
募 集 

お知らせ版  No.1 
 

 

 
1/2 

３ 
10 

2011 

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

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 

『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４日間の救命 

   講習を受講し、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(武澤) 

     0280-47-0126 

《休日の住民票・印鑑証明書発行を 

 一時休止します》 
 
 電算システム機器の入替えのため、 

 住民票および印鑑証明書の発行を 

 一時休止します。 
 
 ◆発行休止日 

  ３月19日(土)～21日(月) 

  

《住基ネット業務を一時休止します》 
 
 住基ネット機器入替えのため、市 

 民課の窓口でおこなっている住基 

 ネット業務(住基カードの発行等) 

 を一時休止します。 
 
 ◆業務休止日 

  ３月23日(水)～25日(金) 
 

問 市民課 内線1414 

『市文化祭体験学習』希望団体募集 
 

市文化祭実行委員会では、下妻会場・千代川会場をメイン会場

として市文化祭を開催し、体験学習をおこなう団体に経費の一部

を助成する予定です。 

 来年度の市文化祭において、体験学習を実施してみませんか。 
 
●実施日 平成23年度下妻市文化祭集中展示期間中 

     (11月４～６日を予定) 

●募集対象 市文化祭に参加希望の展示・発表団体で、市文 

      化祭の参加条件を満たし、来場した人が参加で 

      きる体験学習を実施できる団体 

●助成額 実施内容によって決定します(１団体２万円程度) 

     ※申し込み状況により変更になることがあります。 

●募集団体数 ４団体程度 

●申込方法 市役所生涯学習課にある申請様式に必要事項を 

      記入のうえ、お申し込みください。 

●申込期間 ４月１日(金)～28日(木) 
 
◎募集する団体の定数を超えた場合は、市文化祭実行委員会で 

 協議し、結果をお知らせします。 

なお、場合によっては、助成対象にならない場合もあります。 
 

問 申 市文化祭実行委員会事務局(市生涯学習課内) 

     内線2833 

『“茨城弁”交通安全川柳コンテスト』作品募集 
 
●募集課題 

下記に関することを題材とし、作品内に“茨城弁”を 

入れた交通安全に関する川柳(五・七・五形式)とする。 

・高齢者の交通事故防止 

 ・飲酒運転の防止(ハンドルキーパー運動を含む) 

※ ハンドルキーパーとは、飲酒運転根絶のため 

 自動車で仲間と飲食店などに行く場合、お酒を 

 飲まないで自宅まで送り届ける人のこと 

・運転マナーの向上 

●応募数 題材ごとに１人１点(計３点以下) 

●応募方法 作品内容および必要事項｢氏名・年齢・ 

      職業(学生の場合は学校・学年)・住所・ 

      電話番号｣を記入のうえ、お申し込み 

      ください。 

●募集期間 ４月１日(金)～30日(土) 
 

問 申 交通安全協会事務局(下妻警察署内) 

     44-2594 

   〒304-0061下妻市下妻丙733-1 

『市民ソフトテニス（軟式テニス）教室』 

参加者募集 
 
 ソフトテニスに気軽に親しみ、楽しみながら健

康増進を図りませんか。 

経験の有無は問いません。お気軽にご参加くだ

さい。 
 
●日時 ４月３日から12月４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(中学生・高校生を除く) 

●参加費 

 年間 1,000円 

 ※スポーツ保険加入料(500円)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 

 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟事務局 

     (宮本) 44-2805  

     (市川) 090-4835-5226  

     ※当日会場でも受け付けます。 

『協会杯男女ペアパークゴルフ大会』 

参加者募集 
 
●日時 ４月17日(日)受付 ８時～８時20分 

    ※小雨決行 

●場所 小貝川ふれあい公園 パークゴルフ場 

●参加資格 市内在住・在勤の方および 

      下妻市パークゴルフ協会会員の方 

●試合方法 45ホール ベストボール方式 

●参加費 男女１組 1,000円 

●定員 40組(80名) 

    ※定員になり次第締め切ります。 

●申込方法 参加費を添えて参加者本人が 

      お申し込みください。 

      ※当日の参加申し込みはできません。 

●申込期限 ４月10日(日)  
 

申 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

 

