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しもつま 広
報 

製造事業所の皆さんへ 

統計調査にご協力ください 
 
 製造事業所の皆さんには、毎年、工業統計調査に

ご協力をいただき、ありがとうございます。 

経済産業省では、我が国の製造業の実態を明らか

にするため、全国の製造事業所を対象として、今年

度も平成25年12月31日現在で工業統計調査を実施

します。 

 調査結果は、国や地方公共団体の行政施策の重要

な基礎資料として利用されるとともに、企業、大学

などでの研究資料、小・中・高等学校の教材資料な

ど、広く利用されているところです。 

 調査をお願いする事業所には、本年12月中旬から

来年１月にかけて、統計調査員がおうかがいします

ので、お忙しい時期とは存じますが、調査にご協力

くださるよう、よろしくお願いします。 

 皆さんから提出していただく調査票については、

統計法に基づき調査内容の秘密は厳守されますの

で、正確なご記入をお願いします。 
 

問 市民協働課 内線1315 

事業主の方へ 

償却資産の申告をお願いします 
 
  個人や法人で工場や商店、農業を営んでいる方

や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、市内

に償却資産をお持ちの場合は、毎年１月１日現在の

資産所有状況を、１月31日までに下妻市長宛に申

告する必要があります。 

 今年度の償却資産の申告期限は平成26年１月31

日(金)ですので、期限内の申告をお願いします。 
 
※正当な理由なくして虚偽の申告をしたり、申告 

 をしなかった場合は、地方税法385条(１年以下 

 の懲役または50万円以下の罰金)および市税条例 

 75条(10万円以下の過料)の規定により罰せられ 

 ることがあります。 
 
◆償却資産とは 

 固定資産税における償却資産とは、土地や家屋以

外の事業用資産で、法人税法または所得税法の所得

の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。

詳しくはお問い合わせください。 
 

問 市税務課 内線1353～1357  

太陽光発電設備等を設置された方へ 
  
 太陽光パネルを設置して発電量を売電する場合、設

置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(償却資産)

の課税対象となりますので、平成26年１月31日(金)

までに償却資産の申告をお願いします。 

 課税区分は以下のとおりとなります。なお、固定価

格買取制度の認定を受けて取得された発電設備は、固

定資産税の課税標準の特例が適用されます。詳しくは

お問い合わせください。 

問 市税務課 内線1353～1357 

設置者 
10kw以上の 

太陽光発電設備 
(余剰売電・全量売電) 

10kw未満の 

太陽光発電設備 
(余剰売電) 

個人 

(住宅用) 課税対象となる 課税対象とならない 

個人 

(事業用) 課税対象となる 

法人 課税対象となる 

有害鳥獣捕獲のお知らせ 
 
 収穫前の野菜類(白菜・キャベツ等)を、カラスの食

害から守るため、銃器による捕獲を茨城県猟友会下

妻支部のご協力により、次のとおり実施しますの

で、皆さんのご協力をお願いします。 
 
◆実施日 平成26年１月５日(日)日の出～日没まで 

平成26年２月２日(日)日の出～日没まで 

◆対象地区 下妻地区全域  
 

問 市農政課 内線2622 

確定申告等の際の 

障害者控除対象者の認定書を交付します 
 
年齢65歳以上の高齢者で、精神または身体に障害のある方については、障害者手帳等の交付を受けていな

くても、障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受ければ、確定申告および住民税申告の際の障害者控

