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１２月４日から１０日までは人権週間です
1984年(昭和23年)12月10日、国連総会で世
界人権宣言が採択されたのを記念し、毎年12月
10日を｢人権デー(Human Rights Day)｣と定め
ました。
法務省と全国人権擁護委員連合会では、12月４
日から10日までを｢人権週間｣として各種の人権啓
発活動をおこないます。
人権週間に当たり、人権は、自分と同じように
他の人にもあることを考え、お互いに相手の立場
を考え、豊かな人間関係をつくりましょう。
みんなで築こう 人権の世紀
〜考えよう 相手の気持ち
育てよう 思いやりの心〜
◆女性の人権を守ろう
◆子どもの人権を守ろう
◆高齢者を大切にする心を育てよう
◆障害のある人の自立と社会参加を進めよう
◆部落差別をなくそう
◆アイヌの人々に対する理解を深めよう
◆外国人の人権を尊重しよう
◆ＨⅠⅤ感染者やハンセン病患者等に対する偏見
をなくそう
◆刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう
◆犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
◆インターネットを悪用した人権侵害はやめよう
◆北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を
深めよう
◆ホームレスに対する偏見をなくそう
◆性的指向を理由とする差別をなくそう
◆性同一性障害を理由とする差別をなくそう
◆人身取引をなくそう
◆東日本大震災に起因する人権問題に取り組もう

問

水戸地方法務局下妻支局
市福祉課 人権推進室
内線1583
〜1584

43‑3935

No.1

蚕飼地区のまちづくりを目的とした、住民の方々
の手作りのイベントです。

25

人権教育講演会・人権書道展を
開催します

1/2

案内

《茨城県人権教育地域学習会・下妻市人権教育講演会》
人権を身近な問題として実感できる講演会です。
◇日時

12月９日(日)午後３時〜
(受付 午後２時30分〜)
◇場所 下妻市民文化会館 大ホール
◇講演 「あーよかったな あなたがいて」
〜「優しさ」という温かい貯金〜
講師 教育サポーター 仲島 正教 先生
◎手話通訳者の配置があります。

《下妻市小中学校人権書道展》
◇日時
◇場所

問

12月５日(水)〜11日(火)
午前９時〜午後４時
市立図書館２階 ギャラリー

市指導課 内線2822
市生涯学習課 内線2834
市福祉課 人権推進室 内線1583

人・農地プラン説明会を開催します
平成24年3月に実施したアンケート(規模を拡大・縮
小したい農業者などを調査)の結果をもとに、各地区の
農業の現状・将来について説明します。
参加を希望する方は、事前にお申し込みください。
≪説明会日程表≫
実施日
11月29日(木)
12月３日(月)
４日(火)
６日(木)
10日(月)
11日(火)
13日(木)
14日(金)
17日(月)
18日(火)

問

申

開始時間
地区名
豊加美
下妻
騰波ノ江
高道祖
宗道
総上
大宝
上妻
大形
蚕飼

市農政課

午後６時30分

会場
豊加美市民センター
市役所第二庁舎(大会議室)
騰波ノ江市民センター
高道祖市民センター
市役所千代川庁舎(第一会議室)
働く婦人の家
大宝公民館
上妻市民センター
市役所千代川庁舎(第一会議室)
リフレこかい

内線2622

認知症介護家族の交流会

クリスマス会を開催します

◆日時 12月９日(日)午前11時〜
◆会場 やすらぎの里公園
◆内容
・とん汁の無料配布
・やきそば、フランクフルトなどの販売
・輪投げ大会、映画会、作品展示会
・クリスマスプレゼント(小学生以下)など
※とん汁、プレゼント等は数に限りがあります。
また、販売品は変更になる場合があります。
◆主催

問

交流会は、認知症の方をかかえる介護者同士が、悩
みや介護の方法を話し合い、耳を傾けあう場所です。
◆日時

12月３日(月)午後１時30分〜３時30分
※毎月１回(原則、第１月曜日)
◆場所 市役所第二庁舎３階 中会議室
◆対象者 現に認知症の方を介護している家族の方
◆参加費 無料(飲物代等実費を負担する場合あり)
◎事前申し込み不要。当日会場にお越しください。

