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しもつま 広
報 

県税事務所での納税証明書発行について 
  
 県税事務所では、車検用納税証明書の他に、 

次の２種類の証明書が発行できます。 
  
◆証明書 

 ・税目別、年度ごとの納税状況の証明書 

  《様式第40号の４・ア》 

 ・すべての県税について未納のないことの 

  証明書 

  《様式第40号の４・イ》 
    
 ※申請前に、どちらが必要かご確認ください。 
 
◆申請に必要なもの 

 ・納税義務者の印鑑(法人は代表者の登録印) 

 ・証明手数料 1件につき400円 

 ※代理人申請の場合は、委任状 

 ※直近(約2週間程度)に県税を納めた場合は、 

  その領収書 
 

問 筑西県税事務所 24-9184 

フィットネスパーク・きぬ 

(ほっとランド・きぬ)をご利用の皆さまへ 
  
≪年末年始の休館≫ 

 休館日 12月29日(水)～平成23年1月３日(月) 

     ※公園全体も休園となります。 

通常営業 平成23年１月４日(火)から 
 
≪2011｢ほっとランド・きぬ｣新春イベント≫  

◆日時 平成23年１月10日(月) 

    午前10時～午後４時 

 ◆内容 ｢和～なごみ～昔の遊びを体験しよう！｣ 

   昔の遊びコーナー(割りばし鉄砲・ 

   お手玉・だるま落としなど) 

   各種イベントあり。 

 ◆参加費 無料(入館料のみ) 
 
 ※昔の遊びを体験してシールを沢山集めると、 

  お年玉(?)がもらえるよ！ 

  一緒に遊んでくれるボランティアさんも募集 

  しています。 
 
◎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 

確定申告等に必要な｢障害者控除対象者認定書｣を交付します 
 

年齢65歳以上の高齢者で、精神または身体に障害のある方については、障害者手帳等の交付を受けていなく 

ても、障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受ければ、確定申告および住民税申告の際の障害者控除の 

対象となります。 

そのため、介護保険の要介護等の認定を受けている方については、調査記録等をもとに審査・判定をおこない、

該当する場合には｢障害者控除対象者認定書｣を交付しますので、必要な方は申請してください。 

なお、障害者手帳の交付を受けている方は、手帳により障害者控除の対象となりますので、申請の必要はあり 

ません。 
 

◆認定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆障害者控除額 障害者   所得税27万円 住民税26万円 