除の対象となります。 

そのため、介護保険の要介護等の認定を受けている方については、その調査記録等をもとに障害者控除対象

者認定基準により審査・判定をおこない、該当する場合には｢障害者控除対象者認定書｣を交付していますの

で、必要な方は申請してください。 

なお、障害者手帳の交付を受けている方については、その手帳により障害者控除の対象となりますので、申

請の必要はありません。 
 
◆認定基準 

◆受付 介護保険課 ※申請者の印鑑を持参 
 

問 認定書関係…市介護保険課 内線1532 税控除関係…市税務課 内線1342～1346 

認定区分 
障害高齢者の日常生活 

自立度(寝たきり度) 認知症高齢者の日常生活自立度 

特別障害者に準ずる 

１日中ベッド上で過ごし、排泄、食

事、着替えにおいて介助を要する。 
  
屋内での生活は何らかの介助を要し、

日中もベッド上での生活が主体である

が、座位を保つ。 

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見ら

れ、専門医療を必要とする。 
  
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難

さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 
  
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難

さがときどき見られ、介護を必要とする。 

障害者に準ずる 
屋内での生活は概ね自立しているが、

介助なしには外出しない。 
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難

さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 

非該当 
何らかの障害を有するが、日常生活は

ほぼ自立しており、独力で外出する。 
何らかの症状を有するが、日常生活は家庭内および社会的に

ほぼ自立している。 

確定申告等の際の 

おむつ代の医療費控除用書類を発行します 
 
 確定申告や住民税申告の際に、おむつ(紙おむつな 

ど)代を医療費控除の対象とする場合は、おむつ代の 

領収書と一緒に、医師が発行する｢おむつ使用証明書｣ 

が必要となります。 

 介護保険の要介護等の認定を受けている方について 

は、｢おむつ使用証明書｣の代わりに｢市が主治医意見 

書の内容(寝たきり度、尿失禁の有無等)を確認した書 

類｣でも認められていますので、必要な方は申請を 

お願いします。 
 
※｢市が主治医意見書の内容を確認した書類｣の発行は 

 おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降に限 

 りますので、初めておむつ代の医療費控除を受ける 

 方は、医師の｢おむつ使用証明書｣が必要となります。 

 なお、主治医意見書の内容によっては、確認書の発 

 行ができない場合があります。 
 
◆受付 介護保険課 ※申告者の印鑑を持参 
 

問 確認書関係…市介護保険課 内線1532 
   税控除関係…市税務課 内線1342～1346 

『新春歩け歩け大会』参加者募集 
 
●日時 平成26年１月３日(金)午前７時花火合図 

    受付  午前７時20分  

    開会式 午前７時50分  

    出発  午前８時 

    ※雨天の場合 １月４日(土) 

●場所 下妻市民文化会館前 

●コース 市民文化会館→福田→大宝八幡宮→坂井 

     →堀篭→市民文化会館(約8.4㎞) 

●参加条件 ・健康な方(全コースを完歩できる方) 

・小学生以下は保護者または団体の指 

 導者が同伴してください。 

※事前申し込み不要 

●注意事項  歩け歩け大会のため、走ることはご遠

慮ください。その他については、係員

の指示に従ってください。 

 ※参加者には完歩賞と福袋(抽選)を配布します。 
 

問 市生涯学習課 内線2833 

広報「しもつま」 

わがやのにんきものコーナー 

掲載希望者募集 
 
◆対象年齢 市内在住の１歳～３歳のお子さん 

◆掲載内容 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 市長公室 内線1212 

案 内 

案 内 

募 集 



道路工事にご協力をお願いします 
 
 前河原～尻手地内において道路工事を実施しま

す。工事期間中は片側交互通行等の交通規制を実

施する場合がありますので、皆さんのご理解・ご

協力をお願いします。  
   
◆工事期間   12月中旬～翌年１月下旬 

◆工事箇所  図のとおり 

 

問 市建設課 内線1716 

年末年始の 

ごみの直接搬入・し尿処理について 
 
<クリーンポート・きぬへのごみの直接搬入について> 

・年末年始は混雑が予想されますので、早めに搬入し 

 てください。 

・可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみは必ず分別してくだ  

 さい。 

・ごみ搬入時の車両は構内渋滞および事故防止のため 

 2ｔ車までとし、必ずシート等をかけてください。 

・上記期間は混雑が予想されますので、早めに搬入し 

 てください。特に、家電リサイクル4品目(エアコ 

 ン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機）は12 

 月20日(金)までに搬入願います。なお、搬入する際 

 は事前に郵便局で家電リサイクル券を購入してくだ 

 さい。 
 

問 クリーンポート・きぬ 43-8822  
 
<汲み取り(し尿)について> 

年末は、汲み取り(特に浄化槽)の依頼が集中し、応

じきれない場合もありますので早めに許可業者に依頼

してください。 
 
◆し尿の受入業務休止期間 

 12月27日(金)午後3時～平成26年1月5日(日) 

