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平成24年度 市・県民税等申告相談

No.1

下妻市農業用廃プラスチック適正処理推進協議会
では、使用済農業用ポリエチレン(農ポリ)の回収を有
料でおこないます。
1/2

案内

混雑を緩和するため地区ごとに相談日と会場を指定してありますので、日程表を確認のうえ、できる限り指定
日にお越しください。なお、指定日にご都合が悪い場合は、別の相談日でも申告できます。

【日程表】
◇受付時間 午前9時〜11時、午後1時〜4時
※午前中に受付をした方でも受付人数によっては、
午後１時以降の申告となる場合があります。

◎下妻市役所《第二庁舎３階大会議室》
地区

17日(金) 神明・下宮・数須・筑波島・下田・中郷

20日(月) 皆葉・五箇

下妻

９日(金) 新堀・樋橋・肘谷・山尻・谷田部・柳原
12日(月) 高道祖１〜3999番地
13日(火) 高道祖4000番地〜

２日(金)

７日(水)
８日(木)
９日(金)
12日(月)
13日(火)
14日(水)

15日(木) 全域

15日(木)

内線1342〜1346

この調査は、全産業分野における事業所および企業
の経済活動状況を全国的および地域別に明らかにする
ことを目的とした日本の経済力を知るための調査です。
平成24年の活動調査では、平成21年に実施した基
礎調査によって得られた情報を有効に活用して売上高
や費用等の経理項目の把握に重点を置いた調査を総務
省および経済産業省が中心となっておこないます。
◆調査期日
◆法的根拠

６日(火)

14日(水) 全域

市税務課

蚕飼

８日(木) 加養・亀崎

総上 豊加美 高道祖

７日(水) 袋畑・古沢・今泉・中居指

３月１日(木)
５日(月)

５日(月) 下木戸・福田・比毛・坂井
６日(火) 小島・二本紀

28日(火) 大園木・鯨

宗道

２日(金) 堀篭・横根・大串・平沼

大宝

３月１日(木) 大宝・北大宝・平川戸

24日(金) 鬼怒・見田・唐崎・長萱・伊古立

29日(水) 大園木・鯨・千代川地区全域

29日(水) 大木・前河原

宗道

28日(火) 渋井・柴・半谷・南原

経済の国勢調査を実施します

27日(月) 田下・下栗

上妻

27日(月) 黒駒・桐ケ瀬・赤須

〜平成２４年経済センサスー活動調査〜

22日(水) 宗道・渋田

26日(日) 休日相談日(全域)

26日(日)

市農政課 内線2622
JA常総ひかり
千代川地区センター 44‑3911
下妻地区センター 43‑1311
またはJA各支店

21日(火) 皆葉・五箇・別府

23日(木) 本宗道・原・羽子

上妻

24日(金) 江・関本下・平方・尻手

大形

20日(月) 下妻乙

下妻丙・本城町・小野子町・本宿町
23日(木)
田町・坂本新田・大木新田

問

17日(金) 鎌庭・村岡
19日(日)

22日(水) 下妻甲・長塚・石の宮

◎適正な荷姿でないもの、異物の混入しているものは
回収できません。

地区

２月16日(木) 鎌庭

19日(日) 休日相談日(全域)
21日(火) 下妻丁・下妻戊・砂沼新田

問

申告日

◆回収日 １月25日(水)午前９時〜午後３時
◆回収場所 JA常総ひかり千代川野菜集出荷所
◆回収費用 15円／kgを回収日に徴収
◆回収できる使用済農ポリの種類
１.農業用ポリエチレンフィルム(農ポリ)
２.農業用ポリオレフィン系フィルム(農PO)
３.農業用酢酸ビニルフィルム(農サクビ)
４.育苗箱(キチンと束ねた状態に限る)
５.肥料空袋など
◆分別と仕分け
農ポリ、農PO、農サクビ、肥料空袋ごとに分別
梱包し、土砂、作物残さ、留金等の金属、竹片、
木片等を除去してください。