        特別障害者 所得税40万円 住民税30万円 
 
◆申請方法 申請者の印鑑を持参のうえ、介護保険課まで申請してください。 
 

問 市介護保険課(認定書関係) 内線1532  市税務課(税控除関係) 内線1342～1346 

認定区分 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) 認知症高齢者の日常生活自立度 

特別障害者

に準ずる 

１日中ベッド上で過ごし、排泄・食事・着

替えにおいて介助を要する。 
 
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中

もベッド上での生活が主体であるが、座位

を保つ。 

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が

見られ、専門医療を必要とする。 
 
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通

の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 
 
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通

の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 

障 害 者 に

準ずる 

屋内での生活はおおむね自立しているが、

介助なしには外出できない。 

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通

の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自

立できる。 

非該当 
何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ

自立しており、独力で外出できる。 

何らかの症状を有するが、日常生活は家庭内および社

会的にほぼ自立している。 

確定申告等に必要な 

｢おむつ代の医療費控除用書類｣を発行します 
 
 確定申告や住民税申告の際に、おむつ(紙おむつなど)代を

医療費控除の対象とする場合は、おむつ代の領収書といっ

しょに、医師が発行する｢おむつ使用証明書｣が必要となり

ますが、介護保険の要介護等の認定を受けている方は、｢お

むつ使用証明書｣の代わりに｢市が主治医意見書の内容(寝た

きり度、尿失禁の有無等)を確認した書類｣でも認められて

ますので、必要な方は申請してください。 
  
 ※｢市が主治医意見書の内容を確認した書類｣の発行は、 

  おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降の方に 

  限りますので、初めておむつ代の医療費控除を受ける 

  方は、医師の｢おむつ使用証明書｣が必要となります。 

  なお、主治医意見書の内容によっては、確認書の発行 

  が出来ない場合があります。 
 
◆申請方法 申請者の印鑑を持参のうえ、介護保険課 

      まで申請してください。 
 

問 市介護保険課(確認書関係) 内線1532 

   市税務課(税控除関係) 内線1342～1346 

「成人のつどい」を開催します 
  
 市では、成人式の名称を｢成人のつどい｣として

新成人を祝う式典を開催しています。 

 会場には、成人を迎える方以外に市民の方も入

場できますので、ぜひご来場ください。 
 
◆日時 平成23年１月９日(日) 

     受付 午後２時～ 

     式典 午後２時30分～ 

◆会場 下妻市民文化会館 

◆主催 市・市教育委員会 
 

問 市生涯学習課 内線2834 

「新春歩け歩け大会」を開催します 
 
 新春の朝、新鮮な空気の中を 

みんなで歩いてみませんか。 

 ご家族やグループでの参加を 

お待ちしています。 
 
◆日時 平成23年１月３日(月) 

     受付 午前７時20分 

        (事前申し込み不要) 

     開会式 午前７時50分 

     出発 午前８時 

   ※午前７時に花火の合図あり。 

   ※雨天の場合、１月８日(土)に延期。 

◆場所 下妻市民文化会館前 

◆コース 市民文化会館→福田→大宝八幡宮→ 

     坂井→堀篭→市民文化会館(約8.4km) 

◆参加条件 ・健康な方(全コースを完歩できる方) 

      ・小学生以下は保護者または団体の 

       指導者が同伴してください。 
  
《注意事項》 

 歩け歩け大会のため、走ることはご遠慮くだ 

 さい。その他については、係員の指示に従って 

 ください。 
 

問 市スポーツ振興課 内線2862 

参加者には 

完歩賞と福袋

(抽選)を配布 

します！ 

市立図書館 年末年始休館日 
 
 ◆休館期間 

  12月27日(月)～平成23年1月4日(火) 
 
    12月27日(月) 休館日 

    12月28日(火) 

     ～平成23年1月4日(火) 年末年始 
 
 ※休館中の本の返却は、入り口南(児童室前)のブッ 

  クポストに入れて返却ができます。 

  視聴覚資料(ビデオ・CD・DVD等)は、破損の 

  恐れがありますのでブックポストに入れずに、 

  1月5日以降に直接カウンターへご返却ください。 

 詳しくは、貸出時にお渡しするレシートをご覧 

 ください。 
 

問 市立図書館 43-8811 

 

案 内 

案 内 



健 康 

『ホームページ作成技術講座』受講生募集 
 
●日時 平成23年２月15日(火)～17日(木)午前９時～午後５時 

●内容 ホームページビルダーを利用して、ホームページ作成の技術習得 

●受講料 2,900円(教材費含む) 

