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しもつま 広
報 

平成２２年度 固定資産税について 
 
【納期】 

 平成22年度固定資産税｢第１期｣または｢全納｣ 

 の納期は、４月17日から30日までとなり、 

 納税通知書・課税明細書および納付書は４月 

 10日頃に発送予定です。 
 

《平成22年度 固定資産税の納期》 

   第１期 ４月17日～30日 

   第２期 ７月20日～８月２日 

   第３期 11月20日～30日 

   第４期 12月15日～27日 
 
  ※納税通知書・課税明細書は再交付できません。 

   大切に保管してください。 
 

問 固定資産税に関すること 市税務課 固定資産税係 内線1353～1357 

   納税に関すること 市収納課 内線1362・1363 

休日在宅当番医の日程変更 
     

各家庭に配布した｢救急医療体制一

覧(平成22年４月～９月)｣および市報

(３月号)に掲載の休日在宅当番医の日

程が変更になります。 
   
【変更前】４月11日(日)中山医院 

       18日(日)中嶋医院 

 

【変更後】４月11日(日)中嶋医院 

       18日(日)中山医院 

セット健診を実施します 
   
 市保健センターでは、新たに｢特定健康診査｣と｢胃がん、大腸 

がん検診等｣を同時に実施する｢セット健診｣を実施します。 
 
◆対象者 

平成23年3月31日現在で、40歳から74歳(昭和11年4月1日 

～46年3月31日生)の方 

※特定健康診査と胃がん検診の両方を希望する方に限る。 

 (どちらか一方およびその他検診の単独受診はできません) 
    
◆健診日・会場 

 12月6日(月)・9日(木) 下妻市保健センター 
 
◆時間・定員 

①7:00～7:15 ②8:00～8:15 

③9:00～9:15 ④10:00～10:15 

各時間帯 45名 
 
◆実施項目・自己負担額 

 《セット健診》 

  特定健康診査・・・1,000円(健康保険により変わります) 

  胃がん検診・・・・500円 
   
  ◎セット健診とあわせて受診できます 

   大腸がん検診・・・・・・・・・・・・・・・300円 

   肺がん・結核検診(胸部レントゲン) ・・・・・300円   

   肺がん喀たん検査(胸部レントゲンを受ける方に限る) 

                  ・・・・・・容器300円 

                        検査500円 

  肝炎ウイルス検査(今までに検査をしたことのない方) 

                   ・・・・・・500円 

   前立腺がん検査(50歳以上の男性)・・・・・・500円 
 
◆申込期間 

 ４月15日(木)～5月10日(月) 

 ※先着順。定員になり次第締め切ります。 
 
◆申込方法  

電話または下妻市保健センターに来所にてお申し込みください。 

※受診希望日時を確認します。 
 
《ご注意》 

 ・申し込みは、本人または同居の家族に限ります。 

 ・特定健康診査の受診券は、医療保険者(健康保険証の発行元) 

  より発行されます。 

※下妻市国民健康保険の方は、市より送付します。 

 国民健康保険以外の方は、医療保険者に市町村での受診が 

 可能かご確認のうえ、検診日までに受診券の用意をお願い 

 します。  

 ・胃がん検診は、バリウムを飲んでのＸ線検査です。 

 ・大腸がん検診は、2日分の便を専用の容器で採取する便潜血 

  検査です。 

 ・肝炎ウイルス検査は、健診で採取した血液で検査します。 

 ・後日、予約確認票を送付します。 

  

問 申 市保健センター 43-1990 

倒産・解雇などによる離職で国民健康保険に加入する方へ 
～平成２２年度から国民健康保険税が軽減されます～ 

 

◆対象者 

 離職の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職) 

 または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方 

◆軽減額 

 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定するため、 

 前年の給与所得を 30/100 とみなして算定します。 

◆軽減期間 

 離職の翌日から翌年度末までの期間 

 ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。 

 ※国民健康保険に加入中の場合は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、 

  国民健康保険を脱退(会社の健康保険加入等)すると終了します。 

◆制度が始まる前の失業について 

制度が始まる前１年以内(平成21年３月31日以降)に離職した方は、平成22年度に限り国民健康保険税が 

軽減されます。 

※ただし、平成21年度の保険税は対象となりません。 
 
《軽減を受けるには申請が必要です！》 

 ◆申請方法 ハローワークの雇用保険受給資格者証および印鑑を持参のうえ、申請してください。 
 

問 申 市保険年金課 内線1519 

《固定資産税の減免について》 
 

次のような場合、固定資産税を減免する制度が

あります。減免を受ける場合には、4月23日(金)

