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しもつま 広
報 

消防団協力事業所表示制度が 

開始されました 
 

下妻市消防団員が従業員等として在籍している事業所

またはその他の団体においては、下記認定基準に該当す

る場合、申請により｢表示証｣を交付します。 
 
【目的】 

 消防団と事業所等との協力体制の構築を図ることに 

 より、地域における消防・防災体制の充実を図る。 
 
【認定基準】 

下妻市消防団員が従業員等として在籍している事業 

所等で、下記項目のいずれかに該当 
 
・従業員等の消防団活動について積極的に配慮して 

 いる事業所等 

・災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供す 

 るなど協力をしている事業所等 

・その他消防団活動に協力することにより、地域の 

 消防防災体制の充実に寄与しているなど、市長が 

 特に優良と認める事業所等 
 

【申請方法】 

 所定の申請書に記入のうえ、提出してください。 
 

問 申 市消防交通課 内線1434 

５月２９日は市民清掃デーです 
 
◆日時 ５月29日(日)午前８時～ 

    ※小雨決行。 

     荒天の場合は６月５日(日)に延期。 

     防災無線により放送します。 
 

◎自治区や企業の行事等により、当日の都合が 

 つかない場合は、実施日前後の週末等に自主 

 的なお取組みをお願いします。 
 

◆清掃対象ごみ 

 道路、広場等に散乱している 

 かん・びん・紙くずなど 

 ※会社や店舗のごみや 

  産業廃棄物は除く。 

◆ごみ袋の配布方法 

 《市民の方》 

  市指定ごみ袋を、自治区長を通じ各世帯に 

  配布します。 

《企業の方》 

 ご協力いただける場合は、お届けします。 

◆ごみの分別 

 燃えるごみ(紙くず等)、燃えないごみ(かん、 

 びん、金属、ガラス等)に分けてください。 

◆ごみの収集 

 実施当日、ごみの収集はしません。 

 ※収集したごみは、｢ごみ収集カレンダー｣の収集 

  日にあわせ、地域の集積所に出してください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

高齢者福祉タクシー利用助成券を交付します 
 
◆対象者 

 市内在住で下記に該当する方 

・在宅で、75歳以上のひとり暮らしおよび高齢者 

 のみの世帯の方 

・在宅で、80歳以上の高齢者の方 

※ただし、以下の方は該当しません 

・障害者タクシーの助成を受けている方 

・現に車を所有し、運転できる方 

  ・自動車税および軽自動車税の減免を受けている方 

◆利用条件 

市内タクシー事業所および 

介護タクシー事業所が利用 

できます 

◆助成内容 

 ・１枚につき初乗り運賃額を助成します 

・１回の乗車につき１枚のみ利用できます 

・４月から９月までに申請された方 12枚 

  10月から３月までに申請された方 ６枚 

  ※紛失した場合、再交付はできません。 

◆申請受付 

印鑑・保険証をご持参うえ、介護保険課(本庁舎)また 

はくらしの窓口課(千代川庁舎)に申請してください。 
 

問 申 市介護保険課 内線1536・1538 

高齢者はり・灸・マッサージ施術費助成券を 

交付します 
 
◆対象者 

 市内在住で下記に該当する方 

・70歳以上の方 

・65歳以上で身体障害者手帳１・２級所持の方 

◆利用条件 

下妻市内の施術機関で利用できます 

◆助成内容 

 ・施術費として１回につき1,200円分を助成 

  します 

・４月から９月までに申請された方 10枚 

  10月から３月までに申請された方 ５枚 

  ※紛失した場合、再交付はできません 

◆申請受付 

印鑑・保険証をご持参うえ、介護保険課(本庁舎) 

