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しもつま 広
報 

平成2５年度 市税等納期一覧表(普通徴収） 

  ～口座振替納付ご利用の方へ～ 
 平成24年度から「口座振替領収済通知書」の送付をおこなっていません。 

 預金通帳の記帳等によりご確認ください。 
 
【納付場所】 納付書をご持参のうえ、納付してください。 
 
 下妻市役所 常陽銀行 筑波銀行 茨城県信用組合 結城信用金庫 

 中央労働金庫 常総ひかり農業協同組合 ゆうちょ銀行(郵便局) 

 コンビニエンスストア 
 
【クレジットカード納付】インターネットや携帯電話を利用して納付ができます。 
 
 ※介護保険料、後期高齢者医療保険料は、お取扱いできません。 
  
 《利用可能なクレジットカード》  

 

 
   

問 下妻市役所 43-2111 
   固定資産税について・・税務課固定資産税係 国民健康保険税について・・保険年金課保険年金係 

   軽自動車税について・・税務課税政係    介護保険料について・・介護保険課介護管理係 

   市県民税について・・税務課市民税係    後期高齢者医療保険料について・・保険年金課医療福祉係 

   納付全般について・・収納課収納係 

納期 税目(期別) 納期限 
口座振替日 

４月 
固定資産税

(１)           ４月30日 

５月   軽自動車税

(全)         ５月31日 

６月     
市・県民税 
(１)       7月１日 

７月 
固定資産税

(２)     
国民健康保険税

(１) 
介護保険料

(１) 
後期高齢者    

医療保険料(１) 7月31日 

８月     
市・県民税 
(２) 

国民健康保険税

(２) 
介護保険料

(２) 
後期高齢者    

医療保険料(２) ９月２日 

９月       
国民健康保険税

(３) 
介護保険料

(３) 
後期高齢者 
医療保険料(３) ９月３０日 

10月     
市・県民税 
(３) 

国民健康保険税

(４) 
介護保険料

(４) 
後期高齢者 
医療保険料(４) 10月31日 

11月 
固定資産税

(３)     
国民健康保険税

(５) 
介護保険料

(５) 
後期高齢者 
医療保険料(５) 1２月２日 

12月 
固定資産税

(４)     
国民健康保険税

(６) 
介護保険料

(６) 
後期高齢者 
医療保険料(６) 12月25日 

１月     
市・県民税 
(４) 

国民健康保険税

(７) 
介護保険料

(７) 
後期高齢者 
医療保険料(７) 1月31日 

2月           
後期高齢者 
医療保険料(８) 2月28日 

◎税金は期限内に 

  納めましょう！ 

◎市税等の納付は 

 便利な口座振替で！ 

平成25年４月からの国民年金保険料は 

月額15,040円です 
 
国民年金第１号被保険者および任意加入被保険者の平成25年4月

から平成26年3月までの国民年金保険料は、月額15,040円となり

ます。 
 
《国民年金保険料の納め方》 

｢納付書(現金)払い｣｢口座振替納付｣｢クレジットカード納付｣が 

あります。 

口座振替またはクレジットカードでの納付を希望する場合は、 

年金手帳、通帳、金融機関届印、クレジットカードを持参し、 

振替を希望する金融機関、日本年金機構下館年金事務所、市役 

所国民年金担当窓口(本庁舎・保険年金課、千代川庁舎・くら 

しの窓口課)のいずれかに申し出ください。 
 
 ※クレジットカード納付の手続きは、金融機関では取り 

  扱っていません。 

 

～受け取る年金額が増える「付加保険料」の納付もおすすめです～ 
  
 希望により、月々の定額保険料に月額400円の付加保険料を 

 プラスして納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算 

 されます。加算される付加年金の額は「200円×付加保険料 

 を納めた月数」で計算され、2年以上受け取ると、支払った 

 付加保険料以上の付加年金が受け取れるため大変お得です。 
 
※国民年金基金へ加入している方は、申し込みができません。 

※付加保険料の納付については申し込みが必要になります。 

 詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 日本年金機構下館年金事務所 25-0811 
市保険年金課 内線1525 