までに市税務課へ申請書を提出してください。 
 

◆貧困により生活のため公私の扶助を受け 

 る者の所有する固定資産 

◆公益のために直接専用する固定資産 

 (有料で使用するものを除く) 

◆市の全部または一部にわたる災害または 

 天候の不順により、著しく価格を減じた 

 固定資産 

◆その他、特別の事由があるもの 

脳検診の補助 
 
 脳疾患の早期発見と脳疾患予防を目的と

し て、脳 検 診 料 の ２ 分 の １ ( 限 度 額

20,000円)を補助します。 
 
◆対象者 

 市内在住の40歳以上の方で、次に該当 

 する方 

  (１)医療機関で脳検診を受診し、受診 

     料が健康保険対象外の方 

  (２)市税等を滞納していない方 

◆受付期間 

 ５月６日(木)８時30分～10月29日(金) 

 ※土・日曜日、祝日を除く。 

◆手続き方法 

 ①印鑑・保険証を持参のうえ、下妻市保 

  健センターに来所にてお申し込みくだ 

  さい。 

②病院、医院等で検診を受ける。 

③受診後、20日以内に病院・医院等が 

 発行した領収書原本・印鑑・口座番号 

 のわかるものを持参し補助金の申請を 

 してください。 

◆その他 

・脳検診とその他の検査を合算した領収 

 書の場合、脳関連検査(MRI脳実質撮 

 影・MRA脳血管撮影・頚椎Ｘ線撮影) 

 のみが対象になりますので、内訳がわ 

 かる領収書をご持参ください。 

・受付人数は予算の範囲内です。  

・加入している健康保険の種類にかかわ 

 らず受診できます。 
 

問 申 市保健センター 

      43-1990 

案 内 



相 談 

市内の催し 

「春のアクアイベント」開催 
 
◆日時 ４月25日(日)午後２時～４時 

◆場所 ほっとランド・きぬ 室内プール 

◆対象 子どもから大人まで、どなたでも参加 

    できます。 

     ※小学校３年生以下は保護者同伴と 

      なります。 

◆参加費 無料(入館料のみ) 

◆内容 

 ①わくわく 的あてゲーム～水鉄砲名人集まれ～ 

 ②浮き島をわたろう 

  ～ドキドキふわふわ橋わたり～ 

 ③滑り台をすべろう 

  ～すべって・すべって・プールへドボーン～ 

 ④水上綱引き～引いて・引いて・力くらべ～ 

 ⑤ボール運び競走～急げ・急げ・配達人～ 

⑥キッズアクアビクス～レッツ! ダンスィング～ 

 ※大人も大歓迎です！ 
 
★内容盛りだくさん＆参加賞を用意してお待ち 

 しています。 

 お友達やご家族みんなで遊びに来てください。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

春季都市緑化祭を開催します 
 

県では、緑化推進活動の一環として都市緑化祭 

を開催します。 

 花や樹木などの緑は、暮らしのオアシスです。

身近なところに花を置いたり木を植えたり緑に対

する意識を高め、緑の輪を広げてみませんか。 

 ご家族みなさんでご来場ください。 
 
◆日時 4月25日(日)午前10時～午後3時 

◆場所 砂沼サンビーチ駐車場 

◆内容 鉢花等の無料配布(数量限定) 

    ガーデニング教室、緑化相談 

    自然木による鉛筆作り等 
 

問 県常総工事事務所 道路整備課 

   0297-42-2623 

「茨城県青少年のための環境整備条例」が全面改正され 

「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」になりました 
  

条例の全面改正により、新たに青少年の非行を助長する行為が禁止

されました。 
 

 ◆非行助長行為の禁止(第38条新設) 