問 下妻市パークゴルフ協会(山中) 

   44-4334 

平成２３年度 上期 

『認定農業者』募集 
 
 現在の農業経営を見直し、経営規模の拡大や集約化・

合理化等により魅力ある経営を目指す意欲ある農業者を

支援するために、「認定農業者制度」があります。 

 下妻市では、農業経営のスペシャリストを目指す意欲

ある方を対象に、受け付けをおこないますので、｢農業

経営改善計画認定申請書｣を提出してください。 
 
●申込期間 ４月１日(金)～22日(金) 
 

問 申 市農政課(千代川庁舎内) 内線2645 

募 集 

『嘱託職員・臨時職員』募集  

募集職種 保健師または看護士【嘱託職員】 用務員【臨時職員】 

募集人員 1名 1名 

業務内容 保育園での園児の健康管理および保育 保育園用務職 

応募資格等 保健師または看護士資格を有する人 普通運転免許を有する人 

勤務地 市立下妻保育園またはきぬ保育園 

勤務時間 午前8時30分～午後5時15分(昼休み60分) 午前8時30分～午後4時30分(昼休み60分) 

賃金等 

月額賃金制 基本賃金 183,100円(上限) 

※年齢により異なる 

賞与・通勤手当あり、社会保険・雇用保険加入 

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 4月1日～平成24年3月31日 4月1日～9月30日 

試験内容 
面接 日時 3月24日(木) 時間は別途連絡  

場所 市役所本庁舎3階会議室  

申込期限 

提出書類 履歴書、保健師または看護士の資格証明書 履歴書 

 問 (提出先) 市人事課 内線1241 ※申込期限までに提出書類をご持参ください。 

3月18日(金)  



『県西県民ギャラリー』 

作品展示募集 
 
 県民の皆さんの作品展示・発表の 

場として｢県西県民ギャラリー｣を無 

料で提供します。 
  
●場所 

 筑西合同庁舎 １階ホール 

●対象者 

 県西地域に在住・在勤の方で構成 

 され、県西県民センターが展示を 

 認めた２名以上の団体など 

 ※政治思想や個人的主義・主張を 

  目的とした利用はできません。 

●展示用具 

 展示用穴あきパネル10枚 

 フック30本、長机 

●展示期間 

 １週間単位で 大4週間 

 ※土曜・日曜日、祝日を除く。 

●展示時間 

 午前９時～午後５時 
 

問 県西県民センター 県民福祉課  

   24-9074 

『青年海外協力隊・シニア海外ボランティア』募集 
 

開発途上国の人々と共に生活し、あなたの技術や経験を活かして、

その国づくりに貢献する海外ボランティアに参加してみませんか。 
 
●日程 

 《つくば》 

   日時 4月2日(土) 

      午前10時～12時30分 シニア海外ボランティア 

      午後２時～４時30分 青年海外協力隊 

   会場 JICA筑波 管理棟３講義室１ 

  日時 4月17日(日) 

     午後１時～３時30分 シニア海外ボランティア 

      午後４時30分～７時 青年海外協力隊 

   会場 イーアスつくば２階 イーアスホールC 

 《水戸》 

   日時 4月24日(日) 

      午前10時～12時30分 シニア海外ボランティア 

      午後２時～４時30分 青年海外協力隊 

   会場 常陽藝文センター2階 201教室 
  
   ※いずれの会場も参加無料、事前申込不要、途中入退室自由。 
 
●募集資格 青年海外協力隊 満20歳～39歳 

      シニア海外ボランティア 満40歳～69歳 
 
●願書受付 ４月1日(金)～５月16日(月) 
 
◎応募方法等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 申 JICA筑波(大村) 029-838-1774 『在職者訓練講座』受講生募集 

●会場 県立古河産業技術専門学院 

●受講料 各講座共2,900円 

●申込方法 往復ハガキに(①講座名②氏名③〒住所④電話番号⑤年齢⑥職業[会社名])を記入のうえ， 

      郵送にてお申し込みください。(１講座ごと，１名１葉のこと) 
 
