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しもつま 広
報 

市･県民税等申告相談日程表 
 
混雑緩和のため、地区ごとに相談日と会場を指定してあります。下の日程表をご確認のうえ、できる限り指定

日にお越しください。指定日にご都合がつかない場合、別の相談日・別会場に来場しても差し支えありません。 

【相談時間】 

 <午前> 午前９時～11時 <午後> 午後１時～５時 

 ※番号札の順に相談を受け付けます。混雑状況によっては、<午前>の番号札でも午後１時以降の相談開始にな 

  るなど、長時間待つ場合があります。時間に余裕を持って来場してください(待ち時間についてのお問い合 

  わせには回答できません)。 

 ※所得税の確定申告をされる方は、下館税務署申告会場(問合せ：下館税務署 24-2121)や国税庁ホーム 
  ページ｢確定申告書作成コーナー｣(｢国税庁｣で検索)もご利用ください。 

【番号札の配布時間と場所】 

 下妻会場：当日の午前７時30分～開場まで   ｢第二庁舎玄関口｣ 

      開場～午後４時まで       ｢第二庁舎３階大会議室前｣ 

 千代川会場：当日の午前８時～午後４時まで ｢千代川庁舎１階ホール｣ 

※午前11時～は<午後>の番号札配布に切り替わり、午後４時に番号札配布を終了します(番号札は当日のみ有効) 
 
◆休日相談日 ２月22日(日) ※下妻会場(第二庁舎３階大会議室) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

問 市税務課 43-8192 

◎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》  
申告日 地区 申告日 地区 

２月16日(月) 若柳 騰
波
ノ
江 

２月16日(月) 鎌庭 

大
形 17日(火) 神明・下宮・数須 筑波島・下田・中郷 17日(火) 別府・村岡・五箇 

18日(水) 大宝・北大宝・平川戸 
大
宝 

18日(水) 皆葉・五箇 

19日(木) 堀篭・横根・大串・平沼 19日(木) 宗道・渋田 宗
道 20日(金) 下木戸・福田・比毛・坂井 20日(金) 本宗道・原・羽子 

22日(日) 休日相談日(市内全域) 
23日(月) 加養・亀崎 豊

加
美 

23日(月) 鬼怒・見田・唐崎・長萱・伊古立 
宗
道 24日(火) 新堀・樋橋・肘谷 

山尻・谷田部・柳原 24日(火) 田下・下栗 

25日(水) 高道祖１～3999番地 高
道
祖 

25日(水) 大園木・鯨 蚕
飼 26日(木) 高道祖4000番地～ 26日(木) 大園木・鯨・千代川地区全域 

27日(金) 小島・二本紀 総
上 

  

  ３月2日(月) 袋畑・古沢・今泉・中居指 
3日(火) 江・関本下・平方・尻手 

上
妻 

4日(水) 黒駒・桐ケ瀬・赤須 
5日(木) 渋井・柴・半谷・南原 
6日(金) 大木・前河原 
9日(月) 下妻乙 

下
妻 

10日(火) 下妻丁・下妻戊・砂沼新田 
11日(水) 下妻甲・長塚・石の宮 

12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 
13日(金) 市内全域 
16日(月) 市内全域 

  

個人住民税特別徴収(給与天引き)の 

徹底について 
 

 特別徴収とは、事業主が毎月の給与を従業員に
支払う際に税金を天引きし、市町村に納める制度
です。地方税法上、所得税を源泉徴収している事
業主は、アルバイト等を含むすべての従業員から
個人住民税を特別徴収する必要があります。 
 茨城県および県内全市町村では、納税者間の公
平性、納税者の利便性等の確保を図るため、平成
27年度から、特別徴収実施を徹底する取組を行い
ますので、ご理解・ご協力をお願いします。 

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かかる平成27・28年度の入札参加資格審査申請

の定期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)又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) 

◆受付期間 

 2月2日(月)～27日(金) ※土・日・祝日を除く 

 午前9時～正午、午後1時～5時 

◆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27・28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 43-3367 

<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(登録又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)又は各種合格証の 

 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年分の財務諸表又は決算書 

⑭特別徴収実施確認書(市内に本店を有する事業者  

 のみ) 

