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市立図書館 開館カレンダー/２月 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※18日(火)は、臨時休館日のため休館します。 

※26日(水)は、館内整理日のため休館します。 
 

問 市立図書館 43-8811 

日 月 火 水 木 金 土 

  
            １ 
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休館 
４ ５ ６ ７ ８ 

９ 10 
休館 

11 12 13 14 15 

16 17 
休館 

18 
休館 

19 20 21 22 

23 24 
休館 

25 26 
休館 

27 28   

『鬼怒川流域交流Eボート大会 

～茨城県大会～』参加チーム募集 
 

●日時 5月18日(日)受付午前8時～ ※小雨決行  

予備日：5月25日(日) 

●場所 鬼怒川河川敷[大形橋上流左岸] 

●競技方式  10人による手漕ぎ方式で予選・決勝300mを

競う。タイムトライアル方式。一般の部はハ

ンデ戦とする。 

●募集チーム数 一般の部：40チーム 

        (男女混合可。ただし女性5名以上) 

   小学生の部：10チーム 

●チーム編成 1チーム10人以上12人以下の登録 

※小学校4年生以上。男女混合可 

●参加費 10,000円(責任者を含む小中学生のみのチーム 

     は無料) 

●申込期限 4月11日(金)必着 
 

問 申 市産業振興課 内線2632 

献血にご協力をお願いします 
 
 献血は最も身近なボランティア。あなたの

わずかな時間で救える命があります。 
 
◆日時 ２月14日(金) 

    午前９時30分～午後１時 

◆場所 千代川庁舎 １階 

 ※献血カード(または手帳)のある方 

  は、持参してください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

図書館おはなし会/２月～おはなしの花たば～ 
 
◆日時 ２月８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) 

◆その他 参加自由です。お気軽にお越しください。 
 

問 市立図書館 43-8811 

｢からだ元気!らくらく糖尿病予防｣ 

を開催します 
 
 ｢尿糖(＋)とは｣｢血糖値が高いとどうなる｣

など糖尿病の基礎からわかりやすくお話し

ます。 

◆場所 下妻市保健センター 

◆対象者 市内在住の方 

◆参加費 無料 

◆申込期限 ２月21日(金)までに保健セン 

      ターにお申し込みください。 

◆定員 50名 ※定員になり次第締切 
  
※2回連続講座ですが、片方のみの参加も 

 可能です。 
  

問 申 市保健センター 43-1990 

  １回目 
日にち ２月26日(水) 
時間 午後２時～３時30分 
受付時間 午後１時30分～ 

内容 

<糖尿病についての講話> 
ごとうクリニック(筑西市)  
後藤 千秋 先生 
(糖尿病学会専門医) 

  
日にち 
時間 
受付時間 

内容 

２回目 
３月11日(火) 

午前10時～11時30分 
午前９時30分～ 

<栄養講座> 
今すぐできる 糖尿病予防食 
下妻市保健センター 
管理栄養士 田々辺美香 

※講義で使いますので、普段お

使いのご自身のご飯茶碗をお

持ちください。 

「公民館まつり」を開催します 
 

◆日時 ２月21日(金)～23日(日) 

◆会場 下妻公民館(作品展示部門・体験部門)、下妻市民文化会館(舞台発表部門) 

◆入場料 無料 

◆内容 <舞台発表部門> 個人演技の部 ２月22日(土)午後１時～２時30分 

        団体演技の部 ２月23日(日)午後１時～３時 

<作品展示部門> 2月21日(金)午後1時～5時・22日(土)午前9時～午後5時・23日(日)午前9時～12時 

<体験部門> 

※親子リトミック・足うら健康法・親子ベビー マッサージ 

 は、電話にて事前予約をしてください。 

◆受付期間 ２月４日(火)～12日(水) 

      ※月曜日・祝日は休館日となりま す。 

◆対象者 市内在住・在勤・在学の方 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 

  場所 時間 定員・対象者 用意するもの 

２月 
22日(土) 

