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しもつま 広
報 

～住民税非課税世帯の方の入院時の食事療養費の減額について～ 
 

保険診療で入院する場合の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に一食当たり260円の定額負担となってい 

ますが、住民税非課税世帯の方には、申請により食事療養費が減額になる｢標準負担額減額認定証｣を交付します。 

該当する世帯の方は、申請をしてください。 

 

 ◆標準負担額減額認定期間 

  申請月の初日～平成24年７月31日 

 ◆申請に必要なもの 

  ・保険証 ・印鑑(ゴム印不可) 

  ・申請日現在で過去１年間の入院日数が90日を超えている方は、入院 

   日数が確認できるもの(医療機関の領収書等)をお持ちください。 

  ※現在｢標準負担額減額認定証｣をお持ちの方はご持参ください。 
 

問 申 市保険年金課 保険年金係 内線1526 

区分 
一食当りの

負担額 
一般世帯の方 260円 
住民税非課税世帯の方 
90日までの入院 
(過去１年間で90日を 

 超える入院) 

  
210円 

(160円) 

下妻市国民健康保険 
 

～７０歳未満の方の「限度額適用認定証」の申請について～ 
 

70歳未満の方の入院時の医療費が高額になった場合、｢限度額適用認定証｣を医療機関に提示することにより、 

医療機関窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、市役所での高額療養費の申請手続きが必要なく 

なります。 

 自己負担限度額は所得区分によって異なりますので、入院する方はあらかじめ市役所保険年金課で｢限度額適用 

認定証｣の交付申請をしてください。 

また、現在｢限度額適用認定証｣をお持ちの方も改めて申請が必要です。８月以降も引き続き認定証が必要な方 

は申請の手続きをしてください。 

なお、８月以降の認定証は７月22日(金)から受け付けをします。 
 
 ※保険外診療分および食事代金等については別途支払いが必要です。 

 ※限度額適用認定証を医療機関窓口に提示すると高額療養費は市から医療機関に支払われます。 

 ※限度額適用認定証の交付を受けていない場合も、医療機関での支払い後に市役所窓口で高額療養費の支給 

  申請をすれば支給を受けることができます。 

 ※国民健康保険税の滞納の状況および世帯の申告の有無などにより、限度額適用認定証を交付できない場合 

  があります。 
 
◆自己負担限度額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆限度額適用認定期間 

申請月の初日～平成24年７月31日 

◆申請に必要なもの 

・保険証 ・印鑑(ゴム印不可)  ※現在｢国民健康保険限度額認定証｣をお持ちの方はご持参ください。 
  

問 申 市保険年金課 保険年金係 内線1526 

所得区分 
１か月当りの自己負担限度額 
(３回目まで) 

１か月当りの自己負担限度額 
(過去１年間で４回目以降) 

一般 
(上位所得者以外の

住民税課税世帯) 

80,100円 
※医療費が267,000円を超え

た 場 合 は、そ の 超 え た 分 の

１％を80,100円に加算 

44,400円 

上位所得者 

150,000円 
※医療費が500,000円を超え

た 場 合 は、そ の 超 え た 分 の

１％を150,000円に加算 

83,400円 

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 

※上位所得者とは、年間所得が600 

 万円を超える世帯。 

※1つの世帯で、同月内に21,000円 

 以上の自己負担額を2回以上支払い、 

 合算して自己負担限度額を超えた場 

 合も高額療養費の対象となります。 

 この場合は、市役所窓口において高 

 額療養費の支給申請をする必要があ 

 ります。 

農業委員会委員一般選挙が 

無投票となりました 
 

７月3日(日)の農業委員会委員一般選挙は、

6月26日(日)の立候補届出の結果、定数20人

に対し立候補者が20人のため『無投票』とな

りました。 
 

問 市選挙管理委員会事務局 

   内線1242・1243 

後期高齢者医療保険料の納付について 
 

平成23年度後期高齢者医療保険料が確定したこと

により、７月中旬に以下の保険料に関する通知書が

市から送付されますので、ご確認ください。 
 
◆普通徴収(納付書で納める方) 

｢普通徴収納入通知書｣が届きましたら、指定の 

金融機関等で納めてください。 
 

◆特別徴収(年金から天引きされる方) 