大形

２月16日(木) 若柳

◆休日の申告相談日
２月19日(日)市役所第二庁舎
２月26日(日)市役所千代川庁舎
◎下妻市役所《千代川庁舎１階ホール》

騰波ノ江

申告日

使用済農ポリの回収を有料にておこないます

平成24年２月１日現在で実施。
｢統計法｣に基づいた基幹統計調査
として実施。

《この調査は報告の義務があります》
｢統計法｣では、基幹統計調査を受ける人には報告
の義務を、また、調査を実施する関係者には調査
によって知ったことを他に漏らしてはならない義
務を規定しています。さらに、これらに反したと
きには罰則が定められています。
なお、調査票の内容は、統計作成の目的以外(税
の資料など)に使用することはありません。

問

市企画課

内線1316

ご存じですか
医療福祉(マル福)制度

案内

医療福祉(マル福)制度は、一定の条件を満たす人
が医療保険を使って医療機関等にかかった医療費の
一部を公費(県と市の負担)で助成する制度です。
◆対象となる方
【小児】
・０歳から小学３年生まで
【妊産婦】
・母子手帳の交付を受けた方
(産婦人科でのみ利用可能)
【ひとり親】
・18歳未満の児童および20歳未満の障害児・高
校在学者を監護している父子家庭の父とその子
および母子家庭の母とその子
・父もしくは母が重度障害者である父子もしくは
母子など
・父母のいない児童。その児童を養育している配
偶者のない男子および女子または婚姻したこと
のない男子および女子
【重度心身障害者】
・身体障害者手帳１・２級に該当の方
・身体障害者手帳３級に該当の方でその障害名が
心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸
またはヒト免疫不全ウィルスによる機能障害と
される方
・療育手帳の交付を受け、 A またはA判定の方
・障害年金１級に該当する方
・身体障害者手帳３級の方で、かつ療育手帳の交
付を受け、B判定の方
・特別児童扶養手当１級の方
◎受給には所得制限が設けられていますので、該当
にならない場合があります。

問

市保険年金課

内線1514

ひとり親家庭の小学校新入学児童に
入学祝品を贈呈します
(社)茨城県母子寡婦福祉連合会から、ひとり親家
庭(母子家庭、父子家庭)の平成24年度新入学児童に
入学祝品(学用品)を差し上げます。
該当する児童を持つひとり親家庭で、祝品を希望
する保護者の方は、お子さんの氏名、性別、生年月
日、保護者名、住所を1月31日(火)までにご連絡く
ださい。

申

市子育て支援課

問

茨城県母子寡婦福祉連合会
029‑221‑7505

内線1592

入札参加資格審査申請の追加受付けを実施します

案内

◆提出書類
【１.建設工事】
【３.物品製造等】
(１)電算入力用紙
(１)電算入力用紙
(２)一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書
(２)一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書
(３)経営事項審査結果通知書の写し
(３)物品納入経歴書(直前２年間の納入実績)
(４)建設業法第３条第１項の規定による許可証明書の写し
(４)特約店・代理店認可証明書(特約店または
(５)営業所一覧表
代理店である場合は証明書の写し)
(６)工事経歴書(直前２年間の工事実績)
(５)委任状
(７)技術者経歴書(技術者名簿等)または各種合格証の写し
(支店、営業所等に権限を委任する場合)
(８)営業用機械器具調書
(６)登記簿謄本
(９)委任状(支店、営業所等に権限を委任する場合)
(個人の場合は代表者の身分証明書)
(10)登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書)
(７)主要取引金融機関名届出書
(11)主要取引金融機関名届出書
(８)使用印鑑届
(12)使用印鑑届
(９)印鑑証明書
(13)印鑑証明書
(10)直前の納期到来分までの納税証明書の写し
(14)建設業退職金共済事業加入履行証明書
(11)直前１年分の財務諸表または決算書
(15)直前の納期到来分までの納税証明書の写し
(16)直前1年分の財務諸表または決算書
◆受付期間
(17)特別徴収実施確認書
２月１日(水)〜29日(水)
(市内に本店を有する事業者のみ)
午前９時〜12時、午後１時〜５時
◆その他
【２.建設コンサルタント等】
・提出は、Ａ４版ファイル左綴じ
(１)電算入力用紙
・ファイルの色 建設工事
【青】
(２)一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書
建設コンサルタント等【赤】
(３)登録証明書(登録または許可を得ている業務)
物品製造等
【黄】
(４)営業所一覧表
・郵送可(期限内必着)
(５)測量等実績調書(直前２年間の実績)
(６)技術者経歴書(技術者名簿等)または各種合格証の写し ※ファイルは留め具が金具でないものを使用して
(７)委任状(支店、営業所等に権限を委任する場合)
ください。
(８)登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書)
※表紙に｢平成24年度入札参加資格審査申請書｣
(９)主要取引金融機関名届出書
および｢商号｣、背表紙に｢商号｣を記載してくだ
(10)使用印鑑届
さい。
(11)印鑑証明書
※市ホームページにおいて、要項および申請書等
(12)直前の納期到来分までの納税証明書の写し
様式がダウンロードできます。
(13)直前１年分の財務諸表または決算書

