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しもつま 広
報 

肺がんドックの補助について 
 
 医療機関で肺がんドックを受ける方に受診料

の2分の1(限度額15,000円)の補助をします。 
 
◆対象者 

 ・下妻市に住民登録をしている方 

 ・受診日に40歳～74歳までの方 

 ・平成26年12月26日までに受診可能な方 

 ・喫煙指数(１日の喫煙本数×喫煙年数)が 

  600以上の方 

 ・医療機関で肺がんドックを受診する方 

 ・市税を滞納していない方 

◆定員 先着20名 ※定員になり次第締切 

◆手続き等の手順 

①印鑑、健康保険証を持参のうえ、下妻市保

健センター窓口でお申込みください。 

②医療機関で検診を受ける。(検診費用は全 

 額自己負担する) 

③受診後、20日以内に医療機関が発行した 

 領収書原本、印鑑、口座番号(受診者本人 

 名義)のわかるものを持参し、補助金の申 

 請をしてください。 

◆その他 

①CT(コンピュータ断層撮影)を中心とした

胸部レントゲン・喀痰細胞診など肺がん関

連検査が対象になります。 

②健康保険証を利用して受診した場合は、 

 該当になりません。 
 

問 市保健センター 43-1990 

乳がん集団検診予約受付開始について 
 
受診を希望する方は、予約が必要です。加入している健康保険の種類にかかわらず受診できます。 

 
◆検診内容 

 

 

 

 

 

 

 

◆予約方法 

 1．希望の日程を決める 

   10月14日(火)、15日(水)･･･旧千代川保健センター 

   10月20日(月)、21日(火)、22日(水)、23日(木)、24日(金)･･･下妻市保健センター 

2．希望の受付時間を決める 

  ①午前９時30分～・９時45分～ ②午前10時30分～・10時45分～ 

  ③午後１時15分～・１時30分～ ④午後２時15分～・２時30分～ 

 3．下妻市保健センターに来所または電話で申し込む 

◆ 予約受付期間 8月５日(火)～22日(金)<平日午前8時30分～午後５時15分> ※定員になり次第締切 

◆注意事項   

 ・しこりなど、自覚症状のある方は、医療機関で診察を受けてください。 

 ・申し込みは原則本人・家族のみ受付けます。 

 ・乳がん医療機関検診を受診された方は受けることができません。 

 ・シリコンを注入している方は、医療機関での検診をお勧めします。人工ペースメーカーおよびカテーテル挿 

  入者の方は、マンモグラフィー検査は受けられません。 
 

問 申 市保健センター  43-1990 

対象者  

(H27.3.31現在の年齢) 検査内容 自己負担額 

30歳～39歳 
超音波   500円 

41歳以上の奇数年齢 

40・42・44・46・48歳 超音波＋マンモグラフィー2方向 1,300円 

50・52・54・56歳 超音波＋マンモグラフィー1方向 1,000円 

58歳以上の偶数年齢 マンモグラフィー1方向   500円 

『いばらきヘルスロード候補地』募集 
 

県では、子どもから高齢者まで安心して歩ける新

たなヘルスロードコースを募集します。平成2６年度

のコース指定に向けて、皆さんの散歩コースを推薦

してみませんか。あなたの名前がコース名に入りま

す。※例｢□□□コース｣ 
 
◆ヘルスロードコース要件 

   ①安全性に配慮された道 

②コース案内がある 

③歩行距離の分かる目印がある 

④利用できるトイレがある 

⑤休憩できる場所が近辺にある 

⑥所々に車いすがすれ違える道幅がある 

①～⑥を満たすコース 

◆申込方法 

保健センター備え付けの｢いばらきヘルスロード候 

補地推薦書｣と｢いばらきヘルスロード候補地現況 

表｣に必要事項を記入のし、コースを記した地図と 

コースのイメージ写真(２枚程度)を添えて８月18 

日(月)までに保健センターへ申し込みください。 
 

問 市保健センター 43-1990(石島) 

シルバーリハビリ体操指導士養成講座｣開催 
                    
市では現在約50名のシルバーリハビリ体操指導士が｢元気な高齢者｣を増やすことを目標に、各地区で運動教

室を開催しています。ご近所のお仲間同士、退職後、時間に余裕がありボランティアに興味がある方など大歓迎

です。地域の高齢者と一緒に元気な高齢者をめざしましょう!! 

なお、3級取得後、講習を受けてさらに２級、１級のシルバー体操指導士になることが可能です。  
      
◆日時・内容・会場 時間は各日とも午前９時半～午後３時45分 

 

 

 

 

 

 

 

※初回は水戸市にある茨城県健康プラザで開催されます。市からバスを出します。 

※全日程参加し、レポートを提出すると3級認定を受けることができます。 
            
◆対象者 市内在住のボランティア活動に興味のある50歳以上の方。緊急のやむを得ない事情を除き、全日程 

     に参加できる方。常時の仕事についておらず、ボランティアに参加できる方。 

◆定員 20名 ※申込多数の場合は60歳以上を優先 

◆申込期限 ８月29日(金)まで 

◆持ち物 筆記用具、運動できる服装、昼食、保険代300円 
 

問 市介護保険課 内線1535 

月日 講習内容 月日 講習内容 
９月12日(金) 