※親子リトミック 

１階和室 
午前10時～11時 幼・小学生  15人 動きやすい服装  

◎往復の安全に留意 午前11時～12時 未就園児親子15組 
バルーンアート 

図書室 午前10時～12時・午後1時～３時 準備した材料の範囲内・当日参加可 
筆ペン習字 

大会議室 午前10時～12時・午後1時～３時 準備した材料の範囲内・当日参加可 
※足うら健康法 

１階和室 
午後1時30分～２時 一般 5人 オイル代100円 

バスタオル 午後２時30分～３時 一般 5人 

23(日) 

簡単お菓子作り(クッキー) 

調理実習室 午前10時～12時  一般 50人 
材料代100円＆エプロン 

三角巾・ふきん 
※親子ベビーマッサージ 

１階和室 午前10時～11時30分 ３か月～１歳児親子 10組 オイル代100円・大判タオル 

  
22(土) 
～23(日) 

おりがみ 

大会議室           準備した材料の範囲内・展示期間中参加可 

手編み 
２階和室 準備した材料の範囲内・展示期間中参加可(毛糸代要) 

｢親子スキーツアー｣参加者募集 
 
●日時 ２月22日(土)雨天決行 

午前５時出発 午後６時帰着予定 

●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 

●参加費 大人4,000円 中学生3,000円  

     小学生2,500円(一人あたりの料金) 

     ※リフト券、用具等レンタルは別料金 

●定員 40名 ※定員になり次第締切 

●申込方法 会費を添えて生涯学習課(千代川庁舎)へお申 

      し込みください。お申込みの際に印鑑が必要 

      となります。 

※申込書は、本庁舎総合案内および生涯学習課(千代川庁 

 舎)にあります。市ホームページからもダウンロードでき 

 ます。 

●申込期限 ２月14日(金) 
 

問 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 

案 内 

案 内 

募 集 

任期満了による下妻市長選挙がおこなわれます 
 
◆投票日時  

 ３月30日(日)午前７時～午後６時 

   ※午後６時で投票所が閉鎖されますので、 

  ご注意ください。 

◆立候補予定者説明会 

日時 ２月24日(月)午後１時30分～ 

場所 市役所本庁舎 ３階 中会議室 
 

問 市選挙管理委員会事務局 内線1242・1243 



Part.1  

復興特別所得税について 
 

平成25年分～平成49年分までの各年分については、

所得税と併せて復興特別所得税の申告および納付をする

こととされています。 

復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額(原則

として、その年分の所得税額)に2.1％の税率を掛けて計

算した金額です。 

また、平成25年１月１日から平成49年12月31日ま

での間に生ずる所得について、源泉所得税が徴収される

場合には、復興特別所得税が併せて徴収されます。 
 

Part.2 

公的年金等受給者に係る確定申告不要制度 

について 
 

平成23年分以後の各年分において、公的年金等の収

入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金

等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である

場合には、所得税の確定申告は必要ありません。 
 
※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税 

 の申告が必要な場合があります。 

※この場合であっても、所得税の還付を受けるために 

 は、確定申告書を提出する必要があります。 

※この場合であっても、確定申告書の提出が要件となっ 

 ている控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など) 

