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しもつま 広
報 

建物を取り壊したらご連絡を! 
 
 年内に建物(車庫や物置を含む)を 

取り壊した場合は、翌年度から取り 

壊した建物分の固定資産税がかから 

なくなりますので、ご連絡ください。 

後日、現地確認に伺います。 

 また、建物を新築・増改築した際 

も翌年度の固定資産税額が変わりま 

すので、ご連絡ください。 

 

問 (連絡先)  
 

 市税務課 

 内線1353～1357 

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》 
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は、７月31日が有効期限となって 

います。８月１日から有効となる被保険者証は、７月末に郵送(簡 

易書留)しますので、届きましたら住所や氏名等に誤りがないかご 

確認ください。(郵便事情により到着日が異なる場合あり) 

 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23 

 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。 
 
《基準収入額適用申請》 
 自己負担金の割合が３割と判定された方で、平成23年中の収入が 

 一定以下の方は、申請により、割合が１割となります。 

 該当する方には個別に通知しますので、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》 
住民税非課税世帯の方には、申請により、１か月に支払う自己負担 

金(入院時の食事代を含む)が減額される減額認定証(オレンジ色)を 

交付します。 

該当する方には個別に通知しますので、指定日にお越しください。 

なお、昨年度、減額認定証が交付されている方で、今年度も継続し 

て該当する方には、今年度分の減額認定証を被保険者証に同封し、 

郵送します。(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 
 

後期高齢者医療保険料の納付 
 
平成24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 

下妻市国民健康保険 

70歳未満の方の「限度額適用認定証」申請 
 
70歳未満の方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ます。 

月ごとの医療費の支払いが高額になる方は、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。(平成24年４月から、外来診療も一医療機関の窓口での支払いが限度額までとなりました) 

なお、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ので、８月以降も引き続き認定証が必要

な方は申請の手続をしてください。８月以降の認定証は７月23日(月)から受付けをします。 
 
◎高額療養費の自己負担限度額は所得によって異なります。詳しくはお問い合わせください。 
 
◆自己負担限度額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ※保険外診療分および食事代金等は、高額療養費の対象外です。 

  ※限度額適用認定証の交付を受けていない場合も、従来どおり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。 

  ※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、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。 
 
◆限度額適用認定期間 

８月１日(申請月の初日)～平成25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か月あたりの自己負担限度額 

(３回目まで) 
1か月あた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 
 (年間所得が600万円 

  を超える世帯) 
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 

住民税非課税世帯の方の入院時の食事療養費の減額 
 
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あたり260円の定額負担となって

います。 

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｣を交付しますので、

該当する世帯の方は、申請をしてください。 

なお、現在｢標準負担額減額認定証｣をお持ちの方も改めて申請が必要ですので、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。８月以降の認定証は７月23日(月)から受付けをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 申 市保険年金課 保険年金係 内線1526 

区分 
一食あたり

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) 

◆標準負担額減額認定期間 

８月１日(申請月の初日)～平成25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) 

※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。 

「防災ラジオ」の購入 
 
 防災ラジオについては、市内全域 

に配布を終えましたが、千代川地区 

の戸別受信機所有者を含め２台目が 

欲しいとの要望を多くいただいてい 

るため、２台目の防災ラジオ購入申 

し込み受付けを開始します。 
 
◆申込開始 

 ７月10日(火) 

◆価格 

 6,300円 

◆申込方法 

 現金を添えてお申し込みください。 
 
◎合計で１世帯２台まで。２台目の 

 外部アンテナは、1,575円となり 

 ます。 

◎個人での申し込みは、下妻市に住 

 民登録のある方が対象となります。 
 

問 申 市消防交通課 
     内線1434・1435 

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。 
 
◆申込日 ７月17日(火)～27日(金) 

◆負担金 4,000円 

◆搬入日 ７月30日(月)～８月１日(水) 

