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東日本大震災にともなう固定資産税の特例措置

平成２４年度 固定資産税

震災により被災した住宅の敷地やその代わりに取得した土地
および被災した家屋の代替家屋については、下記の特例があり
ます。
※住宅等が震災による被害で半壊以上と認められる場合に対象。

【納期限について】
平成2４年度は3年に一度の評価替えの年度
にあたり、評価の見直しがおこなわれます。
そのため、固定資産税の｢第１期｣または
｢全納｣の納期限が５月31日(木)となります。
納税通知書・課税明細書および納付書は５
月中旬の発送予定です。

【被災住宅用地の特例】
震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)につ
いては、平成24年度から平成33年度まで当該敷地を住宅
用地とみなし、課税標準の特例を適用します。
住宅を取壊し、更地とした場合でも住宅用地とみなして平
成24年度から10年度分、住宅用地の価格の特例を受ける
ことができます。
◆住宅用地の課税標準の特例
一戸あたりの宅地
小規模住宅用地(200㎡まで)
一般住宅用地(200㎡を超える面積)

価格×１/６
価格×１/３

【被災代替住宅用地の特例】
被災住宅用地の所有者等が代替土地を平成33年3月31日
までの間に取得した場合、その土地に住宅が建設されてい
なくても取得後3年度分は、住宅用地(被災代替住宅用地)
とみなし、課税標準の特例を適用します。被災住宅用地の
面積に相当する部分が対象となります。
◆要件
・被災住宅用地の所有者(共有者含む)であることなど
【被災代替家屋の特例】
震災により滅失・損壊した家屋の所有者等が、被災家屋に
代わる家屋を平成33年3月31日までの間に取得した場合、
取得後4年度分については2分の１、その後の2年度分は
3分の１に相当する税額を減額します。被災代替家屋に係
る税額のうち被災家屋の床面積相当分が対象となります。
◆要件
・被災家屋と種類、使用目的、用途が同一であること
・被災家屋の所有者(共有者含む)であることなど
◎上記の特例を受けるには、申告書の提出が必要です。
市税務課

内線1353〜1356

《平成2４年度 各期の納期限》
第１期
５月31日(木)
第２期
７月31日(火)
第３期
11月30日(金)
第４期
12月25日(火)

案内

高額な外来診療を受け、ひと月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合、いったん限度額を超える分もお支
払いしていただき、後日高額療養費の申請をすることにより、限度額を超える分をお戻ししていましたが、平成
24年４月１日からは、入院の場合と同様、医療機関等の窓口に限度額適用認定証等を提示すれば、窓口での支
払いは限度額までとなります。
限度額適用認定証等が必要な方は、下表のとおり事前に交付を受ける必要があります。国民健康保険、後期高
齢者医療制度に加入している方は、市保険年金課にご相談ください。その他の健康保険に加入している方は、各
医療保険者にお問い合わせください。
なお、すでに限度額適用認定証等をお持ちの方は、今回の制度改正により改めて手続きの必要はありません。
現在お持ちの限度額認定証等を医療機関の窓口に提示してください。
《国民健康保険に加入している方》
高額な外来診療受診者
70歳未満の方
70歳以上の住民税非課税世帯の方
70歳以上75歳未満で、住民税非
課税世帯以外の方

事前の手続き
市役所保険年金課で｢限度額適
用認定証｣の交付申請が必要
必要なし

病院・薬局などで
｢限度額適用認定証｣を
窓口に提示
｢高齢受給者証｣を窓口
に提示

《後期高齢者医療制度に加入している方》
高額な外来診療受診者
住民税非課税世帯の方
住民税非課税世帯以外の方

事前の手続き
市役所保険年金課で｢限度額適
用認定証｣の交付申請が必要
必要なし

病院・薬局などで
｢限度額適用認定証｣を
窓口に提示
｢ 後期高齢者医療被保
険者証｣を窓口に提示

◎｢認定証｣を提示しない
場合は、従来どおりの
手続きになります。
高額療養費の申請をし
ていただき、支払った
窓口負担と限度額の差
額が、後日、ご加入の
健康保険から支給され
ます。