またはくらしの窓口課(千代川庁舎)に申請してく 

ださい。 
 

問 申 市介護保険課 

     内線1536・1538 

案 内 

軽自動車税の減免 
 
 市税条例により、一定の要件を 

満たす場合、軽自動車税が減免さ 

れます。 

 要件にあてはまり、減免を希望 

する場合は、申請期限までに市税 

務課までお越しください。 
 
◆減免の対象・要件 

障害のある方本人が所有する 

もの、もしくは障害のある方 

と生計を一つにしている方(家 

族)が所有する軽自動車 
 

 ※障害者福祉タクシー利用料金 

  助成を受けている方を除く。 
 
◆申請期限 

 ５月24日(火) 
 
◆持参する物 

 ・納税通知書(５月中旬に送付) 

 ・運転免許証(運転する方) 

 ・障害者手帳等(３月31日まで 

  に交付されたもの) 

 ・車検証 

 ・印鑑 
  
※減免できる車は、普通自動車 

 または軽自動車(バイクも含む) 

 のどちらか一台になります。 

※普通自動車の減免申請につい 

 ては、筑西県税事務所へお問 

 い合わせください。 
 

問 申 
 
 軽自動車の減免 

  市税務課 内線1347 

 普通自動車の減免 

  筑西県税事務所 

  24-9190 
 
 ※要件についての問い合わせ 

   市福祉課 内線1574 

【対象となる障害】 

  ※上記の他に戦傷病者手帳をお持ちの方も対象となります。 

   詳しくは、お問い合わせください。 

 

障害の区分 手帳の種別および等級 

視覚障害 身体障害者手帳１級から４級 

聴覚障害 身体障害者手帳２級および３級 

平衡機能障害 身体障害者手帳３級 

音声機能障害 
身体障害者手帳３級(喉頭摘出による音

声機能障害がある場合に限る) 
上肢障害 身体障害者手帳１級および２級 

下肢 

障害 

障害のある方が運転する

場合 
身体障害者手帳１級から６級 

生計を一つする方または

常時介護する方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級 

体幹 

機能 

障害 

障害のある方が運転する

場合 
身体障害者手帳１級から３級および５級 

生計を一つする方または

常時介護する方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級 

乳幼児期以前の非

進行性脳病変によ

る運動機能障害 

上肢機能 身体障害者手帳１級および２級 

移動機能 身体障害者手帳１級から６級 

心臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

じん臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

呼吸器機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

ぼうこうまたは直腸機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

小腸機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

胸 か く

形 成 術

に よ る

胸 か く

の変形 

障害のある方が運転する

場合 
身体障害者手帳１級から３級および５級 

生計を一つする方または

常時介護する方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級 

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫

機能障害 
身体障害者手帳１級から３級 

肝臓機能障害 身体障害者手帳１級から３級 

知的障害者 
療育手帳「 Ａ 」「A」と記載されてい

る方 

精神障害者 

精神障害者保健福祉手帳の障害等級が１

級で、自立支援医療受給者証(精神通院)

または医療福祉費受給者証(マル福)の交

付を受けている方 

案 内 



太陽光発電の普及にご理解を 
 
 電力会社に義務付けられた太陽光発電の余剰電気買

取制度がスタートしています。 

 買取りに必要な費用は、｢太陽光発電促進付加金｣と

して、電気を使うすべての方にご負担いただきます。 

太陽の恵みを利用したエネルギー政策にご理解をお

願いします。 
 

※標準家庭の負担額 月3～21円程度が４月から 

 電気料金に上乗せになります。 
 

問 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー推進室 

   0570-057-333 

   受付時間 午前9時～午後９時 

｢地デジ｣でお困りのご家庭を訪問します 
～地デジの準備お急ぎください～ 
 

アナログ放送終了まで、残り４か月となりました。

地デジをご視聴するためのテレビやアンテナの準備は

お済みですか。 

地デジ化でお困りの方で、世帯に直接訪問しての対

応を希望する方には、デジサポ茨城(茨城県テレビ受信

者支援センター)が無料でお手伝いします。 

高齢者世帯や障害者がいる世帯等で、自宅を訪問し

て、地デジ化の具体的な対応の提案を希望する方は、

ぜひデジサポ茨城の｢戸別相談｣をご利用ください。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 総務省 デジサポ茨城(茨城県テレビ受信者支援センター)   

