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『市バス運転手
（嘱託職員）』募集

募集

●募集人員 1名
●応募資格
(１)大型第二種運転免許取得者
(２)大型自動車(大型第一種含む)
の直近実務経験が3年以上
(３)30歳以上65歳未満の市内
在住の方
(４)４月1日より勤務可能な方
●業務内容
市バス運行業務および市庁車両
の点検・清掃等
●勤務条件
基本給および諸手当・保険加入
等は、当公社規程による
●提出書類
(１)履歴書 1通(自筆)
(２)運転免許証の写 1通
(表・裏両面コピー)
●試験内容
面接および運転実技
●試験日
3月予定 ※詳細は後日通知します。
●応募方法
提出書類を郵送または、直接提
出してください。
※休館日 毎週月曜日
2月16日(振替休館)
●募集期間
2月1日(火)～22日(火)
午前9時～午後5時
※当日消印有効。

問

１

編集◆秘書課

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

市役所へのお問い合わせは

下妻市自治振興公社

2011

都市計画案の縦覧をおこないます
県では、都市の将来像を示す都市計画区域マスタープラ
ンの策定にあたり，都市計画案の縦覧をおこないます。
案に対しご意見のある方は，縦覧期間中，意見書を提出
することができます。
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案内

介護保険料(65歳以上の方)の減免申請について
～２月１日から受け付けします～
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は、前年の合計所得金額(地
方税法の規定による)や世帯の状況に応じて設定されます。
所得の低い方や無収入の方は低い保険料が適用されますが、下記に
該当する方は、介護保険料の減免制度が適用となりますので申請して
ください。
◎平成23年度の介護保険料の納付書等は、7月に郵送する予定です。

◆縦覧期間
2月14日(月)～28日(月)
◆縦覧場所
・茨城県庁 都市計画課
・市役所第二庁舎 都市整備課
◆意見書の提出方法
縦覧場所にある意見書に必要事項を記載し，持参
または郵送にて提出してください。
【提出先】
茨城県知事橋本昌(茨城県土木部都市計画課扱い)あて
[〒310-8555 水戸市笠原町978-6]
◆提出期限
2月28日(月)必着

問

【対象者】
介護保険料の所得段階が第1段階(生活保護者を除く)・第2段階・
第３段階の方で、次の減免基準をすべて満たす方
【減免基準】
・世帯員全員が市民税非課税であること。
・世帯員全員に地方税法の規定による所得がないこと。
・世帯の年間収入金額が93万円以下であること。
(世帯員が2人以上のときは、93万円に世帯主を除く世帯員１人
につき28万円を加算した額)
・市民税課税者に扶養されていないこと。
・市民税課税者と生計を共にしていないこと。
・資産等を活用してもなお生活が困窮している状態にあること。
・原則として、減免前の保険料に未納がないこと。
・預貯金等の総額が、100万円以下(2人以上の世帯の場合は、
150万円以下)であること。

県都市計画課
市都市整備課

029-301-4592
内線1726

申

総務省 地デジチューナー支援実施センター
放送受信料全額免除世帯への支援について
0570-033840
市町村民税非課税世帯への支援について
0570-023724

◆工事期間
◆工事場所

◆工事期間
◆工事場所

２月上旬～下旬
図のとおり

納付すべき保険料の2分の１の額
納付すべき保険料の3分の１の額
内線1536・1537

問

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、ご協力をお願いします。

問
市介護保険課

◎支援の内容および申し込み方法等は、対象世帯
によって異なります。
詳しくは、お問い合わせください。

工事期間中は、片側交互通行等の交通規制を
おこないますので、ご協力をお願いします。

※申請期限を過ぎると、対象保険料の減免額は本来の減免額より
減額されます。

問

◆対象
・生活保護世帯などでNHK放送受信料の
全額免除世帯
・市町村民税が非課税の世帯
◆内容
地上デジタル放送対応の
簡易チューナー(1台)
無償給付など

【大園木地内】

【下木戸地内】

《申請期限》
特別徴収の方(年金から介護保険料が天引きされる方)
２月15日(火)
普通徴収の方(納付書で介護保険料を納める方)
７月25日(月)

