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市では、防災行政無線の受信精度向上のため、戸別受信機のな
い世帯を対象に、各家庭において防災行政無線の音声を受信でき
る｢防災ラジオ｣の購入費の一部を助成します。
防災ラジオ(リズム時計工業(株)製)

《特徴》・防災行政無線放送時、自動受信します。
・ラジオ(FM・AM)受信時でも、防災行政無線放送時
には自動で切り替わります。
・AC100V電源または単３乾電池３本使用。
◆個人負担額

1,000円 ※定価6,300円
(市助成額 4,300円
下妻市社会福祉協議会助成額 1,000円)
◆配布時期 平成24年３月末(予定)
◆申込方法 自治区加入世帯
・・各自治区長が取りまとめます。
自治区未加入世帯
・・消防交通課に現金を添えてお申し込みください。
◆申込期間 10月3日(月)～31日(月)
◆その他 ・一世帯(住民登録)１台のみ購入できます。
※同一住所でも世帯が分かれていれば、それぞれ
の世帯で１台購入できます。
・企業での購入は助成の対象となりません。
・旧千代川地区で戸別受信機設置世帯は今回購入の対
象となりません。

問

申

市消防交通課

内線1433・1434

放射能に関する講演会を開催します
市では、福島第一原子力発電所の事故を受け、放射能の健康に
及ぼす影響等、放射線に関する正しい知識の普及等を図るため、
講演会を開催します。この機会に、ぜひご参加ください。
◆日時 10月９日(日)午前10時～
◆場所 千代川公民館ホール
◆内容 ｢放射線と健康影響について｣
日本原子力開発機構 那珂核融合研究所管理部保安管理課
福田 勝男 氏
◆共催 茨城県
◎参加費無料。参加者多数の場合、入場できないことがあります。

問

市消防交通課

９

編集◆秘書課

「防災ラジオ」の購入費を助成します

◆助成対象物品

2011

内線1433・1434
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災害ごみ（ガレキ）の
搬入期間を延長します

1/3

案内

◆日時
10月６日(木)
～平成24年３月30日(金)
毎週木・金曜日 午後１時～４時
※祝日と12月29日・30日は搬入
できません。
◆場所
市リサイクルセンター
[クリーンポート・きぬ南側]
※クリーンポート出入口東側進入路
入る。
◆搬入できる災害廃棄物
・瓦(破損した瓦のみで、葺き替え分
は搬入できません)
・倒壊したコンクリートブロック塀
または大谷石塀
◆搬入時に必要なもの
搬入申請書(市で受付されたもの)
【申請手順】
①搬入申請書に必要事項を記入し、
地域の代表区長または自治区長の
証明を受けてください。
②証明を受けた申請書を市総務課に
持参してください。(平日のみ受付)
③市総務課で受付手続された申請書
を持参し、災害ごみを搬入してく
ださい。
※申請書は、総務課(本庁舎)、くらし
の窓口課(千代川庁舎)にあります。
または、市ホームページよりダウン
ロードしてください。
《注意》
一般のガレキ類や下妻市以外から
の持ち込みは不法投棄となります。
警察署と連携し厳正に対応します。

問

市総務課
内線1222
市生活環境課
内線1423

東日本大震災にともなう被災者支援制度
【被災者生活再建支援制度】
◆対象となる被災世帯
(１)住宅が｢全壊｣した世帯
(２)住宅が｢大規模半壊｣した世帯
◆支援金の支給額
・被害程度に応じた｢基礎支援金｣が最大100万円
・建設・購入、補修、賃貸の住宅再建方法に応じた
｢加算支援金｣が最大200万円
※申請期限は、震災のあった日から13か月です。
【県・日本赤十字社・共同募金会に寄せられた義援金】
◆対象となる被災世帯
(１)死亡した方の遺族・行方不明者となった方の
ご家族
1,195,808円
(２)住家の全壊 1,195,808円
(３)住家の半壊
597,904円
※前回お知らせした義援金額に追加配分があり、増加
となっています。
【茨城県災害見舞金制度】
◆対象被害および支給額
住家の半壊 ３万円
※被災者生活再建支援制度および災害弔慰金の対象と
なった場合は、支給の対象とはなりません。