      ※電話等による申し込みはできません。 

      ※定員を超えた場合，抽選により決定します。満たない場合は随時追加募集します。 
 

問 申 県立古河産業技術専門学院 0280-76-0049 〒306-0126 古河市諸川1844 

コース 講座名 定員 内容 実施日時 受付期間 

１ 
第二種電気工事士 
受験対策(学科) 20名 

第二種電気工事士 
受験対策(学科) 

5月10日(火)・12日(木)・14日(土) 
午前9時～午後５時(土) 

午後６時～９時(火・木) 
４月5日(火) 

～18日(月) 

２ 
第二種電気工事士 
受験対策(実技)Ａ 

20名 
第二種電気工事士 
受験対策(実技) 
※どちらか１講座 
※工具各自持参 

5月21日(土)・22日(日) 
午前9時～午後５時 

４月12日(火) 
～22日(金) 

３ 
第二種電気工事士 
受験対策(実技)Ｂ 

15名 
6月25日(土)・26日(日) 
午前9時～午後５時 

5月23日(月) 
～6月3日(金) 

４ 機械図面を学ぼう 10名 
機械図面の基本、 

投影法から機械要 

素等の図面の見方 

5月23日(月)・27日(金)・28日(土)・30日(月) 
午前9時～午後４時(土) 

午後６時～９時(月・金) 
４月12日(火) 

～22日(金) 

５ ホームページ作成 10名 
ホームページ 

作成技法 

7月5日(火)・7日(木)・9日(土)・12日(火) 
午前9時～午後４時(土) 

午後６時～９時(火・木) 
6月1日(水) 

～10日(金) 

６ 
機械CAD 
(Autocad) 15名 

Autocad操作 
作図実践など 

8月25日(木)・27日(土)・30日(火) 

9月3日(土) 
午前9時～午後４時(土) 

午後６時～９時(火・木) 

7月15日(金) 
～29日(金) 

砂沼サンビーチ 『受講生』募集 
 
《初心者のための押し花教室》 
 

身の回りに咲く花、野に咲く花、また丹精込めて 

育てた花などを押し花にしてみませんか。 
 
●期日(３回コース) 

 第１回 ４月17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15日(日) しおり作り 

      ※自分で押した花を使用 

 第３回 ６月19日(日) 壁掛け作り 

●時間 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 5,500円 

     (全３回分、押器代、教材費等を含む) 

     ※受講時に徴収します。 

●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 

     筆記用具 
 

問 申 砂沼サンビーチ管理事務所 43-6661 

《プリザーブド・フラワー アレンジ教室》 
 
 プリザーブド・フラワーとは、生花でもド

ライでもない新しい花の形です。 

 生花に独特の技術をほどこし，フレッシュ

なままの柔らかさと発色を長期間お楽しみ頂

けます。 
 
●期日 

第1回 ３月30日(水) マニッシュ 

 第2回 ４月20日(水) シュガー 

 第3回 ５月18日(水) ピクニック 

 第4回 ６月15日(水) リラックスグリーン 

●時間 

 午前の部 午前10時～12時 

 午後の部 午後１時30分～３時30分 

●場所 砂沼サンビーチギャラリー 

●定員  午前・午後各20名 ※先着順。 

●受講料 １受講につき2,500円 

      (花材費等含む) 

●持ち物 新聞紙1枚，はさみ(文具用でＯＫ) 

配水管工技能講習会を 

実施します 
 

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 

  03-3264-2496 

  ホームページ 

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

渡良瀬遊水地のヨシ焼きを 

実施します 
 

ヨシに寄生する害虫の駆除ならびに

野火による周辺家屋への類焼防止、ま

た貴重な湿地環境の保全等を目的とし

てヨシ焼きを実施しますので、ご協力

をお願いします。 
 
◆日時 ３月20日(日) 

    午前８時30分～ 

     ※第１予備日 26日(土)  

      第２予備日 27日(日) 

◆範囲 渡良瀬遊水地全域 

◆主催 渡良瀬遊水地利用組合連合会 
 

問 渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会事務局 

   0282-62-1161 

ヨシ焼き当日のお問い合わせ 

 古河市役所古河庁舎 

 0282-22-5111 

募 集 募 集 

関東鉄道常総線の 

時間短縮を図ります 
 
 市では、地域の公共交通機関の

活性化を支援していますが、この

度、関東鉄道常総線では、３月12

日に新駅｢ゆめみ野駅｣の開業にと

もない、ダイヤが改正され、所要

時間が短縮されます。 
 
・快速列車 

  守谷16時20分発下館行き 

  が７分短縮 

・普通列車 

 水海道21時11分発下館行 

 きが２分短縮 
 

問 関東鉄道(株) 