 ※12月23日(月)は休業日ですが受入をします。 
 

問 し尿処理施設 城山公苑 0297-43-7221  

搬入できる日 搬入時間 搬入できるごみ 

12月24日(火) 

  ～29日(日) 
午前9時～12時 

午後1時～4時30分 

可燃ごみ 

不燃ごみ 

粗大ごみ 

12月22日(日)・23日(月)、12月30日(月)～平成26年

1月5日(日)までは搬入できません。年始は1月6日(月)か

ら通常どおり搬入できます。 

年始の可燃ごみ臨時収集について 
 
 可燃ごみに限り、以下のように臨時収集します。 

 年末年始はごみが大量に発生しますので、一度に

集中して出されてしまうと、すべてのごみが収集で

きなくなる場合があります。可能な限り分別して出

すなど、ごみの減量をお願いします。 

 また、ルールを守らないごみがあると、ごみの収

集に支障が出てしまいますので、ご注意ください。 
  
 

 

※当日朝のみ午前8時までに出してください。収集 

 後に出されたごみは収集できません。 

※｢ごみ収集カレンダー｣には記載されていません。 

※1月4日以降は｢ごみ収集カレンダー｣どおりの収 

 集となります。 
  

問 市生活環境課 内線1425・1426 

可燃ごみが月・木曜日の地区 ⇒ 1月2日(木) 
可燃ごみが火・金曜日の地区 ⇒ 1月3日(金) 

～水道管にも冬支度を～   

凍結防止対策をお願いします 
 
寒くなって気温が低下すると、水道管やメーターが

凍り、断水したり、破裂することがあります。 
 
<水道管が凍りやすい場所> 

・水道管が｢むき出し｣になっている場所 

・日の当たらない場所 

・風当たりの強い場所 

<家庭でできる凍結防止対策> 

｢むき出し｣になっている水道管は直接外気に触れ 

ないよう、保温材を巻きつけ、紐で縛って固定 

し、その上から、保温材が濡れないようにビニー 

ルテープ等で隙間なく重ねて巻いてください。 

※保温材は市販されているものの他に毛布、発泡ス 

 チロール等でも代用できます。 

※メーターが入っている箱の中に、発泡スチロール 

 を細かく砕いたものや、布切れを、濡れないよう 

 にビニール袋に入れて、メーターを保護するよう 

 にしてください。 

<もし凍結してしまったら> 

 蛇口が凍ってしまった場合は、タオル等をかぶ 

 せ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてくだ 

 さい。 

 ※急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂する 

  ことがありますのでご注意ください。 

<もし破裂してしまったら> 

 メーターが入っている箱の中にある止水栓を閉め 

 て、水を止めてから、指定工事業者へ修理を依頼 

 してください。なお、メーターが凍りガラスが破 

 裂した場合は、無料で交換しますので上下水道課 

 にご連絡ください。 
 
※市の条例により、緊急の工事であっても市の指定 

 を受けていない業者が水道工事をすることはでき 

 ません。必ず指定工事業者であることを確認して 

 から工事を依頼してください。 
 

問 市上下水道課 44-5311 

『ガールスカウト体験』募集 
～きれいな心と何でもできる手～ 
 
｢ガールスカウト｣は少女と若い女性のための社会

教育団体です。現在145の国と地域で約1,000万

人の会員が活動しています。 
 
●日程 12月22日・平成26年１月５日・26日・ 

    ３月１日 

●場所 下妻公民館・リフレこかい 

●内容 クリスマス会、郷土料理づくり 

    ひなまつり、クラフト 等 

●費用 全４回800円(クラフト材料費のみ別途)、 

    保険料450円(活動中の事故につきまして 

    は保険内の保障以外できません。) 