案内
【下妻市災害見舞金】
◆対象となる被災世帯
(１)住家の全壊 ５万円
(２)住家の半壊 ２万円
(３)非住家(全壊・半壊) １万円
【下妻市義援金】
◆対象となる被災世帯
(１)死亡した方の遺族・行方不明者となった方
のご家族
８万円
(２)住家の全壊 ８万円
(３)住家の半壊 ４万円
【災害弔慰金制度】
◆支給内容
・災害弔慰金

最大500万円
(死亡した方の遺族)
・災害障害見舞金 最大250万円
(重度障害者となった方)
・災害援護資金
貸付限度額350万円
(所得制限あり)
※災害援護資金の貸付利子
年1.5％(保証人無し)または無利子(保証人有り)

◎申請には、全壊・大規模半壊・半壊の記載のある｢り災証明書｣が必要となります。
《調査について》
◇全壊・大規模半壊・半壊の｢り災証明書｣を受けるためには、建物被害認定調査が必要となります。
調査は、内閣府で作成された｢災害に係る住家の被害認定基準運用指針｣に基づき判定します。
◇建物被害認定調査は、調査受付から判定が出るまである程度の日数がかかります。
まだ調査をしていない方は、福祉課または税務課までお申し込みください。

問

市福祉課(支援制度)

内線1585～1587

市税務課(り災証明)

内線1353～1356

東日本大震災により被災した住宅等の復旧資金を借り入れた方に対し、利子の一部を助成します
◆対象となる方

次のいずれにも該当する方
①東日本大震災により被災した住宅等の修繕、建て替えまたは購入の費用を年３％以下の
利率で金融機関から借り入れた方
②下妻市内に住所を有する方
③市税を完納している方
◆助成額 借入利子の３分の２に相当する額(１世帯当たり年額５万円限度)
◆助成期間 60か月以内
◎申請を希望
◆申込方法 総務課にある申請書に必要書類を添えてお申し込みください。
する場合は、
なお、申請書は市ホームページからもダウンロードできます。
総務課まで
◆申込期間 10月１日～平成25年３月31日
ご連絡くだ
◆必要書類 ①借入契約書の写し
さい。
②償還表または返済予定表の写し
③被災住宅等の修繕、建て替えまたは購入に係る見積書または契約書の写し
※上記の他にも書類が必要な場合があります。

問

申

市総務課

内線1222

下水道災害復旧工事にご協力を

「東日本大震災みやぎこども育英募金」を開設しました

工事期間中は、全面通行止(夜間開放)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
◆工事場所

９月下旬～12月下旬
図のとおり

※工事箇所によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

【千代川地区】

【下妻地区】

宮城県では、東日本大震災で多くの方が被災し、親を失った子ども
たち等も多数確認されています。
このように震災により親を失った子どもたち等が、将来に希望を
もって成長していけるように｢東日本大震災みやぎこども育英募金｣を
開設し、企業・団体・個人等、全国の皆さまからの寄附をお待ちして
います。
◆寄附の手順
１.寄附申出書に記入のうえ、宮城県庁(子育て支援課)宛にFax、
郵送または電子メールで送付をお願いします。
併せて、金融機関において振込みをお願いします。
受取人口座名義

振込先銀行名

東日本大震災みやぎこども育英募金
宮城県知事 村井 嘉浩

七十七銀行
県庁支店

口座番号
普通
5518181

◎詳しくは、宮城県ホームページをご覧ください。
http://www.pref.miyagi.jp/
２.寄附振込みを確認後、受領書が送付されます。
※寄附金額については、所得税法、地方税法に基づく寄附金
控除(2,000円を超える分について)、法人税法に基づく損
金として扱われます。