問

申

市財政課

『おいしい和食講座』参加者募集
在宅福祉サービスセンターあおぞら協力会員研
修会を開催します。
協力会員に登録していない方でも参加できます
ので、一緒においしい和食を作ってみませんか。
●日時
●会場
●内容

２月３日(金)午前10時〜12時
下妻公民館 調理室
｢おいしい和食講座｣
講師 うおとく 料理長 中島 伸幸 氏
●参加費 500円
●定員 20名 ※先着順。
●持ち物 エプロン、三角巾
●申込期限 １月23日(月)

問

下妻市社会福祉協議会

44‑0142

『地域の寺子屋体験講座』参加者募集
下妻の伝承や自然環境に触れながら、大人から
子どもまで、幅広い世代の交流を図る体験講座を
開催します。
私たちの故郷・下妻の魅力を再発見しながら、
多世代交流をしてみませんか。
●日時
●会場
●対象
●内容

１月28日(土)午前９時〜午後３時
下妻公民館学習室
小学生以上 ※小学生は保護者同伴。
下妻の民俗史バスツアー
(下妻に伝わる民話の伝承地巡り)
里山探検、落ち葉アート
●定員 20名
●参加費 無料
●その他 お弁当持参。屋外活動があるので防寒
対策をしてください。
●申込期限 １月20日(金)

問

内線1337

申

申

下妻市社会福祉協議会

44‑0142

平成２４年度『一般入学生』募集

県西地方交通事故相談所にご相談ください 相 談
交通事故に遭い、損害賠償や示談の仕方等でお困りの
方々の相談を受付けています。相談は無料です。
◆一般相談
◆弁護士相談

問

平日午前９時〜12時 午後１時〜４時45分
※毎週木曜日は休所日です。
毎月第４水曜日 午後１時〜４時(要予約)
※今後の予定 1月25日、2月22日
3月28日

(相談窓口)

県西地方交通事故相談所 24‑9112
筑西市二木成615(筑西合同庁舎内)

ときめき婚活バレンタインパーティーを
開催します
◆日時

2月12日(日)午前11時
(受付10時30分〜)
◆会場 レストラン オレンジ・カフェ[筑西市]
◆対象者 40歳以下の独身男・女15名ずつ
◆参加費 男性6,000円 女性1,500円
◆申込開始 随時 ※先着順。

問

申

NPO法人メドウルミートクラブ
25‑2678

●受験資格 中学校卒業以上の者
●募集人員 40名
●修業年限 ２年
●試験日および試験科目
２月17日(金) 国語・数学・作文
２月19日(日) 面接
●試験会場 真壁医師会准看護学院
[筑西市二木成827‑１]
●出願期間 １月30日(月)〜２月16日(木)