     午前９時～午後４時 

◆搬入場所 JA常総ひかり千代川野菜集出荷所 
  
【荷姿】 

 ・よく乾燥して泥等をできるだけ落とし、 

  作物の残さ、木片・金属等の異物を取り 

  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 

夏休みワークショップ 

『宿題おたすけマン！』参加者募集 
 
夏休みの宿題をお手伝いします。先生にアドバイスを 

もらいながら楽しく宿題をやってみませんか。 
 

《①お習字の日》 
・日時 8月２日(木)午前10時～12時 

           小学３・４年生 

          午後１時30分～３時30分 

           小学５・６年生 

    ※人数により、午前・午後の変更有。 

・講師 書家 柳 華舟  

・持ち物 書道セット、半紙(条幅も書く人は条幅用紙も)   

     新聞紙、学校で配布される夏休みのしおり 
 
 ※書く文字を考えてきてください。 
 

《②ポスターの日》 
・日時 ８月３日(金)午後１時30分～３時30分 

           小学１～６年生 

・講師 美術講師 名和 和男  

・持ち物 クレヨン(低学年)、絵の具セット 

     画用紙(学校で指定された大きさ) 

     鉛筆、消しゴム、古タオル 

     新聞紙、学校で配布される夏休みのしおり 
 
 ※何のポスターを描くか考えてきてください。 
 
●定員 ｢お習字の日｣ 小学３・４年生 20名   

           小学５・６年生 20名 

｢ポスターの日｣ 小学１～６年生 30名 
 
※先着順。複数参加可。 

●参加費 無料 

●申込期間 ７月10日(火)～25日(水) 

      ※休館日 17日(火)・23日(月) 
 
◎汚れてもいい服装で参加してください。 

◎学校で配布される夏休みのしおりを見て持ち物を用意 

 してください。 

◎画用紙やお習字用の半紙は余分に持ってきてください。 
 

問 申 ふるさと博物館 44-7111 

高道祖排水処理施設使用料の 

減免申請 
 
 高道祖排水処理施設使用料について、下記要件

のいずれかに該当する場合は使用料の減免を受け

ることができます。 

 なお、減免を受けるには申請が必要です。 
 
◆減免の対象要件等 

◆申請に必要なもの 

 ・印鑑 

 ・｢維持管理報告書｣または｢遠隔地に居住して 

  いることがわかる書類｣｢生活保護受給中で 

  あることがわかるもの｣等 

 ※いずれもコピー可。 

◆申込方法 

 必要書類を添えて、農政課窓口または郵送にて 

 手続きをしてください。 

 ※申請用紙が必要な方はご相談ください。 

◆申請期限 

 ８月17日(金) 
  

問 申 市農政課 内線2613 

要件 減免割合 
合併処理浄化槽を設置し、法に定めら

れた維持管理(保守点検および清掃)を

定期的に実施している場合 

使用料の 

３分の２ 

平成24年1月1日現在で、世帯内に進

学や治療等により遠隔地に居住してい

る方がいる場合 

対象者分 

全額 

生活保護法による被保護世帯 全額 

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 ・７月12日(木)から８月12日(日)までの毎週火・木・土・日曜(日の出から日没) 

・８月18日(土)～９月９日(日)までの毎週木・土・日曜(日の出から日没) 

◆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 

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ください。 
 

◆散布日程 ※天候により変更になることがあります。(雨天順延) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆散布予定時間 午前５時～10時頃まで 

◆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)をこうじてください。 

・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 
25日 
(水) 

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 
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桐ヶ瀬 黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ヶ瀬、赤須、前河原 

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 

26日 
(木) 

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) 
千代川地区の一部(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) 

豊加美 
⑤JA下妻カントリー 
 (旧亀崎西) 加養前、新堀、亀崎、樋橋、肘谷、送電線の南側 

千代川地区 

①伊古立 
千代川地区・地方道つくば古河線南側かつ旧294号東側 
(原、羽子、原新田、渋田、長萱、唐崎、伊古立、鯨) 

②JA千代川カントリー 

 (旧四反田) 
千代川地区・地方道つくば古河線北側かつ旧294号東側 
(下栗、宗道、本宗道、見田、大園木、亀崎) 

④大形 
千代川地区・大形地域及び旧294号西側 
(村岡、五箇、皆葉、別府、鎌庭、鬼怒、原) 