問

蚕飼地区まちづくり推進委員会
30‑0070

リフレこかい

◆日時

《ライブラリーシアター》
◇日時 12月15日(土)・18日(火)午後２時〜
◇上映作品 「信さん 炭鉱町のセレナーデ」
(2010年/日本/108分)
福岡の炭鉱町で、力強く逞しく生きる人々の
魂の物語。
炭鉱の繁栄と衰退に左右され激動の波に流さ
れていく人々がいた。
ぶつかりもがきながら、苦しみや悲しみを背
負いながらも、それを覆すだけの純粋さがあ
の時代が、今ここに鮮やかに蘇る。
《子ども映画会》
◇日時 12月22日(土)午後２時〜
◇上映作品 世界名作アニメ ダンボ
◆場所

市立図書館

市立図書館

市介護保険課(下妻市地域包括支援センター)
内線1543・1544

「歩け歩け大会」を開催します

図書館映画会／無料

問

「つどい」を開催します

案内

64分

映像ホール

43‑8811

「そば打ち体験教室」を開催します

12月９日(日)午前８時15分集合
※午前７時花火合図。
雨天の場合、12月16日に延期。
◆集合場所 大宝公民館
◆コース 大宝公民館〜小貝川ふれあい公園(往復)
約７km
◆主催 青少年を育てる下妻市民の会大宝支部

問

43‑6884

「LOVE TRAIN 常総」〜友達からでもいいですか〜
◆日時

平成25年２月９日(土)
午前９時30分〜午後４時
◆場所 ウエディングヒルズ アジュール
[守谷市松ヶ丘6‑6‑3]
◆対象者 25歳から４５歳ぐらいまでの独身男女
各30名
※応募者多数の場合は抽選。
◆内容 ｢エレガントレッスン教室、男塾教室｣で自分
磨きをした後に、チャペルで対面し、美味し
い食事とフリートーク
※｢エレガントレッスン教室｣
女性を対象に、気品ある美しさを磨き上げ、女子力を
ぐっとアップさせる教室を開催
※｢男塾教室｣
男性を対象に、仕事にもプライベートにも生かせる、
プレゼン力アップの教室を開催

年末は自分でそばを打ってみませんか。
そば打ちの体験教室や実演・試食、地元産常陸
秋そば粉も販売します。
12月８日(土)〜９日(日)
午前10時〜午後３時
◆会場 ビアスパークしもつま 農産物直売所前
◆参加費 1,000円

大宝公民館

◆日時

◎事前予約必要。定員になり次第締め切ります。

◆参加費 男性 6,000円 女性 3,000円
◆申込期限 12月25日(火)
◆主催 常総線沿線ネットワーカー｢LOVE TRAIN 常総｣
実行委員会

問

問

申

ビアスパークしもつま

30‑5121

申

市民協働課

内線1314

『シルバーリハビリ体操指導士（３級）養成講座』
参加者募集

『会員（塾生）』募集

『ボトルイン・ひな祭り講座』参加者募集

〜地域づくり活動に参加してみませんか〜

〜びんの中におひなさまを飾ります〜

●日程

魁塾では、地域づくりに関心と情熱を持ち、
共に活動してもらえる塾生を募集しています。
体験入塾も受付けています。

●日時

月日・会場
１月28日(月)
水戸
２月１日(金)
市役所第二庁舎
２月５日(火)
市役所第二庁舎
２月８日(金)
下妻中央公民館
２月12日(火)
市役所第二庁舎
２月15日(金)
市役所第二庁舎
２月19日(火)
市役所第二庁舎
２月21日(木)
水戸

講習内容
介護予防とリハビリテーションの推進
食生活と栄養
市開講式 解剖生理学
シルバーリハビリ体操
解剖生理学
シルバーリハビリ体操
解剖生理学
シルバーリハビリ体操
解剖生理学
シルバーリハビリ体操
嚥下障害
運動実技の進め方
市閉講式 嚥下障害
運動実技の進め方
老化と病気障害 高齢者の心理
シルバーリハビリ体操

