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しもつま 広
報 

冬に流行する感染症 

ノロウイルスの予防について 
 
<ノロウイルスの予防について> 

ノロウイルスに感染すると、1～2日で下痢・お

う吐・吐き気・腹痛・微熱などの症状が現れ、通常

1～2日で治癒します。ノロウイルスは感染力が強

く、乳幼児や高齢者の集団施設や家庭内で集団感染

を引き起こします。 
 
<対策１ 手洗い>  

 感染経路となるのが手指なので、基本的にはきち 

 んと手を洗うことが予防対策の基本です。調理を 

 おこなう前、食事の前、トイレに行った後、下痢 

 等の患者の汚物処理やオムツ交換等を行った後に 

 は必ず手を洗いましょう。 

<対策２ 患者の吐物および下痢等の適切な処理>  

 排泄の介助や吐物・下痢便の処理の際には、使い 

 捨て手袋およびマスクを着用しましょう。 

<対策３ 消毒方法>  

 ノロウイルスの消毒は、次亜塩素酸ナトリウム溶 

 液が有効です。 
 

問 市保健センター 43-1990 

パブリックコメントにより皆さんからの 

『ご意見』を募集します 
 
市では、『地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律』による高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正にともない、以下の条例(案)の制定を

予定していますので、皆さんにお知らせするとともに、パブリックコメント(意見公募手続き)により、ご意見を

募集します。 
 
下妻市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(案) 
 
◆公表場所等  

 市ホームページで公表のほか、市役所都市整備課(第二庁舎)にて閲覧できます。 

 ※都市整備課での閲覧は、平日午前8時30分～午後５時15分までとなります。 

◆意見の提出方法  

 意見等提出書にご記入のうえ、郵送、ファックス、メールのいずれかで提出するか、都市整備課に直接お持 

 ちください。 

◆提出期限 1月29日(水) 
 

問 申 市都市整備課  内線1722  Fax43-2945  
     E-mail toshiseibi@city.shimotsuma.lg.jp 

案 内 

生ごみ処理機購入補助金 
～ごみの減量化にご協力ください～ 
 
市では、生ごみの減量化と堆肥化の促進を図るため、生

ごみコンポストや機械式処理機を購入した方に助成をして

います。 
 

◆補助金額 

１)コンポスト ：購入金額の１/２ 上限  3,000円 

         (１世帯２基まで) 

２)機械式処理機：購入金額の１/３ 上限20,000円  

         (１世帯１基まで) 

◆申請手続(必要書類等) 

補助金交付申請書(市役所生活環境課)、領収書・仕様書

(カタログ可)、印鑑、通帳(口座振込先の分かるもの) 

◆申請期限 購入後20日以内 

※機械式処理機とは、一般的に電気で生ごみの水分を飛ば

し、堆肥化・ごみの減量をおこなうものです(乾燥式)。主

に屋内で使用するもので、その他にもバイオマス式、ハイ

ブリッド式などがあります。電気店、ホームセンター、大

型店舗等でお買い求めいただけます。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

東日本大震災による 

災害がれきの搬入について 
 
東日本大震災により被災した災害がれきにつ

いては｢瓦｣のみの搬入を受付けています。期間

外の受付はできませんので、ご注意ください。 
 

◆期間 3月28日(金)まで 

※毎週木・金曜日のみ 

※祝日・年末年始は搬入不可。 

◆時間 午後１時～３時30分 

◆場所 市リサイクルセンター 

    (クリーンポート・きぬ南側) 

◆搬入できる災害がれき  

 瓦のみ(震災で破損した瓦のみとなります。 

 それ以外のものは搬入できません。 

◆搬入時に必要なもの 搬入申請書 

           (市で受付されたもの) 

<申請手順> 

①搬入申請書に必要事項を記入し、地域の自  

 治区長(または代表区長)の証明を受けてく 

 ださい。 

②証明を受けた申請書を市民協働課に持参し 

 てください。(平日のみ受付します。) 

