
 

 

 

 
9月末日までに申請された方に限り、4月1日にさかのぼって支給されます 

 
  ●  拡充の内容 
 

 支給対象年齢が、これまでの小学校3年生（9歳到達後最初の年度末）ま

でから、小学校6年生（12歳到達後最初の年度末）までに拡充され、併せて、

所得制限が引き上げられました。 
 

  ●  認定請求の手続きが必要となります 
 

 新たに、児童手当を受けられる児童の保護者のみなさんについては、

市福祉事務所（公務員の方は勤務先）で、認定請求の手続きが必要とな

ります。なお、改正に伴う新規請求は、平成18年9月30日まで受け付けた

方に限り、特例的に4月1日（または支給要件に該当した日）にさかの

ぼって支給されます。まだ手続きがお済でない方は、お早めに福祉事務所で

手続きをしてください。 

 

平成18年度に小学校4年生の児童がいる保護者のみなさん 

（平成8年4月2日生まれ～平成9年4月1日生まれ） 
 

 これまで、当該児童にかかる児童手当を受給していた保護者の方は、

特段の手続きをする必要はありません。 
 上記に該当しない保護者の方で、受給資格がある場合は、認定請求の

手続きが必要になります。 
 

平成18年度に小学校5年生または6年生の児童がいる保護者のみなさん 

（平成6年4月2日生まれ～平成8年4月1日生まれ） 
 

 これまで、児童手当を受給していない保護者の方は認定請求、児童手当

を受給していた保護者の方は額改定認定請求の手続きが必要となります。 
 

これまで所得制限により児童手当を受給していない保護者のみなさん 
 

 所得制限の引き上げにより、新たに児童手当を支給できる場合がありま

すので、該当する保護者の方は、認定請求の手続きが必要となります。 
 

【認定請求書に必要な添付書類】 

・年金加入証明書又は健康保険被保険者証の写し 

 （申請者が厚生年金等加入者の場合） 

・申請者名義の通帳（郵便局を除く） 

・所得証明書（児童手当用） 

・下妻市（旧千代川村を含む）に平成17年1月1日から12月31日までに転入し

た方･･･平成17年度の児童手当用所得証明書 

・下妻市に平成18年1月1日以降転入した方･･･平成17年度及び平成18年

度の児童手当用所得証明書 

などとなっています。 
 
詳しくは、市福祉事務所 児童福祉係（公務員 

の方は勤務先）までお問い合わせください。 
 

   市福祉事務所  児童福祉係 内線1573 

引火性ごみ（スプレー缶等）の

出し方について 
 
 最近、ごみの収集中に、引火

性 の ガス が 残っ たま まの ス プ

レー缶やガス缶等がつぶれて、

収集車の荷台が火災になる事故

が起きましたので、次の点にご

注意ください。 
 

◎スプレー缶や卓上用コンロのカ

セット式ガス缶、ライター等は、

中身を使いきり、風通しの良い場

所で、穴を開け、中にガスが残ら

ないようにした上で、「不燃ご

み」として出してください。 
◎灯油等の引火性の液体は、使い

切るか、専門の処理業者に処分を

依頼してください。 
 

  市生活環境課 

  内線1424・1425 

「平成18年度指定ごみ袋引

換券」の引換期間について 
 
 市に住民登録・外国人登録をし

ている世帯を対象に配布しました

「平成18年度指定ごみ袋引換券

❷」の引換期間は、平成18年9月

30日(土)までになります。 
 指定ごみ袋引換券は、各券に明

示してあります引換期間内に、必

ず、市指定ごみ袋取扱店でごみ袋

と交換してください。（※引換期

間が過ぎた券は、ごみ袋と交換で

券 名 引 換 期 間 

平成18年度指定 

ごみ袋引換券❷ 

平成18年6月1日 

～9月30日 

平成18年度指定 

ごみ袋引換券❸ 

平成18年8月1日 

～11月30日 

平成18年度指定 

ごみ袋引換券❹ 

平成18年10月1日 

～平成19年1月31日 

平成18年度指定 

ごみ袋引換券❺ 

平成18年12月1日 

～平成19年3月31日 

平成18年度指定 

ごみ袋引換券❻ 

平成18年4月1日 

～平成19年3月31日 

きません） 
 また、指定ごみ袋引換券は、再

