
国民健康保険証加入中のみなさんへ 
配達記録郵便による送付を希望される方へ 
 

 平成19年4月から有効の保険証

を3月下旬に普通郵便送付いたし

ますが、配達記録郵便による送付

を希望される方は、事前にお申し

込みください。 
 18年度以前の国保税が完納され

ていない場合などは、郵送での対

応はできません。 
 

◆申し込み方法 

●窓口で申し込む場合 

市役所保険年金課又は千代川庁舎

くらしの窓口課へ保険証と210円

分の切手を持参。 
●郵送で申し込む場合 

世帯主氏名、住所、電話番号、保険

証番号、配達記録郵便希望と明記の

うえ、210円分の切手を同封して市

保険年金課へ送付。 
 

◆申し込み期限 

3月2日（郵送の場合3月2日必着） 
 

 （送付先） 市保険年金課 保険

証担当［〒304-8501 下妻市本城

町2-22］ 内線1519 

ソフトボール連盟からのお知らせ 
 

■ソフトボール連盟の登録 

■会長旗大会の申し込み 

■総会の開催 
 

 市ソフトボール連盟では、平成

19年度の総会及び連盟の登録、第

27回会長旗大会の申し込みを開

催、受け付けます。 

◆連盟登録・会長旗大会 

・会 費 登録費 7,000円 

     大会費 5,000円 

・参加資格 市内在住・在勤の20
歳以上の者で構成されたチーム

（二重登録は禁止） 

・申込 3月10日の総会時、また

は市教育委員会スポーツ振興課 

◆総会及び抽選会 

・日時  

 3月10日(土) 午後6時30分 

・場所 下妻公民館 

※会長旗大会の抽選会は総会の時

におこないますので、必ず出席し

てください。 

◆会長旗大会日程 

 4月22日(日)・29日(日) 
 

   

市ソフトボール連盟  

（稲葉）  

  090-7210-5400 

ふるさと博物館臨時休館 
 

 市ふるさと博物館では、全館燻蒸

（害虫やカビの駆除）をおこなうた

め、次の期間臨時休館となります。 

 
臨時休館 2月20日(火)～25日(日) 
 
臨時休館中の問い合わせ先 
●2月20日(火)～2月24日(土) 
市博物館仮事務所（千代川庁舎） 

内線2831 
●2月25日(日)  
市ふるさと博物館  44-7111 

「クリーンポート・きぬ」からの 

お知らせ 
 

 平成19年4月1日からごみ処理

手数料が変更になります。手数料

はクリーンポート・きぬへ直接搬

入される場合です。料金は1㎏の

単価で、消費税別途です。 

 

 

 

 

 

 

  クリーンポート・きぬ 

    43-8822 

ごみの種類 変更前 変更後 

家庭から 

出たごみ 
5円 6円 

商店や事業所 

から出たごみ 
15円 20円 

草取り交流会にご参加ください 

第16回鬼怒フラワーライン草取り交流会 
 

 昨年、みなさんに種をまいても

らったポピーは、すくすく育ってい

るところですが、草も少し生えてき

ました。今年も、5月に素敵な花が

咲きますように、ご家族・お友達と

一緒にぜひご参加ください。 

 

◆日時  2月25日(日) 午前9時開会 

※雨天の場合 3月4日(日)に延期 

◆場所  鬼怒川水辺の楽校内鬼怒フ

ラワーライン（大形橋上流左岸） 

◆主催 花と1万人の会 

 

  花と1万人の会事務局 

  （市都市整備課内）内線1722 
※鎌、軍手、長靴をご持参ください 

 