※納税通知書・課税明細書は再交付できません。

◆要件
・震災により滅失・損壊した家屋の敷地の用に供されて
いた土地であること
・平成23年度分で住宅用地の特例を受けていることなど

問

案内

高額な外来診療を受ける皆さんへ〜平成２４年４月から外来時の窓口での医療費負担が軽減されます〜

【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２日(月)〜５月31日(木)
◆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
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
※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

固定資産税に関すること
市税務課 内線1353〜135６
納税に関すること
市収納課 内線1362〜1363

問

市保険年金課

内線1512・1515

下妻市国民健康保険 ７０歳未満の方の「限度額適用認定証」申請
70歳未満の方の医療費が高額になった場合、｢限度額適用認定証｣を医療機関に提示することにより、医療機関
窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。月ごとの医療費の支払いが高額になる方は、交付申
請をしてください。
平成24年４月１日からは、入院の場合と同様、外来の診療についても｢限度額適用認定証｣を提示すれば、窓口
での支払いが限度額までとなります。
【自己負担限度額】

一般
(上位所得者以外の住
民税課税世帯)
上位所得者
( 年 間 所 得 が 600 万
円を超える世帯)

１か月当りの自己負担限度額
(３回目まで)
80,100円
※医療費が267,000円を超えた場合は、
その超えた分の１％を80,100円に加算
150,000円
※医療費が500,000円を超えた場合は、
その超えた分の１％を150,000円に加算

住民税非課税世帯

35,400円

所得区分

１か月当りの自己負担限度額
(過去１年間で４回目以降)
44,400円

◎高額療養費の自己負
担限度額は、所得に
よって異なります。
詳しくは、お問い合
わせください。

83,400円
24,600円

※保険外診療分および食事代金等については、高額療養費の対象外です。
※国民健康保険税の滞納の状況等により、限度額適用認定証を交付できない場合があります。
※１つの世帯で、同月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払い、合算して自己負担限度額を超えた
場合も高額療養費の対象となりますので、市役所窓口において高額療養費の支給申請をする必要があります。
【申請に必要なもの】
保険証、印鑑(ゴム印不可)

問

申

市保険年金課

内線1515

遺言・相続に関する無料法律相談

資源ごみの出し方〜古紙・古布〜

リサイクル家電の直接搬入場所

自動車税の減免制度

【古紙】種類ごとに分け、ひもなどで束ねるか袋に入れる。

家電リサイクル法によりリサイクルが義務付
けられているテレビ、冷蔵(冷凍)庫、洗濯機、衣
類乾燥機、エアコンの直接搬入場所です。

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。

◆日時
◆場所
◆内容
◆定員

◎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。

【土浦会場】
４月５日(木)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２日(月)午前９時30分〜12時
牛久市中央生涯学習センター[牛久市柏田町1606‑1]

◆新聞紙
新聞紙、機関紙
折込広告
◆段ボール
◆ボール紙
お菓子箱、ティッシュペーパー箱、台紙など
・・・破ると中が灰色のもの
◆雑誌類
雑誌、書籍、封筒、カタログ、ノート、チラシ
パンフレット、ポスターなど
◆ミックスペーパー(ざつ紙)
メモ用紙、名刺、小封筒、割り箸の袋
その他小さな紙片
◆紙パック ※アルミ加工された紙パックは可燃ごみです。
◆その他
トイレットペーパー・ラップ・テープなどの芯
◆リサイクルできないもの
つづりひも、ビニール、金属、輪ゴム、シールおよび
シールの台紙、カーボン紙類(ノーカーボン紙含む)
ビニールコート紙、防水加工紙、紙コップ
油が染みた紙、ろう加工紙、アルミ加工紙、油紙、
写真、合成紙、感熱紙、紙おむつ
使用済みのティッシュペーパー

※粘着テープなどが付いているものは剥がしてください。
※窓付き封筒の窓部分(紙以外のもの)は外してください。
◎発泡スチロールは砕いて、可燃ごみとして出してください。
◎新聞紙の盗難が多発しています。
目撃情報などありましたら、下妻警察署(43‑0110)
または市役所までご連絡ください。
【古布】市販の透明または半透明の袋に入れる。
◆出せるもの
洋服一般、肌着、シャツ、タオル、カーテンなど
※洗濯をし、よく乾かしてから出してください。
汚れのあるものは回収できません。
◆リサイクルできないもの
毛布、布団類、中綿のあるもの、ダウンジャケット類
革製品、ゴム類
《ご注意ください》
・雨天または雨が降りそうな日は、出さないでください。
水分を含むと再利用できないので、回収しません。
・ごみ収集カレンダーを確認のうえ、収集日(当日のみ)
の朝８時までに出してください。
・かん、びん用のコンテナのある資源ごみ集積所に出し
てください。