③市民協働課で受付・手続された申請書を持 

 参し、災害がれきを搬入してください。現 

 地で職員ががれきの確認をします。  

※申請書は市民協働課(本庁舎)にあります。  

 または、市ホームページからもダウンロー 

 ドできます。 
 

問問 市民協働課 内線1312  
   市生活環境課 内線1425・1426 

東日本大震災により被災した住宅等の復旧資金を 

借り入れた方に対し 

利子の一部を助成します 
 
◆対象者 下記の全てに該当する方  

     ①東日本大震災により被災した自己の居住 

      に要する住宅等の修繕、建て替えまたは 

      購入並びに住宅敷地の復旧の費用を金融 

      機関から借り入れた方 

②下妻市内に住所を有する方 

③市税を完納している方 

◆助成額 借入利子相当額 

◆助成限度額 住宅復旧のみ    年額114,000円 

       宅地復旧のみ    年額  39,000円 

       住宅復旧＋宅地復旧 年額153,000円 

       ※１世帯当りの限度額 

◆助成期間 60箇月以内 

◆申込期限 ３月31日まで 

◆必要書類 ①借入契約書の写し 

      ②償還表または返済予定表の写し 

③住宅等および住宅敷地復旧に係る契約書 

 の写し 

      ④住宅等の復旧内容が分かる書類 

⑤復旧工事着手または完了を証明する書類 

※上記以外に書類が必要な場合があります。 

※申請を希望する場合は、下記までご連絡 

 ください。 
 

問 申 市民協働課 内線1313 

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 

案 内 

募 集 

高血圧が気になる方へ  
 
高血圧がテーマの健康講座です。高血圧からおこる

脳卒中や心疾患などの合併症、また高血圧の予防方法

をお話します。なお当日は、適塩みそ汁の試飲があり

ます。ご自宅のみそ汁と飲み比べてみましょう。 
 
◆日時 １月20日(月) 

午後１時30分～3時(受付 午後１時～) 

◆会場 下妻市保健センター 

◆講師 常総保健所所長 本多 めぐみ 氏 

◆参加料 無料 

◆対象 下妻市在住の方 

◆募集人数 50名 ※定員になり次第締切 

◆申込期限 1月17日(金)まで 

<希望の方は①～③をおこないます> 

 ①血圧測定 

 ②ご自宅のみそ汁の塩分濃度の測定(みそ汁を50㏄ 

  (具はなし)ご持参ください) 

 ③推定一日尿中食塩量をみる尿検査(当日、保健セ 

  ンターにて採尿していただきます) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

mailto:toshiseibi@city.shimotsuma.lg.jp


｢協力会員スキルアップ講座｣開催 
 
子育て支援事業では、一時的にお子さんをお預かりす

る相互援助サービスをおこなっておりますが、お子さん

のお預かりをしていただく協力会員の資質向上を目的と

したスキルアップ講座を毎年４講座開催しています。 

子育て支援に関心のある方や、事業の協力会員として

活動をしてみたい方は是非お誘い合わせのうえご参加く

ださい。 
 
◆日時 １月21日(火)午前10時～12時 

◆場所 下妻公民館 調理室 

◆内容 お野菜たくさん 幸せなごはん 

～にんじんピラフと手作りウィンナー～ 

◆講師 こころDELI  齋藤 直美 氏 

◆定員 20名 

◆持ち物 エプロン・三角きん 

◆参加費 500円 

◆申込期限 １月17日(金) 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

『下妻市民卓球大会』参加者募集 
  
●日時 ２月23日(日)午前9時開会 

●場所 下妻市立千代川中学校 

●種目 ダブルス(男子ダブルス・女子ダブルス) 

    ※男女混合の場合は、男子ダブルスの部に出場 

●参加資格 小学生以上で下記の項目のいずれかに該当

する方 

      ①市内に在住・在勤または在学の方 

      ②市内の卓球クラブに加入されている方 

      ③市内の中学校または高校を卒業された方 

      ※ペアの内１名でも上記の条件を満たして 

       いれば参加可能 

●試合方法 予選リーグ後、決勝トーナメント 

●参加費 1ペア2,000円 中学生以下は1ペア600円 

     (当日徴収) 