｢特別徴収開始通知書｣が届きましたら、10月か 

ら天引きされる保険料額をご確認ください。 
 

なお、年度前半(７・８・９月)を納付書で、年度

後半(10・12・２月)を年金からの天引きで納める

場合もあります。 
 

問 市保険年金課 医療福祉係 内線1512 

７５歳以上の方の保険証 

～後期高齢者医療被保険者証等の交付～ 
 

《後期高齢者医療被保険者証の交付について》 
 

75歳以上の方(一定の障害のある65歳以上の方を 

含む)が、現在お使いの後期高齢者医療被保険者証 

の有効期限は、７月31日までとなっています。 

８月１日から有効の被保険者証は、７月末に郵便 

(簡易書留)でお届けしますので届きましたら、住 

所、氏名等に誤りがないかご確認ください。 

 なお、８月からの自己負担金の割合(１割または３ 

 割)は、平成22年中の所得により判定されますの 

 で変更となる場合があります。 
 

※自己負担金の割合が３割となる方 

  同一世帯内に住民税の 

  課税所得が145万円以上 

  の被保険者がいる世帯の 

  被保険者。 
 

《基準収入額適用申請について》 
 
 自己負担金の割合が３割と判定された方で、平成 

 22年中の収入が一定以下の方は申請をすることに 

 より、１割になります。 

 該当する方には、個別にご通知しますので指定日 

 にお越しください。 
 

《後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

                (減額認定証)の交付について》 
 

住民税非課税世帯の方には、申請により１か月に 

お支払いいただく自己負担金(入院時の食事代を 

含む)が減額になる減額認定証を交付します。 

該当する方には、個別にご通知しますので指定日 

にお越しください。 

なお、昨年度、減額認定証(オレンジ色)が交付に 

なっている方で、今年度も継続して該当する方は、 

今年度分の減額認定証は、被保険者証と一緒に同 

封し、郵便でお届けします。 

(申請の必要はありません) 
 

問 市保険年金課 医療福祉係 内線1512 

高齢者見守り訪問事業が始まります 
 

市では、７月下旬から見守り訪問事業を始めます。 

市から委託された下妻市社会福祉協議会の訪問員 

が、ひとり暮らし高齢者および高齢者世帯のご自宅 

へ伺い、介護や心身の状況に関する相談に応じます。 
  
◎訪問の内容を他に漏らすことはありません。 
 

問 市介護保険課 内線1536・1538 

案 内 

案 内 



使用済み農ビの回収を有料にておこないます 
 

下妻市農業用廃プラスチック適正処理推進協議会で

は、農業用塩化ビニルフィルム(農ビ)の回収を有料に

ておこないます。 
 
◆申込期間 ７月19日(火)～29日(金) 

◆負担金 4,000円(予定) 

◆搬入日 ８月１日(月)～３日(水) 

     午前８時30分～午後５時 

◆搬入場所 JA常総ひかり千代川野菜集出荷所  

◆荷姿 木片・金属等を取り除き、つづら折りし、登 

    録番号を記入した農ビのヒモで２か所縛って 

    ください。 
 
  ※黒色・シルバー・糸入り・焼け等によりリサイ 

   クル出来ないもの、異物が混入しているもの、 

   適正な荷姿でないものは搬入出来ません。 
 

問 申 市農政課 内線2622 

平成２３年度 甲種防火管理再講習会 
 
◆日時 ８月９日(火)午後１時～４時 

◆場所 古河市中央運動公園 総合体育館会議室 

    [古河市下大野2528] 

◆受講料 1,700円(テキスト代を含む) 

◆定員 70人 

◆申請受付 ７月11日(月)午前８時30分～    

       ※印鑑・受講料を持参してください。 

※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 下妻消防署予防係 43-1551 

節電にともなう道路照明の消灯について 
 

県では，先の大震災にともなう電力不足に対応す

るため，県管理道路の照明灯について消灯を実施し

ています。常総工事事務所管内では、約５割を消灯

していますので、皆さまのご協力をお願いします。 
 

問 県常総工事事務所 道路管理課 

   0297-42-2505 

農林航空防除を実施します 
 

水稲の病害虫駆除のためヘリコプターによる航空防除を実施します。危被害防止等にご協力をお願いします。 
 

◆散布日程(天候により変更になることがあります) 

