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しもつま 広
報 

Part.1 

『プリザーブド・フラワーアレンジ教室』 

受講生募集 
 
プリザーブド・フラワーとは、生花でもドライでも

ない新しい花の形です。生花に独特の技術をほどこ

し、フレッシュなままの柔らかさと発色を長期間お楽

しみ頂けます。永遠の美しさを演出してみませんか。 
 
●日にち 第1回 ３月28日(金) 春～明るく～ 

     第2回 ４月18日(金) 輝～華やかに～ 

     第3回 ５月16日(金) 涼～爽やかに～ 

     第4回 ６月20日(金) 幸～優しく～ 

●時間 (午前の部)午前10時～12時 

    (午後の部)午後１時30分～３時30分 

●場所 砂沼サンビーチギャラリー 

●定員 午前・午後 各20名 ※先着順 

●受講料 １受講につき2,500円(花材費等含む) 

●持ち物 新聞紙1枚、はさみ(文具用でOK) 

     ピンセット 

●申込期限 各開講日の一週間前まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

問 申  砂沼サンビーチ管理事務所  43-6661 

Part.2 

『初心者のための押し花教室』受講生募集 
 
●日にち(４回コース) 

第１回 ３月30日(日)  

    花の押し方(生花(小花)は水をかけないで    

    持参してください) 

第２回 ４月13日(日)  

    しおり作り(自分で押した花を使用) 

第３回 ５月11日(日)  

    壁掛け作り(ウッドプレート) 

第４回 ６月8日(日)  

    色紙絵作り 

●時間 午前９時30分～ 11時30分 

●場所 砂沼サンビーチギャラリー 

●定員 15名 ※４回とも受講可能な方。ただし、 

    最少定員(８名)に満たない場合は開講されな  

    い場合があります。 

●受講料 6,500円(全４回分) 

     ※押器代・教材費等を含む 

       ※初回受講時に受講料を徴収 

●持ち物 新聞紙、はさみ、カッターナイフ 

     ティッシュペーパー、ピンセット 

●申込期限 ３月25日(火)まで 

『高尾山ハイキング』参加者募集 
 
東京の高尾山は、標高差も400mと少なく子供か

らお年寄まで楽しめます。 

歩行時間は往復約3時間、Aコースは登山道を登

り、Bコースはリフト使用で無理なく登ることがで

きます。ゆっくりと歩きますので、健康な方ならど

なたでも参加できます。 
 
●日時 ３月16日(日)午前４時45分 

●集合場所 文化会館北側駐車場集合 

●会費 (バス代、保険料等) 

    会員   6,000円 

    会員以外 7,000円 

●持ち物 雨具(セパレート)、弁当、水筒、防寒具 

●申込方法 生涯学習課(千代川庁舎)にある申込書 

      に必要事項を記入し、ハイキング会費 

      を添えてお申込ください。 
      

◎下妻市ハイキングの会会員(入会金2,000円、 

 年会費2,000円)も随時募集していますので、入 

 会希望の方はお申込ください。 

 

申 市生涯学習課(千代川庁舎)  内線2833 
 

問 下妻市ハイキングの会(粉川) 44-3276 
  (午後5時以降) 

パスポートの訂正方法が変わります 
 

 旅券法の一部改正により、平成26年3月20日からお

手持ちの有効なパスポートの氏名・本籍に変更があった

場合は、｢記載事項変更申請｣により新しいパスポートが

発給されます。 

新しいパスポートは、変更後の氏名・本籍が顔写真の

ページやICチップに反映され、変更前のパスポートと有

効期間満了日が同じになりますが、旅券番号が変更にな

ります。 

詳細は、くらしの窓口課へお問い合わせください。 
 

問 市くらしの窓口課 内線2443 

愛犬を捜しましょう 
～｢忠犬だから戻ってくるはず｣は勘違いです～ 
 
飼い犬がいなくなると、その多くは自ら戻りません。

利口だからひとりで帰ってくると期待しても、事故に

あったり、親切な人に保護されたりする理由で、人に慣

れた飼い犬ほど自分で帰還することは困難です。 

 愛犬が行方不明になったらすぐに捜しましょう。 
 
 まずは、茨城県動物指導センターと近隣の犬登録担当

課に問い合わせましょう。 

 

 

 

 

 

 