  募集 

  職種 

  衛生作業員 

 (嘱託職員) 
   用務員 

  （臨時職員） 

保育士 

(嘱託職員及び臨時職員) 
  一般事務 

 （臨時職員） 

募集人員 1名 1名 
嘱託職員：1名 

臨時職員：若干名 
1名 

業務内容 
一般廃棄物の 

分別収集作業 

保育園用務職及び

給食調理補助 
保育業務 事務補助 

 応募 

 資格等 

普通運転免 許

を有する人 

普通運転免許

を有する人 

保育士資格を 

有する人 

普通運転免許を 

有する人 

 勤務地 
市リサイクル 

センター 

下妻市立 

きぬ保育園 

下妻市立下妻保育園または 

下妻市立きぬ保育園 

下妻市役所 

（福祉事務所） 

  勤務 

  時間 

1日8時間 

週40時間勤務 
 

午前8時30分から 

午後5時15分まで 

1日6時間 

週30時間勤務 
 

午前9時から 

午後4時まで 

＜嘱託職員＞ 
1日8時間、週40時間勤務 
午前8時30分～午後5時15分 
 

＜臨時職員＞ 
1日4時間、週20時間勤務 
（早朝2時間、夕方2時間) 

1日8時間 

週40時間勤務 
 

午前8時30分から 

午後5時15分まで 

 賃金等 

月額賃金制 
基本賃金 134,000円 

   ～238,000円 
※年齢により異なります。 

賞与、通勤手当 
の制度有 
社会保険、 
雇用保険加入 

時給賃金制 
時給770円 
社会保険、 

雇用保険加入  

＜嘱託職員＞月額賃金制 

基 本 賃 金 142,800 円 ～ 181,800 円 
※年齢により異なります。 

賞与、通勤手当の制度有 

社会保険、雇用保険加入 

＜臨時職員＞ 

時給賃金制、時給910円 

時給賃金制 

時給770円 

社会保険 

雇用保険加入 

  雇用 

  期間 

平成19年4月1日～ 

平成19年8月31日 

試験内容  面接（面接日時 2月26日(月)  午後1時30分～） 

募集期間  平成19年2月22日(木)まで  

  提出 

  書類 
 履歴書、運転免許証の写し 

履歴書、保育士資格を確認で

きる書類（保育士証の写し） 

履歴書 

運転免許書の写し 

提出先 

問合せ先 
   下妻市役所  人事課  43-2111（内線1241） 
   (※土日を除く8時30分から5時15分までの間に書類を提出してください) 

 平成19年4月1日～平成20年3月31日 

 （但し、期間更新する場合があります）  

「男女共同参画週間」の標語を 

募集します 

6月23日～29日は｢男女共同参画週間｣ 

 
 国では、男女が、互いにその人権

を尊重しつつ責任も分かち合い、性

別にかかわりなく、その個性と能力

を十分に発揮することができる男女

共同参画社会の実現に向け、さまざ

まな取り組みが行なわれるよう平成

13年度から「男女共同参画週間」を

実施しています。 

 
○募集 

◆募集内容 男女共同参画をテー

マにした標語（特に仕事と生活

（家庭・地域）の調和を推進する

標語） 

◆応募資格 どなたでも応募可 

（ただし、個人によるもの） 

◆応募期限 2月23日(金) 必着 

◆応募方法 官製はがき・Eメー

ル・FAX1通につき1作品。応募作

品のほか、住所・氏名・年齢･性

別･電話番号を明記し、下記の宛

先まで。（複数応募可・未発表の

自作のものに限る） 

◆応募先 内閣府男女共同参画局総務

課｢標語募集係｣［〒100-8914 東京都千

代田区永田町1-6-1］FAX 03-3581-9566 

www.gender.go.jp（※Eメール

での応募はホームページから） 
 

○審査 最優秀賞･･･1作品  

    優秀賞 ･･･2作品 
 

○表彰 入賞者には記念品を贈

り、最優秀賞作品は平成19年6月

29日(金)開催予定の｢男女共同参

画社会づくりに向けての全国会

議｣において表彰。 
 

○その他 応募作品は返却せず、

入賞作品の著作権は内閣府に帰属。

なお、入賞作品は｢男女共同参画週

間｣のポスター等に使用予定。 
 

  内閣府男女共同参画局 総務課 

広報啓発担当   03-3581-2022 

 