※初回と最終回は水戸にある茨城県健康プラザで開催され
ますが、市からバスを出します。
※全日程参加し、レポートを提出すると3級認定を受ける
ことができます。また、3級取得後、講習を受けて２級・
１級のシルバー体操指導士になることが可能です。

●時間 午前９時30分〜午後３時30分
●対象者 市内在住でボランティア活動に興味のある
50歳以上の方
※緊急のやむを得ない事情をのぞき、全日程に
参加できること。(受講できなかった講習は
補修が受けられます)
※養成講座終了後は体操指導士として、市の
事業に協力、活動をしてもらいます。
●定員 20名
●持ち物 筆記用具、運動できる服装、昼食
保険代(300円)
●申込期限 平成25年１月11日(金)

問

申

市介護保険課

内線1532・1533

休日納税相談（12月）の一部訂正
広報しもつま11月号に掲載した12月の休日納税
相談日程に一部訂正がありました。
【訂正前】
日時
12月30日(日)午前８時30分

場所
本庁舎１階 収納課

【訂正後】
日時
12月23日(日)午前８時30分

場所
本庁舎１階 収納課

【魁塾とは・・】
明日を切り開く人材の掘り起こしと、地域
づくりを支えるリーダーの養成、人的交流
ネットワークの形成を促進することを目的
に発足した、市補助団体です。
●応募資格
市内在住または在勤で、地域づくりに勇気と
情熱を傾けることのできる20歳から50歳ま
での方。
●活動内容
・定例塾(原則として毎月1回)
・地域イベントへの協力参加
・研修視察 ほか
●募集人員
若干名
●年会費
5,000円
(入塾の翌年度より負担)
●募集期間
随時

問

申

市民協働課

内線1312

しもつまふくし塾

平成25年１月９日・23日、２月６日・20日
水曜日 午後７時〜９時
●場所 勤労青少年ホーム 集会室
●受講資格 市内在住・在勤の方
●定員 10名
●受講料 無料(教材費・材料費等別途負担)
●申込方法 12月１日(土)から受付けを開始します。

問

申

《推薦入学選考》
●訓練科 板金科 1年
●応募資格 平成25年3月に中学校を卒業見込みの方
●募集定員 15名
●提出書類 入学願書、推薦書、調査書
●試験日 平成25年1月18日(金)
●選考内容 面接および出願書類
●受付期間 12月17日(月)〜平成25年1月11日(金)

問

申

受験資格
受付時間

●日時

問

申

下妻市社会福祉協議会
44‑0142

県立古河産業技術専門学院
0280‑76‑0049

『生徒』募集

採用試験

12月15日(土)
午後１時30分〜４時
●会場 下妻公民館 調理実習室
●参加対象 小学３年生以上〜一般
※小学生は保護者同伴での参加。
●参加費 無料
●募集人数 30名 ※先着順。
●持ち物 マスク、エプロン
牛乳パックと500mlの空ペットボトル
(洗ってよく乾かしたもの)
●申込期限 12月７日(金)

勤労青少年ホーム 43‑7423
受付 午前９時〜午後５時
※休館日(月曜日と祝日の翌日)を除く。

甲種防火管理新規講習会

合格発表

待遇

防衛大学校学生
(一般後期)
高卒(見込み含む)21歳
未満の者
平成25年1月23日
〜2月1日
1次
平成25年3月2日
2次
平成25年3月15日
１次
平成25年3月8日
最終
平成25年3月22日
学生手当支給
108,300円(毎月)

高等工科学校生徒
(一般採用)
中卒(見込み含む)17歳
未満の男子
11月1日
〜平成25年1月7日
1次
平成25年1月19日
2次
平成25年2月2日〜
5日のいずれか１日
１次
平成25年1月28日
最終
平成25年2月22日
生徒手当支給
94,900円(毎月)

◎申込方法等、詳しくはお問い合わせください。

問

申

自衛隊茨城地方協力本部筑西地域事務所
22‑7239
ホームページ
http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