<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(特約店又は代理店で 

 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年分の財務諸表又は決算書 

 ※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。 

野鳥の鳥インフルエンザについて 
 

○死亡した野鳥を見つけた際は、素手で触らない 

 でください。また、同じ場所で大量の野鳥など 

 が死亡していた時は市役所にご連絡ください。 

○野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥

インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれる

おそれがありますので、野鳥に近づきすぎない

ようにしてください。 
 
※鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通 

 常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられ 

 ています。手洗い、うがいをすれば、過度に心 

 配する必要はありません。 
 

問 市生活環境課 43-8234 

平成２６年度指定ごみ袋の引換について 
 
平成26年度指定ごみ袋引換券は取扱店において、必

ず引換期間内に交換してください。④の引換券は平成

27年1月31日、⑤～⑦の引換券は平成27年3月31日が

引換期限となりますので、ご注意ください。 
 

問 市生活環境課 43-8289  

案 内 

案 内 



｢甲種防火管理新規講習会｣ 

開催 
 
◆日時 ２月５日(木)、６日(金) 

午前10時～午後４時50分 

◆場所 古河市生涯学習センター 

    総和(とねミドリ館) 

◆受講料  4,300円(テキスト代含む) 

※申請受付時に徴収 

◆定員 120人 

◆申請受付 １月６日(火)８時30分～ 

 ※印鑑持参。定員になり次第締切 
 

問 申 下妻消防署予防係  
     43-1551 

登記相談の事前予約 

サービスの実施について 
 
水戸地方法務局では、平成27年２

月２日(月)から登記に関する相談を

事前予約により受付するサービスを

実施します。これまでは登記相談が

重複しますと、待ち時間が長くか

かっていましたが、事前予約サービ

スの実施により、待ち時間の解消が

図られ、ご利用しやすくなります。 

なお、数多くの相談をお受けする

ため、相談時間はお一人様20分とさ

せていただきますので、ご了承くだ

さい。詳しくは法務局へお問い合わ

せください。 
 

問 水戸地方法務局下妻支局  
   43-3937 

2015年農林業センサスに 

ご協力ください 
 

 農林水産省では、平成27年２月１

日現在で2015年農林業センサスが

実施されます。この調査は我が国の

農林業・農山村の実態を明らかにす

ることを目的に、５年ごとに実施し

ている農林業に関する最も基本的な

統計調査であり、｢農林業の未来を導

く｣重要な統計調査です。 

 １月中旬から、農林業を営んでい

る皆さんへ統計調査員が訪問します

ので、調査にご協力をお願います。 

 皆さんから提出された調査票の内

容は、統計法に基づき調査関係者が

他に漏らすことは厳しく禁じられて

おり、秘密は保護されますので、安

心してご記入ください。  
 
※調査員には｢調査員証｣が交付され 

 ています。 
 

問 市企画課 43-2113 

栄養ケア・ステーション活動の担い手 

『管理栄養士・栄養士』募集中 
 

 (公社)茨城県栄養士会では、県民の健康づくりを積極的に支援

するために『栄養ケア・ステーション』を開設しています。 

 活動内容は、個別栄養相談、診療所等医療機関における栄養相

談、生活習慣病予防および介護予防の食事相談、特定保健指導、

地域における食育講座などです。 
 

問 公益財団法人 茨城県栄養士会 029-228-1089 

   (月～金曜日 午前9時～午後５時) 

｢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

ビスを行い、お子さんを預かる協力

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。 
 
◆日時 1月21日(水) 

    午前10時～正午 

◆場所 下妻公民館 調理室 

◆講師 こころDERI   

    齋藤 直美 氏 

◆内容 調理実習｢ご褒美レシピ｣ 

    ～フライパンでキッシュ 

     作り～ 

◆対象 子育て支援協力会員・子育 

    て支援に関心のある方 

◆定員 20名 

◆持物 エプロン・三角きん 

◆参加費 300円 

◆申込期限 1月16日(金) 
 

問 下妻市社会福祉協議会  
   44-0142 

不登校・ひきこもり 県西地区合同相談会 
 
◆日時 １月30日(金)午後１時～４時30分 

◆場所 しもだて地域交流センター アルテリオ 

    １階 集会室 

◆相談料 無料 

◆後援 下妻市・筑西市・結城市・筑西保健所・常総 

    保健所・古河保健所 
 

問 一般社団法人アイネット ・Fax22-2441 

『嘱託職員・臨時職員』募集 
 

問 市学校教育課 44-0740 

募集職種 幼稚園教諭(嘱託職員) 幼稚園教諭(臨時職員) 
募集人員 １名 1名 

業務内容 幼稚園教諭業務 幼稚園教諭 補助業務 

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) 