《迷い犬にならないために》 

◆室内犬でも名札(鑑札)と飼い主の連絡票を付ける 

◆マイクロチップを登録し、埋め込む 

※茨城県動物の愛護および管理に関する条例第３条(抄) 

 ｢所有者は、動物が逸走した場合は、自らの責任で捜 

 索し、収容すること。｣ 

※茨城県動物指導センターでの収容期限を過ぎた犬は 

 致死処分になります。 

※マイクロチップは、動物病院で獣医師に埋込んでも 

 らいます。 
 

問 市生活環境課 内線1424 

茨城県動物指導センター(笠間市) 0296-72-1200 
常総市役所 生活環境課 0297-23-2111(代) 
八千代町役場 生活環境課 48-1111(代) 
筑西市役所 生活環境課 24-2111(代) 
つくば市役所 環境保全課 029-883-1111(代) 

『季節のハイキング』参加者募集 
 
～大平山桜並木から大中寺へ～ 

●日時 ４月13日(日)午前７時30分出発 

●集合場所 市総合体育館北側駐車場 

●参加費 平成26年度 

     クラブ会員 １人1,800円 

         非会員 １人2,300円 

     (共にバス代、雑費、保険料等含む) 

●定員 40名  

    ※定員になり次第締切 

●対象 付き添いなく１人でハイキングのできる方 

●申込方法 会費を添えて、市役所生涯学習課(千 

      代川庁舎)へ申し込みください。 

●態度決定 態度決定午前６時、各自サンドレイク 

      クラブにご確認ください。 

 

申 市生涯学習課(千代川庁舎)  内線2833 
 

問 サンドレイククラブ(井上) 43-0174 
  ※当日の問合せは、サンドレイククラブへご 

  確認ください。 

平成２６年度 固定資産税について 
 
【納期限について】 

 平成26年度固定資産税｢第１期｣または｢全納｣

の納期限は、４月30日(水)となります。 

納税通知書・課税明細書および納付書は４月中旬

に発送する予定です。 
 
《平成26年度 各期の納期限》 

  第１期  ４月30日(水) 

  第２期  ７月31日(木) 

  第３期  12月 1日(月) 

  第４期  12月25日(木) 

※納税通知書・課税明細書は再交付できません 

   ので大切に保管してください。 
 
【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１日(火)～30日(水) 

※土・日曜日、祝祭日の閉庁日を除く。 

◆縦覧時間 午前８時30分～午後５時15分  

◆縦覧場所 市役所税務課(市役所本庁舎1階) 

◆縦覧できるもの 土地価格等縦覧帳簿および  

         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(代理人

の場合は委任状が必要) 

 ※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 

案 内 

募 集 



『応急手当ボランティア指導員』 

を募集します 
 
●応募資格 ・年齢63歳未満で健康な方 

・応急手当普及員の資格を有し、 

 週２日以上活動できる方 

      ※資格のない人は、消防本部主催 

       の４日間の救命講習を受講し普 

       及員の資格を取得していただき 

       ます。 

●活動内容 応急手当講習会における実技指導 

●活動場所 古河市、五霞町、下妻市、八千代町 

      坂東市、境町、常総市(旧石下町) 

●報酬 なし  

    ※交通費として１日1,000円支給 

●募集人員 10名 

●申込方法 下記へ電話連絡をお願いします。 
        

問 申 茨城西南広域消防本部 警防課(吉田) 

     0280-47-0126 
     Fax0280-47-0084 

『嘱託職員』募集 
 
●募集職種 衛生作業員(嘱託職員) 

●募集人員 2名 

●業務内容 清掃作業業務 

●応募資格等 ・普通運転免許を有する人 

・フォークリフト免許を有する人 

●勤務地 下妻市リサイクルセンター 

●勤務時間 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 238,000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 

※ただし、期間更新する場合あり 

●試験内容 面接 

日時：3月24日(月) 

         ※時間は別途連絡  

場所：下妻市役所本庁舎3階会議室 

●申込期限 3月17日(月)まで 

●提出書類 履歴書・資格を証明するものの写し 
 

問 市総務課 内線1224 

『臨時職員』募集 
 
●募集職種 一般事務(臨時職員) 

●募集人員 1名 

●業務内容 特定健康診査に係る業務 

●応募資格等 ・普通運転免許を有する人 

  ・パソコン操作のできる人 

   (Word、Excel等) 

●勤務地 下妻市役所 保健センター 

●勤務時間 午前9時～午後4時 

                  (昼休み60分) 