●定員 10人 ※定員を超えた場合は抽選。 

●申込期限 平成23年１月17日(月)必着 
 
◎申込方法等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 24-1714 

健口（けんこう）教室を開催します ～歯科衛生士による口の中をきれいに保つための教室～ 
 
◆日程  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

問 申 市介護保険課 内線1544 

月 日 曜日・時間 講話・検査 内容 

平成23年 

 １月 
11日 

火曜日 
午前９時30分 

～11時 

口機能検査 
口の機能を知る 

唾液量・噛む力・飲む力測定 

25日 舌の役割を知る 舌の体操・歯の手入れ方法 

 ２月 
８日 口の乾燥を予防する 唾液腺マッサージ・口の体操 

15日 食事の姿勢 
座位でからだ体操 

ゴックン体操 

 ３月 
８日 

口機能検査 
歯とからだの関係 

唾液量・噛む力・飲む力測定 

22日 おたのしみ会 

特定健康診査・基本健康診査の未受診者健診を実施します 
 

 
【日程】平成23年１月13日(木)・14日(金)・1５日(土) ※土曜日の健診は混雑が予想されます。 
 
【受付時間】午前9時30分～11時30分、午後1時30分～3時 
 
【会場】下妻保健センター 
 
【対象者・検査項目・自己負担額】 

 ４月～９月の健診を受診できなかった方を対象とします。 

  ◆40歳～75歳未満(特定健康診査※１) 

    身体測定、血圧測定、腹囲測定、尿検査、眼底検査、心電図検査 

    血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・貧血・尿酸・クレアチニン)・・・・・・・・・・・・・1,000円 
   
  ◆39歳以下(基本健康診査※２) 

    身体測定、血圧測定、腹囲測定、尿検査、眼底検査、心電図検査 

    血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・貧血・尿酸・クレアチニン)・・・・・・・・・・・・・1,000円 
 
  ◆75歳以上(基本健康診査※２) 

    身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査(血中コレステロール・肝機能・血糖・クレアチニン)・・・・・・・無料 
 
  ※１ 特定健康診査は、下妻市国民健康保険に加入中の方が対象です。 

     なお、下妻市国民健康保険以外の方で、医療保険者(健康保険証の発行元)より市で受診できる受診券が送付されている方も受診 

     できますが、検査項目および自己負担額は異なります。詳しくは、医療保険者にご確認ください。 

  ※２ 基本健康診査に該当する、39歳以下の方と75歳以上の方は、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。 

      ・75歳になる方(昭和10年4月1日～昭和11年３月31日生)は、受診日の年齢により健診内容等が変わります。   
   
   ◇対象者年齢は、平成23年３月31日における年齢です。(ただし、75歳になる方を除く) 
 
 《次の検診は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》 

  ◇胸部レントゲン   結核・肺がん検診(40歳以上) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・自己負担額300円 

             結核検診(39歳以下) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自己負担額700円 

  ◇前立腺がん検診(50歳以上の男性) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・自己負担額500円 

  ◇肝炎ウイルス検査(40歳以上で今までに検査をしたことがない方) ・・・・・・・・・・・・自己負担額500円 

  ◇肺がん喀たん検査(40歳以上の胸部レントゲン検査を受診した方で希望する方)・・・・・・・容器代300円 自己負担額500円 
 
◎後日、健診結果により、説明会・保健指導をおこないます。 
 
【持参するもの】保険証、受診券、自己負担金 
   

問 市保険年金課 内線1516 市保健センター 43-1990 

『はつらつ美術展』作品募集 
 
●開催期間 平成23年1月22日(土)～30日(日) 

●開催場所 ふれあいの里 ギャラリー夢[境町栗山815] 

●出品資格 60歳以上の方 

●申込方法 出展申込書に記入のうえ、介護保険課にお申し込みください。 

      ※申し込みは１人１点です。なお、出展数には限りがあります。 

●申込期限 12月20日(月) 
 

問 はつらつ百人委員会 (大久保)  44-0218 

『平成23年度学院生』追加募集 
 
●訓練科名・定員 機械技術科 8名  自動車整備科 2名 

         コンピュータ制御科 6名 

●訓練期間 各科2年 

●応募資格 高等学校または中等教育学校を卒業した者(卒業見込みを含む) 

      もしくはこれと同等以上の学力を有すると認められる方 

●試験日 平成23年1月28日(金) 

●受付期間 12月6日(月)～平成23年1月21日(金) 
 