問

市生活環境課

内線1423

◆搬入場所

平和貨物運送(株)本社営業所
[下木戸365‑1]
43‑3653
◆搬入時間 午前9時〜12時、午後1時〜5時
◆休業日 日曜日、国民の祝日等
◎あらかじめ｢家電リサイクル券｣を郵便局で
購入のうえ搬入してください。
クリーンポート・きぬへ持ち込む場合や、
シルバー人材センターに運搬を依頼する場
合は別途運搬料金がかかります。

問

市生活環境課

内線1423

事業所からのごみ
店舗や会社などから出るごみは、市が回収す
る自治区等の集積所や資源ごみの拠点回収庫に
は出せません。事業系一般廃棄物として、処理
してください。
◆ごみの例
生ごみ(野菜くず、残飯含む)、空きかん
空きびん、ペットボトル、紙類、布類
《注意》産業廃棄物とは区別してください。
◆処理方法
・事業者自らが｢クリーンポート・きぬ｣へ
搬入する
手数料20円／Kg消費税別途
搬入曜日等(年末年始、祝日等を除く)
月〜金曜日(可燃・不燃・粗大)
午前９時〜午後０時
午後１時〜４時30分
第２土曜日(可燃・不燃・粗大)
午前９時〜午後０時、午後１時〜４時
第４土曜日(不燃・粗大)
午前９時〜午後０時、午後１時〜４時
・収集運搬業者に委託する
｢クリーンポート・きぬ｣の許可を受けた
業者を紹介します。

問

案内

筑西県税事務所 収税第二課
24‑9190

「フレッツ光ネクスト」の提供エリアが
拡大されます
次のエリアにNTT東日本の高速インターネッ
ト接 続サービ スである ｢フレ ッツ光ネ クスト ｣
サービスが提供されることになりました。
◆新たに拡大される提供エリア
横根、下宮、下田、加養、古沢、坂本新田
山尻、数須、石の宮、袋畑、大木新田
谷田部、筑波島、中郷、樋橋、肘谷、福田
平川戸、柳原
◆事前受付開始日
４月10日(火)予定
◆サービス提供開始
５月24日(木)予定
◎詳しくは、NTT東日本茨城支店のホーム
ページをご覧ください。
http://www.ntt‑east.co.jp/ibaraki/
h240214/h240214.html

問

申

４月16日(月)午後１時30分〜４時30分
下妻市商工会館[長塚74‑１]
面談による遺言・相続に関する無料法律相談
６名 ※事前予約制(先着順)

茨城県弁護士会下妻支部事務局

44‑2661

不動産無料相談会

◎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

眠れていますか あなたの悩み相談してください
眠れない日が２週間以上続けば，うつのサインかもし
れません。一人で悩まず，かかりつけの医師，専門機関
にご相談ください。
県では｢いばらきこころのホットライン｣を開設し，相
談をお受けしています。

《こころの悩みの電話相談窓口》
◆いばらきこころのホットライン
0120‑236‑556 午前９時〜午後４時
※祝日、年末年始除く。
◆茨城いのちの電話
つくば 029‑855‑1000(毎日24時間)
水戸
029‑255‑1000(毎日13〜20時)
※毎月10日 0120‑738‑566(24時間)

《いのちの電話『電話相談員』募集》
フレッツ受付センタ 0120‑116116
受付 午前9時〜午後９時
※12月29日〜1月3日は休業。

渡良瀬遊水地ヨシ焼きを中止します

◎ごみの減量化・リサイクルを目的としたごみ
分別・処理へのご協力をお願いします。

例年実施している渡良瀬遊水地のヨシ焼き
は、東北地方太平洋沖地震にともなう原子力発
電所の事故による放射性物質の飛散について安
全性の確証が得られないため、中止することに
なりました。