   029-307-0101 

   地デジコールセンター 0570-07-0101 

   ※受付時間 平日 午前９時～午後９時 

    (土・日曜日、祝日は午後６時まで) 

公民館おはなしの会／５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。 
 
◆日時 ５月21日(土)午後１時30分～ 

◆場所 下妻公民館 児童図書室 
 

問 下妻公民館 43-7370 

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月に郵送する納税通知書により自動車税を納付す

ると、領収証書とともに納税証明書(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、大切に保管しておいてください。 

 また、自動車を譲る場合は、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 

おはなし会を開催します 
   
◆日時 毎月第３水曜日午前10時～12時 

◆場所 関城老人福祉センター[筑西市] 

◆対象者 県西近隣の妊婦さん、子育て中のママ 

     自然育児や母乳育児に興味のある方 

◆会費 前期1,800円(途中入会300円×残月数) 

◆見学 初回無料、２回目以降500円 

    ※時間のある方はお昼のおにぎりとお茶を 

     ご持参ください。 
 

問 ののはな自然育児の会 (太刀川) 43-1948 

平成２３年度 

甲種防火管理新規講習会 
 
◆日時 ６月２日(木)・３日(金) 

    午前８時30分～午後４時30分 

◆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 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 ５月２日(月)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 

ふるさと博物館 展覧会を開催します 
  

  ◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

        ※５月22日は午後３時まで 

        ※休館日 ５月16日(月) 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 作品 

５月11日(水)～22日(日) ｢墨聖会｣水墨画展 水墨画 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 ５月17日(火)・21日(土)午後２時～ 

◇上映作品 アガサクリスティー 

      ｢ミス・マープル魔術の殺人｣ 

      (1985年／アメリカ／94分) 

監督：ディック・ローリー  

出演：ヘレン・ヘイズ／ベティ・ディビス他 

【あらすじ】 

 魔術めいた殺人事件。謎を解くマープルに魔の手 

 迫る！ 

  緑なす庭園に囲まれたストニーゲーツ。ミス・ 

  マープルは、何者かに命を狙わているという旧友 

  キャリーを訪ねこの地へ赴いた。敷地内にはキャ 

  リーの夫ルイスが経営する少年院が隣接。その一 

  種異様な雰囲気が漂う中、事件は起こった。 
 
《子ども映画会》 

◇日時 ５月28日(土)午後2時～ 

◇上映作品 日本の民話 

      ｢花咲じいさん・ぶんぶく茶がま｣(30分) 
 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

市立図書館休館日／５月 
 
 ５月  2日(月)・9日(月)・16日(月)・23日(月)・ 

   24日(火)・30日(月)・31日(火) 
 

問 市立図書館 43-8811 

小貝川ふれあい公園   合 同 展 示 会 を 開 催 し ま す  
 
Part1 『押し花作品展～花たちの語らい～』 

     『それぞれの視点でとらえた写真展』 
  
 押し花展では、旅先で出会った草花、お庭に咲く 

花など、それぞれの花への想いを込めた作品。 

 また、写真展では幻想的な自然空間、人々の自然 

とのたわむれなど、心が温まる作品を展示します。 
 
 ◆日時 ５月１日(日)～20日(金) 

     午前９時～午後４時30分 

      ※５月20日は午後３時まで 

      ※休館日 ５月2日(月)・9日(月) 

 ◆場所 ネイチャーセンター ギャラリーⅠ  

      ※入館無料 

 ◆共催 押し花ファンタジーの会 

     全日本写真連盟下妻支部 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 45-0200 

Part2 『押し花作品展～散歩の途中で～』 

     写真展『～自然を共に～』 
  
 押し花展では、散歩の途中で見つけた草花を押し花

にして、かわいい花かごやブーケなどの作品。 

 また、写真展では変化に富んだ美しい自然景観な

ど、自然を愛する心が表現された作品を展示します。 
 
 ◆日時 ５月21日(土)～６月10日(金) 