案内

◆日時

平成25年２月７日(木)・８日(金)
午前９時〜午後４時30分
◆場所 古河市中央運動公園 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 平成25年１月７日(月)
午前８時30分〜
※定員になり次第締め切ります。

問

申

『学院生』募集

『エコ石けんづくり講座』参加者募集
使用済みの食用油を使って、環境にやさしい
エコ石けんを作ってみませんか。
資源を再利用し環境汚染を防ぐだけでなく、
災害時など物資が足らない時に実用的な手段と
して活用できます。

募集

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

「研修会」を開催します
景気悪化に苦しむ中小企業の資金繰りの安
定化に寄与してきた金融円滑化法は、平成25
年3月をもって終了する見通しになっている
ため、売上の改善が道半ばでの中小企業に
とって、事業運営に大きな影響が出てくるの
は避けられません。
そこで今回、企業への影響と対応策につい
て研修会を開催します。
◆日時
◆場所
◆内容

問

申

12月3日(月)午後２時〜４時
下妻市商工会 会議室
｢ 金融円滑化法 終了の
中小企業への影響と対応策｣
講師 渋井 正浩 氏
下妻市商工会

43‑3412

講演会を開催します
◆日時
◆場所
◆対象
◆内容

12月5日(水)午前10〜12時
筑西市関本公民館和室
茨城県西地域在住の方(子連れ可)
｢きょうだいを育てる｣
講師 西川 みゆき 氏
◆参加費 １組800円
◆定員 30組
※定員になり次第締め切ります。

問

申

ののはな自然育児の会(小島)
37‑6874
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男女共同参画推進プラン進捗状況報告
市では、男女共同参画社会の醸成にむけて施
策の推進を図ることを目的に、平成23年度の
事業実施状況を調査・自己評価をした進捗状況
をまとめました。
内容については、下記の閲覧場所および市
ホームページにて閲覧できます。
◆閲覧期間

11月22日(木)〜12月20日(木)
午前８時30分〜12時15分
午後１時〜５時
◆閲覧場所 市役所本庁舎２階 市民協働課

問

市民協働課

内線1314

有害鳥獣捕獲を実施します
収穫前の野菜類(白菜・キャベツ等)を、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協力により実施します。
◆実施日
12月２日(日)
平成25年１月６日(日)、２月３日(日)
日の出から日没まで
◆対象地区
下妻地区全域

問

市農政課

内線2622

道路への泥落ちに注意してください
トラクター等の農作業車が公道を走行する際
の泥落ちに注意してください。
農作業にともない道路に泥が落ちた状況は、
歩行者や車両の通行に支障をきたします。
特に雨の日は、ドロドロとなり、スリップな
どによる交通事故の原因となる恐れがあり危険
です。
作業を終了し、道路に出る際は、ほ場の中で
泥を落とす等、ご協力をお願いします。

問

市建設課

内線1714・1715

製造事業所の皆さんへ

統計調査にご協力ください

No.2

25
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案内

経済産業省では、我が国の製造業の実態を明らかにする
ため、全国の製造事業所を対象として、今年度も工業統計
調査(平成24年12月31日現在)を実施します。
調査結果は、国や地方公共団体の行政施策の重要な基礎
資料や企業・大学などでの研究資料、小・中・高等学校の
教材資料など、広く利用されています。
調査をお願いする事業所には、12月中旬から平成25年
１月にかけて、統計調査員が伺いますので、調査にご協力
ください。
統計法に基づき調査内容の秘密は厳守されますので、正
確な記入をお願いします。

問

今年度、胃がん・大腸がん検診を受診しなかった方を
対象に、追加検診を実施します。
受診を希望する方は予約が必要です。

平成24年11月1日から定期の予防接種に四種混
合ワクチンが導入されました。
四種混合ワクチンは、これまでの三種混合(ジフ
テリア・百日せき・破傷風)ワクチンに不活化ポリ
オワクチンを合わせたワクチンです。