高道祖地区 

排水処理施設使用料 
 

 2月は排水処理施設使用料の後期

分の納期です。納入通知書により2
月末日までに納入してください。 
 なお、口座振替の方は、事前に

預金残高をご確認ください。 
 

◆納付場所 市会計課または市内の

金融機関。納税貯蓄組合に加入の方は、

組合でまとめての納入となります。 
 

  市農地整備課 管理係  内線2622 

平成18年度 

浄化槽設置事業費補助金 

申請受付終了のお知らせ 

 
 市では合併処理浄化槽を新設する

方に対して補助をおこなっています

が、平成18年度分の申請は1月31日

(水)をもって受付を終了しました。 
 なお、平成19年度分の申請受付

は4月2日(月)からとなります。 
 
  市生活環境課 内線1423 
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  納税証明書を請求される方へ  
 

□納税証明書の受付及び発行は申告相談会場「スピカ」ではおこなって

いません、従来どおり税務署にお越しください。 
 

□平成18年分の所得税及び消費税（個人事業者）の納税証明書を請求される

場合には、4月中旬ころまでの間、確定申告書の写し（税務署の受付印のあ

るもの）及び納税した領収証書を、ご用意ください。なお、ご不明な点は、

税務署に確認し、できるだけ余裕をもって請求してください。 
 

□請求するために来署する場合は、本人確認のため、身分を証明するもの

（運転免許証など）・印鑑・手数料が必要です。なお、代理人が来署される

場合は、「ご本人からの委任状」が必要になりますので、委任状・代理人の

身分を証明するもの及び代理人の印鑑・手数料をご用意ください。 
 

□手数料は、1税目・1事業年度・1枚400円で、支払いは収入印紙また

は現金で受け付けています。 

 

  納税は期限内に、振替納税をご利用ください 
 

□《納期限》 所得税は 3月15日(木)  消費税は 4月2日(月) 
 ※振替納税の手続きの締め切りは、納期限までです。 
 

□《振替日》 所得税は 4月20日(金)  消費税は 4月26日(木) 
 ※振替納税を利用されている方は、事前に指定の口座残高を確認してください。 

 

  消費税の新規課税事業者の方へ振替納税をご利用ください 
 

□新たに消費税の課税事業者になる方へ、手続き簡単な、振替納税をお勧め

します。申し込みの書類は、税務署または金融機関に用意しています。 
 

  下館税務署  25-3391 

“駅からウォーキング” 

参加者募集 

 
 農民文学のさきがけ・長塚節ゆ

かりの地から、水鳥が集う鬼怒川

をめぐる約13kmのコースを歩い

てみませんか。みなさんの参加を

お待ちしています。 
 
◆期日 2月25日(日) 雨天決行 
◆集合場所 

 関東鉄道常総線 石下駅 
◆コース 

 石下駅～長塚節生家など～鬼怒

川～旧江連用水分水溝～宗任神社

～宗道駅【約13km】 
◆受付時間 午前9時～11時 
◆募集定員 200名 
◆参加費 無料 
◆申込方法 ①インターネット 

②電話 ③関東鉄道の各有人駅窓

口のいずれかにて、お申し込みく

ださい。 
◆締切 2月22日(木) 
 

申 問   関東鉄道(株)  
鉄道部業務課 

  029-822-3718 
www.kantetsu.co.jp 

平成19年度 明日の地域づくり

委員会委員募集 

 
 茨城県では、豊かで住みよい茨

城づくりを進めるため、県民が主

体的に地域のあり方を議論し、提

言する場として設置した「明日の

地域づくり委員会」の委員を募集

しています。 
 
◆任期 2年（平成19年委嘱の日

から平成21年3月まで） 
◆活動内容 委員会を年7回程度

開催、2か年で県への提言をまと

めるとともに実践活動や研修会を

行います（委員会出席のための交

通費等は県で負担します） 
◆応募資格 県内に住所を有する

方。ただし地方公共団体の長･議

員、常勤の公務員を除く 
◆応募方法･締切 所定の応募用

紙に必要事項を記入のうえ、下記

問合せ先へ平成19年2月28日（当

日消印有効）までに郵送･FAX･E
メールのいずれかにてお送りくだ

さい。 ※応募用紙は市役所秘書

課または企画課に備えています。 
◆選考 応募内容により選考し、

4月中に通知します。 
 
 （応募先） 
県西地方総合事務所 県民生活課 

[〒308-8510 筑西市二木成615] 
  24-9074   24-2357  

seisokenmin@pref.ibaraki.lg.jp 
www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/
sogo/kensei/seisouindex.htm 