  誰でも、青少年に対し、次の行為をおこなうよう勧誘したり、 

  強要したりして、青少年の非行や不良行為を助長してはいけ 

  ません。 

   わいせつな行為、飲酒・喫煙、家出、 

   暴行・窃盗・器物損壊、薬物の使用 など 

  《罰則》違反した場合 

       １年以下の懲役または50万円以下の罰金 
 

問 県女性青少年課 029-301-2183 

水質検査の 

資材配布・受付場所が 

変更になりました 
 

県薬剤師会がおこなっている水質

検査は、これまで市内栗山の県霞ヶ

浦用水事業推進事務所(旧保健所)に

おいて実施していましたが、同事務

所の移転による閉鎖のため、平成22

年4月より水質検査資材の配布およ

び受付場所が変更になりました。 
 
◆日時 

 ・検査資材配布 

   随時配布しています 

 ・検査受付 

   毎月第3月曜日 

   午前９時～11時30分 

◆場所 

 下妻市役所本庁舎 １階 

 市民ホール内 
 

問 (財)県薬剤師会 

   公衆衛生検査センター 

   029-225-9300 

小貝川ふれあい公園 

「春の山野草展」～一足早い春を感じて見ませんか～ 
 

下妻市自然愛護協会の方が、丹精こめて育てた身近

な山野草を約300点展示します。 

 春のふれあい公園の散策を兼ねて、ぜひご来館くだ

さい。 
 
◆とき ４月23日(金)～25日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※25日(日)は午後３時まで 

◆ところ ネイチャーセンター ギャラリーⅠ 

◆共催 下妻市自然愛護協会 

    小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
 

問 ネイチャーセンター 45-0200 

「文学講演会」を開催します 
 

横瀬夜雨記念会では、文学講演会を開催します。 

 どなたでも参加できますので、ぜひご来場ください。 
 
◆日時 ５月９日(日) 午後１時40分 

     ※記念会総会終了後 

◆場所 下妻公民館・大会議室 

◆内容 演題 ｢作品鑑賞『富士を仰ぎて』｣ 

講師 茨城高専名誉教授 横瀬 隆雄 氏 

◆参加費 無料 
 

問 横瀬夜雨記念会(横瀬) 44-1325 

案 内 

４月から「性感染症・肝炎ウイルス検査」の日程が 

変更になります 
 
◆検査日 毎週火曜日(祝日を除く) 受付 午後１時30分～３時 

     ※予約制(検査日の１か月前から電話で受け付けします) 

◆場所 常総保健所[常総市水海道森下町4474] 

◆検査内容 性感染症 HIV(エイズ)・クラミジア・梅毒 

      B型肝炎・C型肝炎ウイルス検査 
 
 ※無料・匿名で検査相談をおこないます。 

 ※感染機会のあった日からHIV・梅毒・B型肝炎ウイルス・C型 

  肝炎ウイルス検査は３か月以降、クラミジア検査は１か月以降 

  に受けてください。 

 ※HIV・クラミジア・梅毒検査を基本としますが、HIV検査のみ 

  を受けることもできます。 

 ※B型肝炎・C型肝炎の検査は単独でも受けられます。                   
 

問 常総保健所 0297-22-1351  

４月から「ひきこもり専門相談」の日程が 

変更になります 
 
◆ひきこもり専門相談  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎常総保健所の相談がなくなります。 
 

問 常総保健所 0297-22-1351 

～保守点検業者 

      清掃業者等の皆さんへ～ 

浄化槽一括契約システムを 

ご利用ください 
 
 浄化槽一括契約システムは，管理 

者の義務である保守点検，清掃，法 

定検査が，県で定めた標準契約書に 

より一括して契約でき，安心して浄 

化槽を使用することができる大変便 

利なシステムです。 

 ぜひご利用ください。 
 
※浄化槽管理者(設置者)には，定期 

 的な保守点検，清掃および年１回 

 の法定検査が義務付けられてい 

 ます。 

※新たに浄化槽を設置する方は，浄 

 化槽設置届出の際にこの契約書の 

 写しを添付する必要があります。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。  
 

問 県環境対策課 

   029-301-2966 

  改正後 改正前 

相談日 
毎月第４木曜日 
 ※祝日の場合は第４金曜日 

毎月第３水曜日 

相談時間 午後２時～３時30分(完全予約制)   