問

宮城県子育て支援課

022-211-2528

水戸地方法務局（本局） 案 内
庁舎一部移転について
東日本大震災の影響により、登記
(土地・建物および会社・法人の登記
ならびに登記事項証明書等)、戸籍
(成年後見登記)、国籍、供託および
人権擁護の各事務について、10月
11日から下記所在地において取り扱
うことになりました。
◆所在地
水戸市三の丸1-1-42
駿優教育会館７階
◆電話
・不動産登記部門
029-227-9922
・法人登記部門
029-227-9926
・登記事項証明書等発行窓口
029-222-4833
・戸籍課
029-227-9916
・供託課
029-227-9917
・人権擁護課
029-227-9919

問
問

市下水道課

内線1732～1733

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～

『ふくしの助っ人入門講座』受講生募集

『前期つけもの講座』参加者募集

『ガス溶接技能講習』受講生募集

しもつまふくし塾では入門講座として「ふくしの助っ人入
門講座」を開催しています。
まだ、受講枠に余裕のある講座がありますのでボランティ
ア活動や福祉に関心のある方は、ぜひ、ご参加ください。

●日時

●日時

講座名
シニア時代をサポートしよう
(認知症サポーター養成講座・
高齢者疑似体験)
なんと言ってもまずは介助
(ガイドヘルプ・車イス介助)

●対象年齢
市内在住の１歳～３歳
のお子さん
●掲載内容
写真およびメッセージ
◎詳しくは、お問い
合わせください。

問

申

水戸地方法務局 総務課
029-227-9911

市秘書課
内線1212

日時

会場

10月21日(金)
午前10時～午後２時

千代川
公民館

11月10日(木)
午前10時～12時

下妻
公民館

●募集人数 10名程度
●申込期限 10月14日(金)
●その他 動きやすい服装、10月21日のみ弁当持参

問

申

下妻市社会福祉協議会

44-0142

10月22日・29日
11月５日・12日
土曜日 午後２時～４時
●場所 下妻市働く婦人の家 料理実習室
●受講資格 市内在住・在勤の方
●定員 15名
●受講料 無料(教材費・材料代等は別途負担)
●申込方法 10月１日(土)から来館または
電話にてお申し込みください。
※定員になり次第締め切ります。

問

申

下妻市働く婦人の家
43-7929
受付時間 午前９時～午後５時
※休館日(月曜日と祝日の翌日)
を除く。

11月18日(金)・19日(土)
午前9時～午後5時
●内容 労働安全衛生法で定められた
技能講習
●定員 20人
※定員を超えた場合は抽選。
●受講料 2,750円
●申込方法 学院ホームページまたは
往復ハガキにてお申し込み
ください。
(電話番号、職業は必須)
●申込期限 10月11日(火)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

平成24年度

『学院生』募集

募集

●訓練科

機械技術科
自動車整備科
情報技術科
コンピュータ制御科
●訓練期間 2年間
●応募資格 高卒者(卒業見込を含む)
またはこれと同等以上の
学力を有すると認められ
る者
●定員 各科20名
●試験日 11月11日(金)
●受付期間 10月24日(月)
～11月4日(金)

問

申

県立土浦産業技術専門学院
029-841-3551
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◆事業対象住宅の主な要件
・昭和56年５月31日以前に建築確認を受けている木造住宅
・所有者が居住する戸建住宅で、地上階数が２以下の木造住
宅など、
この他の要件にもすべて該当する住宅のみが対象。
※東日本大震災により被災し、被災者生活再建支援制度に
より全壊または半壊と判定された住宅は、事業対象外。
◆自己負担額 １件当たり2,000円
◆派遣予定件数 ５件程度 ※原則、先着順。
◆申込方法 申込書に記入・押印のうえ、お申し込みください。
※住宅の建築時期が確認できる書類(建築確認
済証等)をご持参ください。
◆申込期限 10月11日(火)
◆その他 ・同派遣事業は、被災者生活再建支援制度による被
災度区分判定調査とは異なります。
・市では、事業の申し込みをしていない方に対する
派遣や斡旋等はおこなっていません。
また、診断士がご自宅に訪問する際は、｢茨城県
木造住宅耐震診断士認定証｣を携帯しています
ので、ご確認ください。