発行できませんので、紛失しない

ようにご注意ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市生活環境課 

内線1424･1425 

介護サービス情報の公表がは

じまりました 
 
 平成12年4月に介護保険制度が

スタートしてから6年が経過しま

した。現在、茨城県内には、在

宅・施設あわせて約4,500の介護

サービス事業所がありますが、そ

のサービス内容は事業所によって

さまざまです。 
 今年4月から、新たに始まった

「介護サービス情報の公表」は、

利用者が事業所を選択する際に必

要な情報を入手する制度であり、

提供されるサービスの内容が分か

るようになります。 
 公表される情報は、例えば、

「職員体制」「利用料金」などの

基本的な事実情報と「介護計画の

作成に本人・家族の意見を取り入

れているか」「身体的拘束等の排

除のための取組みに関するマニュ

アル等があるか」などの情報で

す。基本的な事実情報を除いて

は、県が指定した調査機関が事実

確認をおこないます。なお、これ

らの情報は、県が指定した情報公

表センターのホームページや事業

所などで入手できます。 
 介護サービスの利用にあたり、

利用者をはじめ、ご家族や介護計

画を作成するケアマネジャーにも

この制度を活用することで、より

利用者にあった、事業所・施設の

選択に役立ててください。 
 

  (社)茨城県福祉サービス振興会 
茨城介護サービス情報公表センター     

 029-241-6939      029-241-6799 
park7.wakwak.com/~iba-sinkokai/publication 

FAX 

障害者就職面接会 
  
 障害者の就職機会の拡大を図る

ため、障害者の雇用促進のための

就職面接会を開催します。事前に

ハローワークへの参加申込みが必

要となります。多くの参加をお待

ちしています。 
 

◆日時 

・筑西会場 

 10月6日(金)  午後1時～3時30分 
・土浦会場 

 10月5日(木)午後1時～3時30分 

※受付開始は12:30からです。 
◆場所 

・筑西会場≫≫三の丸ホテル ダイ

ヤ モ ン ド ホ ー ル［筑 西 市 玉 戸

1053-4］・土浦会場≫≫土浦京

成ホテル［土浦市川口2-13-21］ 
 

   ハローワーク下妻出張所  

  43-3737 

動物愛護月間 
 
 9月1日から30日までは動物愛護

月間です。この月間は広く県民の

間に動物の愛護と動物の正しい飼

い方についての関心と理解を深め

ていくことを目的としています。 
 

◎動物を飼うときは、習性をよく

理解し、終生責任を持って飼いま

しょう。 
◎人と動物との調和のとれた豊か

な環境作りに心がけましょう。 

◎動物をいたわり、小さな命を大

切にしましょう。 
 

大好きいばらき動物愛護 

フェスティバル2006 
 

◆日時 9月23日(土) 
    午前10時～午後2時 

◆場所 茨城県三の丸庁舎広場

（旧県庁）[水戸市三の丸1-5-38] 
◆内容 

1  動物の正しい飼い方展 

2  子犬の譲渡（事前予約制） 

3  動物なんでも相談 

4  動物ふれあいコーナー 

5  表彰式典（入賞者、功労者等）他 

  

動物愛護絵画・ポスター及び 

標語コンクール優秀作品展示会 
 

◆日時 9月1日 (金 )～9月29日

(金 ) 午前 10時～午後 4時（土

曜、日曜、祝祭日は除く。9月29
日(金)は午後2時まで） 
◆場所 県動物指導センター 

    ［笠間市日沢47］ 
 

   県動物指導センター 

     0296-72-1200   

“下妻の夏まつり”の 

写真を展示します 
 

◆展示場所 

 市役所本庁舎1階  市民ホール 

◆展示期間 

 9月1日(金)～20日(水) 
※展示終了後、1人1枚先着順で差し

上げます。（受付は9月1日から） 
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ライブラリーシアター（無料）  
 
