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しもつま 広
報 

ふるさと下妻寄附 

お礼の品をご提案ください 
 
 ふるさと納税では、全国の自治体で地元の特産品

をPRするために謝礼品の贈呈が行われています。  

 当市でも謝礼品の拡充のため、提案を受け付けま

す。自慢の商品を持ち寄り、ぜひご応募ください。 
 

◆提出締切 ２月27日(金) 

◆提案する事業者および商品の条件(一部抜粋) 

１．当市を懐かしんでいただける、もしくは、当 

  市のPRに繋がる商品であること。 

 ２．製造者、加工者、販売者のいずれかが市内事 

   業者、または主要な原材料の産地が市内であ  

   ること。 

３．市税等の滞納がない事業者からの提案である 

  こと。 

 ※詳しくは配布している要項をご覧ください。 

◆要項配布場所 

 市役所本庁舎(企画課)、千代川庁舎(産業振興課) 

 下妻市商工会 

※市ホームページからもダウンロード可能 
 

問 市企画課 43-2113 

県民交通災害共済加入受付について 
 

 平成27年度分の県民交通災害共済の加入受付を２
月２日(月)より開始します。 

 加入を希望される方は下記担当窓口へ直接お申し

込みください。 
 
◆担当窓口 

 【下妻地区の方】   

  本庁舎 ｢消防交通課｣ 

 【千代川地区の方】 

  千代川庁舎 ｢くらしの窓口課｣ 

◆加入に必要なもの 

 ・会費 大人(高校生以上)  900円 

     子ども(中学生以下) 500円 

 ・県民交通災害共済加入申込書(チラシ手書き用) 

  ※チラシは１月末頃、封書で郵送 

  ※小中学生は学校を通しての一括加入です。 

   個別の申し込みは不要 

  ※４月１日以降の申し込みは、共済期間が申込 

   日の翌日から 

◆共済期間 

 平成27年４月１日～平成28年３月31日 

◆対象となる事故 

 ①共済期間中に日本国内の道路上を運行中の自動 

  車・バイク・自転車等の接触、衝突、転落、転 

  覆などの事故にともなう人の死傷 

 ②共済期間中に踏切道における電車等との接触、 

  衝突の事故による人の死傷 
 

問 市消防交通課 43-8309 

もう「ひと花」さかそう  

｢女性のための健康セミナー｣ 
 
◆日時 ２月16日(月) 

    午前10時～正午(受付９時30分～) 

◆場所 下妻市保健センター 

◆定員 20名(定員になり次第締切) 

◆内容 骨そしょう症についての講話とヨガ 

◆対象者 下妻市在住の女性 

◆参加費 無料 

◆持物 タオル、飲み物 

    ヨガマット(持っている方のみ) 

    ※動きやすい服装で参加してください 

◆申込期間 １月27日(火)～２月13日(金) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

使用済小型家電回収BOXの 

設置について 
 

使用済小型家電回収BOXを下記の施設に新しく設

置しました。 

ご家庭で不用となった使用済小型家電がありまし

たら、リサイクルにご協力をお願いします。 
 
【設置場所】 夢工房・おおぞら[北大宝219-2] 
 

問 市生活環境課 43-8289  

平成27年度指定ごみ袋引換券について 
 

 平成27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。 
 
・ごみ袋の交換は、1～2人世帯100枚、3～4人 

 世帯120枚、5人以上世帯140枚 

・指定ごみ袋取扱店で、必ず引換期間内に交換して

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。 

・ごみ袋不足の場合は、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｣は現金との引換不可 

・一度引換たごみ袋の交換は一切行っていません。 
 

問 市生活環境課 43-8289  

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。 
 
◆受付期間 平成28年３月末日まで 

◆対象者 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。 

◎詳しくは、お問い合わせください。 
 
 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行ってい

ます。 
 

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 

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

ご家庭の凍結防止対策をお願いします 
 
寒くなって気温が低下すると、水道管やメーターが

凍り、断水したり、破裂することがあります。 
 
《水道管が凍りやすい場所は》 

◆水道管が｢むき出し｣になっている場所 

◆日の当たらない場所 

◆風当たりの強い場所 
 
《家庭でできる凍結防止対策は》 

◆｢むき出し｣になっている水道管は直接外気に触れな 

 いよう、保温材を巻きつけ、紐で縛って固定し、そ 

 の上から、保温材が濡れないようにビニールテープ 

 等で隙間なく重ねて巻いてください。(保温材は市 

 販されているものの他に毛布、発泡スチロール等で 

 も代用できます) 