申

市建設課

内線1713

住宅リフォーム資金補助事業を実施します
市民の方を対象に住宅リフォーム工事の一部を補助します。
◆10月１日以降に着工し、平成24年３月15日までに完成の
工事が対象となります。(10月１日より受付開始)
※東日本大震災による修繕工事は対象外。
◆消費税を除いた工事費が10万円以上の工事が対象となり、
補助率は10％、補助金の上限は10万円です。
◎その他の補助要件については、「申請の手引き」または市
ホームページをご覧ください。
なお、「申請の手引き」・申請書様式は、市役所総合案内
(本庁舎)および商工観光課(千代川庁舎)にあります。

問

市商工観光課

９

0296-43-2111 www.city.shimotsuma.lg.jp

住宅の耐震診断をおこないます

問

2011

編集◆秘書課

木造住宅耐震診断士派遣事業

内線2633・2634

No.2

25

水道加入分担金の一部を
減免します

2/3

案内

◆受付期限 平成25年３月31日
◆対象者 上記期間の新規加入申込者
(口径変更等は除く)
◆加入分担金
加入分担金とは、新たに水道に加入する方
が支払う負担金のことです。
この加入分担金は、水道施設を整備する費
用の一部になります。
減免前
120,000円
180,000円
280,000円
380,000円
630,000円
950,000円
2,050,000円
3,600,000円

インフルエンザ予防接種

取引または証明を目的に計量器を使用する方は、法に基
づき２年に１回定期検査を受けることが義務づけられてい
ます。

10月１日からインフルエンザの予防接種が
はじまります。
なお、下妻市に住民登録している方で、次に
該当する方は一部公費助成が受けられます。

◆会場等

水道加入分担金の一部を減免しています。
この機会に安全・安心な水道に加入をお願
いします。

口径
13ｍｍ
20ｍｍ
25ｍｍ
30ｍｍ
40ｍｍ
50ｍｍ
75ｍｍ
100ｍｍ

はかりの定期検査を実施します

減免後
115,000円
170,000円
270,000円
370,000円
620,000円
940,000円
2,040,000円
3,590,000円

※工事費は、加入者負担となりますので、
直接、市の指定工事業者に見積を依頼
してください。
※市の指定を受けていない業者は、水道
工事をすることはできませんので、工
事を依頼する際は、必ず確認してくだ
さい。
◎ 詳しくは、お問い合わせください。

・市役所本庁舎東側倉庫
11月16日(水)～18日(金)、21日(月)
・市役所千代川庁舎倉庫
11月22日(火)
◆検査対象の計量器
①手動天びん ②棒はかり ③等比皿手動はかり
④不等比皿手動はかり ⑤台手動はかり
⑥手動指示併用はかり ⑦直線目盛の指示はかり
⑧電気抵抗線式はかり ⑨電磁式はかり
⑩誘導式はかり 等
◆検査対象となる計量器の範囲
・商取引 ・薬局、病院
・農産物・水産物の売買、出荷 ・事業所の受入
・出荷の取引用、内容量および品質表示
・運送(宅急便)会社の小荷物の運賃算出
・貴金属商、釣り堀等
・病院、学校、幼稚園、保育所で健康診断や身体検査
・法令等により、公共機関への報告または、統計などを
目的として使用するもの
◎新規で検査を受検したい方は、10月11日(火)までに
ご連絡ください。