相談場所 
筑西保健所[筑西市甲114] 

24-3911 常総保健所 

その他 

家庭教室同日開催 午後１時～２時 
 ※家族教室に参加希望の方は、個別相談 

  をおこなってからになりますので、事 

  前に連絡してください。 

  

自動車税の納税証明書は 

車検のときまで大切に保管を 
 

５月に発送予定の納税通知書で自動車税を納めると、

領収証書に納税証明書(継続検査用)が付いてきます。 

この納税証明書は車検のときに必要になりますので、

大切に保管してください。 

 また、自動車を譲渡する場合は、納税証明書も必ず 

一緒に渡してください。 

なお、納税証明書に自動車のナンバー等が印刷され 

ていないものは使用できませんのでご注意ください。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 筑西県税事務所 

   24-9184 

案 内 
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５月１日から７日は憲法週間です 
 

５月３日の憲法記念日を中心に５月１日から７日ま

での１週間を憲法週間としています。 

基本的人権の尊重は日本国憲法の重要な柱の一つで

あり、すべての人の人権が尊重される社会が実現され

なければなりません。身近で起こる差別や偏見につい

て一人一人が考え、人権尊重の意識を高め、豊かな人

間関係をつくりましょう。 

人権問題でお困りのときは、ご相談ください。 
 
 みんなで築こう 人権の世紀 

  ～考えよう 相手の気持ち 

         育てよう 思いやりの心 ～     
 

問 水戸地方法務局 下妻支局 43-3935 

 市福祉事務所 人権推進室 内線1583・1584 

『講座』受講生募集 
 
●講座名 

 アーク溶接特別教育-1 

 労働安全衛生法に基づく講習 

●実施日 

 ６月５日(土)・12日(土)・19日(土) 

 午前９時～午後５時 

●定員 

 20人 ※定員を超えた場合は抽選。 

●受講料 2,900円(教材費含む) 

●申込方法 

 往復ハガキに｢①講座名②氏名③住所④電話 

 番号(日中連絡の取れる番号)⑤年齢⑥職業 

 (会社名)⑦企業申し込みの場合は担当者名・ 

 連絡先｣を記入のうえ、郵送にてお申し込み 

 ください。 

 ※電話等による申し込みはできません。 

●申込期限 

 ５月10日(月)必着 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 

     24-1714 

 〒308-0847 

 [筑西市玉戸1336-54] 

常総・下妻学校給食センター 

『パートタイマー』募集 
 
●募集人員 １名 

●業務内容 調理業務 

●応募資格 市内在住の方 

●雇用日 ６月１日(火) 

●勤務地 常総・下妻学校給食センター 

     [常総市若宮戸1088-1] 

●勤務時間 午前８時～12時 

●手当等 時給800円  

※交通費および制服(白衣・帽子等)の 

 支給あり 

●提出書類 履歴書(市販のもの) １通 

●申込期限 ４月20日(火) 
 

問 申 常総・下妻学校給食組合 

      0297-42-2369 

『第８回連盟杯ソフトテニス大会』 

参加者募集 
 
●日時 ５月23日(日)午前8時30分集合 

    ※雨天の場合、30日(日)に延期 

●場所 市営柳原球場テニスコート 

●試合種目 

 一般男子の部、シニア男子の部 

 一般女子の部、ママさんの部 

 ジュニア(小学生)の部 

●参加資格 

 市内在住・在勤・在学の方 

 および市ソフトテニス連盟に 

 加入している方 

●試合方法 ダブルスによるリーグ戦 

      およびトーナメント戦 

●参加費 １チーム 2,000円(小学生は1,000円) 

●申込期限 ５月２日(日) 
 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟 

     (宮本) 44-2805 

     (市川) 090-4835-5226  

平成２２年度 

『手話講座入門編』 

受講者募集 
 

聴覚障害者にとってのコミュニケーション 

の方法として｢手話｣があります。手話講座 

(入門編)を開催することで、手話に対する関 

心を高め、初歩的な技術を修得し、後には手 

話通訳者の養成に繋がることを目的としてい 

ます。 

手話に少しでも関心のある方、ぜひご参加 

ください。  
 
●日時 

 ５月14日～10月１日の毎週金曜日 

 午前10時～12時(全20回) 

