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パートタイム労働法が   

変わります 
（平成20年４月１日施行） 
 

改正ポイント 

●雇い入れの際、労働条件を文書

などで確認しましょう。 

●雇い入れの後、待遇の決定に 

あたって考慮した事項を説明して

もらえます。 

●パートタイム労働者の待遇は 

その働きや貢献に応じて決定され

ます。 

●パートタイム労働者から通常の

労働者へ転換するチャンスがうま

れます。 

●パートタイム労働者と事業主の

苦情・紛争の解決の仕組みが整え

られます。 
 

問 茨城労働局雇用均等室  

   029-224-6288 

配偶者暴力防止法が   

改正されます 
 

配偶者暴力防止法が平成21年

１月11日から変わります。 

保護命令制度の拡充、市町村に

対する基本計画策定の努力義務等

を定めた、配偶者暴力防止法の 

一部改正法が、平成19年の通常

国会で成立し、７月11日に公布

されました。 
 

■改正の主な内容 

１ 保護命令制度の拡充 

 ①生命または身体に対する脅迫

を受けた被害者に係る保護命令 

 ②電話等を禁止する保護命令 

 ③被害者の親族等への接近禁止

命令 

２ 市町村基本計画の策定の努力

義務 等 
 

＊内閣府では配偶者からの暴力 

被害者支援情報サイトを開設して

います。 

  ホームページ 

 www.gender.go.jp/e-vaw/

index.htm  
 

問 市福祉事務所  

    内線1573 

償却資産の申告は     

お早めに 
償却資産の申告期限は 

平成20年１月31日（木）です 
 

平成20年１月１日現在の償却

資 産 を お 早 め に 申告 し て く だ  

さい。 

 償却資産とは、会社や個人で 

工場や商店などを経営している方

が、その事業のために用いること

ができる資産の内、法人税や所得

税の申告時に必要経費または損金

と し て 算 入 さ れ るも の を い い  

ます。自動車税や軽自動車税の対

象となる車両、土地や家屋（付帯

設 備 は 対 象 と な る場 合 が あ り  

ます）は償却資産の範囲から除か

れます。詳しくは、お問い合わせ

ください。 
 

問 ［提出先］  

  市税務課 固定資産税係  

   内線1353～1357 

県の産業別最低賃金が 

改正されました 
 

特定の産業に従事する労働者と

その使用者に適用される県の産業

別最低賃金が改正、決定されま  

した。仮に労使双方が合意した上

で最低賃金額未満の賃金を定めた

場合であっても、その賃金は無効

とされ、県の産業別最低賃金が 

適用されます。 

効力発生日   平成19年12月31日 
 

問 茨城労働局賃金室  

        029-224-6216      

       筑西労働基準監督署  

        22-4564 

件 名 時間額 

鉄鋼業 ７７０円 

一般機械器具製造業 ７５８円 

電気機械器具、 

情報通信機械器具 

電子部品・デバイス 

精密機械器具製造業 

７５２円 

各種商品小売業 ７２６円 

大好きいばらき就職面接会

（後期）・企業説明会 
 

■対象者 大学・短大・専修学校

等の平成20年3月卒業予定者及び

卒 業 後 １・２ 年 程 度 で、就 職 の 

決まっていない方。 

＊企業説明会は34歳以下の若年者

となります。 

■会場 ホテルグランド東雲 

    （つくば会場）  

■開催日 ２月１日（金） 

［午前の部］午前10時～正午 

［午後の部］午後１時30分 

       ～３時30分 

＊履歴書を複数ご持参ください。 
 

問 県労働政策課  

    029-301-3645 

 

 
 