●申込先 [〒304-8555 下妻市鬼怒230番地] 

下妻市教育委員会生涯学習課(千代川庁舎) 

     ※所定の申込書に記入のうえ、ご郵送くださ 

      い。(申込書は、生涯学習課にあります) 

●申込期限 ２月７日(金)必着 

●その他 試合当日のペアの変更は、理由に関わらず一

切受付けませんので、予めご了承ください。 
 

問 下妻市卓球協会(藤本) 44-3359 

｢バレンタインパーティー｣開催 
 
◆日時 ２月９日(日)午前11時30分～午後３時 

(受付 午前11時～) 

◆会場 ORANGE CAFÉ LOG  

    [筑西市下岡崎2-4-9] 

◆事業名 ときめき婚活バレンタインパーティー 

◆対象者 40歳以下の独身男・女各16名 

◆参加費 男性6,000円 女性1,600円  

◆申し込み 先着順 
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ  
      25-2678 
      事務局 [筑西市稲野辺568-5] 

「オレンジカフェ～認知症カフェ～」開催 
 
 オレンジカフェは、認知症の方や介護家族の
方同士でお茶を飲みながら情報交換や悩み相談

ができる交流の場です。些細な悩み事、不安な

ことをお気軽にお話に来てください。 
 
◆日時 ２月１日(土) 

    午後１時30分～３時30分 

◆場所 千代川公民館レストハウス 

◆対象 ・軽度認知症の方および介護家族の方 

    ・認知症の方で介護サービスを使って 

     いない方 

◆定員 10組程度 ※予約制 

◆参加費 1人100円 
 
※２月３日開催予定の認知症家族の会｢つどい｣ 

 は、｢オレンジカフェ｣内で実施します。 

※参加希望の方は、事前にご連絡ください。 

※興味のある方は、お気軽にお問い合わせくだ 

 さい。 
 

問 申 市介護保険課  
     下妻市地域包括支援センター  

     内線1543・1544 

就職活動を支援します 
 
いばらき就職支援センター県西地区センター

では、就職を目指す方々の就職活動の支援をお

こなっています。 

 また、事業所様からの求人申込み(求人情報)

を随時お受けし、センター利用者に提供させて

いただくほか、ホームページでも広く公開して

います。 
 
◆サービス内容 

・職業紹介および内職斡旋 

・就職情報の提供 

・キャリアカウンセリング・職業適性診断 

・職業支援セミナーの実施 

・求人受付 等 

 (求人開拓員が事業所へうかがいます) 

◆設時間 月曜日～金曜日  

     午前９時～午後４時 

   ※ただし、祝日および国民の休日・ 

    年末年始を除く 

 いばらき就職支援センター(ジョブカフェいば 

 らき)ホームページ  

 http://www.jobcafe-ibaraki.jp/ 
 

問 いばらき就職支援センター 
   県西地区センター 

   22-0163・23-3811 

茨城県の特定最低賃金改定のお知らせ 
～必ずチェック最低賃金！ 使用者も 労働者も～ 
 

茨城県の特定最低賃金が、次の①～④のとおり改定さ

れました。 
 
①鉄鋼業；818円 

②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製 

 造業；798円 

③計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器 

 具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レン 

 ズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 

 情報通信機械器具、時計・同部分品製造業；793円 

④各種商品小売業；767円 
  
◆効力発生日 平成25年12月31日 
 

問 茨城労働局労働基準部賃金室  

   029-224-6216 

石岡・小美玉市合同｢企業説明会(就勝！2014)｣開催 
 
◆開催日 １月29日(水) 