問

市商工観光課

申

市水道課

※上記③、④については、市内指定医療機関
での接種のみ公費助成が受けられます。
◆市内指定医療機関
保険証を持参のうえ、直接、医療機関で接種
してください。
医療機関名
宇津野医院
菊山胃腸科外科医院
中山医院
古橋耳鼻咽喉科医院
渡辺クリニック
下條整形外科医院
古橋医院
加倉井皮膚科クリニック
軽部病院
坂入医院
砂沼湖畔クリニック
とき田クリニック
平間病院
浅田医院
とやまクリニック
三津山クリニック

内線2634

県内に在住する犬・猫の飼い主。

※助成対象動物は、10月1日以降に県内の動物病院で
避妊・去勢手術を受けた犬・猫。
◆助成頭数

850頭(犬猫また雌雄の区別なし)
※助成頭数になり次第締め切ります。
◆助成金額 犬・猫ともに避妊・去勢手術1頭につき
一律2,000円
◆応募方法 茨城県獣医師会会員病院にある｢応募ハガキ｣
にてお申し込みください。
助成金希望者は、手術をおこなう動物病院に
あらかじめお問い合わせください。
【市内にある対象動物病院】

◇水道水は、皆さんが安心して使えるよう、
水質基準に基づき、専門の検査機関で、
厳しい検査をおこなっています。

問

◆接種対象期間
10月１日～平成24年１月31日
◆対象者および公費助成額
①接種日に満65歳以上の方
・・・2,000円(１回のみ)
②60歳以上65歳未満の方のうち、心臓、じ
ん臓または呼吸器の機能に障害を有する方
およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の
機能に障害を有する方
・・・2,000円(１回のみ)
③生後６か月から13歳未満の方
・・・1,000円(２回まで)
④13歳以上から中学３年生相当年齢の方
・・・1,000円(１回のみ)

犬猫の避妊・去勢手術助成事業を実施します
◆助成対象

動物病院名
赤沢獣医科
稲川動物病院
佐原動物病院
みうらどうぶつ病院

44-5311
◆主催

問

所在地
下妻丁246
小島870-4
下妻乙472-1
本宿町2-5

(社)茨城県獣医師会

市生活環境課

内線1422・1424

電話番号
44-3947
30-1311
44-5941
44-8008

案内

電話番号
45-0311
44-2014
43-2512
45-0777
43-7773
43-3666
44-2792
30-5007
44-3761
43-6391
43-8181
44-3232
43-5100
44-3957
30-5010
48-9131

◎市外医療機関で接種する方
(上記①・②のみ該当)
保険証を持参のうえ、事前に下妻保健セン
ターで接種券等の交付手続きを受けてから
接種してください。
市外用接種券の発行は、10月３日(月)か
らになります。
《注意》事前に医療機関への予約および料金等
を確認してください。

問

市保健センター

43-1990

県西地区動物愛護フェスティバル2011

公民館おはなしの会／10月

動物とのふれあいによって、動物に対する理解を
深め、命の大切さを育むとともに、人と動物が共生
できる明るく豊かな社会づくりの実現をめざすこと
を目的として、開催します。

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。

◆日時
楽しいイベントが
10月22日(土)
盛りだくさんです!
午前10時～午後３時
◆会場
砂沼サンビーチ
[砂沼フェスティバル内特設会場]
◆内容
・移動動物園ふれあいコーナー
・飼い犬のしつけ方教室
・獣医師によるペットの無料健康相談
・市内の園児による｢動物絵画作品展｣ ほか
◆主催
茨城県獣医師会第9支部

問

市生活環境課
内線1422

図書館映画会／無料
《ライブラリーシアター》
◇日時 10月15日(土)・18日(火)
午後２時～
◇上映作品 ビル・マーレー 知らなすぎた男
(1997年/アメリカ/94分)
迫りくる陰謀の罠 ビデオ店店員は本当に、
何も、知らなかった・・・！？
レンタルビデオ店の店員ウォレスは、ロンドン
で暮らす弟と自分の誕生日を祝うために、米国
からはるばるイギリスにやって来た。
かつて俳優志望だったウォレスは、弟から誕生
祝いに“演劇体験ゲーム”のチケットをプレゼ
ントされ、大乗り気。街角の公衆電話の指示が
このゲームのスタートだ。
《子ども映画会》
◇日時 10月22日(土)午後2時～
◇上映作品 まんが世界昔ばなし(60分)
ピノキオの冒険
ちえくらべ！王さまと娘
◆場所