水戸 
介護予防とシルバーリハビリ体操 

解剖運動学 嚥下障害 
９月17日(水) 
市役所二庁舎 

市開講式 解剖運動学 
シルバーリハビリ体操 

９月24日(水) 
下妻公民館 

解剖運動学 
シルバーリハビリ体操 

10月１日(水) 
市役所第二庁舎 

解剖運動学 
シルバーリハビリ体操 

10月８日(水) 
市役所第二庁舎 

解剖運動学 
シルバーリハビリ体操 

10月15(水) 
市役所第二庁舎 

市閉講式  
運動実技の進め方 

｢腎臓のはなし｣健康講座を開催します 
 
腎臓がテーマの健康講座です。｢腎臓の働き｣や

｢尿検査で異常がでたら？｣など基礎から今話題の

｢慢性腎臓病｣とその予防を詳しくお話します。 
 
◆日時 8月28日(木)午後2時～3時30分 

◆会場 下妻市立図書館 映像ホール 

◆内容 講演｢慢性腎臓病を悪化させないためにで 

    きること｣ 

筑波学園病院 腎臓内科長 高田 健治 氏 

◆参加料 無料 

◆対象 下妻市民の方 

◆定員 80名 

◆申込期限 ８月22日(金) ※定員になり次第締切

◎血圧測定コーナーもあります。ご利用ください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

花火大会を特設会場で 
 
市心身障害児者福祉推進協議会では、｢第48

回しもつま砂沼花火大会｣を障害児者が、くつろ

ぎながら観覧できるように、特設会場を用意し

ます。楽しい夏のひとときを過ごしませんか。 
 

◆日時 ８月２日(土)午後７時30分 

    (荒天の場合は３日) 

◆場所 下妻市福祉センター｢砂沼荘｣庭園 

(株)茨城富士駐車場 

※障害者手帳を確認します 

◆対象者 市内在住の障害児者および家族の方 
 

問  市福祉課 内線1572 

案 内 

案 内 

募 集 



男女共同参画推進事業 

市町村連携講座県西地区公開講演会 

｢幸福な男女共同参画を探る｣開催 
 
◆日時 8月24日(日)午後1時30分～3時30分 

◆場所 常総市地域交流センター 

◆講師 武田 邦彦 氏 

    (中部大学教授。TV｢さんまのホンマでっ 

     かTV｣等多数出演) 

◆定員 500名 ※先着順受付 

◆参加費 無料 
 

問 申 レイクエコー 0299-73-2300 
     (月曜日を除く午前9時30分～午後９時) 

家電製品のリサイクルについて 
 
【家電リサイクル品】 

テレビ、冷蔵(冷凍)庫、洗濯機、衣類乾燥

機、エアコン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。以下のように取

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) 

※上記２の場合、次のいずれかの方法で処理し 

 てください。 

 ・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(消費税別)を 

  クリーンポート・きぬで支払います。 

 ・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(消費税別)を購入してください。 

  (市役所生活環境課またはシルバー人材セン 

  ター44-3198で購入可) 
 ・直接、専門の事業者へ搬入する。※平和貨 

  物運送㈱本社営業所[下妻市下木戸] 

  家電リサイクル券以外の負担は原則ありま  

  せん。 
 
【パソコン】 

 家庭の使用済パソコンはリサイクルが義務づ

けられています。 

・対象機器：デスクトップパソコン、ディスプ 

      レイ、ノート型パソコン、マウス 

      スピーカー、ケーブルなどの付属 

      品 

・対象外：プリンタ、ワープロ機器、CD-ROM 

     FD 等 

・詳細は各メーカー、販売店または３R推進協 

 会(03-5282-7685)へお問い合わせくだ 
 さい。 
 
※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や不正輸出 

 されるトラブルが発生しています。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 

子育て世帯臨時特例給付金の申請は 

お済みですか 
 

｢子育て世帯臨時特例給付金｣の申請期限は9月

16日までとなっています。まだ申請されていな

い方は申請をお願いします。 
 

◆受付場所 市役所第二庁舎１階 子育て支援課 

◆受付期間 9月16日(火)まで ※土日祝日除く 

◆受付時間 午前9時～午後4時 

◆持参するもの 

〔公務員以外の方〕 

 ・子育て世帯臨時特例給付金申請書(請求書)、 

  印鑑(ゴム印不可) 

 ※紛失された方は再発行しますので、窓口で 

  申し出てください。  

〔公務員の方〕 

 ・子育て世帯臨時特例給付金申請書(請求書)公 

  務員 

  ※所属所にて発行、印鑑(ゴム印不可) 

 ・児童手当(特例給付)受給状況証明書  

  ※所属所にて発行 

〔代理申請の場合〕 

 ・委任状(申請者または同一世帯の方以外が来庁 

  する場合、委任状と来庁される方の運転免許 

  証、旅券の写し等、本人確認書類) 

〔児童手当振込口座と別の金融機関指定の場合〕 

 ・通帳またはキャッシュカードの写し 

  (申請者名義の口座のみ変更可能) 

 ・申請者本人確認書類 

  (運転免許証、旅券の写し等) 

 ・委任状(申請者以外の方が来庁する場合、委任 

  状と来庁される方の 運転免許証、旅券の写 

  し等、本人確認書類) 