●賃金等 時給賃金制 

 時間単価＠810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26年9月30日 

      (勤務状況により更新有り) 

●試験内容 面接 

 日時 3月24日(月)  

   ※時間は別途連絡  

 場所 下妻市役所本庁舎 3階 会議室 

●申込期限 3月17日(月)まで 

●提出書類 履歴書 
 

問 申 市総務課 内線1224 

『ＪＩＣＡボランティア』募集 

および｢体験談＆説明会｣開催 
 
独立行政法人国際協力機構(JICA)では、｢青

年海外協力隊｣｢シニア海外ボランティア｣を募

集します。 

募集期間中、県内で｢体験談＆説明会｣を開

催します。 

応募資料の配布、活動紹介映像の上映、

JICAボランティア経験者の体験談、個別応募

相談等をおこないます。 
 
●申込期限 4月1日(火)～5月12日(月) 

●応募資格 

○青年海外協力隊： 

 2014年5月12日時点で、満20～39歳 

 の日本国籍を持つ方 

○シニア海外ボランティア： 

 2014年5月12日時点で、満40～69歳 

 の日本国籍を持つ方 
 

<体験談＆説明会日程> 
 
◆青年海外協力隊 

日時 4月 6日(日)午後２時～４時   

場所 LALAガーデンつくば １階  

   コミュニティルーム 

 日時 4月26日(土)午後２時～４時  

 場所 つくばサイエンス・インフォメー 

    ションセンター 大会議室  

    ※シニア海外ボランティアと合同 
 
◆シニア海外ボランティア 

◇日時 4月6日(日) 

   午前10時30分～12時30分    

◇場所 LALAガーデンつくば １階  

    コミュニティルーム 

 

◇日時 ４月26日(土) 

    午後２時～４時  

◇場所 つくばサイエンス・インフォメー 

    ションセンター 大会議室   

    ※青年海外協力隊との合同 
 
◎いずれの会場も参加費無料(入退場自由)、事 

 前申込不要。 
 
◎下記のJICAボランティアウェブサイトでも 

 ご案内しています。 

 http://www.jica.go.jp/volunteer/ 
 

問 JICA青年海外協力隊事務局 募集課  
   03-5226-9813 

『平成２６年度 労働基準監督官』募集 
 
 労働基準監督官は、労働基準法令に基づいて労働

条件の確保・向上、労働者の安全や健康の確保を図

り、また、不幸にして労働災害等にあわれた方に対

する労災補償の業務をおこなうことを任務とする厚

生労働省の専門職員です。 
 
●採用試験受験資格 

１ 昭和59年4月2日～平成5年4月1日生まれの者 

２ 平成5年4月2日以降生まれの者で次に掲げる者 

(１)大学を卒業した者および平成27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 

●申込受付期間 

・インターネット申込  

 4月1日(火)午前9時～4月14日(月) 受信有効 

 インターネット申込専用アドレス  

 http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 

・郵送・持参の申込 4月1日(火)・2日(水) 

 (受験申込書は最寄の労働基準監督署・公共職業安 

 定所などで入手) 

●試験日 

第１次試験日 6月8日(日) 

第２次試験日 7月16日(水)～18日(金)の1日 
 

問 茨城労働局総務課 029-224-6211 
 
  ※上記以外にも最寄りの労働基準監督署へお問 

   い合わせいただけます。 

『チョキチョキハレハレ～かふぇ・まど・あーと～』 

参加者募集 
 
4月上旬開店のコミュニティカフェ『カフェ・ぷ

らっとほーむ』。春休み中のこどもたちと一緒にカ

ラーフィルムを使って楽しく装飾するオープンプレ

イベントを開催します。お友達作りの場にご利用く

ださい。 
 

●日時 午前の部 午前10時30分～12時  

    午後の部   午後１時～２時30分 

●場所 カフェ・ぷらっとほーむ 

●対象 小学生以下 

●内容 コミュニティカフェのガラス装飾 

●参加費 無料(おやつ付) 

●定員 50名(午前の部 25名・午後の部 25名)  

    ※小学２年生以下のお子様は大人の同伴を 

     お願いします。 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

震災等緊急雇用対応事業 

『臨時職員』募集 
 
●募集職種 一般事務(臨時職員) 

●募集人員 1名 

●業務内容 空き家の調査・分類に係る業務 

●応募資格等 ・普通運転免許を有する人 

  ・パソコン操作のできる人 

   (Word、Excel等) 