問

資料請求

真壁医師会准看護学院
22‑7702

がんばれ子育て応援講座

『親子でクッキング』参加者募集

募集

子育て中のお父さんお母さん、お子さんと一緒に料理を
作りながら親子のコミュニケーションを
はかってみませんか。
●日時 ２月５日(日)午前10時〜12時
●会場 下妻公民館 調理室
●対象 小学生以上の親子
●内容 パンキッシュ、生チョコ２種 他 ※卵、豆乳使用。
●参加費 １人200円
●定員 18組(36名)程度 ※先着順。
●持ち物 エプロン、三角巾、子供用上履き、タッパー
※子供用包丁やピーラーをお持ちの方は
ご持参ください。
●申込期限 １月25日(水)

問

申

下妻市社会福祉協議会

44‑0142

『おもちゃドクター養成講座』参加者募集
子どもにとってお気に入りのおもちゃは、遊びの大切
なパートナー。おもちゃの修理を通して物を大切にする
ことを子ども達に伝えられるおもちゃドクターとして地
域で活躍してみませんか。
●日時

2月22日(水)午後1時〜４時
23日(木)午前10時〜午後４時
●会場 千代川公民館２階 創作室
●参加対象 ２日間参加できる方で活動に関心のある方
●参加費 １人1700円(テキスト代のみ)
●定員 20名
●その他 動きやすい服装。23日はお弁当持参。
●申込期限 2月13日(月)

問

申

下妻市社会福祉協議会

44‑0142

平成24年度『生徒』募集
〜毎日通学できない方でも学べる通信制〜
●受付期間

一般入学
編・転入学

３月12日(月)〜23日(金)
午前９時〜午後５時
２月20日(月)〜24日(金)
午前９時〜午後４時30分

◎以前に在籍していた高校で修得した単位を生かせます。
幅広い年代の方が学んでいますので、お気軽にお問い
合わせください。

問

申

県立水戸南高等学校
通信制職員室 029‑247‑4284
事務室 029‑247‑6173
ホームページ
http://www.mitominami‑h.ed.jp/
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東日本大震災にともなう
茨城県・日本赤十字社・共同募金会に
寄せられた義援金および茨城県災害見舞金の
申請受付期間の終了について
◆茨城県・日本赤十字社・共同募金会に寄せられた
義援金および茨城県災害見舞金の申請受付は、
平成24年3月31日までとなります。
調査受付から判定が出るまで、ある程度の日数が
かかります。まだ調査をしていない方は、お早め
にお申し込みください。

※基礎支援金の申請期限は、震災のあった日から
13か月となっていましたが、12か月延長と
なり、平成25年４月10日までとなりました。
加算支援金は、平成26年４月10日までです。
※住宅が｢半壊｣となった世帯であっても、やむを得
ない理由により解体した場合には、被災者再建支
援制度の対象となります。

問

市福祉課(支援制度)
市税務課(り災証明)

内線1585〜1587
内線1353〜1356

減免前
120,000円
180,000円
280,000円
380,000円
630,000円
950,000円
2,050,000円
3,600,000円

2/2

案内

減免後
115,000円
170,000円
270,000円
370,000円
620,000円
940,000円
2,040,000円
3,590,000円

※工事費は、加入者の負担となります。直接、市の
指定工事業者に見積を依頼してください。
※市の指定を受けていない業者は、水道工事をする
ことはできませんので、工事を依頼する際は、必
ず確認してください。
◇水道水は、皆さんが安心して使えるよう水質基準に
基づき、専門の検査機関で、厳しい検査をおこなっ
ています。
◎ 詳しくは、お問い合わせください。

問

市水道課

場所

2月6日(月)午後1時30分〜２時30分
受付 1時〜
特別養護老人ホーム 千代川さくら館[五箇574]