国民年金保険料の納め忘れはありませんか 

～後納制度をご利用ください～ 
  
過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れの期間がある方は、 

平成27年９月30日までに限り、国民年金保険料を納めることがで 

きる期間を過去2年から10年に延長する後納制度が始まりました。 

 この後納制度を利用することにより、将来受け取る年金額が増額・ 

年金受給資格が得られる可能性があるなどのメリットがあります。 
 
◇申請日の属する年度から３年度を超え期間の保険料を納付する 

 場合は、加算金が加わります。 

◇後納制度は、将来の無年金・低年金の発生を防止し、高齢期の 

 所得の確保を支援することを目的とするため、既に老齢基礎年 

 金(国民年金)を受給している方は対象になりません。 
 
◎後納制度により保険料を納付するためには事前に申し込みが必要 

 になります。 

 詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 日本年金機構下館年金事務所 25-0811 
   国民年金保険料専用ダイヤル 0570-011-050 

平成２５年度 固定資産税 
 
【納期限について】 

 平成2５年度固定資産税｢第１期｣ 

 または｢全納｣の納期限は、４月 

 30日(火)となります。 

 納税通知書・課税明細書および 

 納付書は４月11日頃に発送予定 

 です。 
 
《平成2５年度 各期の納期限》 

   第１期   ４月30日(火) 

   第２期   ７月31日(水) 

   第３期  1２月 ２日(月) 

   第４期  12月25日(水) 
 
 ※納税通知書・課税明細書は 

  再交付できません。 
 
【縦覧について】 

 固定資産税の納税者は、他の土 

 地や家屋の価格との比較を通じ 

 て自分の土地や家屋の評価が適 

 正かどうかを判断するため、課 

 税対象となる市内の土地および 

 家屋の価格が記載された縦覧用 

 帳簿を縦覧することができます。 
 
◆縦覧期間 

 ４月１日(月)～30日(火) 

◆縦覧場所 

 市役所本庁舎1階 税務課 

◆縦覧できるもの 

 ・土地価格等縦覧帳簿 

 ・家屋価格等縦覧帳簿 

◆縦覧対象者 

  下妻市内に所在する土地・家 

  屋の固定資産税の納税者、 

  同居の親族、納税管理人 

  代理人(代理人の場合は委任状 

  が必要) 

※土地の納税者は土地の、家屋の 

 納税者は家屋の、両資産の納税 

 者は両方の縦覧帳簿を見ること 

 ができます。 

 ◆持参するもの 

  ・運転免許証や健康保険証 

   などの本人確認できるもの 

  ・委任状(代理人の場合) 
 

問 固定資産税について 
   市税務課固定資産税係 

   内線1353～135６ 
  納税について 

   市収納課管理係 

   内線1362～1363 

案 内 



相 談 

自動車税の減免制度 
 
 茨城県では、心身に障害のある方ご自身が使

用(所有)する自動車、障害のある方のために生計

を一にする方が使用(所有)する自動車、障害のあ

る方のために常時介護される方が使用する自動

車について、一定の要件を満たす場合、申請に

より自動車税を減免する制度を設けています。 

 減免の対象となる自動車は障害者の方1人につ

き1台(軽自動車を含む)です。 
 
◎減免の用件、申請方法、申請の期限など 

 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 
   24-9190 

『市民ソフトテニス（軟式テニス）教室』参加者募集 
 
●日時 ４月７日(日)～11月24日(日)の毎週日曜日  

    午前９時～12時 

※雨天中止。 

●場所 市営 柳原テニスコート 

●対象者 初心者、初級者、中級者で市内在住または 

     在勤の小学生から中高年の方、および下妻 

     市ソフトテニス連盟に加入している方。 

●参加費(年間) 

 ・大人  1,000円(スポーツ保険は別途) 

 ・小学生 1,500円(スポーツ保険加入料を含む) 