●勤務地 下妻市役所 消防交通課 

●勤務時間 午前8時30分～午後5時15分 

      (昼休み60分) 

●賃金等 時給賃金制 時間単価＠810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26年9月30日 

 (勤務状況により更新あり) 

●試験内容 面接 

 日時 3月24日(月)  ※時間は別途連絡  

 場所 下妻市役所本庁舎 3階 会議室 

●申込期限 3月17日(月)まで 

●提出書類 履歴書 

●備考 平成23年３月11日時点で、下妻市に住所 

    を有していた方等、震災被災者が対象。 
 

問 申 市総務課 内線1224 

募 集 

http://www.jica.go.jp/volunteer/
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
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東日本大震災による災害がれき(瓦) 

の受付終了について 
 
申請については平成26年3月28日(金)正午まで、搬

入は同午後３時30分をもって受付終了となります。 

なお、期日の過ぎた申請は一切受付できませんので 

産業廃棄物として処分してください。搬入の済んでい

ない方はご注意ください。 
 

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

家電4品目のリサイクル 
 
エアコン、テレビ、冷蔵庫および冷凍庫、洗濯機および衣類乾燥機は家電リサイクル法によりリサイクルが義

務付けられています。以下①②のいづれかの方法で取り扱ってください。 
 
①家電製品を購入(買い替え)した販売店に引き取りを依頼する。 

②上記の販売店がない場合、郵便局で｢家電リサイクル券｣を購入してください。 

 (製造メーカー・型式等により金額が異なります。) 
 
<②の場合、次のいずれかの方法で処理してください。> 

・直接、専門の事業者へ搬入する(家電リサイクル券以外の負担はありません) 

 ※平和貨物運送㈱本社営業所(下妻市下木戸) 

・シルバー人材センターへ戸別収集を依頼する。※別途｢家電リサイクル品収集運搬券｣2,000円(税別)を購入し 

 てください。(市生活環境課またはシルバー人材センター44-3198で購入できます) 
・クリーンポート・きぬへ搬入する。※別途｢収集運搬料金1,500円(税別)｣をクリーンポート・きぬで支払う。 
  
《違法な不用品回収業者にご注意ください！》 

 許可を持たない業者から料金を請求されたり、回収された廃棄物が不法投棄されたり不正輸出されたりするト 

 ラブルが発生しております。家庭の廃棄物を回収するためには、一般廃棄物処理業の許可が必要です。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

認定農業者になりましょう！ 

『平成２６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。これから規模拡大をお考えの

方は、お申込みください。 

 

●申込期限 ４月１日(火)～18日(金) 

●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時間以下 

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 
 

問 申 市農政課(千代川庁舎) 内線2622 

国民年金後納制度をご利用ください 
  
後納制度は、過去10年間に納め忘れた保険料を納

付することにより、将来の年金額を増やすことができ

るものです。 

また、年金を受給できなかった方は後納制度を利用

することで年金が受けられる場合があります。過去

10年以内に納め忘れの保険料がある方は、ぜひ後納

制度をご利用ください。   

なお、後納制度が利用できる期限は平成27年9月

30日までとなっていますので、お早めにお申し込み

ください。 
 
・申請日の属する年度から３年度を超え期間の保険 

 料を納付する場合は、加算金が加わります。 

・後納制度は、将来の無年金・低年金の発生を防止 

 し、高齢期の所得の確保を支援することを目的と 

 するため、既に老齢基礎年金(国民年金)を受給し 

 ている方は対象になりません。 
 
◎後納制度により保険料を納付するためには事前に申  

   し込みが必要になります。 

詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 日本年金機構下館年金事務所 25-0811 
 国民年金保険料専用ダイヤル  

 0570-011-050 

平成26年4月からの 

国民年金保険料は月額15,250円です 
 

 国民年金第１号被保険者および任意加入被保険

者の平成26年4月から平成27年3月までの国民年

金保険料は、月額15,250円となります。 
 
【国民年金保険料の納め方】 

｢納付書(現金)払い｣｢口座振替納付｣｢クレジット 

カード納付｣があります。 

口座振替またはクレジットカードでの納付を希 

望する場合は、年金手帳、通帳、金融機関届 

印、クレジットカードを持参し、振替を希望す 

る金融機関、日本年金機構下館年金事務所、市 

役所国民年金担当窓口（本庁舎・保険年金課、 

千代川庁舎・くらしの窓口課）のいずれかに申 

し出ください。 
 
※クレジットカード納付の手続きは、金融機関で 

 は取り扱っていません。 
 
受け取る年金額が増える 

「付加保険料」の納付もおすすめです 
 
 希望により、月々の定額保険料に月額400円の

付加保険料をプラスして納めると、将来の老齢基

礎年金に付加年金が加算されます。 

 加算される付加年金の額は｢200円×付加保険

料を納めた月数｣で計算され、2年以上受け取る

と、支払った付加保険料以上の付加年金が受け取

れるため大変お得です。 

 