◆会場 石岡運動公園体育館 

◆受付 午前９時30分～  

    スキルアップ講座 午前10時～午後１時 

    キャリアカウンセリング 午後12時～３時 

◆説明会 午後１時～４時 ※事前申し込み、履歴書不要、参加費無料、上履き持参 

詳しくは→http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page001837.html(石岡市・小美玉市合同企業説明会で検索) 
 

問 石岡市商工観光課(石岡事務所) ℡0299-23-1111 内線485 

日時 
２月２日(日) 
午前10時～12時 
受付時間９時30分～ 

場所 
介護老人保健施設 ルーエしもつま 
[下妻市江1832] 

内容 

１ 排泄ケアについて 
  オムツ交換の正しい知識・選び方 
２ 認知症予防・自宅でできるリハビ 

    リ体操 
３ 専門職による介護相談 
    ＊帰りに軽食と飲み物を用意して  

   います。 
定員   20名 
申込 
問合せ 

介護老人保健施設 ルーエしもつま 
44-8000 担当 染谷 

下妻市高齢者家族介護支援事業 

｢家族介護教室｣開催 
 
介護についてお一人で悩まず、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。参加申し込み

は直接会場へお願いします。 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 申 各表｢申込問合せ｣のとおり 

日時 
２月16日(日) 
午前10時～12時  
受付時間９時30分～ 

 場所 特別養護老人ホーム 加養の里 
[下妻市加養493] 

 内容 

１．認知症とは？ 
 ～認知症家族との向き合い方～ 
２．介護技術を学ぼう 
 ～基本的な介護技術を伝えます～ 
３．介護について話し合い 

定員 20名 
申込 
問合せ  

特別養護老人ホーム 加養の里 
30-6191 担当 山田、塚田 

２月 11日(火) 
午後２時～３時 
受付時間 午後１時30分～ 
特別養護老人ホーム千代川さくら館 
[下妻市五箇574] 
認知症を発症した方への対応につい

て 
発症初期のサイン 
接し方・対応方法 
服薬・受診について 

10名 
特別養護老人ホーム千代川さくら館 
30-1511 担当 小杉 

日時 

場所 

内容 

定員  
申込 
問合せ 

案 内 

案 内 募 集 

http://www.jobcafe-ibaraki.jp/
http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page001837.html
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報 

平成２６年度 市･県民税等申告相談 
 
平成26年度市･県民税の申告相談日程については以下の表のとおりです。 

 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。(指定日にご都合が悪い場合、別の相談日・別会場に来ても差し支えありません。) 

 申告受付時間は、午前９時～11時、午後１時～４時までとなります。(午前中に受付をされた方でも混雑状況

によって、午後１時以降の申告となる場合があります。) 

 休日の申告相談日は２月23日(日)市役所第二庁舎となります。 

 下妻会場の入場整理券(番号札)は、午前７時30分から第二庁舎玄関口において配布します。 
 
◎下妻会場 《第二庁舎３階大会議室》  ◎千代川会場 《千代川庁舎１階ホール》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市税務課 1342 

申告日 地区 申告日 地区 

２月17日(月) 若柳 騰
波
ノ
江 

２月17日(月) 鎌庭 

大
形 18日(火) 神明・下宮・数須・筑波島 

下田・中郷 
18日(火) 別府・村岡・五箇 

19日(水) 大宝・北大宝・平川戸 
大
宝 

19日(水) 皆葉・五箇 
20日(木) 堀篭・横根・大串・平沼 20日(木) 宗道・渋田 宗

道 21日(金) 下木戸・福田・比毛・坂井 21日(金) 本宗道・原・羽子 
23日(日) 休日相談日(市内全域) 23日(日)   
24日(月) 加養・亀崎 豊

加
美 

24日(月) 鬼怒・見田・唐崎・長萱・伊古立 
宗
道 25日(火) 新堀・樋橋・肘谷・山尻 

谷田部・柳原 
25日(火) 田下・下栗 

26日(水) 高道祖１～3999番地 高
道
祖 

26日(水) 大園木・鯨 蚕
飼 27日(木) 高道祖4000番地～ 27日(木) 大園木・鯨・千代川地区全域 

28日(金) 小島・二本紀 総
上 

 