   029-822-3718 

案 内 
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パクパク離乳食教室 
 
◆日時 ４月12日(火) 

    受付 午前10時～10時15分 

◆場所 下妻保健センター 

◆該当者 

 平成22年12月～平成23年１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) 

 乳児の健康と予防接種の受け方 

  (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 

『小さな春を見つけよう』参加者募集 
 

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27日(日)午前９時30分～12時 

    ※雨天中止。 

◆場所 小貝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 

◆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23日(水) 

◆主催 わらべうた・あそびランド 
 
◎当日は汚れても良い服装でお越しください。 
 

問 申 市生涯学習課 内線2835 

鬼怒フラワーライン 

草取り交流会に 

ご参加ください 
 
 第20回目の花とふれあいまつりに向け

て、先月に引き続き、第２回目の草取り交流

会を開催します。 

 ご家族・ご友人をお誘いあわせのうえ、ご

参加ください。 
 
◆日時 ３月20日(日)午前９時開会 

    ※雨天中止。 

◆場所 鬼怒フラワーライン(大形橋上流) 

◆主催 花と一万人の会 
 
※鎌、軍手、長靴をご持参ください。 
 

問 花と一万人の会事務局(市都市整備課内) 

   内線1723 

図書館おはなし会／４月 
～おはなしの花たば～ 
 
◆日時 ４月９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 

ふるさと博物館 展覧会を開催します 
 
 貸しギャラリーによる展覧会を開催します。 

 皆さんのご来館をお待ちしています。 

 

 

 

 

  ◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

          (27日は４時まで) 

      ※休館日 ３月22日(火) 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 作品 

３月18日(金)～27日(日) フォトクラブ 

｢光風会｣写真展 
写真 

みんなの研ぎやさん 
～切れる包丁で楽しい料理を～ 
 

下妻市社会福祉協議会ボランティアの｢みんなの研ぎやさ

ん｣が市内各地区にお伺いします。 
 
◆日程 

 

 

 

 

 

 
 
◆利用料 無料 

◆お受けできるもの 

 洋包丁、和包丁、草刈り鎌などの研磨 

 ※お受けできないもの 

   のこぎり、カッターナイフ、缶切り、大型刃物 

   美術刀剣などの研磨 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

期日 時間 場所 

４月22日(金)  

午後１時～３時 

※受付時間 

  午後１時 

  ～２時30分 

リフレ蚕飼 

５月27日(金) 騰波ノ江市民センター 

６月24日(金) 高道祖市民センター 

７月22日(金) 豊加美市民センター 

８月26日(金) 千代川公民館 

平成２３年度 固定資産税について 
 
【納期限について】 

 平成23年度固定資産税｢第１期｣または｢全納｣ 

 の納期限は、5月２日(月)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2３年度 各期の納期限》 

   第１期  ５月２日(月) 

   第２期  ８月１日(月) 

   第３期  11月30日(水) 

   第４期  12月26日(月) 
 
※納税通知書・課税明細書は再交付できません 

 ので大切に保管してください。 
 
【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(金)～5月２日(月) 

◆縦覧場所 市役所税務課(本庁舎1階) 

◆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 

  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 
 
※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 

   ができるもの 

  ・委任状(代理人の場合) 
 