申告期間 平成20年 

 7月1日（火）から31日（木）まで 
 

税源移譲により、所得税率の変更による税負担の

軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担

の増加の影響のみを受ける方については、既に納付

済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により

増額となった住民税相当額を還付します。 
 

所得変動に伴う住民税の還付を受けるため 

には、申告が必要となります。 
平成19年度分住民税を課税した平成19年１月 

１日現在お住まいの市区町村へ、減額申請書を提出

してください。他の市区町村へ転居された方は、 

申告書をお間違えにならないようご注意ください。 

＊以下の方は、この経過措置は適用されません。 

・平成19年中に亡くなられた方 

・海外へ転出し、平成20年1月1日現在、国内に 

居住されていない方 

・住宅ローン控除などによって、所得税が課税され

なくなった方 

＊「住宅借入金等特別税額控除申請書」及び「減額

申告書」は、市区町村窓口にあります。 

所得変動のモデルケース 

夫婦給与収入500万円の場合（単位：円） 

  平成19年（度）所得税なし 

差 額 税源移譲前の 

税率を適用 

税源移譲後の 

税率を適用 

所得税 0       0   0 

住民税 130,000 227,500 97,500 

合 計 130,000 227,500 97,500 

  平成18年（度） 平成19年（度） 

所得税 220,000 122,500 

住民税 130,000 227,500 

合 計 350,000 350,000 

 

 
 

申告期限  

 平成20年３月17日（月）まで 
 

所得税から控除しきれなかった分は住民税

（所得割）から控除されます。 
 税源移譲により、所得税が減額となり、控除でき

る住宅ローン控除額が減る場合があります。 

平成11年から平成18年末までに入居し、所得税

の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から 

控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の  

住民税（所得割）から控除できます。 
 

平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の 

適用を受けるためには、毎年申告が必要と   

なります。 
 平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生

した場合、平成20年3月17日までに、平成20年 

1月1日現在お住まいの市区町村へ、「市町村民税 

道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を

提出してください。  

所得税から住宅ローン控除額を

引ききれなかった方 

平 成 19 年 に 所 得 が 減 っ て  

所得税が課されなくなった方 

申告をお忘れなく     

 

 ◆休日納税相談 午前８時30分～午後５時 

   12月30日（日）・１月27日（日） 

 ◆夜間納税相談 午後５時30分～７時30分 

  １月10日（木） 

 本庁舎 1階 収納課 内線1362～1365 
 

・・・期限内納税にご協力ください・・・ 

  

 

ご相談ください 

障害者の求職・求人    
 

 仕事を探している障害者の方、

障害のある方を雇用したいと考え

ている事業者の方は、ご相談くだ 

さい。 
 

 ハローワーク下妻 43-3737 

 県西障害者就労サポーター  

         24-9155 

水道の凍結防止対策 
 

冬になると、寒さの影響により

水道の蛇口や水道メーターが凍結

しやすくなります。 

凍結すると、水が出なくなった

り、漏 水 の 原 因 と も な り ま す。 

各利用者の皆さまには、凍結防止

対策をおすすめします。 
 

●水道メーターボックスの中に 

発砲スチロールを細かく砕いた物 

又は布切れをビニール袋に入れ袋

の口を閉じ、水道メーターを保護

するように水道メーターボックス

の中に入れてください。 
 

●露 出配管など は、で きるだけ 

早めに凍結防止措置をしてくだ  

さい。 
 

問 
 

市水道事業所 44-5311 

第一環境㈱  45-1211 

 