３月３日(月) 袋畑・古沢・今泉・中居指 
４日(火) 江・関本下・平方・尻手 

上
妻 

５日(水) 黒駒・桐ケ瀬・赤須 
６日(木) 渋井・柴・半谷・南原 
７日(金) 大木・前河原 
10日(月) 下妻乙 

下
妻 

11日(火) 下妻丁・下妻戊・砂沼新田 
12日(水) 下妻甲・長塚・石の宮 

13日(木) 
下妻丙・本城町・小野子町 

本宿町・田町・坂本新田 

大木新田 

14日(金) 市内全域 

17日(月) 市内全域 

入札参加資格審査申請について 
 
本市の建設工事、建設コンサルタント等および物品製造等に係る平成26年度の入札参加資格審査申請の追

加受付を次により実施します。 
 
◆提出書類 

<建設工事> 

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 

③経営事項審査結果通知書の写し 

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 

⑤営業所一覧表 

⑥工事経歴書(直前２年間の工事実績) 

⑦技術者経歴書(技術者名簿等)または各種合格証の写し 

⑧営業用機械器具調書 

⑨委任状(支店、営業所等に権限を委任する場合) 

⑩登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

⑪主要取引金融機関名届出書 

⑫使用印鑑届 

⑬印鑑証明書   

⑭建設業退職金共済事業加入履行証明書  

⑮直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

⑯直前1年分の財務諸表又は決算書 

⑰特別徴収実施確認書(市内に本店を有する事業者のみ) 

 

<物品製造等> 

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 

③物品納入経歴書(直前２年間の納入実績) 

④特約店・代理店認可証明書(特約店または代理店である場合は証明書の写し) 

⑤委任状(支店、営業所等に権限を委任する場合) 

⑥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  

⑧使用印鑑届 

⑨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 

⑪直前１年分の財務諸表または決算書 

※公的機関が発行する書類は、登録申請書の提出日以前３カ月以内のものとする。 

 

◆受付期間 2月3日(月)～28日(金)午前9時～12時・午後1時～5時 ※土・日・祝日を除く 

◆受付場所 市役所本庁舎2階 財政課契約検査係 

◆提出方法 ・A4ファイル左綴じ 

         ファイルの色 建設工事 【青】 

       建設コンサルタント等  【赤】 

       物品製造(役務の提供)等  【黄】 

      ・郵送可(期限内必着) 

※表紙に｢平成26年度入札参加資格審査申請書｣および｢商号｣、背表紙に｢商号｣を記載してください。 

※ファイルは留め具が金具でないものを使用してください。 

※市ホームページにおいて要項および申請書等様式がダウンロードできます。 
 

問 市財政課 内線1336・1337 

<建設コンサルタント等> 

 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 

   ③登録証明書(登録または許可を得ている業務) 

   ④営業所一覧表 

   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 

   ⑦委任状(支店、営業所等に権限を委任する場合) 

   ⑧登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

   ⑨主要取引金融機関名届出書 

   ⑩使用印鑑届 

   ⑪印鑑証明書 

 ⑫直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

   ⑬直前１年分の財務諸表または決算書 

 ⑭特別徴収実施確認書(市内に本店を有する事業 

  者のみ) 

高道祖土地改良区 

総代総選挙がおこなわれます 
 
平成26年３月13日に任期満了となる下妻市高道祖

土地改良区総代総選挙がおこなわれます。 
 

◆選挙期日 ２月17日(月) 

◆投票時間 午前７時～午後４時 

◆投票場所 高道祖土地改良区事務所 会議室 

◆立候補届出期間 ２月10日(月)～11日(火) 