問 固定資産税に関すること 

   市税務課 固定資産税係 

    内線1353～135６ 

   納税に関すること 

   市収納課 管理係 内線1362～1363 

案 内 

案 内 

シルバー人材センターを 

ご利用ください 
 

シルバー人材センターは、高齢者にふさわしい仕事を 

一般家庭・民間企業・公共団体などから引き受け、会員 

に提供する県知事許可の公益法人です。 

就業や収入の保証はありませんが、会員の希望と能力 

に合わせた臨時的・短期的な就業機会を提供しています。 
 

《その仕事頼れるシニアがお手伝いします》 
 シルバー人材センターは、収益を目的としていない 

 ので一般に割安です。 

 豊富な経験・知識・技能を持った高齢者が就業を通 

 じて地域社会に貢献します。 
 

《こんな仕事をお引き受けしています》 
 ◇一般分野 

   除草、草刈、除草剤・殺虫剤散布 

   屋内外の清掃・軽作業、農作業等 

 ◇技能分野 

   障子・襖・網戸張り、庭木剪定、塗装 

   大工等 

 ◇折衝・外交分野 

   広報紙等の配布、検針、集金等 

 ◇事務分野 

   賞状書き、宛名書き、受付事務等 

 ◇管理分野 

   施設管理等 
 

 ※その他様々な仕事をお引き受けしていますので、 

  ご相談ください。 
 

◆シルバー人材センターでは、随時会員を募集して 

 います 
  
 ◆市内にお住まいで、おおむね60歳以上の健康で 

  働く意欲のある方 

  詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 社団法人 下妻地方広域シルバー人材センター 

   44-3198 

募 集 



案 内 

相 談 

危険物取扱者試験 

  ※試験会場の関係で同一市内の別試験会場となることがあります。 
 
消防設備士試験 
 
 
 
 
 
  
【受験願書等の配布場所】茨城県内の市町村消防本部、茨城県生活環境部消防防災課 

           消防試験研究センター茨城県支部 

【申請方法】書面申請(持参・郵送)または電子申請 

   ※電子申請については、消防試験研究センター電子申請室( 0570-07-1000有料)まで 

    お問い合わせください。 
 

問 申 財団法人 消防試験研究センター茨城県支部 029-301-1150 

〒310-0852 水戸市笠原町978-25茨城県開発公社ビル4階 

試験種類 区分  試験日 試験地 試験会場 願書受付期間   
  
甲種 
  
乙種 
(第1～ 

 第６類) 
  
丙種 

A日程 6月4日(土) 
土浦市 
ひたちなか市 
鹿嶋市 

つくば国際短期大学 
勝田工業高等学校 
鹿島高等学校 

書面申請 4月4日(月)～20日(水) 
電子申請 4月1日(金)～17日(日) 

B日程 6月26日(日) 
水戸市 
日立市 
筑西市 

茨城大学 
茨城大学工学部 
下館工業高等学校 

書面申請 4月28日(木)～5月19日(木) 
電子申請 4月25日(月)～5月16日(月) 

C日程 10月2日(日) 
土浦市 
ひたちなか市 
鹿嶋市 

つくば国際短期大学 
勝田工業高等学校 
鹿島高等学校 

書面申請 7月26日(火)～8月10日(水) 
電子申請 7月23日(土)～8月7日(日) 

D日程 10月23日(日) 
水戸市 
日立市 
筑西市 

茨城大学 
茨城大学工学部 
下館工業高等学校 

書面申請 8月30日(火)～9月14日(水) 
電子申請 8月27日(土)～9月11日(日) 

E日程 
平成24年 
2月5日(日) 

水戸市 
土浦市 

茨城大学 
つくば国際短期大学 

書面申請 11月30日(水)～12月16日(金) 
電子申請 11月27日(日)～12月13日(火) 

試験種類 区分 試験日 試験地 試験会場 願書受付期間 
甲種 
 (特類、 

  第1～第5類) 
乙種(第1～第7類) 

前期 9月3日(土) 水戸市 
鹿嶋市 

茨城大学 
鹿島高等学校 

書面申請 7月1日(金)～20日(水) 
電子申請 6月28日(火)～7月17日(日) 

後期 
平成24年 
3月3日(土) 水戸市 茨城大学 

書面申請 平成24年1月10日(火)～23日(月) 
電子申請 平成24年1月7日(土)～20日(金) 

あぶない！！｢用水路｣や｢ため池｣で遊ばないで！ 
 

毎年、農作業が盛んになる４月から９月にかけて、用水路や、ため池の水位が高くなり、場所に

よっては水深が１メートル以上になる場合もあります。こうした場所で、子どもが転落すると大事故

につながります。 

 そうした事故を防ぐため、子どもたちが用水路やため池付近で遊ばないよう、ご近所やご家族内で

も注意していただき、また、こうした場面を見かけたら、声かけをお願いします。 

遺言・相続に関する無料法律相談 
 
◆日程 【水戸会場】 

      ４月15日(金)午後１時～４時 

 県弁護士会館[水戸市大町2-2-75]  