◆散布予定時間 午前５時～10時頃 

◆対象病害虫 ウンカ類・カメムシ類・いもち病・紋枯病 

◆使用予定薬剤 スタークル液剤10 アミスターエイトフロアブル(病害虫の発生状況により変更あり) 
 
《注意事項》 

 ・散布された水田では、農薬が流出しないよう止水措置(７日間)をしてください。 

 ・洗濯物等は、散布中は屋内に取り込んでください。 

 ・用排水、河川等での子供の水遊び、魚釣り等は、散布後１週間くらいはしないようにしてください。 

 ・薬剤が体に付着した場合は、石けん水で洗ってください。 

 ・養魚池、釣り堀等は、深水にするか、かけ流し等の措置をしてください。 

 ・散布された水田には、１週間ぐらい入らないでください。 

 ・薬剤がかかったと思われる牧草などは、１週間ほど経過した後、安全を確認してから給餌してください。 

 ・自動車等に薬剤がかかった場合は、できるだけ早く水洗いをしてください。 

 ・水田近くの野菜等については、収穫時期をずらすなどの方法で、飛散防止にご協力をお願います。 

  (特に出荷野菜等については、事前確認をしますが、お問い合わせのうえ、危被害防止対策について確認を 

   お願います) 
 

問 茨城県西農業共済組合 損防課 30-2914  散布当日現地連絡先 20-7040(臨時電話) 

月日 地区名 基地名 散布区域 

７月 
24日 
(日) 

騰波ノ江・大宝 ⑧新橋 
宇坪谷、中郷、数須、下田、貝越、下宮、若柳、横根、平川戸 

筑波島、294号バイパス東側 

下妻・大宝 ⑨大串機場 
田町、坂本、円明寺裏、坂井、堀篭、平沼、若柳本田、大串 

294号バイパス西側 
下妻・大宝 
上妻・騰波ノ江 

⑩糸繰川堤防 大串、福田、相原山、大木、半谷、半谷越戸、糸繰川両側 

上妻 ⑪渋井東 黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ヶ瀬、赤須、前河原 

豊加美 
⑤JA千代川カントリー 

 (旧亀崎西) 加養前、新堀、亀崎、樋橋、肘谷、送電線の南側 

豊加美・総上 
⑥JA下妻カントリー 
 (旧小島草庵跡) 

古沢、袋畑、谷田部、山尻、柳原、送電線の北側から国道125号まで 

小島、不動宿、新堀北から旧国道294号まで 

７月 
25日 
(月) 

総上・下妻 
千代川地区一部 

③行田堤防 
二本紀、今泉、中居指、小島、長塚(食肉センター南側) 
下栗、田下(旧294号西側) 

高道祖・大宝 ⑦小貝川堤防 高道祖全域、比毛から横根間(294号バイパス東側) 

千代川地区 

①伊古立 
原、羽子、原新田、渋田、長萱、唐崎、伊古立、鯨 

(県道つくば古河線南側かつ旧294号東側) 
②JA千代川カントリー 

 (旧四反田) 
下栗、宗道、本宗道、見田、大園木、亀崎 

(県道つくば古河線北側かつ旧294号東側) 

④大形 
村岡、五箇、皆葉、別府、鎌庭、鬼怒、原 

(大形地域および旧294号西側) 

有害鳥獣捕獲を実施します 
 

収穫前の梨果実を、ムクドリ・ヒヨドリ・カラスの食害から守るため、銃器による捕獲を茨城県猟友会下妻支

部のご協力により、実施します。 
 
◆実施日 ・８月11日までの毎週火・木・土・日曜、日の出から日没まで 

・８月12日(金)日の出から日没まで 

・８月18日～９月８日までの毎週木・土・日曜、日の出から日没まで 

◆対象地区 下妻地区全域 《重点地区》上妻・大宝・騰波ノ江・豊加美・高道祖地区 
 

問 市農政課 内線2622 

大型特殊免許（農耕用）取得研修を実施します 
 

農作業の安全対策および大型特殊免許(農耕用)取得を 

3日間でおこなう研修を平成23年度に限り実施します。 

※例年の研修は５日間です。 
 
◆日程 ７月26日～平成24年3月8日(第6回～第20回) 