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 市立幼稚園 

勤務時間 
1日7時間45分 週38.75時間勤務 

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 

時給 1,000円 
社会保険・雇用保険加入 

提出書類 
履歴書 
幼稚園教諭免許状の写し 

履歴書 
幼稚園教諭免許状の写し 

雇用期間 
平成27年4月1日 
～平成28年3月31日  
(更新する場合あり) 

平成27年4月1日 
～平成28年3月31日 
(半年ごと雇用) 

試験内容 
面接  

日時 2月20日(金)時間は別途連絡 
場所 市役所千代川庁舎2階会議室 

募集期限 2月13日(金)まで 
提出先 市役所千代川庁舎１階学校教育課 

           震災等緊急雇用対応事業  

『臨時職員』募集         『臨時職員』募集 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市総務課 43-2120 

募集職種 保育士(臨時職員) 保育士(臨時職員) 
募集人員 ５名 １名 
業務内容 保育業務  
応募資格等 

勤務地 
下妻市立下妻保育園 

または きぬ保育園 
下妻市立きぬ保育園 

勤務時間 午前8時30分～午後5時15分まで(昼休み60分) 

賃金等 

時給賃金制 
時間単価 1,000円 
賞与・通勤手当なし 

社会保険加入・雇用保険加入  

雇用期間 
平成27年4月1日 

 ～平成27年9月30日 
(勤務状況により更新あり)  

試験内容 
面接 

日時については後日連絡  
募集期間 2月10日(火)まで 

提出書類 履歴書・保育士証の写し 

履歴書・保育士証の写し・ハロー

ワークの紹介状 
備考： 
平成23年3月11日時点において

下妻市に住所を有していた方等、

震災被災者が対象となります。 

提出先 
下妻市役所本庁舎2階 総務課 人事係 

 43-2120 

保育士資格を有する人  

『嘱託職員』募集                           

問 市総務課 43-2120 

募集職種 社会福祉士(嘱託職員) 介護認定調査員(嘱託職員) 
募集人員 １名 1名 

業務内容 
高齢者の総合相談支援および権利

擁護業務、介護予防ケアマネジメ

ント業務等 
訪問調査業務 

応募資格等 

・社会福祉士 
・普通運転免許を有する人 
・パソコン(ワード・エクセル等) 

 のできる人 

・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 
・パソコン(ワード・エクセル 

 等)のできる人 
勤務地 介護保険課地域包括支援センター 介護保険課 
勤務時間 

賃金等 

月額賃金制 
基本賃金 244,000円(上限) 
※年齢により異なる 
賞与・通勤手当の制度あり 
社会保険加入・雇用保険加入 

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27年4月1日～平成28年3月31日(期間更新する場合あり)  
試験内容 面接：日時については後日連絡  

募集期間 2月10日(火)まで 

提出書類 履歴書・資格を証明するものの写し  

提出先 
下妻市役所本庁舎2階 総務課 人事係 

 43-2120 

午前8時30分～午後5時15分まで(昼休み60分)  

｢ときめき婚活バレンタイン 

 パーティー｣開催 
 
◆日時 ２月14日(土) 

    午前11時30分 

     ～午後３時30分 

◆場所 ORANGE CAFE (筑西市) 

◆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 1,800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 

案 内 

相 談 

募 集 
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しもつま 広
報 

防衛大学校(一般採用試験後期) 

『受験者』募集 
 
●受付期間 1月21日(水)～30日(金)必着 

●人文社会学科専攻 約10名(うち女子若干名) 

    理工学専攻 約30名(うち女子若干名) 

●応募資格 18歳以上21歳未満 

●試験期日 １次試験 ２月28日(土) 
 

問 自衛隊筑西地域事務所 ・Fax  22-7239 

｢医療現場とともに考える 

 市民フォーラム｣開催 
  
今年のメーンテーマは｢認知症｣。認知症とその

予備軍を含めると65歳以上の4人に１人が該当す

ると言われています。認知症を正しく理解し、認

知症の方とその家族を地域で暖かく見守るため

に、認知症の最新知識について市民フォーラムを

開催します。 
 
◆日時 ２月15日(日) 

    午後１時30分～(午後１時開場) 

◆場所 千代川公民館ホール  

◆入場料 無料  

     ※当日、会場に直接お越しください。 

◆内容 ◇講演｢現代人に必要な認知症の知識｣ 

     古河赤十字病院 脳神経外科部長  

     認知症疾患医療センター長  

     山田 武 先生 

     ｢地域包括支援センターの役割｣ 

     ～認知症施策の現状と課題～ 

     下妻市地域包括支援センター  

     飯村 ゆかり 氏 

    ◇健康相談 保健師による健康相談(希望 

          により血圧測定) 