問

問

クリーンポート・きぬ 43‑8822
市生活環境課 内線1423

問

相談

渡良瀬遊水地ヨシ焼き連絡会事務局
(高岩) 0282‑62‑1161
古河市役所企画課 0280‑92‑3111

いのちの電話は、自殺予防を目的とし、助け・慰め・
励ましを求めている人に、電話という手段で対話する
ことを目的とするボランティア活動です。
●応募資格

①いのちの電話の主旨に賛同し、活動に
積極的に参加してくれる方
②23〜63歳、学歴、職業は問いません
●募集人数 40名程度
●研修期間・会場 ６月〜平成26年３月[つくば市周辺]
●応募締切 ５月10日(木)

問

茨城いのちの電話事務局
つくば 029‑852‑8505
月〜金曜日 午前9時〜午後５時
水戸
029‑244‑4722
月〜金曜日 午後１時〜５時
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セット健診を実施します〜予約制〜

パクパク離乳食教室

◆対象者

◆日時

◆健診日

平成25年3月31日現在で、40歳から74歳(昭和13年
4月1日〜昭和48年3月31日生)までの方
※特定健康診査と胃がん検診を両方受診可能な方
(どちらか一方だけの受診はできません)
４月18日(水)千代川保健センター
４月19日(木)下妻保健センター

◆受付時間

『小さな春を見つけよう』参加者募集

認定農業者になりましょう
〜平成２４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。
認定農業者になると、県・市等関係機関から重点
的に支援を受けられます。
●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
●申込期間
４月２日(月)〜20日(金)

問

申

市農政課(千代川庁舎)

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25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
●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21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2834

内線2622

『ふれあい農業体験』参加者募集
穏やかな春の日に農作業を体験してみませんか。

『貸し農園』利用者募集
ビアスパークしもつまの体験農園内の一部を整備
して、｢下妻ふるさと交流農園｣として畑を貸し出し
ています。
野菜づくりが初めての方でも相談等に応じますの
で、気軽に始めてみませんか。
●貸区画数
●利用料金
●利用期間
●申込期間

問

申

11区画(１区画 約10坪)
※市外の方にも貸し出しします。
１区画 年間6,000円
4月1日〜平成25年3月31日(更新可)
定数になり次第終了

ビアスパークしもつま

30‑5121

●日時 ４月22日(日)午前10時30分〜午後２時
●場所 ビアスパークしもつま体験農園
●作業内容
ブロッコリー、キャベツ
トウモロコシ、トマトの苗の植え付け他
※作物は変更になる場合もあります。
※収穫時期には、それぞれ無料持ち帰り分が
あります。
●参加費 １名1,000円(昼食付)
●定員 20名程度

◆定員

①７:00〜７:15 ②８:00〜８:15
③９:00〜９:15 ④10:00〜10:15

各受付時間

60名

◆実施項目・自己負担額
特定健康診査・・・1,500円(健康保険により異なります)
胃がん検診・・・500円
大腸がん検診・・・300円
肺がん・結核検診(胸部レントゲン)・・・300円
前立腺がん検査(50歳以上の男性)・・・500円
肝炎ウイルス検査(今までに検査をしたことがない方)・・・500円
肺がん喀たん検査(胸部レントゲン受診者で希望する方)
・・・容器300円、検査500円
◆申込期間
◆申込方法

3月12日(月)〜30日(金)
※定員になり次第締め切ります。
電話または下妻保健センター窓口にてお申し込み
ください。(希望の健診日・受付時間を伺います)

《ご注意》
・申し込みは、本人または同居の家族に限ります。
・特定健康診査の受診券は、医療保険者(健康保険証の発行元)
から発行されます。
※下妻市国民健康保険の方は市から送付されますが、それ
以外の健康保険の方は、医療保険者に市町村での受診が
可能かご確認のうえ、検診日までに受診券の用意をお願
いします。
・胃がん検診は、バリウムを飲んでのＸ線検査です。
・大腸がん検診は、2日分の便を専用の容器で採取する、便潜
血検査です。
・前立腺がん検査、肝炎ウイルス検査は、健診で採取した血液
で検査します。