 の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要と  

 なります。 
 

問 下館税務署 24-2121  
   ※自動音声が流れたら｢０｣番を選択 

野外焼却は禁止 
 
 家庭ごみ、雑草、枝・葉、野菜くず、店舗や会社から

でたごみを、野外で燃やしていませんか。野外焼却(野焼

き)は｢廃棄物処理法｣で禁じられており、罰則規定があり

ます。 
 
・火災の原因になります。 

・煙、灰、すす、悪臭、有害物質などの発生により、ご 

 近所の生活環境や健康を損なうことがあります。 

・ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却炉による焼却 

 も禁止されています。 

・家庭から出るごみは市指定のごみ袋に入れ、各地区の 

 集積所に出していただくか、クリーンポート・きぬへ 

 直接搬入してください。 

・会社や店舗から出るごみは事業系一般廃棄物として処 

 理してください。 

・産業廃棄物は、専門の処理業者に依頼してください。 
 

問 市生活環境課 内線1422 

がん予防・検診講習会 

｢ピロリ菌感染と胃がん検診｣開催 
 
日本人の約50％がピロリ菌の感染者といわれ

る現代、胃がんとの関連性も含め、正しい対処法

をいっしょに学んでみませんか。 
 
◆日時 ３月６日(木)午後１時30分～３時 

◆場所 茨城県常総保健所 

◆講師 きぬ医師会病院副院長 対馬 健祐 先生 

◆参加費 無料 

◆定員 50名 

◆申込期限 ２月28日(金) 
 

問 申 茨城県常総保健所 健康指導課 

             0297-22-1351 
      Fax0297-22-8855 

自動車税の納税を口座振替にしましょう 
 

 公共料金と同じように預金口座から自動的に納税

ができ大変便利です。お申し込みは、預金口座のあ

る金融機関(ゆうちょ銀行除く)で簡単にできますの

で印鑑をご持参のうえ、お出かけください。 
 

問 茨城県筑西県税事務所 総務課管理担当  

   24-9184 

「春のノーマイカーデーいばらき」実施 
 
2月1日～3月31日の間｢いばらき公共交通利用促

進キャンペーン｣の実施に伴い、マイカー利用を自粛

した通勤を実践する｢ノーマイカーデーいばらき～マ

イカー利用を控える日～｣をおこないます。 

 過度にマイカー依存した暮らしを見直すきっかけ

として、この機会に一緒に取り組んでみませんか。 
  
◆県内一斉取組日 

2月14日(金) 

※ご都合に応じてキャンペーン期間(2月～3月)中 

 の他の日を設定することも可能です。 

◆関東鉄道常総線 無料駐車場のご案内 

常総線乗車の際には、｢パーク＆ライド無料駐車 

場｣がご利用いただけます。 
 
下妻駅では無料駐車場が増設され、115台駐車で

きるようになりました。(西駐車場8台、東駐車場

11台増設) 

ご利用の際には、自動車を駐車した｢駐車番号｣を 

駅係員にお伝えください。 

駅係員不在の駅では、乗務員にお伝えください。 
 
   ［宗道駅7台］   ［下妻駅115台］    

 

 

 

 

 

 

   [大宝駅12台］   ［騰波ノ江駅20台］ 

 

 

 

 

 

 

問 ｢春のノーマイカーデーいばらき｣について 
茨城県公共交通活性化会議(茨城県企画課交通 

対策室) 029-301-2536  
 
｢関東鉄道常総線 無料駐車場｣について 

関東鉄道(株)鉄道部 029-822-3718  

がんばっぺ！茨城 

｢企業説明会・就職面接会｣開催 
 
平成27年3月大学卒業予定者および平成26年3月 

大学等卒業者(既卒3年以内の方を含む)を対象に、 

企業説明会と就職面接会を開催します。 
 
◆日時 ２月28日(金)午前11時～就活セミナー 

午後１時～企業説明会・就職面接会 

◆場所 ホテルマロウド筑波 

◆その他 参加費無料・事前申し込み不要。 

     参加企業については、２月12日以降に 

     茨城労働局ホームページでご確認くだ 

     さい。 
 

問 茨城県労働局職業安定課 029-224-6218 

   茨城県労働政策課 029-301-3645 

案 内 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

事期間中は全面通行止め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月下旬～３月下旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市建設課 内線1716・1717 

工事箇所 

下栗 

二本紀 

工事箇所 

下子町 

袋畑 

排水路整備工事にご協力をお願いします 
 
肘谷・山尻、柳原地区において、排水路整備工事

を実施します。工事期間中は、通行止め等ご迷惑を

おかけしますが、皆さんのご協力をお願いします。 

 