【減免額】
・第１段階、第２段階の方
・第３段階の方

地上デジタル放送視聴のため
案内
低所得者への支援を実施しています

道路工事にご協力を！

【減免対象保険料】
減免申請した日において、納期限が過ぎていない保険料

(提出先)

下妻市自治振興公社事務局
(市民文化会館内)
43-2118
〒304-0064
[下妻市本城町3-36-1]

No.1

市建設課

内線1717

１月下旬～３月下旬
図のとおり

２月は「相続登記は
相談
お済みですか月間」です
茨城司法書士会では相続登記に関す
る相談を無料で実施します。
◆実施期間

２月１日(火)～28日(月)
※土・日曜日、祝日を
除く。
◆相談内容 相続登記に関する相談
◆実施場所 県内の各司法書士事務所
◆相談料 無料

問

納税証明書を請求する方へ
◆所得税および消費税(個人事業者)の納税証明書の受付・発行は、
｢スピカ｣および｢セナミ学院｣の各申告会場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。
《請求に必要なもの》
・本人であることを確認できるもの(運転免許証など)
・印鑑
・手数料(１税目・１年度・１枚400円。
支払いは収入印紙もしくは現金)
※代理人の場合は、｢本人からの委任状、代理人本人であるこ
とを確認できるもの、代理人の印鑑、手数料｣が必要です。

茨城司法書士会
029-225-0111

税理士による
還付申告無料相談
関東信越税理士会下館支部では、各
税理士事務所において、無料で還付申
告相談および簡易な申告書の作成をお
こないます。
相談を希望する方は、事前に最寄り
の税理士事務所に電話予約し、時間厳
守のうえ、お出かけください。
◆日時
２月23日(水)
午前10時～午後４時
◆対象者
(１)年金を受けている方
(２)給与所得者で医療費控除を
受けようとする方
(３)年の途中で退職または就職
した方

問

所得税および消費税(個人事業者)の

関東信越税理士会下館支部
33-2173

※４月中旬ごろまでの間は、確定申告書の控(税務署の受付印
のあるもの)と納税した領収証書を、ご用意ください。
詳しくは、お問い合わせください。
◎納税証明書を電子申請し、書面で受け取ることができます。
【メリット】
・手数料が１枚370円。
・税務署へ出向かなくとも、郵送で受け取れます。
(別途郵送料が必要)
・大量の枚数でも税務署窓口ですぐに受け取れます。
※詳しくは、e-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)を
ご覧ください。

問

下館税務署

24-2121(自動音声案内)

税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください
◆税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振り
込みをおこなわせる｢振り込め詐欺｣による被害が発生してい
ます。
◆税務職員が納税者の皆さんに電話でお問い合わせする場合は、
提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認
することを原則としています。
また、税務署や国税局では、
(１)還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機
(ATM)の操作を求めることはありません。
(２)国税の納税のために金融機関の口座を指定して振り込
みを求めることはありませんのでご注意ください。

問

下館税務署

24-2121(自動音声案内)

自動車税の納税は口座振替で
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大変便
利です。
お申し込みは、預金口座のある金融機関で簡単にできますので、
印鑑を持参のうえ手続きしてください。

問

筑西県税事務所 総務課

24-9184

男女共同参画チャレンジ支援セミナーを
開催します

案内

◆日時 2月16日(水)午後1時30分～3時30分
◆場所 県女性プラザ男女共同参画支援室
(いばらき就職支援センター内)
※お車で来場の際は、県三の丸庁舎
駐車場をご利用ください。
◆内容
《講演》
｢資格を活かして自己実現～夢をかなえるために！～｣
講師 キャリアカウンセラー 川村 貴子 氏
《事例発表》
コスチュームジュエリーDelica主宰 見澤 道子 氏
ベジフルコミュニティいばらき代表 田野島 万由子 氏
◆募集人員 50名 ※先着順。
◆参加費 無料