    【土浦会場】 

      ４月14日(木)午前10時～12時、午後１時～４時 

 県弁護士会土浦支部 

 [土浦市中央1-13-3大国亀城公園ハイツ304] 

    【下妻会場】 

      ４月18日(月)午後１時30分～４時30分 

下妻市商工会館[長塚74-1]  

◆定員 水戸会場 12名 土浦会場 14名 下妻会場 ６名 

    ※事前予約制(先着順) 

◆内容 面談による遺言・相続に関する無料法律相談 
 

問 申 水戸会場 県弁護士会事務局 029-221-3501 

      土浦会場 土浦支部事務局 029-821-0122 

      下妻会場 下妻支部事務局 44-2661 

不動産無料相談会 
 
◆日程 

 【土浦会場】 

  ４月６日(水)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４日(月)午前９時30分～12時 

  牛久市中央生涯学習センター 

  [牛久市粕田町1606-1] 

 【水戸会場】 

  ４月１日(金)午前９時30分～12時 

  水戸市役所[水戸市中央1-4-1] 
 
※事前予約必要なし。 

 当日会場にお越しください。 
 

問 社団法人 県不動産鑑定士協会 

   029-246-1222 

案 内 ～茨城県母子家庭高等技能訓練促進費等事業～ 

母子家庭のお母さんの資格取得を支援します 
 

母子家庭のお母さんが、就職に有利で、生活の安定に役立つ資格を取得するため、養成機関などで2年以上修

学する場合に、給付金を支給します。 
 
◆対象者 県内に在住し、入学から卒業までの間、次の全ての要件を満たす母子家庭のお母さん 

     ①児童扶養手当の支給を受けているかまたは同様の所得水準にある方 

     ②養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。 

     ③就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方。 
 
◆対象資格 ・看護師(准看護師を含む) ・介護福祉士 ・保育士 ・理学療法士 ・作業療法士 

      ・その他、知事が必要と認める資格 
 
◆給付額 (１)高等技能訓練促進費⇒申請月以降、卒業するまでの修学期間中毎月支給 

      ①市町村民税非課税世帯 月額141,000円 

      ②市町村民税課税世帯  月額70,500円 

     (２)入学支援修了一時金⇒卒業時に一度限り支給 

       ①市町村民税非課税世帯 50,000円 

       ②市町村民税課税世帯  25,000円 

      ※市町村民税非課税世帯とは、同一世帯の家族全員が非課税の場合に限ります。 

      ※給付金を受けられるのは、1人一度限りです。 
 
◆申請手続き (１)事前相談の実施 

         修学等の状況や受給要件を確認するため、入学する前に必ず事前相談が必要になります。 

       (２)申請に必要な書類(全て必要) 

         ①申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し 

         ②児童扶養手当証書の写しまたは前年の所得についての市町村長の証明書                               

          ※平成21年の所得について平成22年に課税された所得証明書 

         ③申請者および同一世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書等 

         ④入校(在学)証明書 

          ※支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類 
 
◆その他 (１)この制度は、平成23年度に修学機関に入学する方が対象になります。 
 
       ◎入学する前に、必ず県の県民センター等に配置する母子自立支援員との事前相談をおこなう 

        必要があります。4月に入学する場合は、必ず3月中に事前相談をお受けください。 
 
     (２)給付金の支給にあたっては、受給要件および資格取得の意欲や能力、資格取得の見込み等につい 

        ての審査があります。審査の結果、支給が適当と認められた方に対し、申請書を受け付けた月以 

        降の各月について支給します。 

     (3)この制度は、県の予算の範囲内で実施します。予算額を超えた場合は、審査の結果、支給対象と 

       ならないこともあります。 

     (4)申請書の提出は修学を開始した日以後におこなうことになります。母子自立支援員の指導に従っ 

       てください。 
 

問 申 県西県民センター 地域福祉室 24-9156 