※国民年金基金へ加入している方は、申し込みが 

 できません。 

※付加保険料の納付については申し込みが必要に 

 なります。詳しくは、お問合せください。 
 

問 申 日本年金機構下館年金事務所  
     25-0811 

市保険年金課 内線1525 

保育所一時預かり事業の 

利用申請先変更について 
 

保護者のケガや病気、冠婚葬祭、私的理由等で緊

急的・一時的に保育を必要とするお子さんを、保育

園でお預かりする一時預かり事業の申込先を変更し

ます。 

現在は、子育て支援課にお申込みいただいていま

すが、平成26年4月1日以降、民間保育所を希望さ

れる場合は、保育所へ直接お申し込みください。 

なお、公立保育所を希望される場合は、これまで

と同様に子育て支援課へお申し込みください。 
 

<民間保育所>  

 保育所へ直接お申し込みください。 

法泉寺保育園  44-2300 
大宝保育園   43-6309 
西原保育園     44-3855  
もみの木保育園 43-6821 

 
<公立保育所>  

 子育て支援課へお申し込みください。 

下妻保育園 44-2245  
きぬ保育園 44-3933 

 

問 市子育て支援課 内線1593・1594 

千代川公民館の図書等の 

貸出を終了します 
 
千代川公民館では、市立図書館の補助的な機能

として図書およびビデオ等の貸出業務をおこなっ

てきましたが、近年少数の利用状況であるため図

書等の貸出を終了します。ご利用の皆さんにはご

理解ご協力をお願いします。 

 なお、貸出中の図書およびビデオ等について

は、館内の回収ボックスに返却してください。 
 

問 千代川公民館 44-3141 

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 
～お子さんの写真を掲載してみませんか～ 
 
●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 

募 集 



自動車税の減免制度について 
 

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。減免の要件、申請

方法、申請の期限など手続きの詳細については、

県税事務所までお問い合わせください。 
 

問 茨城県筑西県税事務所 収税第二課 

   24-9190 

｢ふれあいパーティ｣開催 
  
<守谷会場> 

◇日時 4月12日(土)午後１時30分～４時30分 

◇場所 守谷市民交流プラザ 

◇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) 

<つくば会場>※平日夜開催 

◇日時 4月17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) 

<つくば会場> 

◇日時 4月29日(火)午後１時30分～４時30分 

◇場所 ホテルグランド東雲  

◇対象者 男女とも 

     Aコース 20代・30代の方 各20名 

     Bコース 40代・50代の方 各20名 

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

問 申 NPO法人ベル・サポート(月曜日は休み) 
       0280-87-7085 
      E-mail：info@bell-support.net 

クリーンポート・きぬ 

家庭系ごみのごみ処理手数料変更について 
 
 平成26年４月１日(火)より｢クリーンポート・きぬ｣

へ直接搬入の家庭系ごみ処理手数料が変更になります。 

 

 
 

※10kg未満搬入の際も最低料金139円(税別)がかか 

 ります。 

※搬入の際は住所が確認できる物(運転免許証など)の提

示をお願いします。(下妻市・八千代町・常総市石下

地区から出たごみに限る) 
 

問 クリーンポート・きぬ 43-8822 

区分 改正前(税別) 改正後(税別) 
家庭系ごみ 60円/10kg 139円/10kg 

ＮＨＫ総合(茨城県域)中継局について 
 
NHK水戸放送局では、県西部・県南部のエリア

を対象にNHK総合(茨城県域)の中継局を建設し、

電波送信しています。 

現在の受信設備において、筑西中継局(加波山)・

筑波中継局(宝鏡山)・古河中継局(NTT古河旭セン

ター)のいずれかを受信するアンテナの追加をお願

いします。ＮＨＫ総合(茨城県域)では、茨城県内の

ニュースや番組、地震・台風等の災害情報、細か

な天気情報を放送しています。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 NHKふれあいセンター 0570-00-3434  