問 申 県立土浦産業技術専門学院 029-841-3551 

◆場所 下妻市役所第二庁舎３階 中会議室 

     ※１階にエレベーターあり。 

◆対象者 65歳以上の方で、｢半年前に比べ 

     て固いものが食べにくい｣｢お茶や 

     汁物を飲むとむせる｣｢口の渇きが 

     ある｣など２つ以上、気になる症状 

     がある方 

◆参加費 無料 

◆定員 10名 

◆申込期限 12月24日(水) 

『４月入学生』募集 
 

放送大学は、テレビやラジオの放送を通して学ぶ遠隔教育の大学です。 

働きながら大学を卒業したいなど、さまざまな目的で、幅広い世代の方が

学んでいます。 

詳しい資料を無料で送付しますので、お気軽にお問い合わせください。 
 
◆募集学生の種類 

【教養学部】・科目履修生(６か月在学し、希望科目を履修) 

     ・選科履修生(１年間在学し、希望科目を履修) 

     ・全科履修生(４年以上在学し、卒業を目指す。 

             または１年以上在学し、好きな科目を履修) 

【大学院】 ・修士科目生(６か月在学し、希望科目を履修) 

     ・修士選科生(１年間在学し、希望科目を履修) 

◆出願期限 平成23年2月28日(月)必着  
 

問 (資料請求) 放送大学茨城学習センター 029-228-0683 

        ホームページ http://www.ouj.ac.jp 

募 集 
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案 内 最適なライフステージで 

快適な暮らし始めて見ませんか 
 
下妻東部第一土地区画整理事業により造成した

宅地を分譲しています。市役所・体育館・文化施

設・公園などの公共施設や保育園に隣接し、常総

線下妻駅や下妻小学校、商店・病院・金融機関な

どがある市街地に近く利便性の良い宅地です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆現地見学会開催  

 【日時】12月19日(日)午前９時30分～12時 

 【受付場所】事業地内テント 

       [保健センター東側、信号付近] 

  ※悪天候の場合は、都市整備課(市役所第二 

   庁舎)で受け付けします。 
 
◆分譲価格表＜８区画＞ 

 【所在】田町１丁目・本宿町２丁目 

     (上下水道完備) 
 
《下妻市販売分》 

《下妻市開発公社販売分》 

  ※用途地域・容積率/建ぺい率  

    ①第一種住居地域 200/60     

    ②第一種低層住居専用地域 100/50   

    ③第二種中高層住居専用地域 200/60 
 
◎詳しくは、区画整理ホームページをご覧くだ 

 さい。 http://www.ｓ-tobu.jp/ 
  

問 申 市都市整備課 都市計画係 

     内線1726  
 

 下妻駅から徒歩10分 

 坪単価16.49万円より８区画 

つくばエクスプレス TX「守谷駅」経 由 

常総線「下妻駅」   「都心｣約70分 

宅地番号 面積(㎡) 販売価格(円) 用途地域 

2 １９６.７１ １０,５０４,３１４ ② 

３ ２３２.０６ １１,５７９,７９４ ② 

４ ３３３.４３ １７,１７１,６４５ ② 

５ ３２６.３７ １９,２２３,１９３ ③ 

宅地番号 面積(㎡) 販売価格(円) 用途地域 

６ ２１６.４７ １１,４５１,２６３ ① 

８ １８９.４９ １１,０６６,２１６ ③ 

９ １８９.４９ １１,０６６,２１６ ③ 

10 １８９.４９ １１,０６６,２１６ ③ 

木造住宅の耐震診断～追加募集～ 
 

市では、県木造住宅耐震診断士を派遣し、耐震診断 

をおこないます。 

なお、診断料の一部は市で負担します。 
 

●対象となる住宅 

次の要件を満たす市内の木造住宅。 

・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築 

 した木造住宅で、階数が2階以下のもの。 
 
 ◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

●診断方法 

 家の中と外まわりを調査し、後日、診断結果の報告・ 

 大まかな補強の方法などの相談をおこないます。 

 ※診断結果は申請者個人への参考データです。 

  結果により改修を強要するものではありません。 
 
●診断棟数 10棟 ※先着順 
 
●診断料 32,000円(申請者負担分は2,000円) 
 