問 市税務課 市民税係 内線1342～1346  

住 民 税 の 住 宅 ロ ー ン 

控除の適用を受ける方 

住 宅借 入金 等特 別税額 

控除申告書の提出方法 

所 得 税 の 確 定 申 告 を 

されない方 

源 泉徴 収票 を添 付して 

市区町村へ提出 

所 得 税 の 確 定 申 告 を 

される方 

所 得税 の確 定申 告書と 

ともに税務署へ提出 



募 集 甲種防火管理者講習会 

（再講習） 
－平成19年度－ 
 

■日時 平成20年２月14日（木） 

    午後１時～４時30分 

■場所 広域中央運動公園  

    屋内温水プール棟２階研修室 

    ［古河市下大野2528］ 

■受講料 1,680円（テキスト代） 

＊申請受付時に徴収します 

■定員 下妻消防署管内 25人 

■申請受付  

 平成20年１月15日（火） 

 午前８時30分～ 

＊印鑑持参・定員になり次第締め切り

ます。 
 

＊特定防火対象物（収容人員300人 

以上）の甲種防火管理者は、受講後 

５年以内に再講習が必要となります。 
 

問 申 下妻消防署 43-1551 

下妻小学校児童保育クラブ 

入所児童 募集 
 

●入所対象 小学校１年生から３年

生で保護者が自宅外勤務のため、 

児童の放課後保育が難しい家庭の 

児童 

●開設期間  

 ４月から開設  

 下校時～午後６時30分 

＊土・日・祝祭日・創立記念日・ 

お盆休み・年末年始は開設しません。 

●運営費 

 入会金 年額2,000円 

 保険料 年額3,000円 

 会 費 月額5,000円 

＊但し７月 6,000円、８月 8,000円 

      12月 6,000円、３月 6,000円 

●保護者会 保育クラブに入所した

児童の保護者は、必ず児童保護者会

に入り、児童保育クラブの運営に 

協力してください。 

●保育内容  

 遊び、ゲーム、読書など 

●募集人数 15名 

●申込方法 ２月１日までに入所 

申込書を児童保育クラブ室で受け取

り、必要事項を記入の上、児童保育

クラブ室へお申し込みください。 
 

問 下妻小学校児童保育クラブ  

   指導員 小竹 44-3704 

  （平日午後２時～５時30分） 

第12回 わくわく美術展 出展者募集 
 

◆申し込み方法  

 出展作品に出展申込票と出展作品票を添えて平成20年

１ 月 18 日（金）ま た は21 日（月）にお 申し 込み く だ  

さい。先着30点に限り受け付けます。（出展申込票と  

出展作品票は介護保険課に備えてあります） 
 

◆出品資格 60歳以上（昭和24年4月1日以前に生まれ

た人）で、県内在住のアマチュア。 
 

◆出品作品 日本画、洋画、彫刻、工芸、書及び写真の 

6部門 

（出展数は、部門を問わず1人1点とする） 
 

◆出展料 2,000円（茨城わくわくセンター事業推進  

サポーター（個人サポーター）は無料） 
 

平成20年度 

保育所入所申込受付中 
 

 市福祉事務所では、平成20年度の

保育所入所申込を、10月１日から 

受け付けています。 
 

●保育所入所申込資格基準 

 保育所に入所申込できる児童は、

次の理由により、家庭内での保育が

できない児童（０歳～就学前）が 

対象となります。 

◆保護者が家庭で、家事以外の労働

に従事しているとき。または、家庭

外で仕事をしていて児童の保育が 

できないとき。 

◆保護者が出産、病気、心身障害者

等のとき。 

◆保護者のいない家庭（離別、死

亡、行方不明、拘禁）のとき。 

◆災害（火災、風水害、地震など）

を受け、その復旧の間。 

◆65歳未満の祖父母等が同居して

いる場合は、祖父母等も労働や病気

な ど で、児 童 の 保 育 が で き な い  

とき。 
 

●保育時間はおおむね次のとおり 

です。 
 

 平 日 午前７時30分～午後６時 

 土曜日 午前７時30分～午後３時 

＊平日午後６時以降、土曜日午後 

３時以降の時間については、各保育

所にご確認ください。 
 

●入所申込期限  

 平成20年１月10日（木） 

＊申込期限は必ず守ってください。 
 

●申し込み先 

 市福祉事務所・下妻保育園・きぬ

保育園・法泉寺保育園・大宝保育

園・西原保育園・もみの木保育園 

＊申込多数の場合は、入所調整を 

しますので、入所申込書には希望 

する保育所名を必ず第３希望まで 

記入してください。 

なお、上記保育所ではバスでの 

送迎は行っていません。 

また、市外の保育所についても、

福祉事務所で申し込みを受け付けて

います。 
 

問 市福祉事務所 内線1574 

再就職準備セミナー・交流会 

参加者募集 
 

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  

 1月24日（木）～25日（金） 

  24日は9:30～14:30  