◆支給対象者 

 平成26年1月1日時点で下妻市に住民登録があ 

 り、次のどちらの要件も満たす方 

①平成26年１月分の児童手当・特例給付を受 

 給 ※ 

②平成25年の所得が児童手当の所得制限限度 

 額未満 

※特例給付とは、児童手当の所得制限限度額以 

 上の方について、児童１人当たり月額5,000 

 円を支給しているものです。 

◆対象児童 

 支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例 

 給付の対象となる児童  

 ※ただし、｢臨時福祉給付金｣の対象となる児 

  童・生活保護の受給者となっている児童など 

  は除く 

◆支給額 対象児童１人につき10,000円 
 

問 市子育て支援課 内線1595 

児童手当の現況届を忘れていませんか 
 
 児童手当については、毎年、養育状況や所得の

確認をするために、6月中に現況届を提出していた

だくことになっています。まだ提出されていない

方は至急提出してください。 
  
◆受付場所 市役所第二庁舎１階 子育て支援課 

◆受付時間 午前9時～午後4時 ※土日祝日除く 

◆持参するもの 

・児童手当現況届(紛失された方は再発行します 

 ので、窓口で申し出てください) 

・印鑑(ゴム印不可) 

・健康保険証表面の写し(受給者のもの) 

 ※支給要件児童のものではありません。 

  ※コピーの余白部分を切り取らずにお持ちく 

   ださい。 

  ※下妻市国民健康保険証を使用している方は 

   必要ありません。 

・受給者と支給要件児童が別居の場合は、児童の 

 属する世帯の住民票謄本 

・平成26年1月2日以降に下妻市に転入の方は、 

 平成26年度児童手当用所得証明書(平成26年1 

 月1日現在の住民登録地の市区町村で発行できま 

 す) 

・受給者と別居している配偶者の方で、平成26年 

 1月1日現在下妻市に住民登録がされていない場 

 合は、平成26年度児童手当用所得証明書(ただ 

 し、受給者の税法上の扶養に入っている場合は 

 必要ありません) 

・所得税の申告が未申告の方は、前年所得の分か  

 る書類(源泉徴収票など) 
 

問 市子育て支援課 内線1595 

茨城県安全なまちづくり条例の一部改正 
～平成26年7月1日から施行されました～ 
 
県内で自動車窃盗が多発しています。このため

県では、条例を改正し、自動車窃取目的等でのイ

モビカッター等の所持等を禁止しました。 

違反した場合は、３月以下の懲役または30万円

以下の罰金が科せられます。 
 

問 県生活文化課安全なまちづくり推進室 
   029-301-2842 

｢骨髄バンクドナー登録会｣開催 
 
 平成26年 8月12日(火)にイオンモール下妻に

おいて、献血と併せて骨髄バンクドナー登録会を

実施します。 

 白血病などの病気で苦しむ患者さんを救うため

１人でも多くのドナー登録を求めています。ご協

力いただける方は、ぜひ登録をお願いします。 
 
・ドナー登録は２ccの採血で済みます。 

・年齢 18歳～54歳までの健康な方。 

・体重 男性45ｋｇ以上、女性40ｋｇ以上の方 
 
◆骨髄バンクドナー登録会の近隣での日程 
 

 

 

 

 
問 筑西保健所 衛生課 24-3913 

月日 時間 場所 

8月12日(火) イオンモール下妻 

10月28日(火) 筑西市役所 

午前10時 
～午後４時 

屋外広告物は許可が必要です 
～まちの良好な景観のために～ 
 
まちのなかには、様々な情報を提供してくれる

“屋外広告物(※)”がたくさんあり、設置場所・

大きさなどにより許可が必要な場合があります。 

該当する屋外広告物を表示する時は必要な許可

を受けましょう。 

(※)屋外広告物とは、常時または一定の期間継続

して屋外で公衆に表示される看板、立看板、は

り紙、はり札、広告板などをいいます。 

◆屋外広告物については｢まちの良好な景観の形 

 成｣と｢公衆に対する危害の防止｣の面から許可に 

 あたって設置場所や大きさなどを規制していま 

 す。 

◆許可には有効期間(３年)があります。許可を受 

 けた広告物でも、有効期間経過後に引き続き設 

 置するためには、更新手続が必要です。 
 

問 市都市整備課 内線1725 

案 内 
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Part.2 

木造住宅耐震診断士派遣事業について 
 
住宅の耐震診断をおこないます。 
 
◆申込期間 ８月１日(金)～22日(金) 

◆事業対象住宅の主な要件 

・昭和56年５月31日以前に建築確認を受けてい 

 る木造住宅 

・所有者が居住する戸建住宅で、地上階数が２以 

 下の木造住宅 

◎その他にも要件があり、要件すべてに該当する住 

 宅のみが対象となります。なお、東日本大震災に 

 より被災された住宅(被災者生活再建支援制度に 

 よる被災度区分判定調査において全壊、大規模半 

 壊、半壊と判定された住宅)は、事業対象外とな 

 ります。 

◆申込方法 所定の申込書に必要事項を記入、押印 

      のうえ、市役所建設課に申込みくださ 

      い。なお、申込みの際は、住宅の建築 

      時期が確認できる書類(建築確認済証 

      等)をご持参ください。 

◆費用自己負担額 １件当たり2,000円 

◆派遣予定件数 10件(原則として先着順) 