案 内 募 集 

『入学生』募集 
 
 放送大学では、平成24年度第2学期(10月入学)の学生 

を募集しています。 

 放送大学はテレビやインターネットを通して授業をおこ 

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(金)必着 
 

問 放送大学茨城学習センター 029-228-0683 
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すっきり～♪ 

からだが元気になる適塩教室 
 
 食事で健康改善！今日からすぐ始められる減塩の 

ヒントが盛りだくさんです。 
 
◆日程 ①７月24日(火) 上妻市民センター 

    ②７月26日(木) 働く婦人の家 

    午後１時30分～３時30分 

◆内容 ・体組成計でのボディチェック(希望者) 

      ※裸足で測定します。 

    ・高血圧予防のためのお食事とは 

      (食生活改善推進員によるお話) 

    ・簡単・おいしい煮物のコツと試食 

      (デモンストレーション) 

◆定員 20名 

◆その他 ご家庭の味噌汁をお持ちください。 

      ※希望者に塩分測定をおこないます。 

◆申込期限 日程① ７月17日(火) 

日程② ７月19日(木) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

『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月に種ま

きをした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29日(日)午前９時～12時 

●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26日(木) 
 

問 申 市生涯学習課 内線2834 

『下水道いろいろコンクール』作品募集 
 

【絵画・ポスター部門】 

 ポスターとして応募する場合は、｢9月10日 

 下水道の日｣の文字を入れてください。  
 
【書道部門】 

課題 小学１～３年生 ｢下水どう｣ 

小学４～６年生 ｢下水道の役割｣ 

    中学生     ｢下水道と環境｣ 
 
【作文部門】 

400字詰め原稿用紙(縦書き)で、小学１～ 

３年生は２枚以上３枚以内、小学４～６年 

生は３枚以上４枚以内、中学生は４枚以上 

５枚以内。  

作品は自筆によるものとし、ワープロによ 

るものは不可。 
 
【新聞部門】 

用紙の片面に新聞形式で編集・制作された 

手作りの新聞(学校・学級・学習新聞等)で 

下水道の特集または紙面の半分以上に下水 

道をテーマにして取材、編集して紙面を構 

成したもの。 

※新聞部門の応募単位は、学校、学級 

 グループ・個人など特に問いません 
 
◎上記４部門については、小中学生が対象と 

 なり、各学校でのとりまとめになります。 
 
【標語部門】 

 標語記入用紙または官製ハガキに作品１点 

 とし、１人１作品とします 

 ※一般公募については、標語部門のみとな 

  ります。 

  住所、氏名、フリガナ、年齢、職業、電 

  話番号を明記のうえ、９月５日(水)まで 

  にお申し込みください。 
 

問 申 市上下水道課 44-5311 
〒304-0056下妻市長塚乙89-１ 

栄養指導をしていただける方を募集します 
 
●職種 管理栄養士 

●募集人員 若干名 

●内容 乳幼児健診での離乳食作成・指導 

    特定健診受診者への栄養指導など 

    月２～４回、半日～１日(業務内容による) 

●場所 下妻市保健センター   

●報償費 市規定による 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

公民館セミナーを開催します 
～ゴルフのパターと理論～   
 
◆日時 第１回 ８月19日 

第２回 ９月16日 

第３回 10月21日 

第４回 11月18日 

日曜日 午後７時～９時 
 

◆場所 下妻公民館 大会議室 

◆対象者 市内在住・在勤の18歳以上男女 

     (上級者(ハンデ12以下)を除く) 

◆定員 30名 ※先着順。 

◆内容 主にパターの理論と実践 

    (アイアンの基本有) 

    ※参加者はパター練習マット持参。 

◆参加費 500円 

◆申込開始 ７月20日(金)から 

      受付 午前9時～午後５時 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 

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11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 

   夏休み期間中の開館時間・休館日の 

   一部変更 
 
市立図書館では、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変

更します。 
 
◆１階閲覧室の開館時間 

通常 午前10時開館 ⇒ 午前９時30分開館 
   
  ※土・日曜日、祝日は今までどおり９時開館。 
 
◆休館日(８月の月末整理日) 

８月31日(金) ⇒ ９月１日(土) 

 