下妻市ハイキングの会 

会員募集 

 
 今、健康に対する意識が多くの

人に高まっており、健康維持のた

め各種の運動が行なわれておりま

す。 

 その中で、ハイキングや登山

は、心身ともに健康で爽快になり

大気が澄んでいてリフレッシュで

きたり、脂肪の燃焼効果が大き

かったりと、大変健康に良い運動

です。また、『山には一人では何

かと不安で行けない』『体力に自

信が無い』と思っている方、コー

スは体力に合わせて設定しますの

でご安心ください。 

 この機会に是非、入会し山の素

晴らしさを味わってみてはいかが

でしょうか？一人でも、また友達

と一緒でも結構です。お待ちして

います。 

 
◆資格 健康な人なら誰でも結構

です。（他市町村の方も可） 

◆入会金  2,000円（初年度のみ） 

◆年会費  2,000円（1月～12月） 

◆平成19年予定 

第1回 2月 総会・破風山 

      （埼玉県皆野町） 

第2回 6月 湯の丸山 

      （長野県佐久市） 

第3回 7月 尾瀬（夜行日帰り） 

第4回  10月 蔵王 

第5回  12月 鎌倉アルプス 

◆申込方法 所定の申込書に入会

金、年会費を添えて、市教育委員

会スポーツ振興課（千代川庁舎2
階）まで直接申し込みください。 

※申込締切はありません。 

 （随時募集） 

 

  下妻市ハイキングの会 

  大串 幸男  44-2809  

  粉川 孝   44-3276 

複式農業簿記実践講習会  
 

 認定農業者等担い手農業者の経

営能力向上支援のため、複式農業

簿記実践講習会が下妻市において

下記のとおり開催されます。 

 複式農業簿記を身につけると、

自己の財産状況や損益状況が把握

でき、税制上も65万円の特別控除

が受けられるなど優遇措置が講じ

られています。今後の経営にお役

立てください。 

 

◆場所 下妻公民館 視聴覚室 

      43-7370 
◆日時 3月7日(水)  

    午前10時～午後4時 

◆講習内容 期中取引の実務相

談・青色申告決算書の作成支援 

◆対象 認定農業者でパソコン農

業簿記を実践している方  

◆定員 20名程度（定員になり次

第締め切り） 

◆講師 

ソリマチ(株)  チーフ  永倉 明  氏 

◆その他 パソコンは会場で用意

しますが、電卓・筆記用具は各自

持参してください。昼食は各自で

お取りください。 

◆申し込み方法 3月2日(金)まで

に、住所・氏名・電話番号等連絡

先 と 経 営作 物 を、FAX ま た は E
メール等でご報告ください。 

 

 

茨城県農業会議業務部（小泉） 

  029-301-1237 
  029-301-1236 
  koizumi@ibanou.com  

市民ソフトテニス 

（軟式テニス）教室 

 
 昨年大好評でしたソフトテニス

（軟式テニス）教室を、本年も次

のとおり開催します。身近なス

ポーツ、ソフトテニスを楽しみな

がら、日頃の運動不足を解消し、

健康増進をはかりましょう。 

 老若男女を問わず、初めての方

大歓迎です。お気軽にご参加くだ

さい。 

 
◆日時 4月1日(日)から11月25日

(日)までの毎週日曜日 

午前9時30分～12時（雨天中止） 

※都合の良い日だけ参加できます 

◆場所 柳原テニスコート 

◆対象者 市内在住・在勤の小学

生から中高年までの方、およびソフ

トテニスクラブに加入している方 

◆参加費 年間1,000円（スポー

ツ保険加入料は別途） 

◆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 

 