◆メーターが入っている箱の中に、発泡スチロールを 

 細かく砕いたものや、布切れを、濡れないようにビ 

 ニール袋にいれて、メーターを保護するようにして 

 ください。 
 
《もし凍結してしまったら》 

◆蛇口が凍ってしまった場合は、タオル等をかぶせ、 

 その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。 

 ※急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂するこ 

  とがありますので注意してください。 
 
《もし破裂してしまったら》 

◆メーターが入っている箱の中にある止水栓を閉め 

 て、水を止めてから、下妻市の指定工事業者へ修理 

 を依頼してください。なお、メーターが凍り破損し 

 た場合は、無料で交換しますので上下水道課にご連 

 絡ください。 
 
※市の条例により、緊急の工事であっても市の指定を 

 受けていない業者が水道工事をすることはできませ 

 ん。必ず指定工事業者であることを確認してから工 

 事を依頼してください。 
 

問 市上下水道課 44-5311 

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12日(木) 

    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 
 

問 市保健センター 43-1990 

案 内 

案 内 



新しい出会いを探してみませんか 
 
<下妻会場> 

◇日時 2月15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  

◇参加費 男性4,000円 女性2,000円 
 
<つくば会場>※平日夜開催 

◇日時 2月19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  

◇参加費 男性4,000円 女性2,000円 
 
<古河会場> 

◇日時 2月28日(土)午後１時30分～４時30分

◇場所 古河市 とねミドリ館 

◇対象者 Aコース 男女とも20代・30代の方  

     Bコース 男女とも40代・50代の方  

◇参加費 男性4,000円 女性2,000円 
 
◆定員 各会場・コースとも20名程度 

◆申込開始 随時 

◆その他 参加費は全て当日徴収 
 

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

自動車税の納税は口座振替で 
 

 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。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金融機関への

届出印をご持参の上、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 

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。 

 農林業を営んでいる皆さまへ統計調査員がうか 

がいますので、調査にご協力をお願いします。 

 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 

「吉田用水と太田沼の開発」講演会開催 
 
吉田用水路は、途中に点在する中小の沼を繋ぐよう

な形でつくられています。今回は、その沼の１つであ

る太田沼がどのようにして開発・維持されてきたの

か、村岡村新田を例に挙げながら講演を行います。 
 
◆日時 ２月７日(土) 午後２時～３時30分 

◆場所 八千代町中央公民館３階 大会議室 

◆講師 小野崎 克巳 氏 

    (吉田用水三百年史編さん委員会専門委員) 
 

問 吉田用水土地改良区 
   48-0029 Fax48-0465 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 
◆日時 ２月27日(金)午後１時～２時30分 

◆場所 JA常総ひかり大宝支店 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142  

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と 

 ビジネスマナー｣開催 
 
明るい第一印象で好感度をアップしましょう。 

 
◆日時 ３月１日(日)午後１時30分～４時 

◆場所 土浦市亀城プラザ 第２会議室 

029-824-3121 
◆定員 20名(定員になり次第締切) 

※託児あり。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 

『嘱託職員』募集 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 申 市学校教育課 44-0740 

募集職種 給食調理員(嘱託職員) 
募集人員 １名 
業務内容 学校給食調理業務 

応募資格等 
健康に自信のある人、栄養士または調理

師の免許があれば、なお可 
勤務地 市内小中学校 

勤務時間 
1日6時間 週30時間勤務 
午前9時～午後4時 (昼休み60分) 
※８月は勤務日数に変動あり 

賃金等 

月額賃金制 
基本賃金 136,400円(上限) 
※年齢により異なる 
※８月は半額支給(勤務日数の半減に 

 より) 
賞与・通勤手当の制度あり 
社会保険・雇用保険加入 

提出書類 
履歴書(栄養士または調理師免許を持っ

ている人はその写し) 

雇用期間 

平成27年4月1日～平成28年3月31日  
※更新は3年まで。ただし有資格者につ 

 いては、勤務状況によりその後の更新 

 あり 

試験内容 
  

面接  
日時 2月24日(火)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) 