        午前８時30分～午後５時 

◆立候補届出場所 高道祖土地改良区事務所 

◆選挙すべき総代の数 40人 

◆選挙人名簿の縦覧日時および場所 

 １月27日(月)～31日(金)高道祖土地改良区事務所 
 

問 市選挙管理委員会(市総務課内) 
   内線1242・1243 

案 内 

相 談 



『放課後児童クラブ』利用者募集 
 

 平成26年度に放課後児童クラブの利用を希望する児童の募集をおこ

ないます。放課後児童クラブは、昼間保護者のいない家庭の小学生を対

象に遊びを中心とした指導をおこなっています。 
 

●対象 放課後、自宅で保育できないおおむね小学校１～３年生 

   ※クラブの定員に空きがある場合は小学校６年生まで受け入れ 

    ます。 

   ※募集期間やクラブの詳細については直接各クラブにお問合せ 

    ください。 

●市内放課後児童クラブ一覧 

 

問 申 各放課後児童クラブ(上記参照) 

学童クラブ名 主に受入れている学校名 電話番号 

下妻小学校児童保育クラブ 下妻小学校 44-3704 
弘徳保育園学童クラブ 豊加美小学校・下妻小学校 43-2515 
いずみ学童クラブ 総上小学校・下妻小学校 43-6630 
やはた学童クラブ 大宝小学校 45-0150 
睦学童クラブ 高道祖小学校 44-2983 
もみの木学童クラブ 上妻小学校 43-6821 

騰波ノ江小学校学童クラブ 騰波ノ江小学校 
080-1341 
  -3440 

大形小学校児童保育クラブ 大形小学校 44-7944 
宗道小学校児童保育クラブ 宗道小学校・蚕飼小学校 45-1053 

自動車は適正に登録しましょう 
 
 引越しなどで住民票を変更しただけで
は、車検証に登録された住所は変更され

ません。転居した場合や自動車の持ち主

が変わった場合などには、必ず運輸支局

で登録手続きを行ってください。この手

続きを怠ると、道路運送車両法の規定に

より罰金を科せられることもあります。 

 なお、自動車税は、毎年4月1日の登録

に基づいて課税しています。｢納税通知書

が届かない｣｢手放した自動車が課税対象

となった｣などのトラブルを防止するため

にも、自動車の登録は適正におこないま

しょう。 
 

問  <登録手続きに関すること>  
        茨城運輸支局 

        050-5540-2017 
   <自動車税に関すること> 

   茨城県総務部税務課  

   029-301-2429 

『４月生』募集 
 
放送大学では、平成26年度第１学期(４月入学)の学生

を募集しています。放送大学はテレビ等の放送やイン

ターネットを利用して授業をおこなう通信制の大学で

す。心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学など、

広い分野を学べます。 
 
●出願期間 ２月28日(金)まで 

●その他 資料を無料で配布しています。ご希望の方は

下記までお問い合わせください。 
 

問 放送大学茨城学習センター 029-228-0683 

確定申告会場の設置 

について 
 
所得税・個人消費税・贈与税の確定

申告会場を次のとおり設置します。 

 

◆期間 ２月17日(月)～３月17日(月)  

    ※土・日を除く 

    ※スピカ申告会場の開設期間中

は、下館税務署庁舎では申告

相談をおこなっていませんの

で、ご注意ください。 

◆時間 受付 午前８時30分～午後４時 

    ※会場が混雑している場合は、

受付を早めに締め切ることが

あります。 

    <相談>午前９時～午後５時 

◆場所 スピカビル６階 

    コミュニティプラザ 
 

問 下館税務署 24-2121  
   ※自動音声が流れますので｢０｣番 

    を選択してください。 

『自衛官』募集 

問 自衛隊茨城地方協力本部 筑西地域事務所 22-7239 

募集種目 募集人員 資格 受付期間 試験日 合格発表 

予備自衛 

官補(一般・

技能) 

約1400名(一般) 18歳以上34歳未満の者 
1月8日 

 ～4月2日 
4月11日～15日 5月16日 

約200名(技能) 
18歳以上で国家免許資格等を

有する者(資格により53歳未

満から55歳未満の者) 
防衛大学校 

学生 
(一般後期) 