    ソフトテニス連盟事務局  

宮本 保  44-2805 

落合和美  44-6225 

      090-1057-3081 
 

※当日会場でも 

受け付けます。 

件 名 時間額(円) 効力発生日 

茨城県最低賃金 655 平成18年10月  1日 

鉄鋼業 758 平成18年12月31日 

一般機械器具製造業 747 平成18年12月31日 

電気機械器具、情報通信

機械器具、電子部品・デ

バイス、精密機械器具製

造業 

742 平成18年12月31日 

各種商品小売業 718 平成18年12月31日 

産 

業 

別 

最 

低 

賃 

金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  茨城労働局労働基準部賃金室  029-224-6216 

FAX 

FAX 



スコーレ母親講座 

見逃さないで !  子どもの心の

SOS 

～思春期に悩まないために～ 
 

◆講師 

 (社)スコーレ家庭教育振興協会 

  茨城地区責任者 平石 喜美子  
◆日時 2月23日(金) 
    午前10時～11時30分 

◆場所 下妻公民館 1階和室 

    受講無料 託児あり 

◆主催  

(社)スコーレ家庭教育振興協会 

     24-7797（平石） 

     22-3066（平出） 

（社）スコーレ家庭教育振興協会

は文部科学省認可の公益法人・生

涯学習団体です。 

元気・お口の健康教室 
 

 最近、固いものが食べにくく

なった、飲み込みにくくなったと

いうことはありませんか？「長寿

は口から」と言われるようにおい

しく食事をとることは全ての健康

の基本となります。いつまでも健

康で安全に食事を楽しむ事ができ

るよう、口腔機能の働きやかむ

力、飲み込む力について学習して

みませんか？ 

  
◆日時 3月2日(金) 午後1時30分

～3時（受付 午後1時～） 

◆場所 市保健センター 

◆対象 65歳以上の高齢者で食べ

ること、噛む事について心配や不

安がある方／口腔機能向上につい

て関心のある方 

◆講師 歯科衛生士 ケアマネー

ジャー 沼尻 恵子先生 

◆申込方法 電話でお申し込みく

ださい。 

◆締切 2月26日(月)  
 

 
市介護保険課 内線1532・1533 

給食センターのパート募集 
 

 常総・下妻学校給食センターで

は、調理業務のパートを募集しま

す。応募される方は、3月8日(木)
までに履歴書（市販のもの）1部

に必ず希望時間を記入のうえ常

総・下妻学校給食組合へ提出して

ください。 

 
◆募集人員 女性４名 

◆勤務時間   

①午前8時～12時･･･3名 

②午前8時～午後2時30分･･･1名 

②は交代勤務有り 
（午前9時～午後3時30分) 
◆雇用日 平成19年4月6日(金) 
◆資格 常総市及び下妻市在住で

45歳までの方 

◆賃金 時給800円 

 

 （勤務地） 

常総・下妻学校給

食組合［常総市若

宮戸1088-1］ 

  0297-42-2369 

キッズくらぶ 

 
 お友達と楽しく体を動かしませ

んか？ 

 偶数月は親子エアロビ（30組）

を、奇数月は親子リトミック（20
組）をおこないます。 

 3月は｢親子リトミック｣です。 
 

◆日時 3月14日(水) 
    午前10時30分～ 

◆対象 1歳以上の親子 

◆場所 千代川保健センター 

◆申し込み開始 2月20日(火)  

午前9時～ ※申し込みは当人・

家族の方のみとします） 

＊動きやすい服装でご参加ください。 

＊予約制ですので電話でお申し込

みください。（先着20名） 

◆持ち物  汗拭きタオル、飲み

物、上履き（お持ちの方） 
 

    市保健センター  43-1990 

ＢＣＧ接種のお知らせ 

 
◆該当者 生後3か月から6か月未

満で、まだBCG接種を受けていな

い子（※6か月を過ぎた場合は、医

療機関での自費接種となります） 
◆日時 3月6日(火)  