     午前９時～午後４時30分 

      ※６月10日は午後３時まで 

※休館日 6月6日(月) 

 ◆場所 ネイチャーセンター ギャラリーⅠ  

      ※入館無料 

 ◆共催 堀江とし子と仲間たち 

     フォトクラブ光風会 

母子家庭等自立促進講習会 

医療事務講座講習会を実施します 
 
◆対象者 母子家庭の母および寡婦 

      (以前受講した者を除く)  

     ※母子家庭等となりおおむね７年以内で 

      全日程出席でき、今後就労を希望して 

      いる方。 

◆受講期間 ６月12日～11月22日の土曜・日曜日 

      (22日間) 

  午前10時～午後４時 

◆講習会場 県立母子の家 母子福祉センター 

      [水戸市八幡町11-52] 

◆募集人員 22名程度 

◆受講料 自己負担6,000円(教材費等) 

※ボランティア行事用保険料は、原則、 

 講習会初日に全額納付。 

 なお、所得301万円以下の方には修了 

 後に交通費の一部を支給します。 

◆託児 有り(2歳児以上) 

    ※無料(所得に応じ自己負担がかかる場合も 

     あります) 

◆受講手続 子育て支援課にある申込書およびＡ４ 

      原稿用紙に受講したい理由・参加動機 

      を記載のうえ、お申し込みください。 

      ※定員を超えた場合は作文選考。 

◆申込期限 ５月27日(金) ※消印有効。 
 

問 申 県立母子の家 母子福祉センター 

     029-221-8497  

     〒310-0065 水戸市八幡町11-52 
 

※申込書についての問い合わせ  

  市子育て支援課 内線1595 

案 内 案 内 



案 内 

相 談 

募 集 

『夏休み海外派遣』参加者募集 
 
●内容 ホームステイ、ボランティア 

    文化交流、学校体験、英語研修 

    地域見学、野外活動など 

●派遣先 アメリカ、イギリス、オーストラリア 

     カナダ、シンガポール、サイパン 

     カンボジア、フィジー 

●日程 ７月23日から8月14日の内8～18日間  

●対象 小学3年生～高校3年生 

●参加費 23万円～54万円(共通経費は別途) 
 
◎事業により活動内容・日程・対象年齢・申込期限が 

 異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 国際青少年研修協会 03-6459-4661 

   ホームページ  http://www.kskk.or.jp 

人権相談ダイヤルが 

全国統一化になりました 
 

法務局の常設人権相談所の｢みんなの人権

110番｣の電話番号を全国統一の番号とし、相

談者からの電話は発信地域に応じて、あらかじ

め指定した法務局の常設人権相談所の電話に自

動的に接続する方式(｢ナビダイヤル｣サ－ビス)

を導入しました。   

 秘密は守られますので、安心してご利用くだ

さい。 
  
◆実施対象庁 全国の法務局 

◆統一電話番号 
ゼロゼロみんなのひゃくとうばん 

  0570-003-110 

  (全国共通ナビダイヤル・有料) 

  ※PHS・一部のIP電話等からはご利用 

   できない場合があります。 

『連盟杯争奪ビーチボールバレー大会』 

参加者募集 
 
●日時 ６月12日(日)午前８時30分集合 

●場所 市総合体育館 他 

●種目 ・男女混合Ａの部(前回Aのベスト16、 

             Bの１～３位、Cの1位) 

    ・男女混合Ｂ、Cの部(上記以外のチーム) 

    ・男女混合Dの部(男子は50歳以上) 

    ・女子ヤングの部(40歳未満) 

    ・女子ミドルの部(40歳以上) 

    ・女子リーダーの部(50歳以上) 

    ・女子ベストの部(60歳以上) 

     ※年齢は大会当日を基準とします。 

●チーム編成 監督を含めて７名まで。 

       (監督も選手として出場可) 

●参加資格 市内在住・在勤の方およびこれに準ずる 

      チーム(傷害スポーツ保険加入者) 

●参加費 １チーム 1,000円(会員) 

          1,500円(会員以外) 