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 

｢カレー作り婚活パーティー｣開催 
 
◆日時 ４月20日(日)午前10時～午後３時30分 

◆場所 市立下妻公民館 調理実習室、学習室 

◆内容 ・カレー作り 

    ・対面アプローチとフリータイムの交流 

◆対象者 40歳以下の独身男女 各15名 

     ※申込み者多数の場合は抽選 

◆参加費 男女とも 各2,000円  

◆申込期限 ４月５日(土)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 

『道路里親・道路除草 

ボランティア』を募集します 
 
●道路里親 

 道路改良済や歩道・緑地帯のある1㎞以上の区間 

 の清掃などの美化活動を、年間6回以上おこなな 

 える団体 

●道路除草ボランティア 

 道路里親までにはなれないが、道路の除草作業 

 を断続的に実施していただける団体・個人 
 
 県では、上記団体・個人に対する支援として、 

 活動に必要な消耗品の支給や傷害保険加入費用 

 の負担をしています。 

 ※茨城県常総工事事務所のホームページでも 

  ご確認いただけます。 

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/ 

doboku/01class/class25/ 
 

問 茨城県常総工事事務所道路管理課  

   0297-42-2505 

身体障害者手帳認定基準の一部変更について 
 
 平成26年４月からペースメーカー等(※１)や人工関節等(※２)を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準

が変わります。 ※１体内植え込み型除細動器(ICD)を含む ※２人工骨頭を含む 
 
◆対象者 平成26年４月１日以降、下記の障害で身体障害者手帳交付を申請する方。 

・ペースメーカー等を入れた方(心臓機能障害) 

・人工関節等を入れた方(肢体不自由) 

ただし、平成26年３月末までに診断書・意見書が作成された方については、同年６月末までに申請すれば従 

来の基準で認定されます。 

◆具体的な変更点 

 

 

 

 

※３肩関節・肘関節も同様です。※４術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定 

《ペースメーカー等の判断基準および備考》 

・心臓機能を維持するための機器(ペースメーカー等)への依存度や日常生活の制限の程度を勘案し、等級の認定 

 をおこないます。 

・体内に入れた後に日常生活活動の制限の程度が改善する可能性があることから、３年以内に再認定をおこない 

 ます。 

・先天性疾患(18歳未満で心疾患を発症した方)により体内に入れた方については従来どおり１級となります。 
 

問 茨城県保健福祉部障害福祉課 029-301-3368 

対象となる障害 平成26年3月まで 平成26年4月から 
ペースメーカーを入れた方 一律１級に認定 １級、３級、４級のいずれかに認定 
人工関節を入れた方【股関節・膝関節】 一律４級に認定 ４級、５級、７級、非該当のいずれかに認定(※３) 
人工関節を入れた方【足関節】 一律５級に認定 ５級、６級、７級、非該当のいずれかに認定(※４) 

「マイレール・フォーラム 

～ふるさとの鐵路を考える～」を開催します 
 
◆日時 3月16日(日)午後２時～４時 

◆会場 下妻公民館 ２階 大会議室 

◆定員 250名(参加無料) 

    ※参加者には、当日の日付入り｢とばのえ 

     支線乗車証明書｣と同線開業ポスター(A 

     １判)を１枚ずつ進呈 

◆申込方法 関東鉄道常総線の各駅、または市長 

      公室に備え付けのチラシにより、下 

      記申込先までお申し込みください。 

      (参加者名・住所・年齢・性別・職 

      業・連絡先を明記したものでも申し 

      込み可) 

◆その他 <パネリスト>   

     國松 永稔 氏 

     (茨城県企画部企画課交通対策室長) 

     野中 周一 氏 

     (下妻市副市長) 

     高橋 眞一 氏 

     (関東鉄道株式会社鉄道部長) 

     中久喜 正 氏 

     (下妻市栗山商店会会長) 

     <コーディネーター>  

     十文字 義之 氏 

     (写真家・関鉄レールファンCLUB会長) 
 

問 申 関鉄レールファンCLUB(十文字) 
     Email： jumonji@ryu-tsu.com 

     関東鉄道(株)鉄道部業務課  

     Fax029-826-3562   

案 内 

募 集 

mailto:info@bell-support.net
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/
mailto:jumonji@ryu-tsu.com