●申込期間 12月10日(金)～平成23年１月14日(金) 

      午前9時～午後5時  
 
●申込方法 建設課にある申込用紙に記入のうえ、 

      お申し込みください。 
 
●持参するもの ・印鑑 

        ・住宅の建築時期がわかるもの 

         (建築確認済証等) 
 
【セールスにご注意ください！】 

市では、申し込みをしていない方に診断士の派遣 

および斡旋等はおこなっていません。なお、建築 

診断において診断士が訪問する際は、｢茨城県木造 

住宅耐震診断士認定証｣を携帯しています。 
 

問 申 市建設課 内線1712・1713 

都市公園の環境整備に 

ご協力を！ 
 

砂沼遊歩道および市内公園の安全確保を目的と

して、大規模な樹木の間伐や剪定等をおこないま

すので、ご協力をお願いします。 
 
◆整備期間 

 12月下旬～平成23年２月下旬 

◆整備箇所 

 砂沼遊歩道(砂沼大橋の北側約３kmの区間) 

 多賀谷城跡公園、本宿公園、陣屋公園 

 三道地公園、上町公園 

 小貝川ふれあい公園上流コアゾーン 
 

問 市都市整備課 内線1722 

公園の落ち葉を無償配布します 
 

砂沼広域公園内(砂沼サンビーチ西側区域)の落ち葉を

必要な方に無償配布します。 

農家などプロの方も苗づくり等にご活用ください。 
 
◆配布期限 12月28日(火) 

      ※なくなり次第終了 
 

※落葉の収集、運搬は申請者でお願いします。 

袋がない方は、お貸しします。 
 

問 砂沼広域公園管理事務所 43-6661 

道路工事にご協力を！ 
 

長塚地内において道路工事を実施します。 

工事期間中は、通行止め等の交通規制をおこな

いますのでご協力をお願いします。 
 
◆工事場所 長塚地内 

◆工事期間 12月中旬～平成23年２月下旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市建設課 内線1717 

『下妻市スキー連盟』会員募集 
 

 下妻市スキー連盟では、シーズン中に４～５回のツ

アーを企画し、雪とたわむれながらスキー技術の向上

を目指しています。 

クラブには、SAJ公認の指導員が多

数在籍し、希望によりレベルにあった

丁寧な指導が受けられます。 

 バッジテストも実施しています。 

また、スノーボードの方も大歓迎です。 

 

●対象者 初級者から上級者までだれでも入会可 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 下妻市スキー連盟(河村) 

      44-3775 

桜の苗木を無償配布します 
 

市では、桜の咲く豊かな郷土づくりを目指して｢下妻

千本桜物語｣事業を実施します。 

皆さんで桜いっぱいの下妻市にしませんか。 
 
◆配布内容 

《品種・数量》 

 神代曙・八重紅大島 各15本 

《各苗の特徴》 

  高さ約1ｍ位の1年生の苗木 

  ・神代曙 

    一重咲で淡紅の花がソメイヨシノとほぼ同 

    時期に咲き、テングス病等の病気に強い。 

・八重紅大島 

  八重咲きで淡紅の花がソメイヨシノよりも 

  約一週間遅く咲き、丈夫である。 
 
※苗木の提供元 (財)日本花の会 
 

◆配布時期 平成23年２月下旬  
 
◆配布先 市内の公共的施設等(神社、広場、集会所等) 
 
◆申込方法 必要事項(品種、本数、代表者の住所・ 

      氏名・連絡先等)をご連絡ください。 

      ※原則先着順。 

       申し込み多数の場合は調整する事が 

       あります。 
 
◆申込期間 12月20日(月)～平成23年１月21日(金) 
 

問 申 市都市整備課 内線1724 

案 内 

 