●用意する物 

 ・ソフトテニス用ラケット 

 ・テニスシューズ 

 ・運動できる服装 
 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟事務局 
     (市川) 090-4835-5226 
      ※当日会場でも受け付けます。 

『応急手当ボランティア指導員』募集 
 
●応募資格 

 ・年齢63歳未満で健康な方 

 ・応急手当普及員の資格を有し、週２日以上 

  活動できる方。 

  ※資格のない方は、消防本部主催の救命講習 

   (４日間)を受講し普及員の資格を取得して 

   いただきます。 
 
●活動内容 

 応急手当講習会における実技指導 
 
●活動場所 

 古河市、五霞町、下妻市 

 八千代町、坂東市、境町 

 常総市(旧石下町区域) 
 
●募集人員 

 10名 
 
●報酬 

 なし(交通費として１日1,000円支給) 
 

問 申 茨城西南広域消防本部 警防課(針谷)  

     0280-47-0126 

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 
 
【境会場】 

◇日時 4月21日(日)午後１時30分～４時30分 

          (受付１時～) 

◇場所 境町 ふれあいの里[猿島郡境町栗山815] 

◇対象者 男女とも 30代・40代の再婚者・再婚者 

          ご希望の方 各15名 
 
【下妻会場】 

◇日時 4月27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 40代・50代の方 各20名 
 
【つくば会場】 

◇日時 4月29日(月)午後１時30分～４時30分 

          (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 20代・30代の方 各15名 

Bコース 男女とも 40代・50代の方 各15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 

平成25年度  配水管工技能講習会 
 
配水管工事事業者を対象に、耐震継手管等の配管・接

合に関する知識や技能の修得を目的として、配水管工技

能講習会を実施します。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 (社)日本水道協会 配水管工技能講習会事務局  
   03-3264-2496 

ホームページ http://www.jwwa.or.jp/ 

引越しによる水道の使用開始・中止の 

ご連絡は、お早めに 
 
 引越しの予定がある場合は、入居・退去日の 

５日前までにご連絡ください。 

特に３月・４月は、引越しの件数が多いため、 

余裕を持って、ご連絡ください。 
 
◆受付時間 

 月曜～金曜日 午前８時30分～午後５時 

 第1・第３・第５週の土曜日 午前９時～12時   

  (祝日、年末年始を除く) 
 
(連絡先) 第一環境(株)下妻事務所 

     (下妻市上下水道徴収業務委託業者) 

     45-1211 

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)、違法な土砂による盛土などを見か

けたら、情報提供をお願いします。 
 
※危険ですので、投棄をしている者とは 

 接触しないでください。 
 
(連絡先) 

 ｢県不法投棄110番(フリーダイヤル)｣ 

 0120-536-380 
 または 

  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 
  市生活環境課 内線1422 
  ※休日・夜間は 下妻警察署 43-0110 

『初心者のための押し花教室』 

受講生募集 
 
●期日(３回コース) 

第１回 ４月７日(日) 花の押し方 

    ※生花(小花)は水をかけないで持参。 

第２回 ５月12日(日) しおり作り 

    ※自分で押した花を使用。 

第３回 ６月16日(日) 壁掛け(ウッドプレート)作り 
 
午前９時30分～11時30分 
 

●場所 

 砂沼サンビーチギャラリー 
 
●定員 

 15名(３回とも受講可能な方) 

 ※申込者数によっては開講されない場合あり。 
 
●受講料 

 全３回 4,500円(押器代、教材費等含む) 

 ※受講時に料金をお支払いいただきます。 
 
●持ち物 

 新聞紙、はさみ、カッターナイフ 

 ティッシュペーパー、ピンセット 
 
●申込期限 

 ３月31日(日) 
 