問

市立図書館

市立図書館

映像ホール
43-8811

案内

◆日時 10月15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

みんなであそぼう！

～あそびの交流会を実施します～
◆日時

10月7日(金)午前10時30分～12時
※ぴよぴよ教室・のびのび遊びの広場と共同開催
◆場所 千代川緑地公園[千代川庁舎敷地隣り]
※雨天の場合、千代川保健センター
◆内容 ミニミニ運動会、創作コーナー
◆参加費 無料
◆主催 下妻市母子保健推進員協議会

◆日時

９月30日(金)～10月２日(日)
午前９時～午後４時30分(2日は午後３時まで)
※入館無料

◆場所

ネイチャーセンター ギャラリーⅠ

◎参加無料。求職者の事前申し込み不要。

問

《ふれあいパーティー》

小貝川ふれあい公園 ｢秋の山野草展｣

【つくば会場②】
◇日時 10月20日(木)午後７時～９時
(受付６時30分～)
◇場所 つくば山水亭[つくば市小野崎254]
◇対象者 男女とも45歳までの方 各20名
【下妻会場】
◇日時 10月23日(日)午後１時30分～５時
(受付１時～)
◇場所 ビアスパークしもつま[長塚乙70-3]
◇対象者 男女とも45歳までの方 各20名
◆参加費 男性4,000円
◆申込開始 随時

市保健センター

43-1990

下妻市自然愛護協会の方々が丹精こめて育てた、身近な山
野草を約300点展示します。

問

小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター

法律に基づき、各家庭の電気設備の安全調査を実施してい
ます。制服着用で写真入り調査員証をつけた調査員が伺いま
すのでご協力をお願いします。
なお、物品等の販売や金銭等を請求することは一切ありま
せん。
◆日程

女性1,000円(当日徴収)

訪問月

訪問時間

《出会いパーティー》
11月

◇日時

10月10日(月・祝)
午後１時30分～４時30分(受付１時～)
◇場所 結城市民情報センター3階 多目的ホール
[結城市国府町1丁目1]
◇対象者 独身男女 Ａコース 40歳以下
Ｂコース 40歳以上

12月
平成24年
１月
２月

◆参加費 男性3,000円 女性1,000円(当日徴収)
◆申込開始 随時受付
◆主催 いばらきマリッジサポーター県西地域活動協議会

申

NPO法人ベル・サポート
0280-87-7085

45-0200

問

電気設備の安全調査を実施します

10月

問

案内

◆日程
10月７日(金)
午後０時30分～１時30分
福祉の仕事セミナー
午後１時30分～３時30分
(受付 午後１時30分～３時)
面接会
(求職相談・面談、
求職登録・求人情報提供コーナー)
◆場所
イーアスつくば２階イーアスホール
[つくば市研究学園Ｃ50街区１]
◆参加対象者
福祉の職場に就職を希望する方
◆参加施設等
現在職員を募集中または平成24年３月卒
業予定者の採用予定のある社会福祉施設・
団体および介護支援事業者等10事業所

あたらしい出会いを探してみませんか
【つくば会場①】
◇日時 10月16日(日)午後１時30分～５時
(受付１時～)
◇場所 ホテルグランド東雲
[つくば市小野崎488-1]
◇対象者 Ａコース 男女とも40歳までの方
各20名
Ｂコース 男女とも40歳以上の方
各15名