◆その他 ・同派遣事業は、被災者生活再建支援制 

      度による被災度区分判定調査とは異な 

      ります。 

     ・市では、事業申込みをされていない方 

      に対する派遣や斡旋等はおこなってい 

      ません。また、診断士がご自宅に訪問  

      する際は、｢茨城県木造住宅耐震診断 

      士認定証｣を携帯していますので、ご 

      確認ください。 

Part.1 

木造住宅耐震改修費助成事業について 
 
住宅の耐震改修(設計、工事)に関する費用助成を

おこなっています。 
 

◆事業対象住宅の主な要件 

・昭和56年５月31日以前に建築確認を受けてい 

 る木造住宅 

・所有者が居住する戸建住宅で、地上階数が２以 

 下の木造住宅 

・耐震改修設計をおこなう場合は、一般診断法に 

 よる耐震診断の上部構造評点(※)が1.0未満 

・耐震改修工事をおこなう場合は、耐震改修設計 

 時の精密診断法による上部構造評点が0.3以上 

 増加し、かつ、増加後の上部構造評点が1.0以 

 上となること。また、平成27年２月末日まで 

 に工事が完了すること。 
 
◎その他にも要件があり、要件すべてに該当する住 

 宅のみが対象となります。 
 

(※)上部構造評点とは、建物の地震に対する強さを 

  表す数値です。 

◆申込方法 

 所定の申込書に必要事項を記入、押印のうえ、市 

 役所建設課にお申込みください。 

◆助成割合等 

 

 

 

 

 

 

問 市建設課 内線1713 

区分 助成割合 
助成 

限度額 
予定 

件数 
備考 

耐震改修 

設計 
費用の 

１/３以内 
10万円 ５件 

原則 

先着順 耐震改修 

工事 
費用の 

１/３以内 
30万円 ５件 

下妻市農業委員会委員一般選挙が 

無投票となりました 
 
平成26年７月６日執行の下妻市農業委員会委員一

般選挙は、６月29日の立候補届出の結果、届け出た

候補者が選挙による委員の定数を超えなかったため

｢無投票｣となりました。 
 

問  市選挙管理委員会事務局 内線1242・1243 

建物の取り壊し・変更の際には 

ご連絡をお願いします 
 

<取り壊しについて> 

 年内に建物(車庫や物置を含む)を取り壊した場合に

は、翌年度から取り壊した建物の分の固定資産税がかか

らなくなりますので、下記までご連絡ください。ご連絡

後、現地確認にうかがいます。また、建物を新築・増改

築した場合には、翌年度の固定資産税額が変わるため、

家屋調査が必要となりますので、ご連絡ください。 
 
<用途の変更について> 

建物の用途を変更した場合は、下記までご連絡くださ

い。特に、住宅以外の建物を住宅用に用途変更したり、

住宅を住宅以外に用途変更した場合は、住宅用地特例に

より固定資産税額が変更になる場合があります。 
 
【住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例】 

住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地

をいい、その面積および戸数によって、小規模住宅用地

と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。(た

だし、家屋の床面積の10倍まで) 

 

 

 

 

 

 特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地

の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を

乗じて求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市税務課 内線1353～1357 

緑のカーテン 

つるの株分けを体験してみよう 
 
ゴーヤやアサガオなどのつる性植物で窓を覆

う、緑のカーテンが普及しています。来夏の温

暖化対策の準備として西洋アサガオの株分けを

体験してみませんか。 
 
◆日時 7月30日(水)午後3時集合 

    (荒天時は、7月31日に順延) 

◆場所 市役所本庁舎南側の花壇 

◆内容 西洋アサガオのつるを切って増やす 

    ｢株分け｣を参加者全員で作業します。 

作った鉢は各家庭で冬越させ、来夏に 

定植しましょう。 

◆配布 ポットを一人あたり10個まで 

    (参加人数により変更あり) 

◆協力 STOP！温暖化エコネットしもつま 
 
※予約は不要です。当日、現地に集合してくだ 

 さい。 

※土を扱う作業なので汚れてもいい服装でお越 

 しください。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

『エコネット塾』参加者募集 
 
｢エコネット塾｣は、地球温暖化問題をみんな

で考え、環境保全の意識を高めあっていく学習

講座です。地球にやさしいエネルギーを実感で

きる施設を見学して、環境に配慮した行動を取

り入れましょう。 
 
◆日時 ８月23日(土) 

 

 

 

 

 

 

 

◆定員 40名(先着順) 

◆概要 (独)産業技術総合研究所サイエンス・

スクエアつくばを見学して、次世代

エネルギーに関する最先端の研究開

発を学ぶ。 

◆要件 市内在住・在勤の方(中学生以下は保

護者同伴)を対象とし、保険代として

200円をご負担いただきます。 

◆申込期限 ８月11日(月)午後５時まで 

◆主催 STOP！温暖化エコネットしもつま 
 

問 申 市生活環境課 内線1423 

午後1時30分 出発 
下妻市役所本庁舎東側

に集合、市バスを利用 
午後２時30分～ 
午後３時30分 

施設

見学 
サイエンス・スクエア

つくば 
午後３時45分～ 
午後４時45分 

車内

研修 
地球温暖化防止につい

ての研修、意見交換 
午後４時50分 帰着 解散 

区分 固定資産税の課税標準額 
200㎡以下の住宅用地 
(小規模住宅用地) 価格×１/６ 

200㎡を超える部分の住宅用地 
(一般住宅用地) 価格×１/３ 

  
家屋 居住部分の割合 

住宅用

地の率 
イ 専用住宅 全部 1.0 

ロ ハ以外の併用住宅 
1/4以上1/2未満 0.5 
1/2以上 1.0 

ハ 
地上５階以上の耐火建

築物である併用住宅 

1/4以上1/2未満 0.5 
1/2以上3/4未満 0.75 
3/4以上 1.0 

催しで火を使用する器具等を使用する際は 

消火器の準備が必要です 
 
平成26年８月１日から火を使用する器具等を祭礼、

縁日、展示会、花火大会その他の多数の者の集合する催

しで使用する場合は、消火器の準備が必要になります。 

対象の催しに当てはまるかどうか、どこに消火器を置

けば良いのか、ご不明な点は最寄りの消防署へお問い合

わせください。 
 

問 下妻消防署 43-1551 

案 内 案 内 

募 集 



｢排水設備主任技術者試験および 

 講習会｣開催 
 
<主任技術者試験> 

◇日時 10月22日(水) 