◆検診日 平成25年1月24日(木)〜26日(土)
◆受付時間 ①午前７時〜７時15分
②午前８時〜８時15分
③午前９時〜９時15分
◆会場 下妻市保健センター
◆自己負担額
・胃がん検診 500円
※バリウムを飲んでおこなうエックス線検査
・大腸がん検診 300円
※２日分の便を専用の容器で採取する便潜血検査
◆対象者 30歳以上(平成25年３月31日における年齢)
の方で、今年度受診していない方
◆申込方法 電話または下妻市保健センター窓口にて
お申し込みください。
※希望日・時間帯を指定してください。
◆申込期間 12月４日(火)〜19日(水)
◎健康保険の種類にかかわらず受診できます。

◆口座振替日
毎月25日 ※金融機関が休業日の場合、翌営業日。
◆取扱金融機関
常陽銀行本支店、筑波銀行本支店、ゆうちょ銀行
茨城県信用組合本支店、結城信用金庫本支店、
中央労働金庫、常総ひかり農業協同組合
◆申込方法
上記取扱金融機関窓口にて、手続きをしてください。
◎詳しくは、お問い合わせください。
市上下水道課

44‑5311

献血にご協力を！
◆日時
◆場所

申

市保健センター

43‑1990

内線1315

口座振替にすると、支払いに行く手間が省けて、大変便
利です。また、支払いを忘れてしまうこともなく安心です。
ぜひ、口座振替をご利用ください。

12月13日(木)午前９時30分〜午後３時30分
下妻市役所本庁舎１階 市民ホール

※献血カードまたは手帳のある方は持参してください。

問

四種混合予防接種

問
市民協働課

水道料金と下水道料金の支払いは口座振替が便利です

問

胃がん・大腸がん追加検診

市保健センター

43‑1990

口腔がん検診
口腔がんは、がん全体の数パーセントと比較的まれな
｢がん｣ですが、長期に放置したりすると、最悪の場合は
死にいたる怖い病気です。この機会に、口腔がん予防・
早期発見にお役立てください。
◆日時 平成25年２月24日(日)
◆受付時間 ①午前９時〜９時15分
②午前10時〜10時15分
◆場所 下妻市保健センター
◆対象者 40歳以上で市内在住の方 先着65名
※平成24年2月26日の口腔がん検診を
受診し、｢異常なし｣の者は除く。
◆内容
《講演会》
「口腔がんについて」
講師 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター
水戸協同病院 歯科口腔外科教授
鬼澤 浩司郎 先生
《検診》
歯科医師による問診・視診・触診・口腔内
アドバイス等
◆検診自己負担金 500円(当日徴収)
◆申込期間 平成25年１月10日(木)〜31日(木)
◆共催 下妻市歯科医師会

問

申

市保健センタ−

43‑1990

案内

◆対象者
下妻市に住民登録している生後3か月から７歳6
か月未満で、原則として三種混合・ポリオ予防
接種いずれも接種していない方
※四種混合ワクチンの供給不足により、接種開
始を延期することはお勧めできません。
◆場所
指定医療機関 ※事前に予約してください。
◆料金
対象年齢で受けた場合は無料
◆持参するもの
受診券、予診票、母子健康手帳、保険証
※三種混合・ポリオ予防接種いずれも接種して
いない方は、受診券は三種混合・ポリオのそ
れぞれ1回目のもの、予診票は医療機関にあ
るものをお使いください。
◆接種回数・間隔
【初回接種】
20日〜56日までの間隔をおいて3回皮下に注射
※標準的な接種期間
・・生後3か月〜12か月に達するまで
【追加接種】
初回接種終了後6か月以上の間隔をおいて1回皮
下に注射。
※標準的な接種期間
・・初回接種終了後12か月〜18か月に達するまで
◆指定医療機関
指定医療機関名
浅田医院
宇津野医院
軽部病院
菊山胃腸科外科医院
坂入医院
砂沼湖畔クリニック
中岫産婦人科医院
とき田クリニック
中山医院
平間病院
古橋医院
古橋耳鼻咽喉科医院
まつだこどもクリニック
三津山クリニック
渡辺クリニック(１歳から可能)