    午後2時～2時30分 
◆場所 市保健センター 

◆持参する物  受診券、予診票

（責任をもって記入してくださ

い)、母子健康手帳、体温計（体

温は接種会場で計ってください） 

＊「予防接種と子どもの健康」を

よくお読みになってください。 

＊おたふくかぜ・水ぼうそう・突発

性発疹にかかった子は治ってから約

1か月（4週間以上）あけないと予防

接種を受けることができません。 

＊ポリオを受けた子は、27日以上

あいていないと今回の接種は受け

ることができません。三種混合を

受けた子は、6日以上あいていな

いと受けることができません。 

◇来年度の予防接種予定は、3月

中旬頃に「保健センター予定表」

でお知らせします。 
 

  市保健センター   43-1990 

小児心疾患個別相談会 

 
 県立こども病院及び筑波大学付

属病院の医師による個別相談会が

開催されますのでお気軽にご相談

ください。 
 

◆日時 2月24日(土) 
◆場所 県立健康プラザ3F 
［水戸市笠原町993-2］ 

◆内容 医療個別相談会（保育室

あり）1組 20分･定員16組（治療や

薬、日常生活の過ごし方についての

相談）＊事前申し込みが必要です。 

◆申込締切 

2月22日(木) 午後5時まで 

 

   茨城県難病相談・支援センター 

［つくば市天久保2-1-1 筑波大学付

属病院内］  029-853-3610 

 

 下妻市施行 宅地分譲中 
 

 市施行、下妻東部第一土地区画整理事業により造成した宅地を分譲していま

す。市役所や体育館・文化施設などの公共施設に隣接し、常総線下妻駅や下妻小

学校にも近く利便性の良い宅地です。 <分譲区画15区画・坪単価155,000円より> 
 
◇ 分譲概要            ◇分譲価格表【15区画】 

◆所在 本宿町2丁目、田町1丁目、田町2丁目  

◆分譲区画 全41区画・今回15区画   
◆分譲面積 165.00㎡（約50坪） 

～333.43㎡（約101坪） 
◆価格 776万円～1,923万円 

◆坪単価 15.5万円～19.9万円 
◆最多価格帯  1,100万円台  7区画  

上下水道完備＜加入負担金あり＞ 
◇現地見学会開催  

◆日時 2月17日(土)・18日(日)  

    午前9時～午後4時 
◆受付場所 下妻東部第一土地区画

整理事業地内テント 
＜下妻駅と田町を結ぶ駅前田町線と、事業地を南

北に走る東部中央通り線の交差点東部に設置＞ 
※現地見学会開催日以外も随時受

付、現地案内をしています。 
 

◇お申し込みは 
 保留地買受申込書に身分証明書・住民票抄本・納税証明書を添え、

市役所第二庁舎 2階都市整備課区画整理係までお申し込みください。   
       

   市都市整備課 区画整理係 内線1726 

宅地 
番号 

面積 
（㎡） 

販売価格 
（円） 

用途 
地域 

1 216.47 11,451,263 ① 

2 208.41 11,358,345 ① 

3 165.01 7,755,470 ④ 

6 165.00 7,986,000 ④ 

10 189.49 11,445,196 ③ 

11 189.49 11,066,216 ③ 

12 189.49 11,066,216 ③ 

13 189.49 11,066,216 ③ 

15 326.37 19,223,193 ③ 

17 333.43 17,171,645 ② 

23 232.06 11,579,794 ② 

33 196.71 10,504,314 ② 

36 244.61 12,915,408 ② 

37 229.95 12,509,280 ② 

38 229.96 12,509,824 ② 

※用途地域 容積率/建ぺい率  
①第一種住居地域 200/60   
②第一種低層住居専用地域 100/50 
③第二種中高層住居専用地域 200/60 
④第二種住居地域 200/60 

平成19年度学院生追加募集 
 

 筑西産業技術専門学院の機械シ

ステム科と電気工事科では、平成

19年度生の追加募集をおこなって

います。 

 受付は随時おこない、毎週水曜

日に選考し金曜日に合否の発表を

します。 

 

◆受付期限 3月23日(金) 
※定員になり次第締め切ります。 

 