◆主催 真壁医師会 

◆共催 下妻市・八千代町 
 

問 真壁医師会 24-8788 
市保健センター 43-1990 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 
家庭でお使いの包丁は切れますか。ご近所の方の包

丁も一緒にお持ちください。切れる包丁で楽しい料理

をしましょう。 
 
◆日時 ２月６日(金)午前９時30分～11時30分 

◆場所 福祉センターひばりの 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142  

介護保険料(65歳以上)の 

減免申請について 
 
第１号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、

前年の合計所得金額や世帯の状況に応じて設定され

ますが、下記に該当する方は、申請により保険料の

減免制度が適用となります。 
 
◆対象者 

 介護保険料の所得段階が現在第１段階(生活保護受 

 給者を除く)・第２段階・第３段階の方で、次の減 

 免基準をすべて満たす方 

◆減免基準 

・世帯員全員が市民税非課税であり、地方税法の 

 規定による所得がないこと 

・世帯の年間収入金額が93万円以下であること 

 (世帯員が２人以上のときは、93万円に世帯主 

 を除く 

 世帯員１人につき28万円を加算した額) 

・市民税課税者に扶養されておらず、かつ生計を 

 共にしていないこと 

・資産等を活用してもなお生活が困窮している状 

 態にあること(預貯金等の総額が100万円以下、 

 世帯員が2人以上のときは150万円以下である 

 こと) 

・原則として、申請時に保険料の未納がないこと 

◆減免対象保険料および減免額 

減免申請日において納期限が過ぎていない保険料 

・現在 第１段階、第２段階の方：保険料の2分の 

 １の額 

・現在 第３段階の方：保険料の3分の１の額 
 

問 申 市介護保険課 45-8122 

｢水道パネル展｣開催 
 
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。 
 

◆展示期間 １月14日(水)～23日(金)午後4時 

     平日   午前９時～午後９時 

     土日祝日 午前９時～午後５時 

     ※1月19日(月)は休館の為、開催し 

      ません 

◆展示場所 下妻市立図書館 ２館 ギャラリー 
 

問 市上下水道課 44-5311 

『下妻市民卓球大会』参加者募集 
  
●日時 ２月15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) 

●申込方法 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2階) 

 ※所定の申込書に記入のうえ、郵送してくださ 

  い。申込書は、生涯学習課にあります。 

●申込締切 １月23日(金)必着 

●その他 試合当日のペアの変更は、理由にかか

わらず一切受け付けできません。 
 

問 下妻市卓球協会(藤本) 44-3359 

口腔がん検診について 
 
◆日時 ２月８日(日) 

◆場所 下妻市保健センター 

◆受付時間 ①午前８時45分～９時  

      ②午前10時～10時15分 

 ※受付時間は①、②のどちらかを選択 

 ※受付後に講演会・口腔がん検診を行います 

◆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 医師 

    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25名(定員になり次第締切) 

 ※平成26年2月2日に実施した口腔がん検診を 

  受診し｢異常なし｣の方は除く 

◆検診自己負担金 500円(当日徴収) 

◆申込期間 １月15日(木)～23日(金) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

フィットネスパーク・きぬ(ほっとランド・きぬ) 

Part.1 多目的グランド(サッカー場)閉鎖 
     期間変更について 
 
【変更前】 毎年１月～３月末閉鎖 
 

【変更後】 毎年５月中旬～６月末閉鎖 

※１月～３月は使用できます。 

Part.2 臨時休館日について 
 
例年どおりプールの水入替え、清掃および機械設 

備点検等にともない臨時休館します。ご利用の方に 

はご迷惑をお掛けしますが、ご理解をお願いします。 
 

◆臨時休館日 ２月16日(月)～20日(金) 

※２月21日(土)から通常利用できます。 
        

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

案 内 

案 内 

募 集 

募 集 おはなし隊がやってきます 
 
講談社｢本とあそぼう 全国訪問おはなし隊｣が

やってきます。キャラバンカーに絵本と児童書を約

550冊積み込んで、おはなし会を開催します。参加

は自由ですので、お気軽にお越しください。 
 
◆日時 １月17日(土) 

〈キャラバンカー見学〉午後２時30分～３時 

〈おはなし会〉    午後３時10分～３時40分 

◆場所 市立図書館 駐車場・２階ギャラリー 
 

問 市立図書館 43-8811  

案 内 

広報しもつま 

『わがやのにんきもの』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 市秘書課 43-2112 