     ※第6回 ７月26日(火)～28日(木) 

     ※第7回 ８月9日(火)～11日(木) 

◆対象 農作業またはこれに準ずる業務に従事し、普 

    通運転免許(中型・大型免許含む)を有する者 

◆定員 各回25名程度 

◆受講経費 6,913円 

      (受講料1,800円、傷害保険料63円、 

       免許申請料2,950円、交付手数料2,100円) 
 

問 申 県西農林事務所 24-9214 

屋外広告物は許可が必要です 
～まちの良好な景観のために～ 
 

まちのなかには、さまざまな情報を提供してくれ

る“屋外広告物(※)”がたくさんあり、設置場所・

大きさなどにより許可が必要な場合があります。ま

ちの良好な景観を作り出すために、該当する屋外広

告物を表示する時は必要な許可を受けましょう。 
 

 (※)屋外広告物とは、常時または一定の期間 継続 

    して屋外で公衆に表示される看板、 立看板、 

    はり紙、はり札、広告板などをいいます。 
 
◆屋外広告物については、｢まちの良好な景観の形 

 成｣と｢公衆に対する危害の防止｣の面から、許可 

 にあたって設置場所や大きさなどを規制してい 

 ます。 

◆許可には有効期間(３年)があります。許可を受け 

 た広告物でも、有効期間経過後に引き続き設置す 

 るためには、更新手続が必要です。 
 

問 市都市整備課 内線1725・1726 

ご存じですか建退共制度 
 
◆加入できる事業主 建設業を営む方 

◆対象となる労働者 建設業の現場で働く人 

◆掛金 日額310円 

※掛金は事業主が負担し、税法上全額非課税と 

 なります。 

 また、掛金の一部を国が助成します。 
 

問 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 

   029-225-0095 

   ホームページ 

   http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/ 

東日本大震災により仕事中・通勤中に 

被災された労働者およびご遺族の方へ 
 
 東日本大震災によるケガや死亡に関する労災保険

給付の請求、相談は全国すべての労働基準監督署で

受け付けています。 
 

問 茨城労働局労災補償課 029-24-6217 

案 内 案 内 



お知らせ版  No.2 
 

 

 
2/2 

７ 
10 

2011 

発行◆下妻市役所［〒304-8501 下妻市本城町2丁目22番地］ 編集◆秘書課 

市役所へのお問い合わせは 0296-43-2111  www.city.shimotsuma.lg.jp 

しもつま 広
報 

『夏休み いけ花体験教室』参加者募集 
 

夏の思い出作りに、お友達やご家族で参加して

みませんか。 
 
●日時 ８月20日(土)午前９時30分～11時30分 

●場所 下妻公民館 大会議室 

●対象 幼児(５歳)～大人 ※幼児は保護者同伴。 

●参加費 １人 800円(教材費) 

●準備物 タオル、新聞紙、ごみ用袋 

     ※はさみ、器のある方は持参可。 

●申込期限 ７月30日(土) 
 

問 申 下妻市華道文化協会(曽根) 

     (Fax)44-3664 

※お知り合いの華道文化協会の先生 

 にも申し込みできます。 

『はつらつエクササイズ教室』 

参加者募集 
 
 普段、運動をする機会の少ない方、体重増加が

気になる方、日頃の運動不足を解消しませんか。 
 
●日時 ８月４日・11日・18日・25日 

    ９月１日・８日・15日・22日 

    木曜日 午前９時30分～11時 

●場所 総合体育館 アリーナ 

●内容 ヨガ・太極拳・ボディーコンバット 

●受講対象 市内在住・在勤の方 

●募集人数 50名 

●参加費 １人 610円(保険代) 

●申込期間 ７月11日(月)～25日(月) 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 市生涯学習課 内線2832 

図書館おはなし会/８月 
～おはなしの花たば～ 
 
 参加は自由です。 

 お気軽にお越しください。 
 
◆日時 ８月13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 

『トウモロコシをたべよう会』参加者募集 
 

わらべうた・あそびランドでは、５月にトウモロコシ

の種まきをしました。そのトウモロコシを収穫して｢ト

ウモロコシをたべよう会｣を開催します。 
 

●日時 ７月24日(日)午前９時～12時 

    ※雨天中止、小雨決行。 

●場所 神明集落センター[騰波ノ江] 