  県立筑西産業技術専門学院 

［〒308-0847 筑西市玉戸1336-54］   

  24-1714 

電話加入権公売のお知らせ 
 

 電話加入権の公売を実施しま

す。電話の新規設置や増設をお考

えの方、ぜひご参加ください。 

 

◆日時 2月22日(木)  午前11時～ 

◆場所 筑西合同庁舎2階 第1会

議室［筑西市二木成615］ 

◆持参するもの 

①現金 ②認印 ③身分証明書 

④委任状（代理人の場合） 

※都合により、公売が中止になる

場合もあります。 

 

  筑西県税事務所 

    24-9190 
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 市民の憩いの場、砂沼の清掃を今年も市民のみなさんのご協力を得て

おこないます。「下妻のシンボルである砂沼」をきれいに保つため、ボ

ランティア活動としてみなさんの積極的な参加を心からお願いします。 

 

◆日時 3月4日(日)   

午前8時～9時（小雨決行） 

・防災無線で7時に広報  

※雨天の時は中止 

◆実施方法  
砂沼周辺のゴミ収集 

◆注意点 
☆収集したゴミは絶対に

燃やさず、決められた収

集所に出してください。 

☆ビンのかけら等でケガを

しないようにしてください。 

☆沼内のゴミは、危険で

すので取らないでくださ

い。（専門業者にお願い

しています） 

☆清掃用具は、各団体で

ご用意ください。 

☆図面の ●印の所にゴミ

袋を用意します。袋に書

い て あ る と お り、可 燃

物、不燃物に分けて袋に

入れてください。 

◎印の所がゴミ収集所に

なります。これ以外の場

所は車が入れませんので

ご協力ください。 

 
  市生涯学習課 内線2832 

 

 

 

 

●各家庭からごみ集積所に出される一般ごみは、可燃ごみと不燃ごみに分

け、市指定ごみ袋に入れ、収集日当日の朝8時までに出してください。 
●自治区外のごみ集積所に、管理者に無断でごみを出してはいけませ

ん。ごみを出す場合は、各集積所のルールがあるので、集積所を管理し

ている自治区等に相談してください。 
●市指定ごみ袋の外形寸法を超える大きさの一般ごみは、粗大ごみにな

るため、ごみ集積所には出せません。粗大ごみは、直接、ごみ処理施設

「クリーンポート・きぬ」（℡43-8822）に搬入するか、シルバー人材

センター（℡44-3198）に有料戸別収集の依頼をしてください。 
●産業廃棄物や事業系廃棄物、消火器、自動車用部品（タイヤ・バッテリー・

オイルエレメント・バンパー・ハンドル・ライト等）、農機具、ガスボンベ、

医療廃棄物、農薬、廃油、劇薬、焼却灰、石、砂利、砂、コンクリート、土、

瓦、保温材、石膏ボード等は、ごみ処理施設「クリーンポート・きぬ」での処

理ができないため、ごみ集積所に出されても、収集を行いません。これらは、

廃棄物処理業者や販売店等に処理をお願いしてください。 
●ルールを守らないで、集積所に出されたごみは、収集をおこないません。 
●リサイクルできる古紙や牛乳パック、ペットボトル、空きカン、空きビン

は、各地区指定の資源回収ボックスへ出して、ごみの減量化に努めましょう。 
●ごみ集積所は、利用している方で維持・管理していただくことになっ

ていますので、快適な居住環境のためにご協力をお願いします。 
 
  市生活環境課  内線1424・1425 

  

 市農地整備課では五箇地区におい

て、排水路工事を実施します。工事

期間中は、通行止め等ご迷惑をおか

けしますので、みなさんのご協力を

お願いします。 
 

◆工事期間 1月下旬～3月上旬 
◆工事区域 図面のとおり 
◆工事業者 大伸建設㈲ 
 

  市農地整備課 内線2623 

 日  時 場 所 問い合わせ 

心配ごと相談 

3月   6日(火) ･ 13日(火) 
  20日(火) ･ 27日(火) 
午後1時30分～3時30分  
(受付 午後1時15分～3時) 
※法律相談は 13日と27日 