内容

・腰痛を予防しよう
〜介護者のリフレッシュ方法〜
・転倒を予防しよう

・介護技術(車椅子の乗り移り、操作の仕方)に
ついて
・認知症の対応と薬

定員

・討論
20名

〜安全に在宅生活を送るために〜

問

申

介護サービスの選択

「こころの健康づくり講演会」を開催します
ストレスは解消されないまま積み重なってい
くと、身も心も苦しくなってきます。
うつ病を防ぐためにも感じたストレスを溜め
込 ま ず、上 手 に 解 消 す る テ ク ニ ッ ク を 学 び ま
しょう。
◆日時

１月29日(日)午前10時〜12時
開場９時30分〜
下妻市立図書館[砂沼新田35‑１]

◆会場
◆内容
｢現代人のこころの健康
〜知っておきたいストレスの知識〜｣
講師 内科医・作家 おおたわ 史絵 氏

茨城西南地方広域市町村圏事務組合 消防本部予防課 0280‑47‑0129
下妻消防署 43‑1551
古河消防署 0280‑47‑0120
坂東消防署

0297‑35‑2129

特別養護老人ホーム 千代川さくら館
(小杉) 30‑1511

見つけよう・広げよう・子どもの世界

｢わらべうた・あそびランド大会｣を開催します
どなたでもご覧いただけます。皆さまのご来場お待ち
しています。
◆日時

１月22日(日)
午後１時〜 開場12時30分〜
◆場所 下妻市民文化会館
◆入場料 無料
◆内容
第1部 園児たちによる歌・おゆうぎ・口頭詩など
出演 下妻保育園、きぬ保育園、大宝保育園
大和保育園
第2部 ｢ナッキーとアッキーによる不思議で楽しいショー｣

問

問

◆日時

市福祉課

内線1573

こころの病について一人で悩まず、家族の悩
みや苦しみ、心のうちを話し合いませんか。
◆日時
◆場所
◆対象
◆内容
◆主催

◎詳しくは、最寄りの消防署にお問い合わせください。

10名

※日本テレビ・スッキリの木曜レギュラー
コメンテーター等、TVや公演で活躍中
◆定員 150名
※先着順。当日会場にお越しください。
◆参加費 無料

情報交換会〜心の病についての話し合い〜

◆茨城西南地方広域市町村圏事務組合の火災予防条例により、新築する住宅および
既存住宅には住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
◆住宅用火災警報器は・・・寝室や階段に設置してください。
煙式で｢NS｣マークのある商品の購入を推奨します。
最寄りの防災機器販売業者またはホームセンター等にて取り扱われています。
◆悪質な訪問販売等には、十分注意してください。

など

特別養護老人ホーム 加養の里
(高橋・矢村) 30‑6191

44‑5311

住宅用火災警報器について

問

案内

2月26日(日)午前10時〜12時
受付 9時30分〜
特別養護老人ホーム 加養の里[加養493]

日時

◆受付期間 平成25年３月31日まで
◆対象者 上記期間の新規加入申込者
(口径変更等は除く)
◆加入分担金
加入分担金とは、新たに水道に加入する方が支払う
負担金のことです。この加入分担金は、水道施設を
整備する費用の一部になります。
口径
13ｍｍ
20ｍｍ
25ｍｍ
30ｍｍ
40ｍｍ
50ｍｍ
75ｍｍ
100ｍｍ

下妻市高齢者家族介護支援事業 「家族介護教室」を開催します
介護について一人で悩まず、同じ思いを抱えた介護者どうしで交流しませんか。
参加費は無料です。ぜひ、ご参加ください。

10

水道加入分担金の一部を減免します

東日本大震災にともなう
被災者生活再建支援制度の基礎支援金の
申請期限が延長されました
◆対象となる被災世帯
(１)住宅が｢全壊｣した世帯
(２)住宅が｢大規模半壊｣した世帯

No.2

問

２月８日(水)午後１時30分〜３時30分
常総市生涯学習センター2階 研修室
心の病を持つ家族、関係者、一般の方
｢心の病、その時家族は・・・
〜みんなで話そう心のうちを〜｣
坂東のぞみ会、水海道のぞみ会
下妻地方家族会