      ※締め切り後の返却はしません。 

●申込期限 ５月20日(金)午後５時 

●申込方法 申込書に参加費を添えてお申し込みくだ 

      さい。 
 
【組み合せ抽選会】 

 ５月28日(土)午後７時～ 下妻公民館 
  

申 市生涯学習課(千代川庁舎) 

 市総合体育館 ※月曜日を除く。 

受付時間 いずれも午前８時30分～午後５時 
 

問 市ビーチボールバレー連盟(粟野) 44-2544 

平成23年度 

『茨城県育英奨学生(在学採用・緊急採用)』募集 
 

茨城県では、高校生等を対象とした茨城県育英奨学

生を募集しています。なお、募集要項での在学採用者

の募集締切日が５月20日(金)となっていますが、５月

31日(火)までとします。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 県教育庁高校教育課 029-301-5245 
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しもつま 広
報 

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 

 ５月10日(火) 

 午後１時～３時 

◆場所 

 下妻公民館１階和室 
 

問 市福祉課 

   内線1574 

『いばらき営農塾』受講者募集 
 

県では、茨城県内でこれから農業を始める方や農業を始めて間もない方を対象に、農業技術の基礎を体系的

に学べる研修をおこないます。 
 
◆日程等 

 

問 茨城県立農業大学校 029-292-0419 

  営農支援研修 
(Аコース) 

定年帰農者等支援研修 
(水稲入門コース) 

定年帰農者等支援研修 
(野菜入門研修) 

研修期間 ６月11日(土) 
～９月30日(金) 

原則、水曜日の夜間と

土曜日の日中 

６月７日(火) 
～10月18日(火) 

原則、火・金曜日の 

夜間 

６月22日(水) 
～11月18日(金) 

原則、水曜日の夜間と

土曜日の日中 
対象者 野菜を中心とした本格

的な農業経営を目指す

概ね45歳までの方 

農産物を販売し収入を得ようとする概ね65歳

までの方 

定員 各40名 
受講料 15,600円 10,800円 15,600円 
申込期限 ５月13日(金) ５月20日(金) 

◆場所 

 県立農業大学校 

 [茨城町長岡4070-186] 

◆内容 

 農業基礎知識の講義と実習 

◆申込方法 

 茨城県県西農林事務所経営・ 

 普及部門を経由して、茨城 

 県立農業大学校にお申し込 

 みください。 

※申込者多数の場合は選考。 

公共下水道工事にご協力を！ 
 

高道祖からつくば市寺具にかけて公共

下水道工事を実施します。 

工事期間中は、片側交互通行等の交通

規制をおこないますので、ご協力をお願

いします。 
 
◆工事期間 

 5月上旬～9月下旬予定 

◆工事場所 

 図のとおり(３～７工区) 
 

問 県西流域下水道事務所 

   44-9335 

広報「しもつま」 

わがやのにんきものコーナー掲載希望者募集 
～お子さんの写真を掲載してみませんか～ 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市秘書課 内線1212 

『田植え体験』参加者募集 
 

ビアスパークしもつま内“ほたるの里”では、ホタ

ルが生息できる環境づくりとして、ホタル用の田んぼ

を作っています。 

 ｢田植え体験｣は、ボーイスカウトの野外活動として

もおこなっています。 

 一緒に田植え体験をしてみませんか。 
 
●期日 ５月８日(日) 

●対象 小学生20名程度 

●参加料 無料 
 
◎申込方法等、詳しくは 

 市ホームページをご覧ください。 
  

問 下妻ほたるの里づくり研究会事務局(市農政課内)  

   内線2624 

国保・医療・介護 

なんでも電話相談室 
                          
 医療や介護サービスの利用

で困っていること、費用や保

険料負担で困っていることに

ついて無料で相談を受け付け

ます。 
   
◆日時 

 ５月14日(土) 

 午前9時30分 

  ～午後０時30分 

◆電話番号 

 029-228-0600  

 029-228-0602 
 

問 県社会保障推進協議会 

   029-823-7930 

募 集 


