しかけて

緒に活動するのは、楽しい

せば分かりあえる。みんなで一

ず辛い時もあるが、じっくり話

・仲間に言葉が上手く伝えられ

流をしていた

つようになった。自然に国際交

話しをしたり、外国に興味を持

子どもが相手の国籍に関係なく

・子ども連れで活動していたら、

私たちは活動を通して、

◆活動を通していろいろな
「気づき」がありました

と、人によりさまざまです。

私たちの会は「外国人も

◆国際交流のきっかけは
人によりさまざまです

ための活動もしています。

暮らしやすい国際社会と地
域作り」を目指し、平成
年４月に設立しました。そ
れまでも、外国人に日本語
を教える活動などをしてい

らです。
・生の外国の生活
や習慣を知りた

・
「 市民の役に立

ので

で活動したかった

も一緒に同じ立場

はなく、自分たち

・してもらうので

いと思って

外国人を支援した

・生活者としての

かったから

▲ ウェルカムパーティーに集まったメンバー

30

20

私たちが、この活動を始めた

ー
ハ
ル
バ
ー
ロ
グ

29

15

ましたが「外国人も一緒に

ツ

きっかけは、次のようなことか

◆ ＧＬＯＢＡＬ ＨＥＡＲＴＳ◆

ボランティア活動をした

がんばってま～す ㉜

広報いしおか №６８ １２

20 石岡市景観形成基
本計画策定業務委託

市内
全域

予） 800
落） 745

20 まちづくりワーク
ショップ業務委託

中心
市街地
地区

総務部 契約検査室 ☎ 23−1111（内線 433）

H20
6.6

㈱聚文化
研究所

6.10
予）
落）

95
84

ランド
ブレイン㈱

㈲竹林組

20 単・市道 A3055 号線
東府中
道路改良工事

希） 552
予） 527
落） 520

㈱日高建材

20 単・市道 A6893 号線
舗装補修工事

三村

希） 187
予） 182 ㈱宮本工務店
落） 170

石岡

希）
予）
落）

20 恋瀬農集排
第 023 号管渠工事

20 単・市道 A3075 号線
測量委託

大塚

79
75
74

㈲つくば
スケール

20 八郷学校給食セン 東成井小
ほか３小 予）2,093 小松崎運輸㈲
ター配送業務委託
落）2,032
中学校
（１号車）
１３ 広報いしおか №６８

20 八郷学校給食セン 恋瀬小
予）1,950
ほか４小 落）1,893.5
ター配送業務委託
中学校
（２号車）

㈲筑城運輸

20 小・中学校校務用 各小・中 予）1,750
学校 落）1,750
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器賃貸借
27 校

㈱つくば
電気通信

20 流域関連公共下水道 北部第４ 予） 333
処理分
落） 147
水質分析委託
区外

㈱江東微生物
研究所
水戸支所

20 石岡市八郷総合運
動公園プール管理
業務委託

予） 280
落） 279

㈱塚越産業

20 石岡市燃えるごみ 料道路管 予）1,490
理事務所、落） 732
専用袋（中）購入

ｱﾙﾌｫｰ
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱

20 ＡＥＤ（自動体外 府中地区 予） 265
公民館 落） 259
式除細動器）購入
外 6 か所

㈱土浦
メディカル

野田

旧給食ｾﾝﾀｰ

6.16

柿岡丸正
運送㈲

20 八郷学校給食セン 吉生小
予）1,823
ほか４小 落）1,769
ター配送業務委託
中学校
（３号車）

旧石岡有

20 植栽管理業務委託 八郷総合 予） 100
八郷町
支所周辺 落） 93 造園業（同）
（八郷総合支所）
希）1,494
予）1,450
落）1,390

﹁石岡市メ�ルマガジン﹂を利用ください

希）2,890
予）2,806 ㈲路川工務店
落）2,710

︻登録方法︼ 市公式ホームペー

龍明

︻石岡市メールマガジンとは︼

20 恋瀬農集排
第 022 号管渠工事

ジのメールマガジン登録ページ

興民建設㈱

メールアドレスを登録した方

希）3,120
予）2,964
落）2,900

第 51 工区工事

より︑登録してください︒

並木

19 農集排

のインターネット接続されたパ

・携帯電話にメール配信を希望

中嶋建設㈱

http://stone-magazin.city.

する方は︑別途通信料が発生し

希）3,210
予）3,136
落）3,010

第 50 工区工事

■問い合わせ

請負業者 入札日

並木

19 農集排

ソコンや携帯電話に︑希望する

●定期配信 毎週水曜日

ます︒

( 単位 : 万円 )

ishioka.lg.jp/mailmaga/

内容 観光・イベント情報︑無

落札金額

配信情報をメール配信するサー

料相談︑健康育児︑議会だより︑

・迷惑メール防止対策のためド

事業
場所

名

ビスです︒

行政情報など

メイン指定を行っている場合は

業

public/bin/publictop̲m.html
︻利用登録での留意点︼

●臨時配信 随時

﹁

事

︻配信情報︼

内容 消防・防災情報︑不審者

stone-magazin.city.ishioka.

情報︑捜索願情報など
﹂を指定してください︒
lg.jp
︻登録サポ�ト︼ 自宅等で登録

ができない場合は︑
﹁まちかど情

報センター﹂に登録のためのパ

ソコンとマニュアルを用意して

います︒登録に不安のある方は

予約をすれば︑サポートが受け

られます︒ぜひ︑利用ください︒

︻登録サポ�ト予約︼

まちかど情報センター

machikado3116@

☎２７・５１７１

電子メール

saturn.plala.or.jp
■問い合わせ

市役所 情報システム課

☎２３・１１１１︵内線４５２︶

６月の入札結果

20 消防吏員用
活動服購入

石岡市 予） 133.4 ㈱土浦消防
消防本部 落） 125.4 センター

20 救急隊員冬用
作業服一式購入

石岡市 予）
消防本部 落）

20 石岡海洋センター
プール管理業務委託

染谷

6.16

88.3 ㈱土浦消防
87.2 センター

予） 230
落） 230

希）2,510
20 単・市道 A0107 号線
正上内 予）2,467
道路改良工事
落）2,340

㈱アンテック
6.24
石岡支店
東亜興業㈱

6.27

※ 希）希望価格（
「くじ」の採用）・ 予）予定価格 ・ 落）落札価格