下妻地方家族会

0297‑42‑1712

市生涯学習課

内線2834

図書館おはなし会／２月〜おはなしの花たば〜
参加は自由ですので、お気軽にお越しください。

◆場所

問

２月11日(土)午前10時30分〜11時30分
午後2時〜3時
市立図書館 児童室(おはなしコーナー)

市立図書館

43‑8811

「総上クリーンふれあい歩け歩け大会」を
開催します
◆日時 １月22日(日)午前９時40分集合 ※小雨決行。
◆場所 働く婦人の家
◆コース 働く婦人の家・出発→鬼怒川堤防
→ほっとランドきぬ→働く婦人の家・帰着
◆主催 青少年を育てる下妻市民の会総上支部

問

働く婦人の家

43‑7929

道路改良工事にご協力を！
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、皆さまのご協力をお願いします。
◆工事期間
◆工事箇所

排水路暗渠改修工事にご協力を！

案内

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、皆さまのご協力をお願いします。
◆工事期間

１月中旬〜３月下旬
図のとおり

１月上旬〜２月下旬

◆工事箇所

図のとおり

【黒駒地区】

【渋井地区】

【桐ヶ瀬地区】

【中郷地区】

問

市建設課

内線1717

問

市農地整備課

内線2617

排水路工事にご協力を！

霞ヶ浦用水の送水管布設工事にご協力を！

『児童保育クラブ入所児童』募集

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、皆さまのご協力をお願いします。

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、皆さまのご協力をお願いします。

《下妻小学校児童保育クラブ
『平成24年度新入所』・『平成23年度追加入所児童』》

◆工事期間
◆工事箇所

◆工事期間
◆工事箇所

◆入所対象

１月上旬〜３月中旬
図のとおり

【皆葉地区】

問

市農地整備課

１月下旬〜３月下旬
図のとおり

【皆葉地区】

内線2617

問

県西農林事務所

工務課

24‑9245

『親子スキーツアー』参加者募集
スポーツの王様といわれるスキー！
白銀の世界を親子で楽しみましょう。

小学校1年生から3年生で保護者が自宅外
勤務のため、児童の放課後の保育が難しい
家庭の児童。
◆開設期間 平日の下校時〜午後６時25分
※振替休日などの1日保育(希望保育)
午前７時45分〜午後６時25分
◆運営費 入会金 年額2,000円(初年度のみ)
保険料 年額3,000円
会費 月額5,000円
(７月6,000円、8月8,000円
12月・3月6,000円)
◆保護者会 入所した児童の保護者は、必ず保護者会に
入り、児童保育クラブの運営に協力する。
◆募集人数 平成24年度新入所児童 12名
平成23年度追加入所児童 ４名
◆申込方法 児童保育クラブ室にある入所申込書に記入
のうえ、お申し込みください。
◆申込期限 平成24年度新入所児童
２月９日(木)
平成23年度追加入所児童 １月31日(火)

●日時

問

問

申

下妻小学校児童保育クラブ(小竹)
44‑3704 平日 正午〜午後３時

募集

２月19日(日)
午前５時出発、午後６時帰着予定
※雨天決行。
●集合場所 市総合体育館北側駐車場
●会場 会津高原 だいくらスキー場
●募集対象 親子で参加出来る方
●募集人数 最大40名
※定員になり次第締め切ります。
●参加費 大人 １人3,500円
子供(小学生〜中学生) １人2,500円
(リフト券、用具等レンタルは別途負担)
●申込方法
申込書、印鑑、参加費を持参のうえ、生涯学習課
(千代川庁舎)までお申し込みください。
※申込書は、本庁舎総合案内所、千代川庁舎生涯
学習課にあります。また、市ホームページ(生涯
学習課)からもダウンロードできます。
◎スキー教室(無料)を開催しますので、希望者は、
参加申込時にお申し込みください。
サンドレイククラブ(井上) 43‑0174
市生涯学習課 内線2833