  25日は9:30～12:30 

◆場所 土浦市男女共同参画センター 

    ［土浦市大和町 ウララ２］  

◆受講料 無料 

  （託児も無料です 定員10名） 

◆内容  

【セミナ－】 

 ・自分にあった働き方を考える 

  （24日） 

 ・就職準備・模擬面接（25日） 

【交流会】 

  企業・業界の現状と再チャレンジ

女性に期待するもの（24日） 

◆申込期限 1月22日（火）ただし、

定 員 30 名 に な り 次 第、締 め 切 り  

ます。 
 

問 申  

（財）21世紀職業財団茨城事務所 

   029-226-2413 

筑西産業技術専門学院生 

追加募集／平成20年度 
 

■科名  

 機械システム科、電気工事科 

■募集定員 機械システム科 10名 

      電気工事科 13名 

■訓練期間 機械システム科 ２年 

      電気工事科 １年      

■応募資格 高卒者（卒業見込を 

含む）又はこれと同等以上の学力を

有する者 

■受付期間 随時受付（定員になり

次第締め切り） 

■選考日 毎週水曜日 

■合格発表日 毎週金曜日 
 

問 申 県筑西産業技術専門学院 

     24-1714 

＊わくわく美術展 開催＊ 
 

 ◆期日  

  平成20年 

    ３月１日（土）～10日（月）  
  

 ◆会場 県民文化センター  
  

 ◆主催 県、県社会福祉協議会  

嘱託職員・アルバイト職員募集／市教育委員会 

問 市教育委員会 学校教育課［千代川庁舎１階］ 内線2812～2814 

   ＊土・日を除く8時30分～午後5時15分 

募集職種 
幼稚園教諭 

（嘱託職員） 

給食調理員 

（嘱託職員） 

預かり保育 

（アルバイト職員） 

募集人員 3名 若干名 1名 

業務内容 幼稚園教諭業務 給食調理業務 延長保育園児の保育業務 

応募資格等 
幼稚園教諭資格を有する人 

普通運転免許を有する人 
普通運転免許を有する人 

健康で幼児の好きな方 

普通運転免許を有する人 

勤務地 
市内いずれかの幼稚園 

（場所は未定） 

市内いずれかの小中学校 

（場所は未定） 
高道祖幼稚園 

勤務時間 

1日8時間 

週40時間勤務 

午前8時30分 

～午後5時15分 

＊ただし、出勤時間等には

園の都合により若干の違い

があります 

1日6時間 

週30時間 

午前9時～午後4時 

＊学校により、若干の違い

があります。 

1日3時間 

午後3時～午後6時 

  

賃金等 

月額賃金制 

基本賃金 

142,800円～181,800円 

＊年齢により異なります 

賞与、通勤手当の制度有 

社会保険、雇用保険加入 

月額賃金制 

基本賃金 

100,400円～132,100円 

＊年齢により異なります 

賞与、通勤手当の制度有 

社会保険、雇用保険加入 

時給 

幼稚園教諭 

 有資格者 910円 

 無資格者 810円 

雇用期間 
平成20年4月1日～平成21年3月31日 

（ただし、期間更新する場合があります） 

試験内容 面接 面接日時：平成20年2月14日（木） 午後1時30分～ 

募集期間 平成20年1月4日（金）～1月31日（木）まで 

提出書類 
履歴書、幼稚園教諭資格を 

確認できる書類 
履歴書 

問 申  

市介護保険課 内線1538  

茨城わくわくセンター  

       029-243-8989 
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霞ヶ浦環境科学センター 冬の祭典 
 

霞ヶ浦環境科学センターでは、霞ヶ浦の水質浄化活動を通じて、

県民の皆さんに環境保全の大切さと本県の恵まれた環境を再認識 

してもらうことを目的に、冬の祭典を開催します。 
 

◆日時 １月26日（土）午前10時～午後3時 

◆会場 霞ヶ浦環境科学センター［土浦市沖宿町］ 

◆内容 ・環境関係団体出展（パネル展・クイズ・ゲーム など） 

    ・霞ヶ浦の記録映画上映会 

    ・凧あげ、もちつき 

    ・飲食コーナー（試食・販売） 

    ・研究室の一般公開 

    ・クイズラリー など 

◆同時開催 企画展『霞ヶ浦のゴミ』（1月12日～2月11日） 

◆入場料 無料 
 

問 県霞ヶ浦環境科学センター  029-828-0961 

    ホームページ www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/ 

キッズくらぶ 
 

 お友達と楽しく体を動かしませんか。 

 １月は親子リトミックを行います。 
 

●日時  

 １月16日（水） 

  午前10時30分～11時30分 

  （受付時間10時～10時30分） 

●対象 平成17年12月生まれ・平成

18年１月生まれのお子さんと家族の方 

●場所 市保健センター 

 