 問 市立図書館 43-8811 

『参加者』募集 
 
《アクアスポーツ教室》 
 泳げない人でも大丈夫です。水中運動をして、日頃の運動 

不足を解消しましょう。 
 
●日時 ９月13日・20日・27日 

    10月４日・11日・18日・25日 

木曜日 午後１時～３時 

●場所 ほっとランドきぬ[中居指1126] 

●受講対象 市内在住・在勤の方 

●募集人数 30名 

●内容 アクアビクス(プール) 

    ウェーブリングアクアダンス、腰痛対策など 

●持参物 水着、帽子、バスタオルなど 

●参加費 １人500円(保険代) 

     ※ほっとランドきぬ入館料(１回600円)別途負担。 

●申込期間 ７月10日(火)～８月31日(金) 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 

《はつらつエクササイズ教室》 
 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しょう。 

 今回は親子でのエクササイズです。 
 
●日時 ８月８日(水)・17日(金)・22日(水)・29日(水) 

午前９時30分～11時 

●場所 下妻公民館 大会議室 

●受講対象 市内在住・在学の小学生とその保護者 

●募集人数 20組 

●内容 ヒップホップ(ダンス) 

●参加費 １人500円(保険代) 

●持ち物 中履き(小学生は体育館履き可)、飲み物、タオル 

●申込期間 ７月10日(火)～31日(火) 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 市生涯学習課 内線2833 

『臨時職員』募集 

募集職種 一般事務 
募集人員 １名 

業務内容 
一般事務補助および屋内外での軽作業をとも

なう業務 

応募資格等 
普通自動車免許を有する方 

パソコン(ワード・エクセル)のできる方 
勤務地 下妻市役所 千代川庁舎 産業振興課 
勤務時間 午前９時～午後４時(昼休み 60分) 

賃金等 
時給賃金制：時間単価＠810円 
賞与・通勤手当なし 

社会保険・雇用保険加入 

雇用期間 
8月～9月30日(勤務開始日は要相談) 
※勤務状況により更新有り 

試験内容 面接 ※日時・場所は別途連絡  
申込期限 7月23日(月) 
提出書類 履歴書、ハローワークの紹介状 

問 (提出先) 
市総務課[市役所本庁舎2階] 内線1224 
※午前8時30分から午後5時15分までの 

 間に書類をご持参ください。 

案 内 募 集 

募 集 



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ません。 

少量ずつ(１か所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、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たばねてください。 

 ・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。 
 
 搬入日 月曜～金曜日 午前９時～12時 

            午後１時～午後４時30分 

     第２土曜日  午前９時～12時 

            午後１時～午後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 

 ありますのでお尋ねください。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

事業所からのごみ 
 
店舗や会社などから出るごみは、市が回収する自

治区等の集積所や資源ごみの拠点回収庫には出せま

せん。事業規模の大小に関わらず、事業系一般廃棄

物として、処理してください。 
 
◆ごみの例 

 生ごみ(野菜くず、残飯含む)、空きかん 

 空きびん、ペットボトル、紙類、布類ほか 
 
  ※産業廃棄物とは区別してください。 

  ※蛍光管・乾電池類は、産業廃棄物として 

   出してください。 
 
◆処理方法 

(１)事業者自らが｢クリーンポート・きぬ｣へ搬入 

   する 
 

  ・手数料 20円／Kg(消費税別途) 

  ・搬入日(祝日、年末年始等を除く) 

    月曜～金曜日(可燃、不燃、粗大) 

     午前９時～12時、午後１時～４時30分     

    第２土曜日(可燃、不燃、粗大) 

     午前９時～12時、午後１時～４時     

    第４土曜日(不燃、粗大) 

     午前９時～12時、午後１時～４時 
 
 (２)収集運搬業者に委託する 

｢クリーンポート・きぬ｣の許可を受けた業者 

を紹介します。 
 
◎ごみの減量化・リサイクルを目的としたごみ 

 分別・処理へのご協力をお願いします。 
 

問 クリーンポート・きぬ 43-8822 
 市生活環境課 内線1425・1426 

不法投棄１１０番！ 
 
産業廃棄物の不法投棄(散乱、埋め立て、積

み上げ、焼却など)を見かけたら、情報提供を

お願いします。 
 
(連絡先) 不法投棄110番 

     0120-536-380 
または 

茨城県不法投棄対策室 

 029-301-3033 
県西県民センター 環境・保安課 

 24-9127 
下妻警察署 43-0110 
市生活環境課 内線1422 

資源ごみ回収団体に 

報償金を交付します 
 
自治会、子供会、PTAなどの団

体が資源ごみを独自に回収して専

門の引取業者に引き渡した場合、

報償金を交付します。 
 
◆対象となる資源ごみ 

 古紙類(新聞紙、雑誌、段ボールほか) 