●対象 幼稚園・保育園年中～小学校３年生の少女 
 

問 申 ガールスカウト茨城県連盟42団(飯塚)  

     43-8328 
     ※月曜日～金曜日 午前９時～午後５時 

不法投棄１１０番 
 
 産業廃棄物の不法投棄(散乱・埋め立て・積み上げ・

焼却)、違法な土砂による盛土などを見かけたら、情報

提供をお願いします。 
 
※危険ですので、投棄をしている者とは接触しない 

 でください。 
 

問 県不法投棄110番 0120-536-380 
    県不法投棄対策室 029-301-3033 
    県西県民センター環境・保安課 24-9127 
        市生活環境課 内線1422 
        ※休日や夜間は、下妻警察署 43-0110 

新春イベント 

「和～なごみ～ 

昔の遊びを作って遊ぼう!!」を開催します 
 
お子様には昔の遊びを体験してもらい、大人の方

には昔を懐かしんでいただく、そんな｢ほっと｣和め

るイベントです。 
 
◆日時 平成26年1月13日(月) 

    午前10時～午後3時 

◆場所 ほっとランド・きぬ館内 

◆対象 どなたでもご参加いただけます。 

◆内容 <昔の遊びコーナー>  

    午前10時～午後２時 

    ・折り紙  ・お手玉 

    ・紙ずもう ・あやとり 

    ・輪投げ  ・だるま落とし 

    ・あずき運び・割り箸鉄砲 

    <イベントコーナー> 

    ・午前11時11時45分 特大輪投げ大会 

    ・午後１時～１時45分 割り箸鉄砲大会 

    ・午後２時～２時45分  紙ずもう大会 

◆費用 無料(入館料のみ) 
 
◎自分で作って楽しく遊ぼう！沢山遊んだ子には、 

 お年玉(!?)が…一緒に遊んでいただけるボラン 

 ティアさんも募集しております。 

◎詳しくは、ほっとランド・きぬにお問合せ頂く

か、下妻市地方広域事務組合のホームページをご

覧ください。 
 
問          30-4126 

｢生け花体験・婚活交流会｣開催 
 
◆日時 平成26年１月26日(日)午前10時～午後３時 

◆場所 結城市しるくろーど 

◆対象者 20代～45歳までの方 独身男女 各25名 

     ※申込み者多数場合は抽選 

◆参加費 男性3,000円 女性2,000円  

◆申込期限 12月２日(月)～20日(金) 

      午前８時～午後８時 

      最終日は午後３時まで 
 

問 申 いばらきマリッジサポーター 
     県西地域活動協議会下妻地区担当(塚越) 

     090-8891-1893 

案 内 

募 集 
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ご存知ですか 医療福祉(マル福)制度 
 

 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。 
 
※受給には所得制限があり、非該当となる場合があり 

 ます。 
 
◆対象 

【小児】 

・０歳～小学６年生まで 

 ※小学４年生～小学６年生拡大(市単独事業) 

【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級該当者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免疫の機能障害とされ 

  る方 

 ・療育手帳の判定がＡまたはAの方 

 ・障害基礎年金１級の方 

 ・身体障害者手帳３級の方でかつ療育手帳の判定が 

  Bの方 

 ・特別児童扶養手当１級の方 

 ※65才以上で一定の障害のある方は、後期高齢者 

  医療制度への加入が必要となります。 
 
◎まだ申請をしていない方、保険証等の変更があった 

 方などは保険年金課窓口で手続きをしてください。 
 

問 市保険年金課 内線1514 

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」開催 
 
 どなたでもご覧いただけます。皆さんのご来場お

待ちしています。 
 
◆日時 １月19日(日)午後１時～(12時30分開場) 

◆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 
 

問 市生涯学習課 内線2834 

献血にご協力を 
 
◆日時 12月19日(木) 