●参加資格 ３歳～小学６年生までの親子 

●募集人員 50組(100名) 

●参加費 無料 

●申込期限 ７月21日(木) 
 
※軍手を持参のうえ、汚れてもよい 

 服装でお越しください。 
 

問 申 市生涯学習課 内線2834 

『花のボランティア会員』募集 
  

花のまち推進ボランティアクラブでは、随時、

会員を募集しています。 

 活動内容は、主に、春から秋にかけて大宝か 

ら若柳の県道沿いにある花壇の草花を育てるこ 

とです。 

 また、市内にある保育園や老人ホームを訪問 

し、子どもたちやお年寄りの方々と交流しなが 

ら花を植えたりします。 

 興味のある方、ボランティア会員になりたい 

という方はご連絡ください！特に男性の方々、 

大歓迎です！！ 
 

問 申 花のまち推進ボランティアクラブ 

     (増田) 44-4855 

市都市整備課 内線1724 

読み聞かせの本の 

選び方講座を開催します 
 
◆日時 8月27日(土) 

    午前10時 

     ～午後３時30分 

    (受付 9時30分～) 

◆場所 市立図書館 

    2階 映像ホール 

◆講師 大畑 美智子 氏 

◆定員 60名 ※先着順。 

◆共催 茨城県立図書館 
 

問 市立図書館 

   43-8811 

夏休み期間中の開館時間と 

休館日を一部変更します 
 

図書館では、夏休みの期間中(７月21日～

8月31日)、1階閲覧室の開館時間および月

末整理日を下記のとおり変更します。 
 
◆1階閲覧室の開館時間 

通常 午前10時開館 ⇒ ９時30分開館 

  ※土・日曜日、祝日は、今までどおり 

   ９時開館です。 

◆休館日(８月の月末整理日) 

８月31日(水) ⇒ ９月１日(木) 
 

問 市立図書館 43-8811 

東日本大震災復興支援チャリティーイベント開催 

『バザー提供品』募集  
 

下妻市社会福祉協議会では、震災被害に遭われた被災

地の復興を応援するため、チャリティーイベントを開催

します。 

また、イベントの一つ、バザー開催にあたりご提供い

ただける物品を受け付けしています。 
 

 ※イベントで得た収益金は、下妻市と東日本大震災 

  被災地の義援金として全額寄付します。 
 
《提供品募集》 

 原則として未使用の日用品など。 

 ただし、以下のものは対象外とします。 
 
 ※対象外商品  

生き物、植物、消費期限切れの飲食物、日持ちしな 

い飲食物、衣類(未使用の帽子・靴のみ受け付け) 
 

◆受付日時 ７月31日(日)まで 

      午前９時～午後４時 

◆受付場所  下記のいずれかに持参ください。 

持参が難しい場合には受取日を調整の 

うえお伺いします。 

   平日 社会福祉協議会事務局[本城町3-13] 

      福祉センターシルピア[別府545] 

      心身障害者福祉センターひばりの 

      [下木戸493-6] 

   土日祝 老人福祉センター砂沼荘[下木戸493-6] 
 