問

市保健センター

電話番号
44‑3957
45‑0311
44‑3761
44‑2014
43‑6391
43‑8181
44‑2438
44‑3232
43‑2512
43‑5100
44‑2792
45‑0777
30‑5558
48‑9131
43‑7773

43‑1990

「活き活き出前講座」を利用してみませんか
◆出前講座とは
◆利用対象者
◆開催日時
◆開催場所
◆費用

無料

◆申込方法

案内

市民の生涯学習意識の高揚とまちづくりの振興を図るため、市役所の各課の職員が身につけた
専門知識を、無料で研修会や学習の場にお届けします。

原則、市内在住・在勤・在学する10人以上の市民グループ
午前10時〜午後９時 ※土曜・日曜日は午後５時まで(祝日・年末年始を除く)
１回２時間以内(一部講座を除く)
市内の公共施設や民間の施設等(会場は主催者が用意)
(教材費・材料費が必要な場合あり)
受講を希望する日の20日前までに申込用紙に記入のうえ、生涯学習課または講座担当課へ提出
してください。なお、担当課の業務や講師となる職員の都合により、日時などの調整が必要な
場合がありますので事前にお問い合わせください。

◆申し込みできない場合

・公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
・政治、宗教または営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
・｢下妻市活き活き出前講座｣の目的に反するとき。

◎出前講座の詳しい資料(メニュー表・申込用紙)は、下妻庁舎(総合案内)、千代川庁舎(くらしの窓口課・生涯
学習課)、公民館(各市民センター)にあります。

《出前講座メニュー》
№
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

問

講座名
国民健康保険のしくみ
国民年金のしくみ
後期高齢者医療制度のしくみ
医療福祉(マル福)制度のしくみ
介護保険のしくみについて
げんき！はつらつ！介護予防講座
シルバーリハビリ体操
認知症サポーター養成講座
高齢福祉サービスについて
健康講座〜小児編〜
こころもからだも元気になろう！
健康講座〜成人編〜
生活習慣病予防について
感染症予防について
脱メタボ！
がん予防について
食育講座〜合言葉はしもつま〜
生活保護について
人権教室
子ども・家庭支援〜児童相談の現場から〜
児童福祉あれこれ
保育所ってどんなとこ？
障害者福祉サービス
障害者自立支援法とは？
社協ってどんなとこ？
もっと気軽にボランティア
覚えよう！いざ！というの時の応急手当
覚えよう！いざ！というの時の心肺蘇生法
(救命手当て編)※普通救命講習修了書発行
防災のはなし
公共交通の役割と大切さ
エコライフ わが家の環境家計簿
犬の飼い方
ごみの分別・出し方
〜マナーを守ってきれいなまちづくり〜

市生涯学習課

内線2834

担当部署
保険年金課

№
32
33

40
41
42

道路とくらし
生活道路が整備されるまで
公園のはなし
〜使おう！守ろう！みんなの公園〜
水洗化で快適生活
知っていますか？下水道ができるまで
水道水はどうつくられるの？
地域ぐるみで取り組もう！
青少年健全育成
みんなで守る文化財
〜文化財保護について〜
下妻にもある国指定文化財(大宝城跡)
自分の体力を知ろう
各種スポーツ講座

43

図書館の利用法について

44
45
46

農業者戸別所得補償制度について
悪徳商法の被害にあわないために
IT被害にあわないために
高齢者や障害者を
消費者トラブルから守ろう
知って得する日常生活の「契約」
くらしの中の事故注意情報
農業者年金制度について
農地法について①(耕作目的編)
農地法について②(農地転用編)
市の財政状況はどうなっているの？
知っていますか？
あなたの市・県民税
知っていますか？
固定資産税課税の仕組み
市税の納付方法と滞納処分について
男女共同参画社会 ってな〜に
地方分権と行政改革
下妻市の将来を描く総合計画
議会のしくみ
知っておきたい選挙の知識