 古布類、金属類(空き缶含む)、びん、ペットボトル 
 
◆報酬金額 

 

 

 
 
  ※事前に団体の届出が必要となります。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

品目 
古紙類、古布類 

金属類 
生きびん類 ペットボトル 

単価 ５円／Kg １円／本 10円／Kg 

 

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1726 

水道管布設工事にご協力を！ 
 
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、皆さんのご協力をお願いします。 
 

◆工事期間 ７月初旬～9月中旬 

◆工事箇所 図のとおり 
 
【鬼怒・鎌庭地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市上下水道課 44-5311 

個人事業税第一期分の納付 
  
個人で事業をおこなっている方は、一定の所得を超

えた場合に、個人事業税が課税されます。 

個人事業税の第一期分の納税通知書を８月中旬に送

付しますので、８月31日(金)の納期限までに必ず納

付願います。 
 

《個人事業税の納税は便利な口座振替で》 
 個人事業税の口座振替納税は、公共料金と同じ 

 ように預金口座から自動的に納税ができ安全で 

 大変便利です。申し込みは、預金口座のある金 

 融機関で簡単にできますので、印鑑を持参のう 

 えお手続きください。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 筑西県税事務所  
課税第一課(課税について) 24-9192 
総務課(口座振替について) 24-9184 

道路工事にご協力を！ 
 
 山尻地内において路面再生工事を実施します。 

工事期間中は片側交互通行となりますので、皆さんの

ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 ７月中旬～下旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市建設課 内線1717 

案 内 

クリーンポート・きぬ 

工事箇所 

鬼
怒
川 

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 

    ※掛金の一部を国が助成します。 

     掛金は事業主が負担し、法人は損金、個人 

     では必要経費として扱われ、税法上全額非 

     課税となります。 
 

問 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 
   建設業退職金共済事業本部事業推進室 

   03-6731-2866 



案 内 休日在宅当番医の変更 
     
 ｢救急医療体制一覧」に掲載の休日在宅当番

医が変更になります。 
   
 【変更前】 ７月22日(日)平間病院 

          
          
 【変更後】 ７月22日(日)中山医院 

学校説明会を開催します 
 

《平成２５年４月開校 

       古河地区中等教育学校(仮称)》 
◆期日 ８月２日(木) 

第１回 午前9時30分～10時30分 

     第２回 午後０時30分～１時30分 

     第３回 午後３時～４時 

◆会場 古河市中央運動公園総合体育館 

     ※上履き用意。駐車場約500台。 

◆参加対象者 特に制限はありません。 

◆説明内容 学校概要および入学者選抜等 
 
◎申込方法等、詳しくはホームページをご覧くだ 

 さい。(http://www.koga6.com) 
 

問 古河地区中等教育学校開設準備室 
   (総和高等学校内) 

   0280-92-4551 

肺がんドックの受診料を補助します 
 
 医療機関で肺がんドックを受ける方に受診料の２分の１

(限度額15,000円)を補助します。 
 
◆対象者 

 ・下妻市に住民登録をしている方 

・受診日に40歳から74歳までの方 

・平成24年9月30日までに受診可能な方 

・喫煙指数(１日の喫煙本数×喫煙年数)が600以上の方 

・医療機関で肺がんドックを受診する方 

・市税を滞納していない方 

◆定員 先着30名 ※定員になり次第締め切ります。 

◆手続き等の手順 

①印鑑、健康保険証を持参のうえ、下妻保健センター 

 窓口で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(受診者本人名義)のわかるもの 

 を持参のうえ、補助金の申請をしてください。 

◆その他 

・CT(コンピュータ断層撮影)を中心とした胸部レントゲ 

 ン喀痰細胞診など肺がん関連検査が対象になります。 

・加入している健康保険の種類にかかわらず申し込みで 

 きます。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

パクパク離乳食教室 
 
◆日時 ８月21日(火) 受付 午前10時～10時15分 

◆場所 下妻市保健センター 

◆該当者 平成24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 

排水設備主任技術者資格試験・講習会 
 

《主任技術者資格試験》 
・日時 

  10月17日(水) 