問

県女性青少年課女性プラザ男女共同参画支援室
029-233-3982

いばらき公共交通利用促進キャンペーンを実施します
【公共交通シンポジウム】
◆日時 2月17日(木)午後１時～４時30分
◆場所 県民文化センター 小ホール
◆参加費 無料
◆内容 ・基調講演
｢誰もが安心して暮らせる故郷のために
～住民協働型交通まちづくり～｣
・情勢報告
｢国の地域公共交通施策の方向について｣
・パネルディスカッション
｢多様なニーズに対する公共交通のあり方｣
【県内一斉ノーマイカーデー】
◆設定日 2月９日(水)
※都合に応じ、別途取組日を設定することも可能
◆対象 県内事業所、団体、県民の皆さま
◆参加方法 県公共交通活性化会議ホームページの｢取組宣
言書｣に必要事項を記入のうえ、Faxまたは電
子メールによりお申し込みください。
◆申込期限 ２月２日(水)必着
◎その他、｢駅からウォーキング｣などのイベントを実施し
ます。
詳しくは、ホームページ(http://www.koutsu-ibaraki.jp/)
をご覧ください。

『明日の地域づくり委員会』 募 集
委員募集
●活動内容
月１回程度委員会を開催し、地域づく
りについて話し合い、2年目に提言を
まとめる
●募集人員 概ね12～16名
●応募資格
県内在住。
ただし、地方公共団体の長および議員、
常勤の公務員、過去４年以内に地域づ
くり委員会委員を経験した方を除く。
●応募方法
所定の応募用紙に記入のうえ､郵送、
Fax、または電子メールにてお申し
込みください。
●応募締切
２月28日(月) ※当日消印有効。

問

県西県民センター 県民福祉課
24-9074 Fax24-2357
〒308-8510[筑西市二木成615]
E-mail nishise01@pref.ibaraki.lg.jp

『訓練生』募集
●科目
・建築科
(木造建築に必要な建築製図、実技に
必要な知識・技能)
・板金科
(建築板金に必要な基礎的建築製図・
板金展開法、実技に必要な知識・
技能)
●訓練期間 ３年
●訓練日 日曜日 午前９時～午後３時
●募集人員 各科とも５～６名
●費用(年額)
１年目
42,000円
２・３年目 15,000円
●申込期限
３月20日(土) ※当日消印有効。

問
問

県公共交通活性化会議事務局(県企画課内)
029-301-2536
E-mail kikaku5@pref.ibaraki.lg.jp

申

申

下館建設高等職業訓練校
(飯田)
24-0053
〒308-0841
[筑西市二木成806-2]
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募集

●募集人数 30名程度
●応募資格
市内在住または在勤の方で、年齢18歳以上の
健康な女性
●活動内容
・応急手当ての知識の習得および指導
・一人暮らし等の高齢者宅の防火訪問
・防火啓発活動
・消火・防災訓練
・災害発生時等における支援活動 など
●待遇
報酬、各種手当支給、被服貸与
公務災害補償、退職報償金などの制度あり
●活動開始時期 平成23年度中
●応募方法
入団申込書に必要事項を記入のうえ、お申し
込みください。
●募集期間
２月10日(木)～３月10日(木)

申

市民安全課

内線1434

「医療保険」と「介護保険」に関する
講演会を開催します
◆日時 ２月８日(火)午後1時30分～3時
◆会場 下妻市役所千代川庁舎 第一会議室
◆内容
公的保険と民間による医療保険・介護保険の
違いなどの説明
講師 財団法人 生命保険文化センター
松尾 英樹 氏
※事前申し込みは不要です。
参加希望の方は、直接会場にお越しください。

問

下妻市消費者友の会
44-1524

１

編集◆秘書課

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

『女性消防団員』募集

問

2011

(寺田)

No.2
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書き損じのハガキをお譲りください

2/2

案内

社会福祉協議会では、ボランティアの協力で作成し
た絵手紙を年二回、市内にお住まいのひとり暮らしの
高齢者へお送りしています。
この事業は、皆さまからいただいた書き損じたハガ
キをその一部に活用することで、成り立っています。
◆お受けできるもの
書き損じた官製ハガキ、かもめーる
年賀ハガキなど (切手が付いているもの)
※未使用のハガキもお受けできます。
◆お受けできないもの
切手が付いていないもの、投函済・消印があるもの
外国切手が付いたもの