    午後１時30分～３時30分 

◇申請手続 受験申込書に写真２枚、履歴書、 

      住民票抄本、卒業証明書、資格証 

      明書、振込受付証明書を添付し、 

       お申し込みください。 
 
<講習会> ※受講なしでの試験受験可 

◇日時 ９月16日(火) 

    午後１時30分～４時30分 

◇内容 下水道一般、下水道関係法令、主任技術 

    者制度、排水設備の設計・施行等の内容 

    でおこないます。 
 
◆場所 ホテルグランド東雲 

◆費用 受験手数料・講習会手数料  

    各2,000円 

◆申込期限 ８月18日(月) 

◆その他 受験資格・申込書・振込用紙の配布 

     および詳細は下記までお問い合わせ 

     ください。 

※茨城県下水道協会のホームページ 

 (http://www.jsdi.or.jp/∼kyokai/)にて申請様 

 式のダウンロードができます。 
 

問 申 市上下水道課 44-5311 

高道祖排水処理施設使用料の 

減免申請について 
 
 高道祖排水処理施設使用料について、下記の

要件のいずれかに該当する場合は使用料の減免

を受けることができます。減免を受けるには申

請が必要ですので、必要書類を添えて市役所農

政課窓口で手続きをしてください。 
 
◆減免の対象要件等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆申請に必要なもの 

 ・印鑑 

 ・｢維持管理報告書｣または｢遠隔地に居住して 

  いることがわかる書類｣ 

  ｢生活保護受給中であることがわかるもの｣ 

  等(いずれもコピー可) 

※郵送による申請も受付します。申請用紙が 

 必要な方はご相談ください。 

◆申請期限 ８月15日(金) 
  

問 申 市農政課 内線2613 

要件 減免の割合 

合併処理浄化槽を設置し、法

に定められた維持管理(保守

点検および清掃)を定期的に

実施している場合 

使用料の３分の２ 

平成26年1月1日現在で、世

帯内に進学や治療等により遠

隔地に居住されている方がい

る場合 

対象者分全額 

生活保護法による被保護世帯 全額 

戦没者・原爆死没者の慰霊と世界恒久平和祈念の 

黙とうをお願いします 
 
 広島市と長崎市では、毎年、原爆死没者の慰霊式と

平和祈念式をおこなっており、原爆が投下された８月

６日午前８時15分および８月９日午前11時２分に、

原爆死没者のめい福と世界恒久平和を祈念し１分間

の黙とうを捧げています。 

両市では、平和を祈る輪を広げるため、全国各地で

黙とうが捧げられるよう協力の呼びかけを行っていま

す。市民の皆さんも、家庭や職場などで黙とうを捧げ

ましょう。 
 

問 広島市市民局市民活動推進課  
    082-504-2131 

精神障害者を対象とした職業訓練 

『学院生』募集 
 
文章作成基礎、Word、Excelの基本・応用お

よびインターネット操作、プレゼンテーション

の基礎を付与し、マイクロソフトオフィススペ

シャリスト試験と全国商業高等学校主催のビジ

ネス文章実務検定3級の合格を目指します。 

 

◆訓練期間 9月1日(月)～11月28日(金) 

◆訓練時間 午前9時10分～午後3時50分 

◆訓練実施施設 筑西公共職業安定所管内 

◆訓練対象者 全ての要件に該当する者 

 ①精神障害者の方で、身辺処理が確立してお 

  り、通学が可能で、集団生活および職業訓 

  練を受講・修了するのに支障がないと認め 

  られる方 

 ②職業訓練を受講することに熱意を有し、就 

  労意欲があり、職業的自立が可能と認めら 

  れる方 

 ③公共職業安定所で求職申し込みをおこなっ 

  ており、公共職業安定所長の受講指示等が 

  受けられる方 

◆応募期間 7月11日(金)～8月8日(金) 

 入学願書を、最寄りのハローワークへ提出 

 (入学願書はハローワークにあります) 

◆その他 

 授業料は無料。テキスト代1万円。 

 受講支持者には、雇用保険又は訓練手当が支 

 給されます。 
 

問 茨城県立筑西産業技術専門学院 

   24-1714 

「司法書士の日」無料相談会 
 

茨城司法書士会では、｢司法書士の日｣を記念して

無料の相談会を実施します。 
 

◆日時 ８月４日(月)午前９時～午後５時 

◆場所 茨城県内の各司法書士事務所 

◆相談内容 相続、贈与、会社等のご相談およびこ 

      れに関連する不動産・法人登記のご相 

      談。裁判、借金、日常生活のトラブル 

      に関するご相談 

◆申込方法 事前に各司法書士事務所へお申し込み 

      ください。 

◆相談料 無料 
      

問 茨城司法書士会 029-225-0111 

｢茨城県警察官採用試験｣を開催します 
 
◆試験区分、採用予定人員および受験資格 

 

 

 

 

 

 
 

※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 9月21日(日)教養試験、論(作)文試験 

◆申込期限等 ・郵送または持参の場合 8月19日(火) 