福祉の仕事セミナーおよび
就職面接会を開催します

３月

午前９時
～午後４時頃

訪問地区
下妻甲・乙・丙、二本紀、中居指
砂沼新田、長塚、今泉
下妻甲・丙・丁・戊、平沼、本城町
本宿町、小野子町、田町
古沢、小島、坂井、堀篭、比毛
谷田部、山尻、柳原、肘谷、袋畑
新堀、加養、樋橋
大園木、鯨、田下、下栗、本宗道
宗道、渋田、見田、唐崎、鬼怒
鯨、本宗道、宗道、長萱、伊古立
原、羽子、鎌庭、別府、皆葉
五箇、村岡

◆内容
漏電の調査、屋外配線および屋内分電盤・配線などの点検

問

関東電気保安協会下館事業所

22-5525

社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
茨城県福祉人材センター
029-244-4544

認知症の家族を介護している皆さんへ

「認知症の人と家族の会」の仲間に
なりませんか
｢ 会 員 同 士が と も に 励 ま し あ い 助 け あ っ
て、人として実りある人生を送ると共に、認
知症になっても安心して暮らせる社会の実現
を希求する｣ため様々な活動をしています。
◆介護家族の交流会｢つどい｣
・つくば市大穂庁舎
第１金曜日 午後１時～３時
・茨城県水戸合同庁舎
第２金曜日 午後１時～３時
◆電話相談
029-879-0018
月～金曜日 午後０時～４時
◆会報の発行 など

問

公益社団法人
認知症の人と家族の会茨城県支部
(つくば市大穂庁舎内)
029-879-0808

広報
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家電製品のリサイクル

自転車盗難多発中!!

【家電リサイクル品】
テレビ、冷蔵(冷凍)庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンは
家電リサイクル法によりリサイクルが義務付けられてい
ます。
以下のように取り扱ってください。

現在、下妻警察署管内で自転車盗難
が多発しています。
今年１月から７月末までに発生した
自転車盗難の件数は42件となり、そ
のうち35件が無施錠でした。
自転車の盗難を防ぐためにも次のこ
とに気をつけましょう。

１.家電製品を購入(買い替え)した販売店に引き取りを
依頼する。

平成２４年度

保育所入所申し込みの受付を
開始します
◆保育所入所資格基準
保育所に入所できるお子さんは、次の理由
により、家庭内での保育ができない児童
(０歳～小学校就学前)が対象となります。

新しい民生委員・児童委員さんを紹介します

前民生委員・児童委員の退任にともない、後任の委員３人
が９月１日付で厚生労働大臣より委嘱されました。
民生委員・児童委員は、各担当地域において社会福祉の増
進に努め、市民生活のさまざまな相談に応じます。

氏名
住所

問

福祉課

齊藤 賢
下妻乙408
44-5581
峰

長谷川 忠
高道祖4646-３
43-1318
原・雇用促進住宅

内線1585

平成24年度 就学時健康診断を実施します
平成24年4月に、小学校へ入学するお子さんの健康診断を
実施します。
学校名
下妻小学校
大宝小学校
騰波ノ江小学校
上妻小学校
総上小学校
豊加美小学校

◆その他
入所申込書は、子育て支援課で配布してい
ます。定員を超える申し込みがあった場合、
入所調整をおこないます。
また、勤務先等が市外であるなどの理由で、
他市町村への入所を希望する場合も子育て
支援課が窓口となります。
お早めにご相談ください。
市子育て支援課
内線1594

44-2651
栗山

担当地域

◆入所申込期間(第１次申し込み)
10月３日(月)～12月９日(金)

申

程塚 節子
下妻乙232

電話

◆保育時間
平日
午前７時30分～午後６時30分
土曜日 午前７時30分～午後３時
(公立のみ１時30分)
※平日午後６時以降、土曜日午後の保育
時間については、各保育所(園)にご確
認ください。