提出先 
市役所千代川庁舎 １階 学校教育課 

※提出書類を持参 

茨城県の特定最低賃金改定について 
～もうチェックした？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。 
 

◆効力発生日 平成26年12月31日 

①鉄鋼業：時給額834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：時給額811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： 

 時給額806円 

④各種商品小売業：時給額780円 
 

問 茨城労働局労働基準部賃金室  

   029-224-6216 
   筑西労働基準監督署 22-4564  

｢たばこに関する地域研修会｣開催 
 

たばこが原因のがんや病気、いくつご存知ですか。

たばこの危険性・ほかの病気との関連性を改めて学ん

でみませんか。 
 
◆日時 2月19日(木)午後１時30分～４時 

◆場所 下妻市立下妻公民館 

◆対象 禁煙を目指している方 

◆内容 ①講演 ｢たばこというドラッグがもたらす 

        もの｣～喫煙習慣の本質を語ろう～ 

     平間病院 院長 平間 敬文 医師 

②事例発表 禁煙に対する取り組みについて  

 ・下妻市役所 保健センター 

     ・三菱マテリアル株式会社 

     ・茨城県常総薬剤師会 

◆申込期限 2月10日(火)まで 
 

問 申 茨城県常総保健所 健康指導課 

     0297-22-1351  
     Fax0297-22-8855 

案 内 

案 内 

案 内 募 集 下妻市公共下水道事業認可変更案の 

縦覧について 
   
現在市では、市下水道認可の変更を進めてお

り、認可変更案の縦覧を行います。認可変更案へ

の意見がある場合、意見書の提出ができます。 
 
◆事業名称 

 ・鬼怒小貝流域下水道関連下妻市公共下水道事 

  業計画 

 ・下妻都市計画下妻市公共下水道事業計画 

◆縦覧期間 １月28日(水)～２月17日(火) 

      ※土日祝日を除く    

◆縦覧場所 市役所上下水道課[砂沼浄水場内] 
  

問 市上下水道課 44-5311 

『嘱託職員』募集 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 下妻地方広域事務組合事務局 45-0611 

募集職種 一般事務(嘱託職員) 
募集人員 １名 

応募資格等 パソコン(ワード・エクセル)のできる人 
勤務地 下妻地方広域事務組合施設 

勤務時間等 
月～金曜日(施設の勤務形態により変動あり) 
午前８時30分～午後５時15分 

(昼休み60分) 

賃金等 
月額基本賃金 176,200円(賞与あり) 
※年齢により異なる。 

 社会保険・雇用保険加入 
通勤手当 2㎞以上2,000円 

雇用期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日 

募集期間 ２月27日(金)まで 

試験内容 面接(日時については、後日連絡) 
提出書類 履歴書 

提出先 下妻地方広域事務組合 事務局 総務係 

mailto:info@bell-support.net
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資源ごみの分別について 
 

平成26年10～11月に家庭から出されるごみが

どの程度分別されているかを調査したところ、可

燃・不燃ごみの約30％がリサイクル可能な資源ご

みであるという結果となりました。 

 更なるリサイクルの推進のため、｢ごみ分別辞典｣

を参考に資源ごみの分別にご協力をお願いします。 
 

問 市生活環境課 43-8289  

ふるさと博物館開館カレンダー/２月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※２月12日(木)は臨時休館日 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

日 月 火 水 木 金 土 

１ 
２ 
休館 

３ ４ ５ ６ ７ 

８ 
９ 
休館 

10 11 12 
休館 

13 14 

15 16 
休館 

17 18 19 20 21 

22 23 
休館 

24 25 26 27 28 

市立図書館 おはなし会/２月 
 

【おはなしの花たば】 

 ◇日時 ２月14日(土) 

     午前10時30分～11時30分 

午後２時～３時 

【あかちゃんのためのおはなし会】 

 ◇日時 ２月18日(水) 

     午前11時～11時30分 

 ◇対象 0～2歳児(保護者同伴) 

【にちようびのおはなし会】 

◇日時 ２月22日(日) 

    午前10時30分～11時30分 
 
◆場所 市立図書館 児童室(おはなしコーナー) 