図書館へ行こう

下妻・千代川・大宝公民館および各地区館教室の１年間の成果を
発表する｢公民館まつり｣を開催します。

市立図書館では、お母さん(お父
さん・おじいちゃん・おばあちゃ
ん)と子どもの催し物｢図書館へ行
こう｣を開催します。

◆日時 ２月19日(土)・20日(日)午前９時～午後４時
◆会場 千代川公民館[千代川庁舎敷地内]
◆内容
《作品展示》
フラワーアレンジメント、パッチワーク
文学講座、日本画にチャレンジ、ビーズアクセサリー
暮らしに役立つペン習字、陶芸、生花、エコ
手編み、ちぎり絵、筆ペン習字

下妻市社会福祉協議会事務局

《体験教室》
・簡単お菓子作り(要予約)
・ビーズアクセサリー(要予約)
・手編み
・レッツダンス
・筆ペン習字
・暮らしに役立つペン習字

図書館映画会／無料

介護予防ボランティアとして、｢いきいきヘルス体
操｣の指導をしていただけるように、シルバーリハビ
リ体操指導士養成講習会を開催します。
◆講習日数

申

茨城県立健康プラザ
029-243-4217
〒310-0852[水戸市笠原町993-２]

定員

内容

材料費

簡単お菓子作り

20名 ステックチーズケーキ 250円

ビーズアクセサリー

12名 ネックレス

1,500円(大人のみ)

◇対象者 市内在住・在勤・在学の方
◇申込期間 ２月１日(火)～10日(木)
◇申込方法 電話または来館にてお申し込みください。
※簡単お菓子作りは、小学４年生以上ですが、保護者同伴
であれば小学１年生から可。
※ビーズアクセサリーは、材料費を添えてお申し込みください。
※材料準備の都合上、直前のキャンセルは材料費をお支払いいた
だくこともあります。
※応募者が少ない場合、体験開催を取りやめる場合もあります。

シルバーリハビリ体操指導士(３級)
養成講習会

問

19日 午後１時30分～４時
20日 午後１時30分～３時30分
19日・20日 午前９時～午後３時
20日 午前11時30分～午後２時
19日・20日 午前９時～午後３時
19日 午後１時30分～３時30分

事前予約

44-0142

◎市介護保険課( 内線1532)に講習会日程、募集
要項がありますのでお問い合わせください。
９月頃に下妻市で３級講習会を開催予定。

◆場所
◆内容
◆共催

２月15日(火)
午前10時30分
～11時30分
市立図書館２階 集会室
人形劇
母親クラブ

問

教室

８日間
(週２～３回講習、約１か月で修了)
◆講習会場 茨城県立健康プラザ
◆応募資格 満60歳以上の方(４月１日現在)
◆参加費 無料(交通費、昼食代は各自負担)
◆申込方法 往復はがきにて、お申し込みください。
◆申込期限 ２月22日(火) ※当日消印有効。

◆日時

《発表会》※２月20日(日)午前9時～
親子リトミック、ボールでストレッチ、子育てリフレッシュ
太極拳、歌で健康増進講座、童謡、レッツダンス

◆募集期間
随時募集

問

案内

第11回公民館まつり

《その他》
公民館図書室の古本・古雑誌の無料配布をおこないます。

問

申

下妻公民館

43-7370

千代川公民館

44-3141

公民館おはなしの会／２月
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 ２月19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

市立図書館

43-8811

《ライブラリーシアター》
◇日時
２月15日(火)・19日(土)
午後２時～
◇上映作品
アガサクリスティー
｢殺人は容易だ｣
(1986年/アメリカ/96分)
『大空港』のヘレン・ヘイズ、
『風と共に去りぬ』のオリビア・
デ・ハビランド、２大オスカー
女優がアガサの世界を優雅に
彩る！
初めてのヨーロッパ旅行。
アメリカのコンピュータ・エキ
スパートで数学教授のルークは、
イギリス郊外を走る列車に揺ら
れながら、窓に広がるのどかな
田園風景を楽しんでいた。
しかし、隣り合わせた老婦人
ミス・フラートンは、沈痛な面
持ちで彼にある話を打ち明ける。
《子ども映画会》
◇日時
２月26日(土)午後２時～
◇上映作品
｢さいごの一葉／炎のうま／
雪だるまの詩／ナルシスと
エコー｣ (46分)
まんが世界昔ばなしより
◆場所

問

市立図書館

市立図書館

映像ホール
43-8811