問

申

市保健センター

43‑1990

遊びの広場〜講座編〜
安心して予防接種を選択できるよう、一緒に学んでみませんか。

◎汚れてもよい服装で、手袋、長靴等は持参くだ
さい。

３月29日(木)午後１時30分〜３時(受付１時〜)
下妻保健センター
就学前のお子さんを持つ親 先着50名
※希望者には保育をします。先着20名
◆内容 ｢予防接種に関するお話し｣
講師 小児科医師 松田 恭寿 先生
◆申込期限 ３月23日(金)

問

問

申

ビアスパークしもつま

30‑5121

◆日時
◆場所
◆対象

申

市保健センター

43‑1990

案内

４月17日(火)
受付 午前10時〜10時15分
下妻保健センター

◆場所
◆該当者
平成23年12月〜平成24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)
・乳児の発達等について(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

予防接種〜ポリオワクチン〜
◆日時

３月21日(水)
受付 午後２時〜２時30分
◆場所 下妻保健センター
◆持参する物
・受診券
・予診票(責任を持って記入してください)
・母子健康手帳
・体温計(体温は接種会場で測ってください)
◆該当者
生後３か月から90か月(７歳６か月)未満で、
２回の投与が済んでいない子
※ポリオワクチンは免疫をつけるため、
２回の投与が決められています。
※BCG接種(医療機関で接種)を先に受け
ましょう。
【接種間隔に注意しましょう】
・ポリオの１回目と２回目の間隔は、６週
間以上あける。
・BCG、ポリオ、麻しん風しん混合を受け
た場合、次の接種は、27日以上あける。
・三種混合、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎
球菌、インフルエンザを受けた場合、
次の接種は、６日以上あける。
※おたふくかぜ、水ぼうそう、突発性発疹に
かかった場合、治ってから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。
※受ける前には「予防接種と子どもの健康」
などをよく読んで、予防接種の効果や副反
応について十分理解し納得してから受けま
しょう。

問

市保健センター

43‑1990

平成24・25年度 『市政モニター』募集

『市民ソフトテニス（軟式テニス）教室』参加者募集

【市政モニターとは・・】
市政について市民と行政の相互理解をはかり、
市民参加をより円滑に推進することを目的とす
る広聴制度で、皆さんの声を市政に反映するた
めのものです。

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。

●応募資格
・市内在住で20歳以上の方
・常勤の公務員、議会の議員でない方
●募集人数
20名
●活動内容
・市政に関する意見や提案の連絡
・まちで見たり聞いたりした美談、
善行などの連絡
・市がおこなうアンケートに対する回答
●任期
２年(平成24年委嘱の日から
平成26年３月末日まで)
●応募締切
４月20日(金)

問 申

市秘書課

｢いつでも、だれでも、いつまでも、生活にラ
ンニングを！｣をテーマに、走る喜び、生きる喜
びを実感しながら、素敵なライフスタイルを目標
に、地元砂沼マラソン大会、茨城３大マラソン大
会などの完走に向けたプログラムを展開します。
●日時

４月〜９月 原則第２・４日曜日
午前９時30分〜12時
●集合場所 広域公園観桜苑ほか
●募集人数 最少開催人数 15名
※開催人数に満たない場合は中止。
●募集対象 誰でも参加できます。
●参加費 会員１人 10,000円
非会員１人 12,000円
(雑費、保険料等含む)
●申込方法 会費を添えてお申し込みください。
◎小雨決行、荒天中止。
当日のお問い合わせは、サンドレイククラブ
までお願います。

申

４月１日(日)〜12月２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。(中学・高校生を除く)
●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

内線1212

『マラソン講座』参加者募集

問

●日時

サンドレイククラブ(井上)
43‑0174
市生涯学習課(千代川庁舎)
内線2833

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。

『硬式テニス教室』参加者募集
あなたもテニスを始めてみませんか。テニス未経験の
方から参加できる教室です。
●日程

毎週日曜日
※12月29日〜１月３日および砂沼サンビーチ
が指定する大会の開催日を除く。
砂沼広域公園テニスコート

●場所
●コース
・小学生コース(女子) 午前10時〜11時
・小学生コース(男子) 午前11時15分〜12時15分
・一般コース(中学生より参加可)
午後０時30分〜１時30分
●月会費(週1回1時間4回分)
小学生・中学生・高校生 3,200円
一般 3,600円
※５週目がある月の開催については、月会費日割り
計算の1回分を加算した会費をいただきます。
●その他
・雨天中止。(会費減額)
・途中入会も可能。(月会費日割計算)
・最少定員(5名)に満たないコースは中止または
統合する場合があります。
・ラケットは各自ご用意ください。