相 談 

第３回甲種防火管理新規講習会 
 
◆日時 平成23年２月３日(木)・４日(金) 

    午前８時30分～午後４時30分 

◆場所 中央運動公園屋内温水プール２階 

    研修室[古河市下大野2528] 

◆受講料 4,000円(テキスト代を含む) 

◆定員 70人 

◆申込方法 印鑑・受講料を持参のうえお申し 

      込みください。 

◆申込開始 平成23年１月11日(火) 

      午前８時30分から 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 下妻消防署予防係 43-1551 

     古河消防署予防係 

      0280-47-0120 

     坂東消防署予防係 

      0297-35-2129 

住宅用火災警報器を 

設置してください 
 
◆茨城西南地方広域市町村圏事務組合火災予防条 

 例により、平成18年６月１日から新築する住 

 宅には住宅用火災警報器等の設置が義務付けら 

 れています。なお、既存住宅については、平成 

 23年５月31日までに設置してください。 
 
◆住宅用火災警報器等は、 

 ・煙式のものを寝室や階段に設置してください。 

 ・｢ＮＳ｣マークのある商品の購入を推奨します。 

 ・ 寄りの防災機器販売業者またはホームセン 

  ター等にて取り扱われています。 
 
◆悪質な訪問販売等には、十分注意してください。 
 
◎詳しくは、 寄りの消防署にお問い合わせくだ 

 さい。 
 

問 茨城西南地方広域市町村圏事務組合  

   消防本部予防課 0280-47-0129  

   下妻消防署 43-1551 

茨城県最低賃金が改定されました 
 

  ◆時間額 690円 

       (昨年度より12円引上げ) 

        ※10月16日から適用 
 
  ◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

 問 茨城労働局労働基準部賃金室 

    029-224-6216 

多重債務の無料相談窓口を開設しています 
 

借金の返済でお困りの方、ご相談ください。 

秘密は守ります。 
 

 ≪水戸財務事務所 多重債務相談窓口≫ 
 
  専用ダイヤル 029-221-3190 

          ※平日 午前８時30分～12時 

              午後１時～４時30分 

図書館おはなし会／１月 
 ～おはなしの花たば～ 
 
◆日時 平成23年１月８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 

｢法テラス｣にご相談ください 
 

法的なトラブルに巻き込まれ、どこに相談すればよ

いのか困ったとき、｢法テラス｣では、専門のオペレー

ターが相談内容に応じて、法制度や相談機関・団体な

どの紹介(無料)をおこなっています。  

また、民事裁判の費用にお困りの方には、費用を立

て替える｢法律扶助｣もおこなっています。 
 
◆開設時間 月～金曜日 午前９時～午後９時 

      土曜日   午前９時～午後５時 

◆電話番号 0570-078374(おなやみなし) 
 

問 法テラス茨城 050-3383-5390 

   ※法テラスは、総合法律支援法に基づき設立 

    された法的な法人です。 

ふれあいパーティを開催します 
～あたらしい出会いを探してみませんか～ 
        
【古河会場】 

◇日時 平成23年1月16日(日) 

    午後１時30分～５時(受付１時～) 

◇場所 とねミドリ館[古河市前林1953-1]  

◇対象者 

 Aコース 男性・女性共35歳～45歳まで 

      各20名  

  Bコース 男性・女性共婿養子希望の方 

       各15名 
 
【結城会場】 

◇日時 平成23年1月22日(土) 

    午後１時30分～５時(受付１時～) 

◇場所 アクロス[結城市中央町2-2] 

◇対象者 

 Aコース 男性・女性共35歳～45歳まで 

      各20名  

  Bコース 男性・女性共再婚希望の方 

       各15名 
 
◆参加費 男性5,000円 女性1,000円(当日徴収) 