        ≪郵送・持参先≫ 茨城県警察本部警務課採用係または最寄りの警察署・交番・駐在所 

       ・インターネットの場合 8月18日(月)午後５時 

◎下妻警察署では、採用試験説明会を開催します。 
 

問 下妻警察署 43-0110 

試験区分 採用予定人員 受験資格 

男性警察官Ａ 25名程度 昭和60年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学(短期大学を除く)を卒業

した人若しくは平成27年３月31日ま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 女性警察官Ａ 5名程度 

男性警察官Ｂ 38名程度 昭和60年４月２日から平成9年４月１日までに生まれた人で、警察官Ａの受験資格に該

当しない人 女性警察官Ｂ 8名程度 

就職・進路の悩み相談会 
 
カウンセラーとの相談、無料講座の受講、職業体

験等、就職に役立つ情報がもりだくさん。まずは、

相談会に来てみてください。 
 
◆日時 ８月28日(木)午後２時～４時 

９月25日(木)午後２時～４時 

◆場所 下妻市勤労青少年ホーム 

◆対象者 就職・進路で悩んでいる15歳～39歳ま 

     での若者または保護者・関係者 

◆費用 無料 

◆相談員 いばらき県西若者サポートステーション 

     相談員 

◆申込方法 前日までの要予約制 
 

問 申 いばらき県西若者サポートステーション  
     54-6012 

中小企業退職金共済制度を 

ご存じですか 
 
この制度は、中小企業で働く従業員のための

外部積立型の国の退職金制度です。掛金助成や

税法上の優遇など有利な特典がいっぱいです。 
 
【国の制度だから安心】 

 新規加入や掛金を増額する場合、掛金の一部 

 を国が助成します。 

【掛金は全額非課税】手数料もかかりません。 

【社外積立で管理も簡単】 

 納付状況や退職金資産額を事業主さんにお知 

 らせします。 

◎安全・確実な中退共制度を、ぜひご利用くだ 

 さい。 
 

問 (独)勤労者退職金共済機構  
   中小企業退職金共済事業本部 

   03-6907-1234 

案 内 

募 集 

相 談 

http://www.jsdi.or.jp/


市立図書館開館カレンダー/８月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※８月27日(水)は館内整理日のため休館します。 
 

問 市立図書館 43-8811 

｢おはなし会｣開催/８月 
～おはなしの花たば～ 
 
◆日時 ８月９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) 

 

問 市立図書館 43-8811 

ふるさと博物館開館カレンダー/８月 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

問 市ふるさと博物館 44-7111 
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しもつま 広
報 

水道と井戸水等の管が 

直接接続されていませんか 
 

ご自宅の給水管 

と井戸水・共同水 

道などの管が直接 

接続されていませ 

んか。これは｢ク 

ロスコネクション｣ 

といい水道法により 

固く禁止されています。また、バルブを設置

し、水道水と井戸水などを必要に応じて、切り

替えて利用している状態も該当します。                                        
 
◎水道水と井戸水等を併用         
 して利用している場合は、 

 右図のように必ず、配管                             

 を別にしてください。                         
                                   
【なぜ、禁止されているのか】          

 ご自宅の給水管と井戸水などの管が直接接続

されていると、バルブの故障、誤った操作や突

然の事故により、井戸水などが水道本管へ逆流

することがあります。           

 もし、井戸水などが汚染されていた場合、汚

染された水が水道本管に流れこみ、水道水が汚

染され、広範囲に健康被害が生ずるなど重大事

故につながる危険性があります。 

 また、反対に大量の水道水が井戸等に流れ込

んだ場合、多額の水道料金が請求されることが

あります。場合によっては、法律により罰せら

れることもあります。 

 

【給水管と井戸水などの管が直接接続されてい  

 る場合は】 

 上下水道課に連絡するとともに、下妻市指定

給水装置工事業者に依頼し、すみやかに、水道

の給水管から井戸水などの管を切り離してくだ

さい。切り離したことが確認できるまでの間、

水道を一旦停止しますので、水道の利用はでき

ません。 
 

問 市上下水道課 44-5311 

下妻市の水道をご利用の方へ 

水道工事は指定給水装置工事業者に依頼

してください 
 
条例により、下妻市の指定を受けていない工事業者

は、水道工事をすることができません。ご自宅の水道

管の新設、改造、修理などをする場合は、必ず、下妻

市の指定給水装置工事業者かどうかを確認してから工

事を依頼してください。 
 

※漏水工事等の緊急を要する場合も必ず指定給水装置 

 工事業者に依頼してください。 
 
◆下妻市では、水道は生活に必要なライフラインとし 

 て重要であり、法律や条例に基づいて施工する必要 

 があるので、一定の条件を満たした業者を指定給水 

 装置工事業者として指定しています。 
  

問 市上下水道課 44-5311 

水道加入分担金の一部を減免します 
 
水道加入促進のために、加入分担金の一部を減免し

ます。期間限定となりますので、この機会にぜひ、安

心、安全な水道に加入をお願いします。 

水道水は、皆さんが安心して使えるよう、水質基準

に基づき、専門の検査機関で、厳しい検査をおこなっ

ています。 
 
◆受付期間 平成28年３月末日まで 

◆対象 上記期間の新規加入申込者および口径変更申 

    込者 

◆加入分担金 加入分担金とは、新たに水道に加入す 

       る方が支払う負担金のことです。この 

       加入分担金は、水道施設を整備する費 

       用の一部になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※工事費は、加入者の負担となります。直接、市の指 