問 申

砂沼広域公園管理事務所

43‑6661

広報「しもつま」
わがやのにんきもの掲載希望者募集
〜お子さんの写真を掲載してみませんか〜
●対象年齢
●掲載内容

市内在住の１歳〜３歳のお子さん
写真およびメッセージ

◎詳しくは、お問い合わせください。

問

申

市秘書課

内線1212

『展示作品』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｣を無料で提供しています。
●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週間単位で最大4週間
※土・日曜日、祝日を除く。
●展示時間 午前９時〜午後５時

問 申

県西県民センター 県民福祉課
24‑9074

『ボランティア』募集
｢発見・感動のドラマ｣がいっぱいのミュージアムパー
ク茨城県自然博物館でボランティアをしてみませんか。
●活動内容
各種イベント補助、博物館における資料整理や調査
研究補助、館内・野外の維持管理に関する活動など
●応募方法
電話または郵送、Faxにてお申し込みください。
なお、申込書はホームページよりダウンロードでき
ます。
http://www.nat.pref.ibaraki.jp/

問

申

ミュージアムパーク茨城県自然博物館
(小泉・赤羽) 0297‑38‑2000
Fax0297‑38‑1999
〒306‑0622 坂東市大崎700

『受講生』募集

募集

《第二種電気工事士受験対策講座》
●日時

５月７日(月)・11日(金)
14日(月)・18日(金)
21日(月)・25日(金)
午後６時〜９時
●内容 第二種電気工事士筆記試験の受験対策
●定員 15人 ※定員を超えた場合は抽選。
●受講料 2,900円
●申込方法
往復ハガキに講座名、氏名、年齢、住所、
電話番号、職業を記入し郵送またはホーム
ページからお申し込みください。
●申込期限
４月９日(月)必着
●その他
受講決定者は決定通知に記載する指定日に
来院し，受講手続きが必要。

問

申

筑西産業技術専門学院
24‑1714
〒308‑0847
筑西市玉戸1336‑54

《消費生活相談員等養成講座》
消費者問題に関心を持ち，専門知識の習得に
意欲のある方のご応募をお待ちしています。
●日程

７月上旬〜９月上旬(２か月程度)の
間の土・日曜日 約15日間
●内容 消費生活専門相談員(国民生活セン
ター認定)の資格取得を目指す
●会場 土浦市亀城プラザ
●定員 60名(書類選考による)
●受講料 無料(テキスト代は自己負担)
●応募方法
申込書に履歴書と受講希望理由(400字以内、
様式は任意)を添えて郵送または直接持参し
てください。
なお、申込書は、ホームページからダウン
ロードできます。
●応募期間
４月９日(月)〜５月18日(金)必着

問

申

茨城県消費生活センター 相談試験課
029‑224‑4722
〒310‑0802
水戸市柵町１‑３‑１[水戸合同庁舎内]
ホームページ
http://www.pref.ibaraki.jp/
bukyoku/seikan/syose/

広報

しもつま
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茨城県警察官採用試験〜第１回〜

国税専門官採用試験

◆試験区分等

◆受験資格
１.昭和57年４月２日〜平成３年４月１日生まれの者
２.平成３年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
(１)大学を卒業した者および平成25年３月までに
大学を卒業する見込みの者
(２)人事院が(１)に掲げる者と同等の資格があると
認める者
◆試験の程度 大学卒業程度
◆申込方法等
原則、インターネットからお申し込みください。
http://www.jinji‑shiken.go.jp/juken.html
４月２日(月)午前９時〜12日(木) ※受信有効

試験区分

3/3

男性
警察官Ａ
女性
警察官Ａ

観光振興基本計画（案）に
対する市民意見募集の公表

案内

皆さんから募集した下妻市観光振興基本
計画(案)に対する市民意見の概要と、これ
に対する市の考え方を公表します。
◆公表(閲覧)の場所
１.市役所商工観光課内(千代川庁舎１階)
閲覧期間
３月12日(月)〜30日(金)
午前９時〜午後５時
２.市ホームページ
http://www.city.shimotsuma.lg.jp