●場所 

 下妻公民館 学習室(または小会議室) 

●定員 20名 

●受講料 

 無料(テキスト代1,200円は自己負担) 

●申込期限 

 ５月７日(金) ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会  

     44-0142 

平成22年度 『下妻母親クラブ』会員募集 
～子育てママ、一緒におしゃべりしませんか～ 

 
下妻母親クラブは地域の子どもたちの健全育成を目的として、 

母親たちが企画・運営するクラブです。活動日には会員が協力 

し合い、自主的に楽しく活動しています。育児に役立つ研修・ 

趣味の講座などを楽しみながら学び、子育てのネットワークを 

広げてみませんか。 
 
●全体説明会 

 ４月23日(金)10:30～(受付 10:00～) 

 下妻公民館 学習室 

●全体総会・入会手続き 

 ４月30日(金)10:30～(受付 10:00～) 

 下妻公民館 学習室 
 
 ＜ゆりかごクラブ＞ 

 ◇日時 毎週火曜日10:30～11:30 

      ※夏休み等活動休止期間あり 

 ◇場所 下妻公民館 １階和室等 

 ◇対象 ０か月～１歳のお誕生月の乳幼児と母親・子育て 

     支援に興味のある方 

 ◇内容 赤ちゃんとの室内遊び・講座等 

 ◇会費 親子１組 年会費1,000円 

          (子供2人の場合は1,500円) 

 ◇保険 年間 大人190円 子供180円 
 
 ＜ちょうちょうクラブ＞ 

 ◇日時 毎週火曜日10:30～11:30 

      ※夏休み等活動休止期間あり 

 ◇場所 リフレこかい・下妻公民館 学習室等 

 ◇対象 就園前の幼児と母親・子育て支援に興味のある方 

 ◇内容 季節の行事や体操・工作・趣味の講座等 

 ◇会費 親子１組 年会費1,000円 

          (子供2人の場合は1,500円) 

 ◇保険 年間 大人190円 子供180円 
  
 ＜あおむしクラブ＞ 

 ◇日時 不定期 火曜日13:00～15:00 

      ※夏休み等活動休止期間あり 

 ◇場所 大宝公民館 大会議室 

 ◇対象 パネルシアターのボランティアに興味のある方 

 ◇内容 パネルシアターの製作・上演等 

 ◇会費 500円(あおむしクラブのみの入会の場合) 

 ◇保険 年間 大人190円 
 
 ※活動日時・場所等については、変更になる場合があります。 
 
●各クラブへの申込方法 

 説明会または福祉事務所・下妻公民館に置いてある申込書に 

 必要事項を記入のうえ、4月30日(金)の全体総会・入会手続 

 きまでに提出してください。 

なお、会員は随時募集します。 
 

問 市福祉事務所 内線1576 

教育アンケート調査にご協力を！ 
 
 市立幼稚園および小中学校適正規模適正配置検討委

員会では、下妻市にふさわしい教育環境づくりのため

の調査研究をおこなっています。 

 この度、保護者や地域の方々のご意見やお考えをお

聞きするため、｢学校統廃合を検討するためのアンケー

ト｣という題名で教育アンケート調査を実施しますの

で、調査票が届きましたらご協力をお願いします。 
 
◆調査対象 

 ・幼稚園・小学校・中学校のお子さんがいる保護 

  者の方(抽出600名程度) 

 ・市民向け 

   (自治区長および地域教育推進委員約500名) 

 ・小学校・中学校の児童生徒(抽出400名程度) 

 ・小学校教員(10校抽出100名) 

◆調査内容 教育環境の現状や統廃合を検討する 

      ためのご意見をお聞きします。 

◆実施時期 4月下旬 
 

問 下妻市立幼稚園および小中学校適正規模適正配置 

   検討委員会事務局(市学校教育課内) 

 内線2812 

案 内 募 集 