《チャリティーイベント》 

 ・日時 ８月６日(土)午後１時～３時30分 

 ・会場 イオン下妻ショッピングセンター １階 

     フォレストコート 

 ・内容 チャリティーバザー 

     チャリティーコンサート など 
        

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

『しもつまふくし塾講演会』参加者募集 
｢支えあうまちづくり｣～震災から学んだ地域の絆～ 
 

今回の震災を経験し、災害ボランティア体験 

者や被災者の立場など、様々な角度から、地域 

の絆について考えるパネルディスカッションを 

開催します。 
 
●日時 ７月30日(土)午後２時開演 

●会場 市立図書館映像ホール 

●パネラー 中越沖復興支援ネットワーク事務局長  

      水戸部 智 氏 他 

●募集人数 150名 

●申込期限 ７月25日(月) 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 

      44-0142 

砂沼フレンドリーフェスティバル企画 

『アイドル・オーディション』参加者募集 
 
 10月22(土)・23日(日)に砂沼サンビーチを会場に

｢しもつま砂沼フェスティバル｣が開催されます。 

このイベントは、商工まつりや農畜産まつり等の複

合イベントになっており、イベントの一つとして、下妻

発の歌って踊れる｢ガールズユニットメンバー｣を募集し

ています。 

8月６日(土)砂沼サンビーチにて公開オーディション

をおこない、その後２か月間歌やダンスのレッスンをお

こなった後10月23日(日)の本祭にデビュー予定です。 

経験者不問!!やる気のある方を探しています。 
 
●応募資格 

 ・高校生～21歳くらいの女性の方 

 ・合格後に2か月間(週３回程度)レッスンに通える方 
 
◎詳しくは、下記QRコードまたはホームページにて 

 ご確認ください。 

  http://sff2080.web.fc2.com/index.html 
 

問 SFF実行委員会事務局 

  (下妻市商工会内) 

   43-3412 

案 内 

募 集 

募 集 

地デジ臨時相談コーナー開設中！ 
 

専門スタッフが相談に応じます。 
 
◆日時 毎週木曜日 午前10時～午後４時  

    (8月まで) 

◆場所 市役所本庁舎 市民ホール 



予防接種～ポリオワクチン～ 
 
◆日時 

 ７月20日(水) 

 受付 午後２時～２時３０分 

◆場所 

 下妻保健センター 

◆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)  

◆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(医療機関で接種)を先に受けま 

  しょう。 
 
【接種間隔に注意しましょう】 

 ・ポリオの１回目と２回目の間隔は、６週間 

  以上あける。 

 ・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。 

 ・三種混合、日本脳炎、インフルエンザを受 

  けた場合、次の接種は、６日以上あける。 
  
※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。 

※受ける前には｢予防接種と子どもの健康｣など 

 をよく読んで、予防接種の効果や副反応につ 

 いて十分理解し納得してから受けましょう。 
 

問 市保健センター 43-1990 

オープンキャンパスを開催します 
 

《茨城県結城看護専門学校》 
◆日時 ７月30日(土)・８月６日(土)午前９時30分～12時30分 

◆内容 学校紹介、進学ガイダンス、看護体験、進路相談 他 

◆対象者 看護学校進学希望者・保護者 

◆申込方法 １週間前までに電話またはFax・電子メールにて 

      お申し込みください。(氏名・連絡先・希望日を明記) 
 

問 申 茨城県結城看護専門学校 33-1922  

      Fax33-1920 E-mail yukinu@yukinu.or.jp 
 

《県立古河産業技術専門学院》 
 ◆日時 ７月21日(木)、8月19日(金)、9月16日(金) 

     午後1時～3時 

 ◆訓練科 自動車整備科、板金科 

 ◆定員 各10名 

 ◆申込方法 ホームページで｢申請書｣をダウンロードし、実施 

       日の4日前までにFaxにてお申し込みください。 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 

     0280-76-0049 Fax0280-76-9861 

パクパク離乳食教室 
 
◆日時 ８月23日(火) 

    受付 午前10時～10時15分 

◆場所 下妻保健センター 

◆該当者 平成23年４月～５月生まれの 

     赤ちゃんのお母さん・家族の方 

◆内容 

 ・離乳食のはじめ方について(栄養士の話) 

 ・基本の離乳食の作り方 

     (デモンストレーション) 

 ・離乳食を食べてみよう(お母さんの試食) 

 ・乳児の発達等について(保健師の話) 

◆定員 20名 
 
※母子健康手帳をお持ちください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

深夜に青少年を 

外出させないようにしましょう 
 

青少年の深夜外出は、非行や犯罪被害につ

ながりやすいため、たいへん危険です。ご家

庭では、深夜(午後11時から翌朝４時)に青

少年を外出させないようにしましょう。 

条例により、保護者は、深夜に青少年を外

出させないよう努めなければなりません。 

また、保護者の承認を受けないで、深夜に

青少年を連れ出したりしてはいけません。 
 
※青少年 18歳未満の者 
 
《罰則》 

 青少年の連れ出しなどの違反をした場合 

  30万円以下の罰金 
 

問 県女性青少年課 029-301-2183  

自動車税の納税はお済みですか 
 
 平成23年度の自動車税は、東日本大震災

の影響により、例年より1か月遅い、6月30

日(木)が納期限となっています。 

 納期限を過ぎると、延滞金もあわせて納め

ることになります。 

 また、納めていただけない場合には、財産

(預金、給与、自動車、不動産など)の差押な

ど滞納処分をおこなうことにもなりますので

ご注意ください。 

 納税がまだ済んでいない方は、至急納めて

いただくようお願いします。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 筑西県税事務所 収税第二課課 