◎参加は自由です。お気軽にお越しください。 
 

問 市立図書館 43-8811 

｢公民館まつり｣開催 
 
市内の公民館・市民センターで学習・活動している受講生・クラブ員の方々の合同による成果発表の場として

｢公民館まつり｣を開催します。 
 
◆日時 ２月21日(土)、22日(日)午前９時～午後４時 

◆会場 千代川公民館(千代川庁舎敷地内) ※入場無料 

◆内容  

≪発表部門≫ ２月22日(日)午前10時～ 

リトミック、合唱、オカリナ、ソーラン、ダンス(フラ・タップ・社交・ストリート＆ジャズ)、フラメンコ等 

≪展示部門≫ ２月21日(土)、22日(日) 午前９時～午後４時 

 おりがみ、草木染め、木目込、押し花、俳句、日本画、墨絵、絵画、陶芸、写真、筆ペン、フラワーアレンジ 

 ちぎり絵、エコ、絵手紙、パッチワーク、生花、つるし雛、手編み、カルトナージュ等     

≪体験部門≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇材料費 各教室の材料代は当日徴収 ◇対象者 市内在住・在勤、在学の方 ※月曜日・祝日は休館日 
 

問 千代川公民館 44-3141 

教室名 体験できる日時 場所 内容 定員 材料費 申し込み 

筆ペン習字 
21日 

午前10時～午後４時 
小会議室 

のし紙 

のし袋表書き 
制限なし なし 当日 

カルトナージュ 
21日、22日 

午前10時～午後３時 
和室 しおり 

材料なくな

り次第 
なし 当日 

手編み 
21日・22日 

午前10時～午後３時 
レスト 

ハウス 
マフラー 

材料なくな

り次第 
100円～

300円 
当日 

おりがみ 
21日・22日 

午前10時～午後３時 
研修室 ひなまつり 

材料なくな

り次第 
なし 当日 

※男の料理 
21日 

午前10時～午後１時 
調理室 

タンドリー 

チキン 
20名 500円 事前予約 

男の料理は、事前予約が必要です。申し込み 下妻公民館(43－7370) 申込期間 2/5(木)～15(日) 

簡単お菓子作り 
22日 

午前10時～正午 
調理室 ホイル焼菓子 25名 200円 当日 

市立図書館 開館カレンダー/２月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※２月11日(祝)は午前９時～午後５時まで開館 

※２月25日(水)は館内整理日のため休館 
 
※休館日でも図書のご返却のみの場合は、返却ポスト 

 を利用可能。ただし、CDやDVD等AV資料の返却 

 がある場合は、返却ポストは利用不可。開館日に直 

 接カウンターへ持参 
 
【図書館公式HP】 

 http://www.lib.shimotsuma.ibaraki.jp/ 

【図書館公式twitterアカウント】   

 @shimotsuma_lib 

 

問 市立図書館 43-8811 

日 月 火 水 木 金 土 

１ 
２ 
休館 

３ ４ ５ ６ ７ 

８ 
９ 
休館 

10 11 12 13 14 

15 16 
休館 

17 18 19 20 21 

22 23 
休館 

24 25 
休館 

26 27 28 

市立図書館 映画会/２月 
 

《ライブラリーシアター》 

◇日時 ２月13日(金)午後２時～ 

◇上映作品 家で死ぬということ 

      (2012年/日本/98分) 

◇内容 世界遺産・岐阜県白川村を舞台に、高橋克 

    典が介護に挑む！ 
  
《子ども映画会》   

 ◇日時 ２月15日(日)午後２時～ 

 ◇上映作品 アニメ マダガスカル 

       (日本語吹き替え版)/86分 
  
◆場所 共に 市立図書館 ２階映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

公共下水道工事について 
 
原・羽子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、片側交互通行の交通規制を行い

ますので、ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 ３月下旬まで 

◆工事内容 公共下水道本管および取出管布設工事 

◆工事場所 原・羽子 地内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 市上下水道課 44-5311  

案 内 

案 内 

地質調査にご協力ください 
 
 調査期間中は、調査箇所の全面通行止め等の交

通規制を行いますので、ご協力をお願いします。 

  

◆調査期間 １月下旬～２月下旬 

◆調査箇所 図のとおり(砂沼新田地内) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市都市整備課 45-8128 

砂沼 

国道125号 

http://www.lib.shimotsuma.ibaraki.jp/