◆日時 9月12日(火) 午後2時～ 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
◆上映作品 『我輩はカモであ

る』（1933年  アメリカ  70分） 
 監督／レオ・マッケリー 
 出演／マルクス兄弟 マーガ

レット・デューモン 他 
◆あらすじ マルクス四兄弟が

シュールなギャグを連発するコメ

ディ映画の傑作。財政難に陥った

フリードニア共和国なる架空の

国。同国は富豪のディスデル夫人

の援助なしには立ちゆかないが、

彼女は愛人が宰相になるのを条件

にそれを承諾。この政変の隙に隣

国の指導者はフリードニア乗っ取

りを企み、2人のスパイを送り込

むが、そのスパイが陸軍大臣に任

命されてしまう…。 
 

  市立図書館   43-8811  

ハウジング・ライブトーク 
～辰巳琢郎さんをお迎えして～ 

 

 茨城ゆとりある住生活推進協議

会では、10月の住宅月間に合わせ

て「茨城ハウジングシンポジウム

2006」を開催します。 

 参加費は無料ですので、住宅の

リフォーム等を計画している方の

参加をお待ちしています。 
 

◆日時 10月14日(土) 午後1時～4時 

◆場所 つくば国際会議場 

◆内容 

1）建築関係にも造詣の深い俳優

の辰巳琢郎さんをお迎えして、実

際に見てきた数々のリフォーム術

などを独自の視点で語ります。 

2）(社)日本建築構造技術者協会 

茨城クラブ代表の戸田巧さんから

は、新潟県中越地震の災害報告を

踏まえて、安心できる住まいにつ

いて語ります。 

◆参加費 無料 

◆申込方法 代表者の氏名・住

所・電話番号及び参加人数を明記

し、郵送・FAXまたはメールでお

申し込みください。詳しくは、県

土木部  都市局住宅課のホーム

ページをご覧ください。 

◆申込締切 

 9月30日(土) ※当日消印有効 
 

     県土木部都市局 

住宅課［〒310-8555 
水戸市笠原町978-6］ 

   029-301-4759       029-301-4779     

     jutaku-shido@pref.ibaraki.lg.jp 

９月の市立図書館 おはなし会 

 
 市立図書館の9月の「おはなし

の花たば（おはなし会）」は次の

とおりです。 

 参加は自由ですので、お気軽に

お越しください。 

市内公立幼稚園・小中学校

運動会のご案内 

 

 市内公立幼稚園・小中学校で

は、毎年恒例の運動会を開催しま

す。みなさんお誘いあわせのう

え、ぜひお越しください。 
 

■9月9日(土) 
下妻中学校、東部中学校、 

千代川中学校 

■9月16日(土) 
下妻小学校、騰波ノ江小学校・

幼稚園、上妻小学校・幼稚園、

高道祖小学校・幼稚園、蚕飼小

学校、宗道小学校 

 第９回まちの美術展 
 

 市文化団体連絡協議会では、市

の文化事業振興のため、会員や市

内の方で茨城県主催の「芸術祭美

術展」「勤労者美術展」「わくわ

く美術展」に入賞・入選された42
名の方の作品を一堂に集め、展示

します。みなさんのご来館をお待

ちしています。 
 

◆日時 9月8日 (金 )～9月18日

(月・敬老の日) ※9月11日(月)
は、休館日です。 
◆場所 市ふるさと博物館 企画

展示室 
◆入館料 まちの美術展のみの見

学は無料です。 
 

    市ふるさと博物館   44-7111  

  