＊動きやすい服装でご参加ください。 

＊ 持 ち 物  汗 拭 き タ オ ル、マ マ と  

赤ちゃんの飲み物 

＊直接会場へお集まりください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

健 康 相 談 

はつらつエクササイズ教室／夜の部 
 

市では、はつらつエクササイズ教室（夜の部）を開催します。 

普段、働いていて運動をする機会の少ない方、手軽にできるスト

レッチ体操やエアロビクス運動、筋力トレーニングをして日ごろの

運動不足を解消しましょう。 
 

▼講座名 はつらつエクササイズ教室【夜の部】 

▼日程 １月24日、31日、２月７日、14日、21日（木曜日） 

▼会場 千代川公民館 

▼講師 木本 裕（パーソナルトレーナー） 

▼時間 午後７時～８時30分 

▼内容 ストレッチ体操、エアロビクス運動、筋力トレーニング 

    血圧測定等 

▼受講対象 市内在住・在勤の方 

▼募集人数 25名 

▼参加費 1人 500円（保険代） 

▼申込方法 電話でお申し込みください。 

      ＊定員になり次第締め切ります。 

▼持ち物 運動靴、タオル、ストレッチマット（お持ちの方） 

     飲み物 

▼申込期間 平成20年１月７日（月）～１月18日（金） 
 

問 申 市スポーツ振興課 内線2863  

      市保健センター 43-1990  

１月の予防接種 
 

ＢＣＧ接種   
●とき １月22日（火）午後２時～２時30分 

●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。 
 

ポリオ生ワクチン投与   
●とき １月29日（火）午後２時～２時30分 

●該当者 生後３か月から90か月（７歳６か月）未満で、２回の

投与が済んでいない子 

＊ポリオワクチンは免疫をつけるため、２回の投与が決められて 

います。 

＊ＢＣＧ接種を先に受けましょう。 
 

●ところ 市保健センター 

●持参する物 受診券、予診票（責任を持って記入してくだ   

さい）、母子健康手帳、体温計（体温は接種会場で測ってくだ   

さい）  

＊接種間隔に注意しましょう！ 

・ＢＣＧ、ポリオ、麻しん風しん混合を受けた場合、次の接種は

27日以上あける。 

・インフルエンザ、三種混合を受けた場合、次の接種は６日以上 

あける。 

・ポリオの１回目と２回目の間隔は６週間以上あける。 

＊おたふくかぜ・水ぼうそう・突発性発疹にかかった場合、治って

から４週間以上あけないと予防接種を受けることができません。 

＊「予防接種と子どもの健康」をよく読んでください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

チ ャ レ ン ジ 相 談 を        

実施しています 
 

 県女性プラザ男女共同参画支援室で

は、再就職や起業、キャリアアップ、

地域活動など様々なことにチャレンジ

し、新しい可能性を切り開いていこう

とする人を支援するため、チャレンジ

相談を行っています。 
 

●相談日時 

月曜日～金曜日 ９:00～17:00 

（祝祭日及び12月29日から翌年１月

３日までを除く） 

●相談方法 面接（要予約）、電話、

ＦＡＸ、Ｅメール 

＊相談申込等の詳細については、ホー

ムページをご覧になるか、直接お問い

合わせください。 

●相談会場（面接相談のみ）県女性 

プラザ男女共同参画支援室 

［水戸市三の丸1-7-41 いばらき就職

支援センター内］ 

＊お車で来場の際は、県三の丸庁舎 

駐車場をご利用ください。 
 

問 申 県女性青少年課女性プラザ

男女共同参画支援室 

 029-233-3982   

 FAX029-233-1330 

 ホームページ 

 www.challenge.pref.ibaraki.jp/ 

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、ひとり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 平成20年１月９日（水） 

    午後１時～３時 

＊毎月第２水曜日 

＊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 市役所本庁舎 小会議室 

●相談担当者 精神科医 

●申し込み方法  

 予約制（匿名でも結構です） 
 

問 申 市福祉事務所  内線1577 

 

 