 定工事業者に見積を依頼してください。 

※工事を依頼する際は、必ず市の指定を受けた業者に

依頼してください。 

◎その他、詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市上下水道課 44-5311 

区分 
給水管 

口径 
減免前 

(税込) 
減免後 

(税込) 

新設 

13ｍｍ 120,000円 115,000円 
20ｍｍ 180,000円 170,000円 
25ｍｍ 280,000円 270,000円 
30ｍｍ 380,000円 370,000円 
40ｍｍ 630,000円 620,000円 
50ｍｍ 950,000円 940,000円 
75ｍｍ 2,050,000円 2,040,000円 
100ｍｍ 3,600,000円 3,590,000円 

増径 口径増各種   口径変更差額よ

り5,000円減免 

臨時福祉給付金の申請受付が 

７月から始まりました 
 
◆給付対象者 

 基準日(平成26年1月1日)において下妻市に住民

登録がされている方で、平成26年度分市町村民税

(均等割)が課税されていない方が対象です。ただ

し、ご自身を扶養している方が課税されている場

合や、生活保護制度の被保護者となっている場合

などは対象外です。 

◆支給額  

 ・給付対象者1人につき、1万円 

 ・給付対象者の中で下記に該当する方は、５千 

  円を加算 

 ※老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金 

  等の受給者等 

 ※児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者等 

◆申請期間 7月1日(火)～平成27年1月5日(月)    

      ※土日祝日は除く 

◆受付場所 下妻市役所福祉課 

◆申請に必要なもの  

 ①税情報等利用同意書、申請書 

 ②本人確認書類 ※支給対象となる方全員分の 

          書類が必要 

 (１)または(２)の写しの提出をお願いします。 

 (１)1種類でよいもの 

   顔写真のある住民基本台帳カード、運転免 

   許証、旅券、在留カード、特別永住者証明 

   書、身体障害者手帳など、法律の規定によ 

   り国または地方公共団体の機関が発行した 

   ものの写し 

 (２)2種類必要なもの(Ａのみ2点またはＡとＢの 

   2点組み合わせ)※保護者申請の18歳未満の 

   方に限り１点のみでの申請も可 

 Ａ：健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カー 

   ド(顔写真なし)、高齢・老齢医療費受給者 

   証、介護保険被保険者証など、法律の規定 

   により国または地方公共団体の機関が発行 

   したものの写し 

 Ｂ：社員証・学生証(顔写真つき)など、国また 

   は地方公共団体の機関以外が発行したも 

   の、本人名義の預金通帳、キャッシュ 

   カードなどの写し 

 ③指定した口座が確認できる書類 金融機関名 

  口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳や 

  キャッシュカードの写し 

 ④印鑑(ゴム印不可) 

◆受取方法 

 申請書に記載した指定口座に入金されます。  

 ※金融機関口座を持っていない方に限り、後日 

  窓口での受け取り可 
 

問 市福祉課 内線1585～1587 

月 火 水 木 金 土 日 

        １ ２ ３ 

４ 
休館 

５ ６ ７ ８ ９ 10 

11 
休館 

12 13 14 15 16 17 

18 
休館 

19 20 21 22 23 24 

25 
休館 

26 27 28 29 30 31 

月 火 水 木 金 土 日 
  
        １ ２ ３ 

４ 
休館 

５ ６ ７ ８ ９ 10 

11 
休館 

12 13 14 15 16 17 

18 
休館 

19 20 21 22 23 24 

25 
休館 

26 27 
休館 

28 29 30 31 

案 内 
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水道水 



｢ふれあいパーティ｣開催 
 
<つくば会場>※平日夜開催 

◇日時 8月21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・50代の方  

     各20名(グループ分け) 

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

◇日時 8月23日(土)午後１時30分～４時30分 

◇場所 オークラフロンティアホテルつくば 

◇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) 
 
<下妻会場> 

◇日時 8月24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) 
 
◆申し込み 随時 
 

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

『近隣市町ビーチボールバレーリーグ戦』 

参加チーム募集 
 
●期間  10月～平成27年３月(全５回) 

●試合会場 下妻市総合体育館 他 

      (１チーム30～40試合) 

●種目 男女混合の部 女子の部 

●参加条件 ・参加選手全員がスポーツ傷害保険 

       に加入 

      ・１チーム８名以上(男女混合の部は

男４名・女４名以上、女子の部は８

名以上) 

●参加費 男女混合の部 8,000円 

     女子の部   7,000円 

     (監督者会議の際に納入) 

●申込方法 申込用紙にメンバーを記入のうえ、お

申し込みください。 

●申込期間 ８月１日(金)～31日(日) 

●申込場所 生涯学習課(千代川庁舎二階) 

      市総合体育館 ※月曜日を除く 

●監督者会議 ９月13日(土)午後６時  

       下妻公民館(予定) 
 

問 市ビーチボールバレー連盟リーグ戦事務局  
090-7827-1756(沢部) 

『はつらつエクササイズ教室』参加者募集 
 

 普段、運動をする機会の少ない方、体重増加が気

になる方、日頃の運動不足を解消しましょう。今回

の内容はキックボクササイズです。 
 
●日時 ８月26日 

９月３日・17日・24日 

10月１日・８日・15日・22日 

午後７時～午後８時30分 

●場所 ８月～９月…千代川公民館ホール 

10月…下妻公民館大会議室 

●講師 池上 靖幸 氏 

    (AFAA認定キックボクシングインストラ 

     クター) 