   24-9190 

ごみの出し方～草・枝葉～ 
 
◆指定ごみ袋を使う 

草、葉は土を落とし乾かしてから、せん定した木の枝 

は短く切ってから可燃の袋に入れて、口をしばってく 

ださい。 
 

 《注意》 

 草、木の枝等のごみを一度に大量に集積所に出され 

 ると、市委託業者は収集できないため少量ずつ(１箇 

 所1回あたり３袋程度まで)出してください。 
 

◆ごみ処理施設｢クリーンポート・きぬ｣へ直接搬入する 

各地区で除草作業等を実施した場合には、草の量が多 

くなると思われますので、直接クリーンポートへ搬入 

してください。 
 

 《注意》 

 ・クリーンポートへ搬入する場合は、草は、中の見 

  えるごみ袋(市販のもので可)に入れ、木の枝類は、 

  長さ2ｍ以下(太さ15ｃｍ以下)に切り、１人が車 

  から容易に降ろせる程度に束ねてください。 

 ・トラック等で搬入の際は、2トン車までです。 

  荷台にシート等のおおいをしてください。 

 ◇搬入曜日・時間 

月～金曜日 午前９時～12時 午後１時～４時30分 

   第２土曜日 午前９時～12時 午後１時～４時 
 
◎自治会等の団体がボランティア活動で公共用地(道路、 

 水路、公園など)の除草作業をおこない、直接搬入する 

 場合は、ごみ処理手数料を減免措置できる場合があり 

 ますのでお問い合わせください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

震災ごみ（がれき）を再利用してみませんか 
 

東日本大震災によって壊れた屋根瓦やブロック塀が大量 

に集められています。 

市ではこれら災害ごみの処理を開始しましたが、ご希望 

の方にお分けしますので、ガーデニングなどに再利用して 

みませんか。 
 
◆日時 ９月30日までの毎週金・土曜日 

    午後１時～午後４時30分 

◆場所 千代川第二体育館グラウンド[旧千代川中学校跡地] 

※積み込み作業等は各自でおこなってください。 

◆お分けできる災害ごみ 

 瓦、コンクリートブロック、大谷石 

◆再利用の用途(一例) 

 ・ブロックでバーベキューの炉を造る 

 ・大谷石を庭石の敷石に 

 ・瓦を破砕しガーデニングの一部に 
 
◎違法な再利用や不法投棄は法律で罰せられます。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

『アーク溶接』受講生募集 
 
●日時 9月16日(金)～18日(日)午前9時～午後５時 

●受講料 2,900円(教材費含む) 

●定員 20人 ※定員を超えた場合は抽選。 

●申込方法 往復ハガキまたはホームページにて 

      お申し込みください。 

●申込期限 8月15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 

〒308-0847筑西市玉戸1336-54 

元気いばらき就職面談会を開催します 
 
◆日程 【土浦会場】７月22日(金) 

          県土浦合同庁舎[土浦市真鍋5-17-26] 

    【筑西会場】9月15日(木) 

          県西生涯学習センター[筑西市野殿1371] 

◆内容 ・12:30～(受付12:00～) 面接会対策事前セミナー  

      ※セミナーのみ事前予約制。  

    ・13:30～(受付13:00～) 面接会  

◆対象者 若年者(学生を除く)や離職者等の求職者 
 
◎詳しくは、茨城県労働政策課ホームページをご覧ください。 

  http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/rosei/ 
 

申 株式会社キャリアプラス 029-212-3305 
 

問 県労働政策課 029-301-3645 

『10月入学生』募集 
 

放送大学は、テレビやラジオなどの放送により授業を

おこなう通信制の大学です。 

 働きながら学んで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。 
 
●出願期限 ８月31日(水)必着 
 

問 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 

案 内 案 内 
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