催 し 図書館映画会／無料 
 

≪ライブラリーシアター≫ 

１月から月２回実施します 第３火曜日・第３土曜日 
 

●とき １月19日（土）・22日（火）午後２時～ 

＊第３火曜日の15日が休館日のため、次週の22日に開催します。 

●上映作品 『ブレイキング・ニュース』（2004年 香港 91分）

監督 ジョニー・トー 

出演 ケリー・チャン リッチー・レン 他 

●あらすじ 香港市街地で警察と銀行強盗団による銃撃戦が発生。

偶然現場に居合わせたＴＶカメラマンが、犯人に命乞いする警官の

姿をとらえてしまう。犯人を捕り逃がし失った信頼を取り戻す  

ため、警察は機動部隊にワイヤレスカメラを装備し犯人逮捕の瞬間

という“最高のショー”をテレビ中継するという試みに出る。全市

民が見守る“ブレイキング・ニュース（ニュース速報）”のてん末

とは…。2004年カンヌ国際映画祭特別招待作品ほか多数受賞。 
 

≪子ども映画会≫ 

●とき １月26日（土）午後２時～ 

●上映作品 『白鳥の湖／かぜをひいたうさぎ／ディックと猫／ 

クモになったアラクネ』（アニメ60分） 

＊世界の名作童話より４話を上映します。 
 

●ところ 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

公民館 おはなしの会／１月 
 

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。ぜひ親子でご参加ください。   
 

◆１月19日（土） 

     午後１時30分～ 

◆ところ 下妻公民館 児童図書室 
 

問 下妻公民館 43-7370 

図書館 おはなし会／１月 
 

図書館の１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、お気軽にお越し 

ください。 
 

●とき １月12日（土） 

     午前10時30分～11時30分  

     午後２時～３時 

●場所 市立図書館 児童室 

           （おはなしコーナー） 
 

問 市立図書館 43-8811 



民生委員・児童委員が改選になりました 
 

 ３年に１回の一斉改選（平成１９年１２月１日）により、次の方々が

民生委員・児童委員として厚生労働大臣より委嘱されました。 

（新任18名、再任63名） 

 生活のこと、お子さんのことなどでご心配なことがありましたら  

ご相談ください。 

 