◆工事期間 １月下旬～３月下旬 

◆工事区域 図面のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市農政課 内線2617 
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平成26年度 

指定ごみ袋引換券について 
 

・平成26年1月1日の住民登録に基づき、1世帯につ

き1年分の｢指定ごみ袋引換券｣を2月上旬に郵送にて

配布します。 

・1～2人世帯100枚、3～4人世帯120枚、5人以上

世帯140枚のごみ袋と交換できます。 

・指定ごみ袋取扱店で、必ず引換え期間内に交換して

ください。 

・引換券は、特段の事情がない限り再発行しませんの

で、紛失しないようにご注意ください。 

・ごみ袋が不足した場合は、指定ごみ袋取扱店で購入

してください。 

・｢指定ごみ袋引換券｣は現金との引換はできません。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

使用済小型家電のリサイクルが始まります 
 

携帯電話などの小型家電には希少金属(レアメタル)等が含まれており、再生利用可能なリサイクル品です。下

妻市では1月下旬より、小型家電の回収が始まります。不要となった対象の小型家電はごみとして出さずに｢使

用済小型家電回収ボックス｣へ入れてください。リサイクルへのご協力をお願いします。 
 
<対象品目>17品目 

 携帯電話・PHS、ビデオカメラ、デジタルカメラ、携帯用ゲーム機器、携帯音楽プレーヤ、電子辞書、カー 

 ナビ、ACアダプタ、卓上計算機、ICレコーダ、ヘアドライヤー、電子体温計、CD・MDプレーヤー、電気ア 

 イロン、電気かみそり、電話機、ラジオ 

<使用済小型家電回収ボックス設置場所> 

 市役所本庁舎、市役所千代川庁舎、市立図書館、下妻公民館、千代川公民館、大宝公民館、総合体育館、千代 

 川運動公園ふれあいハウス、勤労青少年ホーム、働く婦人の家、ふるさと博物館、ビアスパークしもつま、 

 ほっとランド・きぬ、小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター、イオンモール下妻、ホームセンター山新下妻 

 店、熊倉電気、木田ストアー 

<注意> 

・施設、店舗が休業の時はご利用できません。 

・個人情報が含まれるものは、あらかじめ消去してください。 

・回収ボックスに入らないものは、従来通りの処理をしてください。(投入口の大きさ:縦15㎝×横30㎝) 

・取り出し可能な電池やバッテリー類、メモリーカード類は外してください。 

・一度投入されたものは返却できませんので、ご注意ください。 

・家電4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)、パソコンは出せません。 

・処分費用はかかりませんので、リサイクルにご協力ください。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

『嘱託職員』募集 
 
●募集職種/人員 図書館事務/２名 

●業務内容 図書館業務 

●応募資格 ・司書・司書補資格を有する人を優先 

       (取得見込み可) 

      ・パソコン操作ができる人 

       (Word・Excel等) 

      ・普通運転免許を有する人 

      ・健康に自信のある人 

●勤務地 下妻市立図書館 

●勤務時間 ①午前８時30分～午後５時15分 

      ②午前10時30分～午後７時15分 

      ※①、②の2パターンの交代制 

       (途中60分の休憩あり) 

       週５日、土日祝日勤務 

●賃金等 月額賃金制 

               基本賃金 176,200円(上限)   

     ※年齢により異なる 

     賞与・通勤手当、有給休暇の制度あり 

     社会保険加入、雇用保険加入 

●雇用期間 平成26年4月1日～平成27年3月31日 

      (勤務状況により更新あり) 