 
 市下水道課では、田下・下栗地内において公共下水

道工事を次のとおり実施します。工事期間中は、通行

止（夜間開放）等の交通規制をしますので、ご理解ご

協力をお願いします。 
 

◆工事期間 

 平成18年9月中旬 

 ～平成19年3月 

◆工事内容 

 公共下水道の本管及

び取出管布設工事 

◆工事箇所 

 右図のとおり 

 

 
 
 
  市下水道課 

  内線1732 

◆日時  9月9日(土) 午前10時30分

～11時30分／午後2時～3時 

※午後の部は4才以上のお子さん

向けです。 

◆場所 市立図書館 児童室（お

はなしコーナー） 
 

  市立図書館   43-8811 

■9月17日(日) 
大宝小学校・幼稚園、総上小学

校、豊加美小学校・幼稚園、大

形小学校 

■10月7日(土) 
ちよかわ幼稚園 

 

  市学校教育課 内線2814 

2006しもつま砂沼フェスティバ

ル「事業所広場」参加者募集 

 
 10月21日(土)、22日(日)に｢砂

沼サンビーチ｣を会場に、｢2006
しもつま砂沼フェスティバル｣を

開催します。事業者と市民の交流

の場として｢事業者広場｣を開催し

ますので、ご参加ください。 
 

◆日時 10月21日(土) 午前10時

～午後4時／22日(日) 午前10時

～午後3時30分 ※1日のみの参

加でも結構です。        

◆場所 

 砂沼サンビーチ内常設テント 

◆内容 市内で営業している事業

所が、来場者に事業内容をPRで

きる交流の場を提供いたします。

ただし、出展料は無料ですが販売

はできません。 

◆締切日 9月21日（木） 
 

    市商工観光課 

内線2634 

  再就職準備セミナー 
 

 育児や介護などで退職し、再就職

を希望する方が対象となります。 
 

◆日時 9月27日(水)～28日(木) 
    午後1時～4時 

◆場所 古河市働く女性の家 

（サークル館）［古河市北利根

10］  0280-92-2505 
◆受講料 無料(託児も無料です) 
◆内容  

・今、福祉の仕事で求められる人材とは 

・再就職体験談 

・再就職を成功させる面接方法 

◆申込期限 9月20日(水) ただし、定

員20名になり次第、締め切ります。 
 

 (財)21世紀職業財団茨城事務所  

      029-226-2413 

 
 
 

今回に限り、免除等の申請期限が延長されました。 

免除等の申請は、市役所（本庁舎 保険年金課・千代川庁舎 くらしの

窓口課）で手続きができます。申請を希望される方は、お早めに手続

きをしてください。 
 

○免除（猶予）は、平成17年4月から平成18年6月までの分についても

申請できます。 

○学生納付特例は、平成17年度の分についても申請できます。 

○いずれの場合も、前年（または前々年）の所得が一定以下の方とな

ります。 

※申請者以外の方がお越しになるときは、申請者の印鑑、代理の方の

身分証明書（運転免許証、健康保険証等）が必要になります。 
 

  ●下館社会保険事務所   25-0811 

  ●市保険年金課    内線1513・1515 

９月の公民館おはなしの会 
 

 下妻公民館では、毎月第3土曜日に「公民館 おはなしの会」を開

催しています。是非親子でご参加ください。      
 

◆日時 9月16日(土) 午後1時30分～ 

◆場所 下妻公民館 児童図書室 
 

   下妻公民館  43-7370 

FAX 

第37回 敬老福祉大会 
 

◆日時 9月17日(日)  午前9時～ 

◆場所 市立総合体育館 
 

◎市内在住の高齢者の方は誰でも

参加できます。芸能発表会も予定

していますので、是非ご参加くだ

さい。 

◎老人クラブ会員の方は、単位老

人クラブ会長にとりまとめをお願

いしてありますので、役員の方に

お申し込みください。 

◎老人クラブ会員以外の方は、9
月1日(金)までに直接市役所介護

保険課へお申込みください。 

※参加される方は、上履きをご持参

ください。 

 
   市介護保険課  高齢福祉係 

   内線1537 

  