 印が、新任の方です。 

番号 氏 名 住 所 電話番号 地区担当 

1 早乙女  保 下妻甲63-2 44-3946 陣屋・旭 

2 福田 久江 下妻乙269-13 44-4317 栗山 

3 大谷 英子 下妻乙122 44-3342 西町 

4 落合 繁治郎 下妻乙39 44-5339 坂本・相原山 

5 司代 重璋 本城町1-21-1 44-4788 本城町 

6 野手 久美子 下妻乙934-1 43-2600 上宿・本宿 

7 鹿村 俊夫 小野子町2-9 44-6612 小野子 

8 寺尾 みち子 下妻丙24 43-6535 大町 

9 矢島 千代子 下妻丙144 44-2398 大町 

10 山口 よし子 下妻乙440 44-5663 峰 

11 多田 時子 下妻丁179-3 44-4786 
新町・三道地 

砂沼新田 

12 沼尻 俊子 下妻丁240-1 44-3013 上町 

13 鯨井 登美子 下妻丁250-1 43-0457 
仲町・横町・下町･ 

浦町 

14 澤部 和夫 下妻戊169 44-0631 下子町・不動宿 

15 大木 百合子 下妻戊431 44-3362 田町・新屋敷 

16 岩上 照代 砂沼新田29 44-2254 
主任児童委員 

（下妻中学校区） 

17 上野 時子 長塚128-2 44-3590 長塚（東）  

18 杉山  勇 長塚183-2 44-4819 長塚（中）  

19 吉川 よう子 長塚408-1 44-5527 長塚（西）  

20 荒川 敬子 石の宮31-1 44-4088 石の宮 

21 近藤  隆 大宝705 43-5826 大宝 

22 相澤 喜久人 北大宝316-1 44-2056 北大宝 

23 松本 みえ子 坂井146 43-0143 坂井・比毛・堀篭 

30 赤荻 三郎 若柳乙299-2 44-1027 
東宿・下宿・久目 

下宮 

31 相澤  清 若柳丙322-5 43-6241 福代地・西宿・上宿 

32 若本 興弥 神明124 43-0420 神明・牧本・本田 

33 平石 律子 下田357 44-1558 貝越・下田・筑波島 

34 中山 良一 数須161 44-1462 数須・中郷・宇坪谷 

35 中島  曻 柴171-2 43-1423 黒駒・黒駒川岸 

36 鳩貝  正 半谷425-5 44-4839 
黒駒・雇用促進住宅 

柴・半谷 

37 保科 敬子 江1582-3 43-2830 江 

38 山中 勝江 江1559 43-0764 江 

39 中村 まさ子 平方195-1 44-4756 平方 

40 門井  正 渋井228 43-0591 尻手・渋井 

41 本橋 くに 桐ケ瀬33 44-1892 桐ヶ瀬 

42 谷田部 利夫 赤須485-1 44-1218 
赤須・前河原（グ

リーンタウン） 

43 大島 ヒロ子 前河原910-2 44-5262 
前河原元組合・前河

原（パークタウン） 

44 須藤 美津子 半谷492-8 44-2835 半谷 

45 高橋 ふみい 南原109-7 44-1212 半谷・南原 

46 栗島 みち 大木743 43-0945 大木 

47 塚田  登 大木413-2 43-0631 大木 

48 斉藤 六一 小島37-1 44-5750 小島・小島香取 

49 稲川 尚武 小島1051-2 44-5829 石堂 

50 稲川 京子 小島1020-2 44-3863 石堂・新堀 

51 寺田 良雄 二本紀612-1 43-2455 二本紀 

52 坂野  徹 中居指225 44-1170 今泉・中居指 

59 根本 淑子 高道祖4517 43-1934 本田 

60 嶋田 三郎 高道祖4597 43-7048 原・雇用促進住宅 

61 石浜 貞夫 高道祖4630 43-6955 新町・柏山 

62 平石 豊一 高道祖4348 43-7507 中台 

63 神郡  節 高道祖3863 43-7066 小渡・桜塚・東原 

64 砂古  武 宗道19 44-3922 宗道西・東1 

65 大山 正文 原536-2 44-4812 宗道東2・3 

66 田中 茂生 皆葉1678-１  43-4661 皆葉西 

67 稲葉 興児 本宗道175-1 43-3375 本宗道 

68 小竹 八重子 五箇159 43-4607 五箇 

69 内田 貞夫 田下13-2 44-3823 田下・下栗 

70 石野 正樹 原910 43-5240 原 

71 湯本 貞夫 別府16-8 44-3685 別府 

72 飯岡 フサエ 大園木3 43-4300 砂子 

73 鈴木  徹 大園木189-3 43-3295 亀崎・大園木 

74 関  幸一 皆葉530 43-4801 皆葉東 

75 中島 うめ子 鎌庭58 43-5032 鎌庭西・東 

76 杉田 芳江 長萱807 43-4357 
見田・唐崎・長萱  

伊古立 

77 安田  勝 鯨930 43-4318 鯨 

78 島貫 朋子 鎌庭2818 43-4524 鎌庭新宿 

79 鈴木 清一 村岡1012 43-4924 村岡 

80 海老原 鈴子 原1699-1 43-5316 羽子 

81 渡辺 和江 下栗677-2 43-5420 
主任児童委員 

（千代川中学校区） 

 

番号 氏 名 住 所 電話番号 地区担当 

24 幸田  茂 大串613-2 44-3980 大串・平沼 

25 柴  和也 横根228 44-1346 横根・平川戸 

26 鈴木 要司 福田212 44-1418 福田 

27 平井 美枝子 下木戸438-1 44-4747 下木戸 

28 栗原 友子 下木戸443-3 44-5776 下木戸 

29 野尻 裕子 北大宝1098 44-2737 
主任児童委員 

（東部中学校区） 

番号 氏 名 住 所 電話番号 地区担当 

53 吉田 豊子 古沢140-16 44-2890 古沢・袋畑 

54 黒川  玲 今泉68-6 44-3058 
主任児童委員 

（下妻中学校区） 

55 山中 宗治 加養3354 44-1090 加養・新堀 

56 枝  義一 樋橋1102-1 43-3255 樋橋・亀崎 

57 河田 元之 加養3438 44-1759 
肘谷 

加養（第1・2） 

58 中久喜 幸夫 山尻400-2 44-4383 
山尻・谷田部   

柳原 