  午後１時30分～午後３時30分 

・申請方法 

  受験申込書に写真２枚、履歴書、住民票抄本 

  卒業証明書、資格証明書、振込受付証明書を 

  添付のうえ、お申し込みください。 
 

《講習会》 ※受講なしでの試験受験可。 
・日時 

  ９月20日(木) 

  午後１時30分～午後４時30分 

・内容 

 下水道一般、下水道関係法令、主任技術者制度 

 排水設備の設計・施行等 
 
◆会場 ホテル グランド東雲 

    [つくば市小野崎488-１] 

◆手数料 各2,000円 

◆申込期限 ８月15日(水) 
 
◎申込書・振込用紙の配布等、詳しくはお問い合わ 

 せください。 

茨城県下水道協会ホームページから申請様式の 

ダウンロードができます。 

(http://www.jsdi.or.jp/~kyokai/) 
 

問 申 市上下水道課 44-5311 

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 
 
【結城会場】 

◇日時 8月12日(日)午後１時30分～４時30分 

          (受付１時～) 

◇場所 結城市民文化センターアクロス 

    [結城市中央町2-2] 

◇対象者 Ａコース 男女とも 

          再婚者・再婚者希望の方  

          各20名 

Ｂコース 男女とも 

     30代・40代の方 各20名 
 
【つくば会場】 

◇日時 8月23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 30代・40代の方 各15名 
 
【下妻会場】 

◇日時 8月25日(土)午後１時30分～４時30分 

          (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 30代・40代の方 各20名 
 
◆参加費 男性4,000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 
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しもつま 広
報 

ポリオの予防接種が9月から変わります 
 
 9月1日より、現在の生ポリオワクチン(経

口接種)から、不活化ポリオワクチン(皮下注

射)に切り替わることが決まりました。 
 
◆9月の時点で、 
 
①生ポリオワクチンを１回接種している方 

  ⇒不活化ポリオワクチンを３回接種 
 
②生ポリオワクチンを1回も受けていない方 

  ⇒不活化ポリオワクチンを４回接種 
 
③不活化ポリオワクチンを1～3回受けて 

 いる方 

  ⇒不活化ポリオワクチンが合計４回 

   接種となるよう残りの回数を接種 
 
④生ポリオワクチンを2回受けている方 

  ⇒不活化ポリオワクチンの必要なし 
 
◆上記の①〜③に該当する方の受診券等は、 

 ８月中の郵送を予定しています。 

◆上記の③に該当している方は、接種歴を 

 保健センターまでお知らせください。 
 

《今後の生ポリオワクチン 

         予防接種の予定》 
・日程 ７月31日(火)、８月22日(水) 

受付 午後２時～２時30分 

※9月以降の生ポリオワクチン 

 集団接種は中止となります。 

・会場 下妻市保健センター 

・対象年齢 生後3か月から７歳6か月未満 
 
【お願い】 

・現時点で生ポリオワクチンを１回接種し 

 ている方は、できる限り生ポリオワクチ 

 ンでの２回目接種を受けてください。 

・これから生ポリオワクチンでの１回目接 

 種(７月31日)を受ける方は、２回目接種 

 は接種間隔(６週間以上あける)が足りない 

 ためできません。今後のスケジュールを 

 ご検討ください。 
 

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 
 

《筑西産業技術専門学院》  
◆日時 ７月25日(水)、8月24日(金) 

    ９月25日(火)、10月25日(木) 

午後1時30分～(受付1時～) 

◆訓練科 電気工事科、機械システム科、溶接科 
 
◎事前申し込み必要。 
 

問 申 筑西産業技術専門学院 24-1714 

案 内 

http://www.koga6.com
http://www.jsdi.or.jp/