    午前９時30分～午後３時30分 

◆場所 市役所本庁舎 １階 市民ホール 

※献血カード(または手帳)のある方はご持参 

 ください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

市立図書館 １月開館カレンダー 

 ※１月１日(水)～１月４日(土)まで休館 

※１月13日(祝)は午前９時～午後５時まで開館 

 ※１月29日(水)は館内整理日のため休館 
 

問 市立図書館 43-8811 

日 月 火 水 木 金 土 
  
      １ 

休館 
２ 
休館 

３ 
休館 

４ 
休館 

５ 
  

６ 
休館 

７ ８ ９ 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 
休館 

21 22 23 24 25 

26  27 
休館 

28 
29 
休館 

30 31   

｢図書館映画会｣開催 
 
《ライブラリーシアター》 

◆日時 12月17日(火)・21日(土)午後２時～    

    ※日程ごとに別内容 

◆場所 市立図書館 映像ホール 

◆上映作品 はだしのゲン(アニメ) 

 ※｢子ども映画会｣は12月はお休みします。 
 

問  市立図書館 43-8811 

認知症介護家族の交流会「つどい」開催 
  
◆日時 平成26年１月６日(月) 

    午後１時30分～３時30分 

    毎月１回(原則として第１月曜日) 

◆場所 市役所第二庁舎三階 中会議室 

◆対象者 現に認知症の方を介護中のご家族の方 

◆参加費 100円(飲物代として) 

※事前申し込みは不要です。 

 当日直接会場にお越しください。 
 

問 市介護保険課 下妻市地域包括支援センター  
   内線1543・1544 

「成人のつどい」が開催されます 
  

 下妻市では、新成人の門出を祝う成人式を｢成人の

つどい｣と称し、開催します。会場には新成人の皆さ

んのほか、市民の皆さんも入場できますので、ぜひ

ご来場ください。 
 
◆日時 平成26年１月12日(日) 

    受付：午後２時～ 式典：午後２時30分～ 

◆会場 下妻市民文化会館 

◆主催 下妻市・下妻市教育委員会 
 

問 市生涯学習課 ｢成人のつどい｣担当  
   内線2837 

｢口腔がん検診｣をおこないます 
 
お口の中にも“がん”ができます。口腔がん

は、治りにくい口内炎と勘違いして放っておくと

舌やあごの骨の一部を切除しなければならなく

なったり、最悪の場合は死にいたる病気です。 

この機会に、ご自身の口腔がん予防・早期発見

にお役立てください。 
 
◆日時 平成26年２月２日(日) 

◆受付時間 ①午前８時45分～９時  

      ②午前10時～10時15分 

※①、②のどちらかを選択ください 

※受付後に、講演会および口腔がん 

 検診をおこないます。 

◆場所 下妻市保健センター 

◆内容 講演会：口腔がんについて 

    筑波大学附属病院 水戸地域医療教育 

    センター 

水戸協同病院 歯科口腔外科教授 

鬼澤 浩司郎 先生 

    検診内容：歯科医師による診察と口腔内 

         ケアについて 

◆対象者 40歳以上で下妻市在住の者  

     ※先着70名 

     ※平成25年2月24日 

      に実施した口腔がん 

      検診を受診し、 

      ｢異常なし｣の者は除く 

◆検診自己負担金 500円(当日徴収) 

◆申込方法 電話または直接お申し 

      込みください。 

◆申込期限 12月10日(火) 

      ～平成26年1月17日(金) 

◆主催 下妻市歯科医師会 
 

問 申 市保健センタ－ 43-1990 

臨時休館日・年末年始休館日 
休館日 

施設名 
12月 
28日 

  
29日 

  
30日 

  
31日 

１月 
１日 

  
２日 

  
３日 

  
４日 

  
  

市立図書館 休 休 休 休 休 休 休 休   

ふるさと博物館 休 休 休 休 休 休 休 休   

下妻市民文化会館 休 休 休 休 休 休 休 休   
小貝川ふれあい公園 
ネイチャーセンターおよび有料公園施設 

  休 休 休 休 休 休   臨時休館日 
１月13日(祝) 