34

介護保険課

35
36
37
38
39

保健センター
43‑1990

福祉課
人権推進室

47
子育て支援課
福祉課
社会福祉協議会
44‑0142

下妻消防署
43‑1551
消防交通課
市長公室
生活環境課

講座名

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

担当部署
建設課
都市整備課
上下水道課
44‑5311

屋外焼却は禁止！

ご近所を犬のトイレにしていませんか

家庭ごみ、枯れ草・葉・枝、野菜くず、店舗
や会社からでたごみを、屋外で燃やしていませ
んか。
屋外焼却(野焼き)は法律で禁じられています。
◆火災の原因になります。
◆ばい煙、悪臭、有害物質などの発生により、
近所の方の健康を損なうおそれがあります。
◆ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却炉に
よる焼却も禁止されています。
◆家庭から出るごみは市指定のごみ袋に入れ、
各地区の集積所に出すか、｢クリーンポート・
きぬ｣へ直接搬入してください。
◆会社や店舗から出るごみは事業系一般廃棄物
として処理してください。
◆産業廃棄物は専門の処理業者に依頼してくだ
さい。

問

市生活環境課

内線1422

年末年始のごみ・し尿処理の搬入期間
《年末年始の｢クリーンポート・きぬ｣への
ごみの直接搬入日について》
搬入できる日

搬入時間

搬入できる
ごみ

市立図書館
43‑8811
農政課

産業振興課

財政課
税務課
収納課
市民協働課
市長公室
議会事務局
総務課

わが家はきれいでも、地域の人は、よその犬のフンで
困っています。
飼い主は、食事の世話と同様にフンを始末しなければ
なりません。「愛犬のフンは持ち帰る」
フンの処理から目をそむけないで！地域へのご配慮を
お忘れなく。

問

市生活環境課

内線1423・1424

猫の放し飼いはみんなの迷惑です
〜猫は室内で飼いましょう〜
自由気ままだからといって猫を外へ出すことは、ふん
尿やいたずらでみんなが迷惑します。「猫は室内飼養」
がご近所への気遣いです。
また、のら猫については、エサをやっている人が｢飼い
主｣とみなされ、無計画に増える猫によるいたずらの責任
を負わなくてはなりません。室内で飼えない猫にはエサ
をやらないようにしましょう。

問

市生活環境課

内線1423・1424

平成26年１月から記帳・帳簿等の保存制度の
対象者が拡大されます
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事
業所得、不動産所得または山林所得の合計額が300万円
を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存
が、これらの所得を生ずべき業務をおこなう全ての方(所
得税の申告の必要がない方を含む)について、平成26年
１月から同様に必要となります。

※年末年始は混雑が予想されますので、
早めに搬入してください。

◎記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容等、詳しくは国税庁
ホームページhttp://www.nta.go.jp)をご覧ください。

問

クリーンポート・きぬ

43‑8822

《汲み取り(し尿)について》
農業委員会

〜袋を持って散歩しましょう〜

午前９時
可燃ごみ
〜12時
不燃ごみ
午後１時
粗大ごみ
〜４時30分
12月23日(日)と12月30日(日)から平成25年1
月3日(木)までは搬入できません。1月４日(金)
から通常どおり搬入できます。
12月24日(月)
〜29日(土)

生涯学習課

案内

年末は、汲み取り(特に浄化槽)の依頼が集
中し、応じきれない場合もありますので
早めに許可業者に依頼してください。
◆し尿の受入業務休止期間
12月28日(金)午後３時
〜平成25年１月３日(木)
※12月24日(月)は休業日ですが受入を
おこないます。

問

し尿処理施設｢城山公苑｣
0297‑43‑7221

問

下館税務署個人課税部門 24‑2121
※自動音声に従い｢２｣を選択してください。

筑西中継局が開局します
平成24年12月に筑西中継局(加波山)が開局します。
開局により、NHK総合の茨城県域向けの放送が市内に
おいて受信できるようになります。
受信するためには、筑西中継局向けのアンテナ(垂直偏
波)とこの地域向けの混合機を追加する必要があります。
詳しくは、お近くの電器店または下記までお問い合わ
せください。

問

ナビダイヤル 0570‑00‑3434
IP電話からの場合 050‑3786‑5005
受付 午前9時〜午後8時(年末年始を除く)