問 申 砂沼サンビーチ管理事務所 
     43-6661 

『下妻市サッカーリーグ』参加チーム募集 
 
平成25年度下妻リーグに参加する新規チームを募集

します。 
 
●開催期間 前期 ４月～７月の日曜日 

      後期 ９月～11月の日曜日 

●参加資格 市内在住・在勤する方で構成するチーム 

●試合方式 総当り戦(Ｈ24年度９チーム) 

●参加費 17,000円(市サッカー協会登録費含む) 

●募集期限 ３月29日(金) 
 

問 申 市生涯学習課 内線2833 

公民館支援事業 

『キッズ・マナー教室』参加者募集 
 
子どもの元気な心を育てるために、集団生活でつま

づかないように児童の付き合い方のマナーを一緒に楽

しく身につけましょう。 
 
●日時 平成25年４月～ ※12回開催 

    第２・第４日曜日 午後１時～３時 

●場所 下妻公民館会議室 

●対象 小学校１～３年生 12名 

●内容 状況判断、感情、衝動、こだわり、表現力を 

    学ぶと共に保護者の方の情報交換を予定。 

●参加費 １回 500円(資料代等含む) 
 

問 申 NPO法人元気UPヒアリングセンター 
     (平塚) 45-1038 

不動産無料相談会 
 
【土浦会場】 

 ４月５日(金)午前９時30分～12時 

 県南生涯学習センター[土浦市大和町9-1ウララビル] 

【牛久会場】 

 ４月３日(水)午前９時30分～12時 

 牛久市中央生涯学習センター[牛久市柏田町1606-1] 
 
◎事前予約必要なし。当日会場にお越しください。 
 

問 茨城県不動産鑑定士協会 029-246-1222 

案 内 募 集 

http://www.jwwa.or.jp/


お知らせ版  No.2 

 

 

 
2/2 

３ 
10 

2013 

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

『小さな春を見つけよう』参加者募集 
 
あたたかくなると木の芽や草の芽が伸び、林の中の小動物 

や昆虫が活発に動き出します。野山に出て小さな春を一緒に 

見つけませんか。 
 
●日時 ３月31日(日)午前９時30分～12時 ※雨天中止。 

●場所 小貝川大橋東側堤防および林 

    (ネイチャーセンター駐車場集合) 

●対象者 ３歳児～小学６年生までの親子 50組(100名) 

●持ち物 お弁当(おにぎり)、水筒、レジャーシート 

     はさみまたはナイフ(草摘み用) 

●申込期限 ３月27日(水) 

●主催 わらべうた・あそびランド  
 

問 申 市生涯学習課 内線2834 

認定農業者になりましょう！ 

平成２５年度 

上期 『認定農業者』募集 
 
認定農業者制度とは、自らの農業経営を向

上していこうという意欲のある農業者が立て

た計画を市が認定し、その実現に向けて支援

措置を講じていこうとするものです。 

これから規模拡大をお考えの方は、 

ぜひお問い合わせください。 

 

 

●申込期間 

 ４月１日(月)～19日(金) 
 
●認定の基準(５年後の目標) 

 ①年間総労働時間が、主たる従事者１人 

  あたり2,000時間以内 

 ②年間農業所得が、主たる従事者１人 

  あたり580万円以上 
 
●認定農業者への主な支援 

・低利資金の融資 

・農業者年金の保険料の国庫補助 

 (青色申告をして40歳未満の方) 

・農用地利用集積の支援 

 

問 申 市農政課(千代川庁舎) 
     内線2623 

認知症介護家族の交流会  

「つどい」を開催します 
 
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。 

今回は、｢お花見会｣があります。 
 
◆日時 ４月８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 市介護保険課 
   (下妻市地域包括支援センター) 

   内線1543・1544 

『茨城県ゆうあいスポーツ大会』参加者募集 
 
 心身に障害を持つ方を対象にしたスポーツ大会です。ぜひご参加ください。 
 
●日時 ５月19日・26日、6月２日 日曜日 

開会式 午前10時(集合時間 9時30分) 
 

※予備日 6月２日(日)：フライングディスク 6月９日(日)：陸上競技 

※レクリエーション競技および屋外団体競技は、荒天の場合中止。 
 

●申込期限 ３月18日(月) 
 