      平成18年度工事箇所 



会場 教室名 講師 日時 期間 
回数 

受講料 

対象者 

定員 

下妻 

公民館 

エアロビ

クス 
大吉 みどり 

毎月2回 
金曜日 

10:00 

10月 

～2月 

10回 

2000円 

一般 

20名 

パソコン 

（エクセ

ル活用） 

鴨志田 映 

第1・3火

曜日 

13:30 
～16:00 

10月 

～2月 

10回 

2000円 

一般 

10名 

オカリナ 国府田 由美 

第2・4水

曜日 

10:00 

10月 

～2月 

10回 

2000円 

一般 

15名 

ヨガ 大町 美智子 

第1・3金

曜日 

13:30 

10月 

～2月 

10回 

2000円 

一般 

20名 

千代川 

公民館 

マジック 上條  謙 

第1水曜日 

19:00 
～21:00 

11月 

～3月 

5回 

1000円 

一般 

20名 

プリザー

ブドフラ

ワー 

奥平 照美 

第3火曜日 

9:30 
～11:30 

11月 

～3月 

5回 

1000円 

一般 

15名 

騰波ノ江 

市民セン 

ター 

折り紙 澤部 玲子 

第1・3火

曜日 

9:30 
～11:30 

10月 

～2月 

10回 

2000円 

一般 

15名 

  平成18年度下妻公民館パソコン教室(後期）

受講生募集 
 
 下妻公民館では初心者及び初級者を対象に、パソ

コン教室を開催しています。これからパソコンを始

めてみたい方や、パソコンは持っていても使い方が

よくわからない方など、気軽に参加してください。 

 
パソコンコース(定員 各20名、コース№⑦のみ10名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆開催場所 下妻公民館 視聴覚室 

◆受講料 1講座につき受講料500円、テキスト代

350円（ただしコース№⑦のみ2,100円） 

◆受講資格 原則として市内在住又は在勤者 

◆申込受付 8月29日(火)より受け付けます。定員

になり次第締め切ります。 

申込方法：下妻公民館に来館、又は電話でお申込み

ください。なお、1人3講座までとさせていただき

ます。 

 
    下妻公民館  43-7370（直通） 

開催日 時 間 
コー

ス№ 

講習

番号 
コース 

10/  1(日) 10:00 ～ 15:00 ① 1001 EXCEL中級 

10/14(土) 10:00 ～ 15:00 ② 1002 
インターネット

応用 

10/21(土)   9:00 ～ 16:00 ③ 1003 パソコン入門 

11/  5(日)   9:00 ～ 16:00 ④ 1101 WORD初級 

11/11(土) 10:00 ～ 15:00 ⑤ 1102 WORD中級 

11/25(土) 10:00 ～ 15:00 ⑥ 1103 メール 

12/  3(日) 10:00 ～ 15:00 ⑦ 1201 
オリジナルカレ

ンダー作り 

12/17(日)   9:00 ～ 16:00 ⑧ 1202 年賀状作成 

[H19] 
1/13(土)   9:00 ～ 16:00 ⑨ 101 WORD実用編 

1/21(日)   9:00 ～ 16:00 ⑩ 102 
インターネット

基礎 

2/17(土) ⑪ 201 EXCEL実用編 10:00 ～ 15:00 

平成18年度 公民館後期教室 受講生募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆対象者 原則として市内在住、在勤の初心者 

◆申込期間 9月5日(火)～16日(土) 騰波ノ江市民

センターは火・木・土が受付日です。 

◆受付時間 午前9時～午後5時（休館日を除く） 

 休館日：9月11日(月)  下妻公民館・千代川公民館 

◆申込方法 来館、または電話にて各会場に直接お

申し込みください。 

◆教材費 実費個人負担 

＊日程は、都合により変更になることがあります。 

＊応募者の少ない場合は、教室を取りやめることも

あります。 

＊下妻公民館の各種パソコン教室、文学散歩等の移

動教室については、後日募集します。 

 