問

３.その後、次のいずれかの方法によります。
《クリーンポート・きぬへ搬入する》
別途｢収集運搬料金1,575円｣をクリーンポー
ト・きぬで支払います。
《シルバー人材センターへ戸別収集を依頼する》
別途｢家電リサイクル品収集運搬券｣2,100円
を購入してください。
※市生活環境課またはシルバー人材センター
( 44-3198)で購入できます。
《直接、専門の事業者へ搬入する》
田口金属㈱[常総市鴻野山]
0297-43-7800
※家電リサイクル券以外の負担は原則なし。

今回委嘱された委員は、次の方です。
【任期 平成25年11月30日】

※入所の決定は先着順ではありません。
◇保護者が家庭外で仕事をしているとき、
または、家庭内で家事以外の労働に従
事し、児童の保育ができない場合。
◇保護者が出産、病気、心身障害者等の
場合。
◇長期にわたり常時病人や心身障害者の
介護をしている場合。
◇災害(火災、風水害、地震など)を受け、
その復旧にあたっている場合。
◇65歳未満の祖父母等が同居している
ときは、祖父母等も労働や病気などで、
児童の保育ができない場合。

２.上記の販売店がない場合、郵便局で｢家電リサイク
ル券｣を購入してください。
※製造メーカー・型式等により金額が異なります。

案内

高道祖小学校
蚕飼小学校
宗道小学校
大形小学校

日程
10月５日(水)
午後１時30分～
10月20日(木)
午後１時30分～
10月19日(水)
午後１時50分～
10月12日(水)
午後１時30分～
10月12日(水)
午後１時30分～
10月12日(水)
午後１時30分～
10月７日(金)
午後１時30分～
10月７日(金)
午後１時40分～
10月６日(木)
午後１時45分～
10月５日(水)
午後１時30分～

受付時間

市学校教育課

内線2812

◆対象機器

午後１時～
午後１時15分～
午後１時30分～
午後１時～
午後１時～
午後１時～
午後１時～

◆対象外

デスクトップパソコン、ディスプレイ
ノート型パソコン、マウス、スピーカー
ケーブルなどの付属品
プリンタ、ワープロ機器、CD－ROM、FD等

※詳しくは、各メーカー・販売店または３Ｒ推進協会
( 03-5282-7685)へお問い合わせください。
【携帯電話】
携帯電話・ＰＨＳなどの端末機には希少金属(レアメタル)
が含まれています。ご不要となった携帯端末や充電器、
電池パックなどの付属品はこのマークのある携帯電話
ショップ等へお持ちください。
メーカーを問わず無償で回収しています。

午後１時15分～
午後１時30分～
午後１時～

※当日は、着脱のしやすい服装でお越しください。
髪の長いお子さんは、まとめておいてください。
詳しい日程は、市教育委員会から保護者に通知します。

問

【パソコン】
家庭の使用済みパソコンはリサイクルが義務づけられて
います。

◎違法な不用品回収業者にご注意ください！
許可を持たない業者から料金を請求されたり、回収され
た廃棄物が不法投棄されたり不正輸出されたりするトラ
ブルが発生しています。
家庭の廃棄物を回収するためには、一般廃棄物処理業の
許可が必要です。

問

市生活環境課

内線1423

案内

◆自転車を停める時は、必ず
カギをかけましょう。
◆自転車は、駐輪場に停めま
しょう。
◆自転車は名前を書き、防犯
登録をしましょう。
◆備え付けのカギの他、ワイ
ヤー錠等の別のカギを掛け
るツーロックをしましょう。

問

下妻警察署
43-0110

10月は
「行政書士制度」
広報月間です

相談

「行政書士」を知ってもらう機会と
して、電話での無料相談会をおこない
ます。
◆日時
10月２日(日)・９日(日)
午前10時～午後３時
029-305-3731
(県行政書士会事務局)
10月８(土)
午前８時～正午
029-25-2919
(県西支部事務所)
◆内容
遺言、相続、各種許認可等の
行政手続き相談など

問

茨城県行政書士会
029-305-3731