●提出書類 履歴書、司書・司書補資格有の場合は司 

      書資格証(写)または単位修得証明書 

●試験内容 面接日 ２月20日(木)午後１時30分 

      場所 下妻市立図書館 会議室 

●募集期間 ２月16日(日)まで 
 

問 申 市立図書館 43-8811  ※休館日を除く 

『嘱託職員』募集 
 
●募集職種 幼稚園教諭(嘱託職員) 

●募集人員 ２名 

●業務内容 幼稚園教諭業務 

●応募資格等 幼稚園教諭免許状を有する人 

       (資格取得見込者を含む) 

●勤務地 市立幼稚園 

●勤務時間 1日7時間45分 

午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み60分) 

※園の勤務形態により出退勤時間 

   に変動あり 

●賃金等 月額賃金制 

基本賃金 181,800円(上限)  

※年齢により異なる 

     賞与・通勤手当の制度あり 

     社会保険・雇用保険加入 

●雇用期間 平成26年4月1日～平成27年3月 

      31日(勤務状況により更新あり) 

●提出書類 履歴書、幼稚園教諭免許状の写し 

      (資格取得見込者は取得見込証明書) 

●試験内容 面接  

        日時 2月20日(木)時間別途連絡 

      場所 市役所千代川庁舎2階会議室 

●申込期限 2月17日(月)まで 
 

問 申 市学校教育課(千代川庁舎)  
      内線2812～2814 

『嘱託職員・臨時職員』募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 申 市総務課 内線1224 

募集職種 介護認定調査員(嘱託職員) 保育士(臨時職員) 
募集人員 1名 ３名 

業務内容 訪問調査業務 保育業務 

応募資格等 

・介護支援専門員・保健師・看護師・社  

 会福祉士・介護福祉士のいずれかの資 

 格を有する人 

・普通運転免許を有する人 

・保育士資格を有する人 

・普通運転免許を有する人 

勤務地 介護保険課 下妻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5時15分(昼休み60分) 

賃金等 

月額賃金制 基本賃金181,800円 (上限)※

年齢により異なる 

賞与・通勤手当の制度あり 

社会保険・雇用保険加入 

時給賃金制 時間単価＠960円 

賞与・通勤手当なし 

社会保険・雇用保険加入 

雇用期間 
平成26年4月1日～平成27年3月31日 

(期間更新する場合あり) 
平成26年4月1日～平成26年9月30日 

(期間更新する場合あり) 

試験内容 
           面接日時 2月18日(火)時間は別途連絡  

             場所   下妻市役所本庁舎 3階 会議室  

募集期間 

提出書類 履歴書・資格を証明するものの写し 履歴書・保育士証の写し 

2月12日(水) まで 

ひとり親家庭等就職支援セミナー 

｢面接で好印象を与えるメイク術｣開催 
 
就職活動中のひとり親の方を対象に面接のためのメ

イク術を学びます。 
 
◆日時 ３月８日(土)午前10時～11時30分 

◆場所 いばらき就職・生活総合支援センター 

    (ジョブカフェ)３階会議室 

◆定員 20名  

    ※定員になり次第締切 

    ※託児有：要予約 

◆参加費 無料 
 

問  申  茨城県母子家庭等就業・自立支援センター 
     029-233-2355 
             Email：shienboshi@ibaboren.or.jp 