フィットネスパーク・きぬ 
(ほっとランド・きぬ)   休 休 休 休 休 休     

案 内 

案 内 



｢甲種防火管理新規講習会｣開催 
 
◆日時 平成26年２月６日(木)・７日(金) 

午前10時～午後４時50分 

◆場所 古河市中央運動公園 総合体育館 会議室 

◆受講料 ４,000円(テキスト代を含む) 

※申請受付時に徴収 

◆定員 70人 

◆受付 平成26年１月６日(月)８時30分～ 

※印鑑持参・定員になり次第締切 
 

問 申 古河消防署予防係  
     0280-47-0120 
     下妻消防署予防係 43-1551 
     坂東消防署予防係  

     0297-35-2129 

｢建築ＣＡＤ(JW-CAD)セミナー｣開催 
 

◆実施日 26年2月17日(月)～21日(金) 

     午後６時～９時(5回) 

◆内容 ＪＷ-CADを利用した建築図面等の描き方 

◆申込方法 インターネットで筑西産業技術専門学院 

      のホームページ、または往復ハガキにセ 

      ミナー名・氏名・年齢・住所・電話番 

      号・職業を記入して郵送 

◆定員 10人 ※応募者多数の場合は抽選 

◆申込期限 26年1月15日(水)必着 

◆受講料 2,900円 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院  
     在職者訓練担当 24-1714 

[〒308-0847 筑西市玉戸1336-54] 

納税証明書について 
 
 県税事務所では、車検用納税証明書の他に、次の
２種類の証明書が発行できます。 
 
①税目別、年度ごとの納税状況の証明書 

 (様式第40号の４・ア) 

②すべての県税について未納のないことの証明書 

 (様式第40号の４・イ) 
 
申請前に、どちらが必要かご確認ください。 
 
申請に必要なもの 

・納税義務者の印鑑(法人は代表者の登録印) 

・証明手数料(現金)(１件につき400円) 

※代理人申請の場合は、委任状 

※直近(約２週間程度)に県税を納めた場合はその 

 領収書 
 

問 茨城県筑西県税事務所総務課 24-9184  

青少年の使用する携帯電話・ 

スマートフォンにはフィルタリングを 
 
青少年が携帯電話やスマートフォン等を通じて、

インターネット上の有害サイトにアクセスし、トラ

ブルや犯罪に巻き込まれる事例が後を絶ちません。 

青少年が使用する携帯電話・スマートフォン等に

は、必ずフィルタリングを設定しましょう。 
 

※フィルタリング：インターネット上の有害情報 

         をブロックするサービス 
 

問 茨城県女性青少年課 029-301-2183 

消費税法改正について 
 
平成24年8月に｢社会保障の安定財源の確保等を

図る税制の抜本的な改革をおこなうための消費税法

の一部を改正する等の法律｣により、消費税法の一

部が改正されました。 

 詳細は国税庁ホームページに｢消費税法改正のお

知らせ(社会保障と税の一体改革関係)の特集ページ

を設けておりますのでご覧ください。 
 
【http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/ 

 pamph/shohi/kaisei/201304.htm】 
 

問 下館税務署 24-2121 

１２月１０日～１６日は 

｢北朝鮮人権侵害問題啓発週間｣です 
 
 拉致問題は、我が国の国家主権と国民の生命・

安全に関わる重大な問題であり、政府は北朝鮮に

対し、すべての被害者を一刻も早く帰国させるよ

う強く働きかけています。 

拉致問題、その他北朝鮮当局による人権侵害問

題に対する認識を深めましょう。 
 

問 政府拉致問題対策本部 03-3581-7049 

県西地方交通事故相談所のご案内 
 
県では、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に応じるため、県筑西

合同庁舎内に県西地方交通事故相談所を設けてい

ます。 

交通事故相談員による一般相談のほか、毎月1

回、弁護士相談もおこなっていますので、お気軽

にご相談ください。相談は無料です。 
 
◆一般相談 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 

◆弁護士相談 毎月第４水曜日 

       午後１時～４時 ※要予約 
 

問 茨城県県西地方交通事故相談所 

   24-9112 
[〒308-8510 

 筑西市二木成615(筑西合同庁舎内)] 