    ●下妻公民館［本城町3-36］   43-7370 

    ●千代川公民館［鬼怒230］   44-3141 

    ●騰波ノ江市民センター［若柳甲284］     43-6454 
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  ＢＣＧ接種を実施します 
 
◆該当者 
 生後3か月から6か月未満で、まだ、BCG接種を

受けていない子 

（※6か月を過ぎた場合は、医療機関での自費接種とな

ります） 

◆日時 9月26日(火) 午後2時～2時30分 
◆場所 市保健センター 

◆持参する物 

①受診券 

②予診票（青色です。責任をもって記入してくださ

い｡『保護者のサイン』に押印又はサインをしてお

いてください) 
③母子健康手帳 

④体温計（体温は接種会場で計ってください） 
 

◎「予防接種と子どもの健康」をよくお読みになってくだ

さい。 

◎おたふくかぜ・水ぼうそう・突発性発疹にかかっ

た子は治ってから約1か月(4週間以上)あけないと他

の予防接種を受けることができません。 

◎次に該当する子も接種間隔により今回のBCGは

受けることができません。 

 ①8月30日(水)以降に医療機関で麻しん・風しん

を受けた子（27日以上あいていない） 

 ②9月20日(水)以降に医療機関で三種混合・日本

脳炎を受けた子（6日以上あいていない） 
 ③9月5日(火)に保健センターでポリオを受けた子

（27日以上あいていない） 

◎BCGを受けた場合、27日以上あけないと他の予

防接種を受けることができません。 

◎次回のBCG接種は、10月25日(水)に実施予定です。 
 

  市保健センター  43-1990 

９月の納税相談 
 

◆日時 

・夜間納税相談 

 9/28(木) ≫≫午後5時30分～7時30分 

・休日納税相談 

 9/24(日)・30日(土)、10/1(日)  
 ≫≫午前8時30分～午後5時 
◆場所 本庁舎1階収納課 
 

  市収納課 内線1363～1365 

  こころの健康相談 
 
 こころの病に関する相談に、専門医が応じます。

眠れない、イライラする、気分が落ち込む、やる気

が出ないなど、うつ状態や自律神経失調症などの症

状がある方、一人で悩まずにご相談ください。                      

（秘密は守ります。本人が来られない時は、ご家族

の方でも結構です） 
 

◆日時 毎月第2水曜日（9月は13日になります）

  身体障害児者生活相談・補装具巡回相談 
 
 身体障害者相談員が身体障害児者の生活等全般の

相談に応じます。また、補装具（補聴器・義肢・装

具など）の巡回相談も併せて受け付けますので、お

気軽にお越しください。 

 
◆日時 9月12日(火) 午後1時～3時 

◆場所 市役所第二庁舎3階休養室（9月は会場が

変更になります、ご注意ください） 

 

  市福祉事務所 内線1575 

子育てママ再就職支援事業 
 
 県では、育児などのために離職した女

性の再就職の支援をおこなっています。 

 

◆内容 

・キャリアカウンセリング（就職に関する悩み） 

・職業訓練にかかる費用の一部負担 

・再就職のための相談・職業紹介 

◆利用できる方 一部制限がありますので、詳細

はお問い合わせください。 

 

  ●いばらき就職支援センター県西地区センター 

      23-3811（筑西合同庁舎内） 

  ●県商工労働部労働政策課 雇用推進対策室 

      029-301-3645 

午後1時～3時 （予約制）※日時は変更になる場

合もありますので、予約時にご確認ください。 
◆場所 市役所第二庁舎 小会議室 
◆相談担当者 精神科医 
 

   市福祉事務所 障害福祉係 内線1577 
※予約制ですので、福祉事務所までお申込みくださ

い。（匿名でも結構です） 