下妻公民館 

2階和室 

社会福祉協議会 
    44-0142 

(予約制) 

行政相談 
秘書課 

内線 1212 

人権相談 

(困りごと) 
3月23日(金)  
午後1時30分～3時30分 

●下妻公民館 

 1階 和室 
●千代川公民館 

 1階 小会議室 

人権推進室 

内線1583 

●3月  9日(金)  千代川公民館1階 小会議室 
 午後1時30分～3時30分 

●3月16日(金)  下妻公民館1階 和室 
 午後1時30分～3時30分 

納税相談 

●夜間納税相談 

 3月1日(木) 
 午後5時30分～7時30分 

●休日納税相談 

 3月25日(日)  
 午前8時30分～午後5時 

本庁舎1階 

収納課 

収納課 

内線 

1363～1365 

※2月16日(金)開催予定の行政相談の会場が変更になりました。 
 会場は下妻公民館1階 和室です。ご注意ください。 

実施日 

菊山胃腸科

外科医院 

44-2014 

湖南病院 

  
44-2556 

中山医院 

  
43-2512 

平間病院 

  
43-5100 

浅田医院 

  
44-3957 

古橋医院 

  
44-2792 

3月 

1日(木) 
18:00～ 

 19:00     
18:00～ 

 19:00 
18:00～ 

 19:00 
18:00～ 

 18:30 

2日(金) 
      

18:00～ 

 19:00 
18:00～ 

 19:00 
18:00～ 

 18:30 

3日(土) 

8:30 ～ 

 12:00 
 
14:00 ～ 

 17:30 

13:30～ 

 17:00 

8:30～ 

 12:00 
 
14:00～ 

 17:00   

9:00～ 

 12:00 
 
14:00～ 

 17:00 

9:00～ 

 12:00 
 
15:00～ 

 17:00 

9:00～ 

 12:00 
 
14:00～ 

 17:00 

4日(日) 8:30～ 

 12:00 
    

9:00～ 

 12:00 
 
14:00～ 

 17:00 

    

5日(月) 18:00～ 

 19:00     
18:00～ 

 19:00 
18:00～ 

 19:00 
18:00～ 

 18:30 

6日(火) 18:00～ 

 19:00     
18:00～ 

 19:00 
18:00～ 

 19:00 
18:00～ 

 18:30 

7日(水) 18:00～ 

 19:00     
18:00～ 

 19:00   
18:00～ 

 18:30 

   

  

  

  

  

  

  

 

医療 
機関 

 子どもに対する予防接種への関心を高め、感染症の発生及びまん延を

予防することを目的に｢子ども予防接種週間｣が実施されます。通常の診

療時間に予防接種が受けにくい人たちに対し、平日の夜間、土曜日・日

曜日の休日にも予防接種をおこないます。 
 予防接種週間中は、下記の医療機関において診療時間以外にも予防接

種を実施します。 
 4月からの入園・入学に備え、よい機会ですのでお子さんの接種歴を

確認して接種もれのないようにしましょう。 
＊接種回数の多い三種混合、4回目の追加接種までお済みでしょうか？ 
＊接種年齢が限られている麻しん風しん混合、特に 

年長児のみなさん、接種はお済みですか？ 
 

◆平日夜間･休日診療協力医療機関・受付時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※接種希望者はワクチンの準備等ありますので、必ず来院前に電話等でご予約ください。 
 
◆受診できる予防接種の種類 

 市で個別接種を実施している三種混合、麻しん風しん混合（場合により、

風しんのみ）に限ります。 ※日本脳炎は、現在接種は中止しています。 
◆接種費用 

 接種対象年齢にある子は、保健センター発行の受診券をお持ちくださ

い。接種費用は無料になります｡ 
 受診券のない人は再発行しますので、保健センターへご連絡ください。 
 接種対象年齢外の子の接種は、全額自己負担となります。 
 
  市保健センター    43-1990 (直通)   43-2111 (内線1552～1555) 