電気の上手な使い方について 
 

電気を効率よく使う省エネのポイント  
 
エアコン 

・設定温度の調整を適温に 

・フィルターの掃除はこまめに 

・日射のない時間は、カーテンなどで冷気の進入を 

 カット 

・風向きは下向きに 

こたつ 

・掛け布団は２枚に  

・敷き布団の下に断熱効果のあるマットを敷く 

照明 

・電球の取り換え時には省エネ性の高いランプに 

・調光機能を使う 
 

電気ご使用量を知って省エネについて考えてみませんか 

 

 

毎月の電気ご使用量と料金をはじめ、お客さまの

ライフスタイルに合った料金メニューや省エネなど

のアドバイスをインターネットで簡単にご確認いた

だけるサービス(登録無料)です。 
 
●毎月の電気のご使用量と料金をグラフでチェック 

 できる！ 

●ライフスタイルに合ったスマートで快適な電気の 

 使い方がわかる！ 

●料金メニュー選びに役立つ試算ができる！ 

●口座振替やカード払いの申込書の取り寄せができ 

 る！ 

 

 

 

 
 

問 東京電力茨城カスタマーセンター  

   0120-995-332 
   月曜日～土曜日(休祝日を除く) 

   午前９時～午後５時 

｢ふれあいパーティ｣開催 
 
<つくば会場> 
※コミュニケーショントレーナー山下郁子さんの 

 自己分析 

 ｢自分を客観的に知ってみませんか？｣ 

 心理テスト形式の自己分析講座 

◇日時 平成26年1月13日(月) 

    午後１時30分～４時40分 

◇場所 ホテルグランド東雲 

◇時間 午後１時30分～２時30分 婚活セミナー 

    午後２時40分～４時40分出会いパーティー 

◇対象者 男女とも 20代～50代の方 各50名 

◇参加費 男性4,000円 女性1,000円(当日徴収) 
  
<つくば会場>※平日夜開催 

◇日時 平成26年1月23日(木)午後７時～９時 

◇場所 つくば山水亭 

◇対象者 男女とも 30代・40代の方 各20名 

◇参加費 男性4,000円 女性1,000円(当日徴収) 
 
<下妻会場> 

◇日時 平成26年1月26日(日) 

    午後１時30分～４時30分 

◇場所 ビアスパークしもつま 

◇対象者 男女とも 30代･40代の方 各20名 

◇参加費 男性4,000円 女性1,000円(当日徴収) 
 
◆申込 随時 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 
     0280-87-7085 
     E-mail：info@bell-support.net 

｢ボイラー取扱技能講習｣開催 
 
◆日時 1月18日(土)午前９時～午後５時 

       19日(日)午前９時～午後６時５分 

◆場所 茨城県JA会館 分館２階 

◆費用 13,400円(受講・テキスト代) 

◆申込方法   

 <持参の場合> 

 申込書・受講料(上記費用)・顔写真１枚(縦30㎜× 

 横24㎜)を持参して申し込む。 

 <郵送の場合> 

 申込書・顔写真１枚(縦30㎜×横24㎜)と受講料 

 (上記費用)を現金書留で送付して申し込む。 

※申込書は｢日本ボイラ協会 茨城支部｣ホームページ  

 からダウンロードできます。 

◆申込期限 12月16日(月)～20日(金) 

      午前９時30分～午後４時30分 

◆その他 詳細はお問い合わせください。 
 

問 一般社団法人 日本ボイラ協会茨城支部  

   029-225-6185 

案 内 

東京電力 でんき家計簿 検索 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/
mailto:info@bell-support.net