人文・社会科学専攻/約10名 
理工学専攻/約30名 

高卒(見込含)で 

21歳未満の者 
1月22日 

 ～31日 
【1次】3月1日 
【2次】3月13日 

【1次】3月7日 
【最終】3月20日 

幹
部
候
補
生 

一
般 

大
卒
程
度
試
験 

陸 約105名 
(うち女子約10名) 
海 約60名 
(うち女子約15名) 
空 約50名 
(うち女子約10名) 

22歳以上26歳未満の者 
(20歳以上22歳未満の者は大

卒(見込含)、修士課程修了者

等(見込含)は28歳未満) 
2月1日 

～4月25日 

【1次】 

 5月10日・11日  

 (11日は飛行要員のみ) 
【2次】 

 6月10日～13日   

 (海・空飛行要員のみ) 
【3次】 

 (海)7月7日～11日  

 (空)7月19日～8月7日 

【1次】 

 5月30日 
 (海・空飛行要員のみ) 
【2次】 

 (海)6月30日  

 (空)7月4日 
【最終】 

 (陸・海)8月1日  

 (空)9月5日 

院
卒
者
試
験 

陸 約10名 
海 約20名 
空 約10名 

修士課程修了者等(見込含)で

20歳以上28歳未満の者 

歯
科
・
薬
科 

陸 約10名 
海 約20名 
空 約10名 

専門の大卒(見込含)で、20歳

以上30歳未満の者(薬剤は20

歳以上28歳未満の者) 
2月1日 

～4月25日 
【1次】5月10日 
【2次】6月10日～13日 

【1次】5月30日 
【2次】8月1日 

『平成２６年度 一般入試』募集 
 
●出願期間 １月27日(月)～2月13日(木) 

●試験日および試験科目 

①２月14日(金) 国語・数学・作文 

②２月17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] 

●定員 40名 

●修業年限 ２年 

●受験資格 中学校卒業以上の者 

●資料請求 真壁医師会准看護学院募集要項Ａ係 
       

問 真壁医師会准看護学院 22-7702 

県ＰＭ2.5情報について 
 
 茨城県では、微小粒子状物質｢PM2.5｣測定結果の随時公表と、万が一注意喚起が出さ

れた場合の情報をメールにて自動配信しています。早めの情報取得を心がけましょう。 
 
◆測定結果の公表：茨城県環境対策課ホームページに掲載 

⇒ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kantai/environment/ 

  pm2.5.html 

◆自動メール配信：茨城県環境対策課ホームページの配信登録画面にアクセス 

 (パソコン、スマートフォン、携帯電話からも登録できます) 

⇒ http://www.taiki2.pref.ibaraki.jp/(登録は無料、通信費は利用者負担) 

  ※PM2.5に関する健康相談は各保健所となります。 
 

問 市生活環境課 内線1422 県環境対策課 029-301-2961 
 常総保健所 0297-22-1351 

Part.1 ２月は｢相続登記は 

お済みですか月間｣です 
 
◆期間 ２月の１ヶ月間  

    ※土・日・祝日を除く 

◆相談内容 相続登記に関する相談 

◆受付・実施場所  

 県内の各司法書士事務所  

 ※要事前予約 

◆相談料 無料 
 
 
 
 
 
 
問 申 茨城司法書士会 029-225-0111 

Part.2 相続・遺言・贈与に関する登記 

および税務の相談会 
 
平成27年１月以降の相続税率等改正に向け、

以下の通り相談会を開催します。 
 
◆日時 １月25日(土)午後１時～午後５時 

◆相談内容 相続・遺言・贈与に関する登記お 

      よび税務の相談 

◆相談会場 水戸会場：茨城司法書士会 

     土浦会場：土浦市亀城プラザ 

          大会議室１ 

◆相談員 司法書士・税理士 

◆相談料 無料 ※事前予約された方が優先 

案 内 募 集 

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kantai/environment/
http://www.taiki2.pref.ibaraki.jp/
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しもつま 広
報 