◆申込開始 随時 

◆共催 いばらき出会いサポートセンター 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 

     0280-87-7085 

～水道管にも冬支度を～ 

凍結防止対策をお願いします 
 
《水道管が凍りやすい場所は・・・》 

◆水道管が｢むき出し｣になっている場所 

◆日の当たらない場所 

◆風当たりの強い場所 
 
《家庭でできる凍結防止対策は・・・》 

◆｢むき出し｣になっている水道管は直接外気に触れな 

 いよう、保温材を巻きつけ、その上から紐で縛って 

 固定し、保温材が濡れないようにビニールテープ等 

 で下から隙間なく重ねて巻いてください。 

  (保温材は市販されているものの他に毛布、 

   発泡スチロール等でも代用できます) 

◆メーターが入っている箱の中に、発泡スチロールを 

 細かく砕き、ビニール袋に入れたものや、布切れを 

 入れ、メーターを保護するようにしてください。 
 
《もし凍結してしまったら・・・》 

◆蛇口が凍ってしまった場合は、タオル等をかぶせ、 

 その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。 
 
※急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂すること 

 がありますので注意してください。 
 
《もし破裂してしまったら・・・》 

◆止水栓を閉めて、水を止めてから、指定工事業者へ 

 修理を依頼してください。 

 なお、メーターが凍りガラスが破裂した場合は、 

 水道事業所にて無料で交換しますので、ご連絡くだ 

 さい。 
 
※市の条例により、緊急の工事であっても市の指定 

 を受けていない業者が水道工事をすることはでき 

 ません。必ず、指定工事業者であることを確認し 

 てから工事を依頼してください。 
 

問 市水道事業所 44-5311 

～農家の皆さんへ～ 

停電事故防止にご協力を！ 
 
 近年、送電線に農事用ビニール等が付着する事故が多

発しています。大規模停電事故につながる可能性が高く

たいへん危険なため、強風や突風の予報がでた場合は、

事前に使用中の農事用ビニール等を再点検するなど舞い

上がり(飛散)防止にご協力をお願いします。 

大規模な停電事故は、多くの方へのご迷惑となるだけ

でなく、場合によっては人命にかかわるほどの影響がで

てしまいます。 

 また、故意や過失により送電線に付着または接近し

｢停電事故｣が発生した場合は、被害を受けたお客様から

責任を問われる場合があります。 
 

問 東京電力株式会社 下館支社 25-3860 

ライターの捨て方 
 

不要な使い捨てライターは、ガス抜きしてから不

燃ごみとして指定袋で出してください。 
 
【ガスの抜き方】 
 

①火の気のないことを確認し、風通しの 

 よい屋外でおこなう。 

②操作レバーを押し下げる。 

 着火した場合にはすぐ吹き消す。 

③輪ゴムや粘着力の強いテープで、押し下げたま 

 まのレバーを固定する。 

④｢シュー｣という音が聞こえれば、ガスが噴出し 

 ている。(聞こえない場合は炎調整レバーをプラ 

 ス方向いっぱいに動かす) 

⑤この状態のまま半日から１日放置する。 

⑥念のために着火操作をして、火が着かなければ 

 ガス抜きは完了。 
 

※ 後に、１センチ程度の段差のところに斜めに 

 ライターを置き、足で踏むと頭の部分が容易に 

 折れます。壊れた状態であれば回収業者が一目 

 でガス抜きしてあると分かります。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

パネルシアター鑑賞会を開催します 
 
◆日時 12月22日(水)午前10時～ 

◆場所 しみず児童館 

◆対象 未就学児(保護者同伴) 

◆その他 入場無料。 

     座席数に限りがあるため、観覧を希望する 

     場合は、お電話でご確認ください。 
 
 ◎パネルシアターとは、布を巻いたパネルに不織 

  布で作った絵人形や背景などの絵をはったり、 

  とったり、動かしながら、童話を話したり歌を 

  歌ったりするものです。 
 

問 しみず児童館 44-3855 

案 内 案 内 