案 内 

募 集 

mailto:shienboshi@ibaboren.or.jp


｢ふれあいパーティ｣を開催します 
  
<下妻会場> 

◇日時 2月16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 男女とも30代・40代の方 各20名 

◇費用 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 2月20日(木)午後７時～９時 

◇場所 つくば山水亭 

◇対象 男女とも30代・40代の方 各20名 

◇費用 男性4,000円 女性1,000円 ※当日徴収 

<つくば会場> 

◇日時 ２月22日(土)午後２時30分～５時 

◇場所 イーアスつくば 

◇対象 男女とも20代・30代の方 各20名 

◇費用 男性4,000円 女性1,000円 ※当日徴収 

    ※開始時間に変更がありますのでご注意ください。 
 
◆申し込み 随時 
 

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

初心者のための 

『パソコンノートテイカー養成講座』受講生募集 
 
 パソコン入力により音声を文字化し、授業に参加する聴覚障害学生の

サポートをする｢パソコンノートテイカー｣を開催します。 
 
●日時 2月18日(火)～3月14日(金)午後１時～４時 全8回実施 

    ※初回２月18日(火)はガイダンスおよび受講要件の確認 

●場所 筑波技術大学天久保キャンパス 

●受講要件 Windowsのノートパソコンの操作および文字入力に慣れ 

      ていること(100～120文字/1分間) 

      ※講座修了後、一定の技術を習得した方は本学での支援活 

       動(パート雇用)をお願いする場合あり 

●申込方法 ２月14日(火)までにメールまたはFaxでお申込ください。 

      ※申込についての詳細は本学ホームページのお知らせ参照 

       http://www.tsukuba-tech.ac.jp/ 

●受講料 無料 
 

問 申 筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター  
     029-858-9483 
     E-mail：krk-net@ad.tsukuba-tech.ac.jp    

等級月額 児童１人につき 
1級 50,050円 
2級 33,330円 

扶養親族の数 請求者(本人) 配偶者および 

扶養義務者 
０人 4,596,000円 6,287,000円 
１人 4,976,000円 6,536,000円 
２人 5,356,000円 6,749,000円 
３人 5,736,000円 6,962,000円 
４人 6,116,000円 7,175,000円 

５人 
以下380,000円

ずつ加算 
以下213,000

円ずつ加算 

特別児童扶養手当をご存知ですか 
 
特別児童扶養手当とは、精神、知的または身体に障害

のある20歳未満のお子さん(児童)を監護している父もし

くは母、または父母にかわって養育している養育者に対

して支給される手当です。 

※この手当と児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当  

 との併給は可能です。 

 ただし、この手当は申請をしなければ支給されません 

 のでご注意ください。 
 
<手当の対象となる児童の障害の程度> 

特別児童扶養手当1級 

・身体障害者手帳の判定が1・２級(内部疾患含む)程 

 度に該当するもの 

・療育手帳の判定がA・Ａ程度の知的障害である場 

 合。または、同程度の精神障害がある場合 
 
特別児童扶養手当2級 

・身体障害者手帳の判定がおおむね3級(内部疾患を含 

 む)程度に該当するもの 

・療育手帳の判定がB程度の知的障害である場合。ま 

 たは同程度の精神障害がある場合 

(注)次の場合は受給する資格がありません。 

１児童および父、母または養育者が日本国内に住んでい 

 ないとき 

２児童が障害による公的年金を受けることができるとき 

３児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・肢体不自由

児施設への短期母子入所を除く)に入所しているとき 
 
<手当の額について> 

 

 

 

 

※手当の額は認定請求をした日の属する翌月分より支給

されます。また、請求者(本人)や配偶者および扶養義務

者の方の前年の所得(課税台帳による)が所得制限限度額

以上の方はその年度(８月～翌年７月まで)手当の支給が

停止されます。 
 
<所得制限限度額表> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この他に所得制限限度額に加算されるもの、所得額から

控除されるもの等があります。 

※詳しくは、福祉課までお問い合わせください。 
 

問 市福祉課 内線1573 

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(申請者の印鑑をご持参ください) 
 

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 

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(申請者の印鑑をご持参ください) 
 

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。 

消費生活市民講座 

｢テレビでは教えてくれない食品表示のうそ?ホント!｣ 

を開催します 
 
◆日時 ２月16日(日)午後１時30分～ 

◆場所 千代川公民館 ホール 

◆講師 垣田 達哉 氏(消費者問題研究所 代表) 
  
※託児有り 無料(定員15人 先着順)。おやつ・オムツ等は各自持参 
 

問 市産業振興課 内線2634 

案 内 

案 内 

募 集 
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