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。事業規模の大小に

関わらず、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、他 

 ※産業廃棄物とは区別してください。 

 ※蛍光管、乾電池類は産業廃棄物とし 

  て処分してください。 

◆処理方法 

(1)事業者自らが｢クリーンポート・きぬ｣ 

  へ搬入する 

  手数料200円/10㎏消費税別途 

  搬入曜日・時間 

  (日曜、祝日、年末年始等を除く) 

 <月～金曜日> 

 午前９時～12時・午後１時～４時30分 

 (可燃・不燃・粗大) 

 <第２土曜日> 

   午前９時～12時・午後１時～４時 

 (可燃・不燃・粗大) 

 <第４土曜日> 

   午前９時～12時・午後１時～４時 

 (不燃・粗大) 
 
(2)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。｢クリーンポート・き

ぬ｣へ直接お問合せください。 
 
◎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。 
 

問 クリーンポート・きぬ  
   43-8822 
       市生活環境課  

       内線1425・1426 

｢しもつませつぶんスタンプラリー｣開催中 
 

◆スタンプ設置場所・開催期間 

 宗任神社(宗道) １月８日(水)～14日(火) 

  ※宗任神社節分祭：１月11日(土) 

 大宝八幡宮 １月31日(金)～２月６日(木) 

  ※大宝八幡宮節分祭：２月３日(月) 

下妻神社 １月31日(金)～２月６日(木) 

  ※下妻神社節分祭：２月３日(月) 

 愛宕神社 １月31日(金)～２月６日(木) 

  ※愛宕神社節分祭：２月２日(日) 

 高道祖神社 ２月10日(月)～16日(日) 

  ※高道祖神社節分祭：２月13日(木) 

◆対象   

 どなたでも参加できます。ただし、応募は１世帯につき１回

まで(２枚目以上は無効) 

◆景品  

 １等 下妻市観光協会商品券(5,000円相当)  10名様 

 ２等 下妻市観光協会商品券(3,000円相当)  50名様 

 ※３月中旬～下旬に抽選をおこない、当選者の発表は発送を

もってかえさせていただきます。 

 ※商品券は、平成25年度下妻市観光協会スタンプラリー商

品券取り扱い登録事業所で利用できます。 

◆応募方法  

 応募はがきに所定のスタンプを３ヶ所以上収集して、下妻市

役所産業振興課内(千代川庁舎)下妻市観光協会事務局まで直

接持参いただくか、50円切手を貼って郵送してください。 

 ※切手がない郵送での応募は無効 

◆募集期限 ３月７日(金)まで ※当日消印有効 
 

問 申 市産業振興課・下妻市観光協会事務局  
          内線2632 

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 

募 集 

案 内 

北
台
川 工事個所 

｢水道パネル展｣を開催します 
 
みなさんに水道の仕組みや役割、必要性を知って

いただくために、水道パネル展を開催します。ぜ

ひ、お立ち寄りください。 
 

◆展示期間 １月15日(水)～22日(水) 

      平日   午前９時～午後９時 

      土日祝日 午前９時～午後５時 

      ※1月20日(火)は休館 

◆展示場所 下妻市立図書館 1階 交流ホール 
 

問 市上下水道課 44-5311 

公共下水道工事にご協力をお願いします 
 
原地内において公共下水道工事を実施します。工事

期間中は、全面通行止(夜間開放)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。 
 
◆期間 １月上旬～３月上旬 

◆内容 公共下水道本管および取出管布設工事 

◆場所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市上下水道課 44-5311 

道路工事にご協力をお願いします 
  
 市内各地区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   １月中旬～３月中旬 

◆工事箇所  図のとおり 

 

問 市建設課 内線1716・1717 

横断暗渠改修工事に 

ご協力をお願いします 
 
 江地内において、横断暗渠改修工事を実施します。 

 工事期間中は、全面通行止(夜間通行可)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。 
 
◆工事期間  １月上旬～下旬 

◆工事箇所  図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市農政課 内線2617 