問

市商工観光課

内線2633

『砂沼さくら市フリーマーケット』参加者募集
●日時

4月8日(日)午前10時〜午後3時
※小雨中止。
●会場 砂沼広域公園｢観桜苑｣内
●募集数 45区画(原則として1区画)
区画面積3ｍ×2ｍ
●出店料 1区画につき 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またはメール
にてお申し込みください。
●申込期限 3月21日(水)
◎会場へは車両での乗り入れは出来ません。
出品物は駐車場から搬入・搬出となります。
また、参加における遵守事項がありますので、詳しくは
お問い合わせください。

問
刃物研ぎボランティア活動
〜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。
◆日時

３月23日(金)
午後１時〜３時
(受付 ２時30分まで)
◆場所 福祉センターシルピア
◆対象者 大形地区近辺にお住まいの方等
◆利用料 無料
◆お受けできるもの
家庭用の包丁、鎌、ハサミ等
※大工や調理師など職人用の刃物
特殊形状の刃物、美術刀剣類は不可。

問

下妻市社会福祉協議会
44‑0142

募集

申

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

採用予定
人員

受験資格

昭和58年４月２日以降に生まれ
87名程度 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25年３月31日ま
18名程度 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

※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13日(日)

※インターネットからの申し込みができない場合は、
希望する第１次試験地に対応する国税局または
国税事務所にお申し込みください。
郵送または持参
４月２日(月)〜３日(火) ※消印有効。
◆試験日 第１次試験 ６月10日(日)
第２次試験 ７月17日(火)〜24日(火)の
いずれか１日
◆試験地 第１次試験 高崎市、さいたま市ほか
第２次試験 さいたま市ほか
◆採用予定数 約800名(全国)

教養試験、論文試験

◆申込期限等
・郵送または持参の場合
４月18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16日(月)午後５時
◎詳しくは、お問い合わせください。

問

案内

問

下妻警察署
43‑0110

関東信越国税局 人事第二課
048‑600‑3111 午前8時30分〜午後5時
インターネット申し込みについて
人事院 人材局 試験課
03‑3581‑5311 午前9時30分〜午後5時

『にっぽん縦断 こころ旅 ２０１２』お手紙募集
〜誰かにそっと教えたい「忘れられない風景」を
手紙に記してみませんか〜
NHK‑BSプレミアム｢にっぽん縦断 こころ旅｣は、俳優・
火野正平さんが、そんな手紙をもとに地元の皆さんとふれあ
いながら自転車で旅を続ける番組です。
番組では、下妻市内の忘れられない風景や
景色を、エピソードと共に紹介してくれる手
紙を募集しています。
●応募締切

青年海外協力隊・シニア海外ボランティア募集説明会
開発途上国の人々と共に生活し、あなたの技術や経験を生かして活動する海外ボランティアに参加してみませ
んか。海外ボランティアの経験者が皆さんの質問や相談にお答えします。
①日時

４月1日(日)午前10時〜午後０時30分(シニアの部)
午後２時〜４時30分(青年の部)
会場 JICA筑波[つくば市]

②日時

４月７日(土)午後１時〜３時30分(シニアの部)
午後４時30分〜７時(青年の部)
会場 エクセルホール[水戸市]

４月６日(金)必着

●茨城県内が舞台の番組放送予定日
５月７日(月)〜13日(日)

③日時

◎応募方法等、詳しくは番組ホームページをご覧になるか、
下記までお問い合わせください。

※対象・・・シニアの部(満40〜69歳)

問

４月22日(日)午後１時〜３時30分(シニアの部)
午後４時30〜７時 (青年の部)
会場 イーアスホール[つくば市]
青年の部(満20〜39歳)

◎参加無料、事前申し込み不要、途中入退室自由。
NHKふれあいセンター
0570‑066‑066(ナビダイヤル)
050‑3786‑5000

問

JICA筑波 029‑838‑1774
ホームページ http://www.jica.go.jp/

《JICAボランティア写真展》
◆水戸会場
・日時 3月24日(土)
〜４月７日(土)
※図書館開館時間のみ
・会場 茨城県立図書館１階
エントランスホール
[水戸市]
◆つくば会場
・日時 4月14日(土)〜22日(土)
午前10時〜午後９時
・会場 イーアスつくば２階通路
◎入場無料。