●内容 キックボクササイズ 

●受講対象 市内在住・在勤の方 

●定員 30名 

●参加費 １人680円(保険料) 

●持ち物 室内履き、タオル、飲物、ヨガマット 

     (バスタオル等)、動きやすい服装でご参 

     加ください。 

●申込方法 生涯学習課(千代川庁舎)へ参加費を添 

      えて申し込み(電話にて仮申込を受付) 

●申込期限 ８月15日(金) ※定員になり次第締切 
 

問 申 市生涯学習課 内線2834 

『夏休み いけ花体験教室』 

参加者募集 
 
 夏の思い出作りに、お友達やご家族とお花を

いけて楽しみませんか。 
 
●日時 ８月23日(土) 

    午前９時30分～11時30分 

●場所 下妻公民館 大会議室 

●対象 幼児(５歳)～大人  

    ※幼児は、保護者同伴 

●参加費 １人900円(教材費) 

●準備物 タオル、新聞紙、ごみ用袋 

※はさみ、器のある方は持参可 

●申込期限 ８月７日(木)まで 

 ※お知り合いの華道文化協会の先 

  生にも申し込みできます。 
 

問 申 下妻市華道文化協会(高野) 
     ・Fax43-1775 

特別企画展｢いろんなカメ大集合!!｣開催 
 
 日本のカメや世界のカメ、陸ガメや水ガメがネ

イチャーセンターに大集合‼カメとのふれあい

コーナーもあります。世界のナマズ・古代魚も併

せて展示‼夏休みにぜひ遊びに来てください。 

 

◆期間 ７月27日(日)～８月24日(日) 

◆時間 午前９時～午後４時30分 

◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１ 

◆入館料 無料 

◆その他 毎週月曜休館 
 

問 小貝川ふれあい公園 
   ネイチャーセンター 45-0200 

『あなたの大事な 

ペットのフォトコンテスト』作品募集 
 
◆テーマ ｢あなたの心を癒してくれる、ペットの

写真｣を募集します。 

◆応募期間  

 ８月１日(金)～９月28日(日)午後４時必着 

 休館日 月曜日(祝祭日の場合はその翌日) 

◆応募先  

 下妻市小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター

窓口(持参または郵送) 

◆応募規定  

 作品規格：カラープリント６切またはA4サイズ 

 応募部門：中学生以下の部・一般の部 

 賞：各部門から 特選・準特選・入選・佳作 

 発表：10月中旬 入選者には直接通知します。 

 表彰式：11月中旬予定 

 入賞作品展示：11月実施予定 

◆応募上の注意点 

①プロ・アマチュア・年齢・性別・国籍を問わ 

 ず。どなたでも応募できます。 

②応募は１人２作品までとします。但し、未発 

 表写真に限ります。 

③原則として、１人１賞とします。 

④応募作品の裏側には、必ず応募票(下記応募票 

 の要領で自作可)を貼り付けてください。 

⑤被写体に人物が含まれる場合、肖像権侵害等 

 の責任は負いかねるため応募に際しては必ず 

 応募者の責任において、公表することについ 

 て、本人(被写体)の承諾を得てください。 

⑥作品は返却します。返却は、小貝川ふれあい  

 公園ネイチャーセンターにておこないます。 

⑦提供いただいた個人情報は、応募作品の保管 

 管理および入賞者に対する連絡等に使用しま 

 す。 

⑧主催者は、応募作を展示会やウェブサイ 

 ト、または主催者が発行する各種の媒体 

 で発表することができます。また、主催 

 者はマスコミに対し受賞情報を提供する 

 ことができます。 

◆応募用紙設置場所 

下妻市役所本庁舎・下妻市役所千代川庁舎・下 

妻市立図書館・下妻市民文化会館・小貝川ふれ 

あい公園・下妻公民館・千代川公民館・ふるさ 

と博物館・ビアスパークしもつま・道の駅しも 

つま・やすらぎの里しもつま・砂沼サンビーチ

◎下妻市のホームページからも応募用紙をダウン 

ロードできますのでご利用ください。 

◆主催 下妻市自治振興公社 

◆後援 下妻市 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター  
   45-0200 

『上高地散策＆焼岳(百名山)ハイキング』

参加者募集 
 
●日時 ８月30日(土)～31日(日)午後９時出発  

●場所 文化会館北側駐車場集合 

●会費 (バス代、入浴料、保険料等) 

    会員   12,000円 

    会員以外 13,000円 

●持ち物 雨具(セパレート)、弁当(朝・昼)、水筒、

防寒具(詳細は申込書案内を参照くださ

い)、着替え(下山後入浴予定のため) 

     ヘッドランプ(Ａコースの方のみ) 

●申込方法 生涯学習課(千代川庁舎)にある申込書

に必要事項を記入のうえ、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。 
 

問 下妻市ハイキングの会(粉川)  
   44-3276(午後5時以降) 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
～切れる包丁で楽しい料理を～ 
 
◆日時 ８月22日(金)午後１時～２時30分 

◆場所 豊加美市民センター 

※次のようなものはご遠慮願います。 

 ・サビが深いもの 

 ・刃渡りが２㎝以下の刃物 

・刃がノコギリ(ギザギザ)状の刃物 

・本焼き刃物や業務用刃物、工具類など 

・鉄スコップ、刀剣等 

 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

案 内 

案 内 

募 集 募 集 
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