問 申 市福祉課 内線1573・1574 

競技 個人競技 団体競技 レクリエーション競技 

内容 
陸上、水泳、卓球 
フライングディスク、ボウリング 

サッカー・バレーボール 
バスケットボール、ソフトボール 
フットベースボール 

大玉おくり・お菓子取り徒競走など 

開催日 
5月19日(日)：水泳 
5月26日(日)：水泳・陸上以外 
6月2日(日)：陸上 

６月2日(日) 5月26日(日) 

会場 笠松運動公園、その他 笠松運動公園 笠松運動公園 

対象者 
県内に居住または県内の施設、学校または職場に在籍している年齢13歳

以上の知的障害を有する者(平成2５年4月1日現在) 
県内に居住または県内の施設、学校ま

たは職場に在籍している心身障害児者 

茨城県警察官採用試験～第１回～ 
  
◆試験区分等 

 ※上記資格以外に欠格事項および身体基準があります。 
   詳しくは、警察官採用試験広報ホームページ、警察署・交番・ 

   駐在所で配布している受験案内を確認してください。 
  
◆第１次試験日 

 ５月12日(日) 教養試験、論(作)文試験 
  
◆申込期限等 

 ・郵送または持参の場合 ４月16日(水) 

   《郵送・持参先》茨城県警察本部警務課採用係 

           最寄りの警察署・交番・駐在所 

 ・インターネットの場合 ４月15日(月)午後５時 
  
◎下妻警察署では、３月17日(日)に採用試験説明会の開催を 

 予定しています。また、随時、説明会を実施しますので、 

 お問い合わせください。 
  

問 下妻警察署 43-0110 

試験区分 採用予定人員 受験資格 

男性警察官Ａ 87名程度 
昭和59年４月２日以降に生まれた人

で、学校教育法による大学(短期大学

を除く)を卒業した人もしくは平成

26年３月31日までに卒業見込みの

人または人事委員会がこれと同等と

認める人 
女性警察官Ａ 18名程度 

男性警察官Ｂ 10名程度 
昭和58年４月２日から平成７年４月

１日までに生まれた人で、警察官Ａ

の受験資格に該当しない人(平成25

年10月１日から勤務可能な人) 女性警察官Ｂ ３名程度 

砂沼桜まつり 

『砂沼さくら市フリーマーケット』参加者募集 
 
●日時 ４月７日(日) 

    午前10時～午後3時 

    ※小雨中止。 

●会場 下妻市砂沼広域公園｢観桜苑｣内 

●募集区画数 45区画(原則として1区画) 

●出店料 １区画(幅3ｍ×奥行2ｍ)につき 

     1,000円 

●申込方法 ①住所②氏名③電話番号④主な出品物 

      ⑤希望区画数を明記のうえ、Faxまたは 

      電子メールにてお申込みください。 

●申込期限 ３月22日(金) 
 
◎出店場所を事前に指定しますが、他の参加者と隣同士で出 

 たいなど要望がある場合には申込時に明記してください。 

◎搬入搬出の際は、直接車輌での乗り入れができないため、

駐車場から出品物を搬入・搬出していただきます。 

◎社会通念上および法律に違反する物品等、主催者が不適切 

 と判断したものはお断りしています。 
 

問 申 下妻市商工会青年部事務局(稲葉) 
     43-3412 Fax43-3168 
     E-mail jimukyoku@seinenbu.jp 

市立図書館 館内整理日の変更 
 
これまで、毎月月末に実施していた館

内整理日(休館)が、平成25年4月から変

更になります。 
 
《３月まで》毎月 月末日 

   

  

 《4月から》毎月 最終水曜日 
 
  ※最終水曜日が祝日の場合は、 

   翌日以降の平日が館内整理日 

   (休館)となります。 
 

 問 市立図書館 43-8811 

案 内 

案 内 

募 集 

募 集 
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