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しもつま 広
報 

『春休み 1日図書館員』募集 
  

市立図書館では、｢春休み 1日図書館員｣を募集しま

す。図書館員だけが入れる書庫や本の貸出だけでない

図書館の裏側のお仕事を体験してみませんか。 
 

◆日時 ３月25日(金)、29日(火)、31日(木) 

    各日とも午後1時～4時 

◆定員 各日４人(申し込み多数の場合は抽選) 

◆対象 市内在住・在学の小学４～６年生 

◆内容 本の貸出・書庫の見学・調べものクイズなど 

◆申込方法 ３月10日(木)までに電話または市立図 

       書館窓口で申し込み 
 

問 申 市立図書館 43-8811 

住民票・印鑑登録証明書の発行停止 
 
 住民基本台帳システムの改修作業のため、住民票

の写しおよび、印鑑登録証明書の発行業務を終日停

止します。ご理解ご協力をお願いします。 
 
◆業務休止日 ３月12日(土)、13日(日) 

 

問 市民課 43-8196 

｢図書館へ行こう！｣開催 
 
 市立図書館では、下妻母親クラブとの共催により、

子どもたち(未就学児)とその保護者の方を対象にした

催し物、｢図書館へ行こう！｣を開催します。 

事前申込は不要です。お気軽にご参加ください。 
 
◆日時 ２月18日(木)午前10時30分～11時30分 

◆場所 市立図書館 ２階 集会室 

◆内容 絵本の読み聞かせ講習会 

    読み聞かせに興味のある方を対象 

            に幼稚園や小学校で行う、実践的 

            な読み聞かせ講習会を開催します。 

    初心者でも分かりやすい内容の講 

            習会を予定しています。 

    ※都合により内容が変更になるこ 

     とがあります 

◆講師 図書館ボランティア、図書館職員  
 

問 市立図書館 43-8811 

下妻駅西口広場花壇整備工事に 

ご協力を 
 

下妻駅西口広場内で花壇整備工事を実施します。

ご理解ご協力をお願いします。 
 
◆工事予定期間 ２月上旬～３月下旬 

◆工事箇所       下妻駅西口広場内 
 

問 市都市整備課 43-8356 

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「廃棄物の処理および清掃に

関する法律」で一部の例外を除いて禁じられてお

り、罰則規定(５年以下の懲役または1,000万円以 

下の罰金)があります。 
 

【野焼きの問題点】 

・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、ご近所の方の生活環境や健康を損なうことが 

 あります。 
 
【市民の皆さまへのお願い】 

・ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却炉による 

 焼却もやめてください。 

・家庭から出るごみは市指定のごみ袋に入れ、各地 

 区の集積所に出すか、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、若 

 しくは産業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 43-8234 

子どもに関する手続きに 

個人番号(マイナンバー)が 

必要になりました 
 

マイナンバー制度開始に伴い、児童手当・児童扶

養手当・保育所などの申込手続きに個人番号の記入

欄が追加され、以下の書類も必要になりました。 

申請の際は、なりすましなどの不正を防止するた

め申請者(もしくは代理人)の本人確認を行いますの

で、確認書類の提示をお願いします。 
 
◆申請者本人が申請する場合 

 ◇申請者の身元確認書類 

  (運転免許証、パスポートなど) 

 ◇申請者、配偶者の個人番号確認書類 

  (通知カード、個人番号カードなど) 

◆代理人(申請者以外)の方が申請される場合 

 ◇委任状 

 ◇代理人の身元確認書類 

  (運転免許証、パスポートなど) 

 ◇申請者、配偶者の個人番号確認書類 

  (通知カード、個人番号カードなど) 
 

問 市子育て支援課 45-8120 

「砂沼をきれいにする運動」に参加しましょう 
 
市民の憩いの場、砂沼の清掃を行います。 

「下妻のシンボルである砂沼」をきれいに保つため、 

ボランティア活動として皆さんの積極的な参加をお願い 

します。  

◆日時 ３月13日(日)午前８時～９時 

            ※小雨決行、雨天中止 

    ※午前７時に防災無線で放送 

◆内容 砂沼周辺のごみ収集 

◆注意点 

◇収集したごみは絶対に燃やさず、決められた集積所に 

 出してください。 

◇ビンのかけらなどでケガをしないようにしてください。 

◇沼内のごみは、危険ですので取らないでください。 

(専門業者にお願いしています) 

◇清掃用具、軍手などは、各自でご用意ください。 

◇図面の●印の所にごみ袋を用意します。袋に書いて 

 あるとおり、可燃物、不燃物に分けて袋に入れてくだ 

 さい。 

★印の所がごみ集積所になります。 

これ以外の場所は車が入れません。ご協力ください。 

 

問 市生涯学習課 45-8995 

双瀬橋修繕工事にご協力を 
 
 桐ヶ瀬地内の双瀬橋において修繕工事を実施します。 

 工事期間中は、片側通行止などの交通規制を行うこと

があります。ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 2月上旬～3月(予定) 

◆工事内容 塗装工および仮設工 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
問 市建設課 45-8125 

桐ケ瀬 

上
妻
観
音 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 
 切れる包丁で楽しい料理をしましょう。 
 
◆日時 ２月26日(金)午後１時～３時 

◆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 

 



特別弔慰金の請求を受け付けています 
 
 戦後70周年にあたり、今日の我が国の平和と繁

栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいた

し、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者な

どのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するもの

です。 

 第十回特別弔慰金は、ご遺族に一層の弔慰の意を

表すため、償還額を年５万円に増額するとともに、

５年ごとに国債を交付することとしています。 
 
◆支給対象者 

 戦没者などの死亡当時のご遺族や平成27年４月 

  １日(基準日)において、｢恩給法による公務扶助料｣ 

  や｢戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金｣ 

  などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない 

  場合に、次の順番による先順位のご遺族一人に支 

  給。 

 １．平成27年４月１日までに戦傷病者戦没者遺 

         族等援護法による弔慰金の受給権を取得した 

         方 

 ２．戦没者等の子 

 ３．戦没者等の 

   ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹 

   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有してい 

    ること等の要件を満たしているかどうかに 

            より、順番が入れ替わります。 

 ４．上記①～③以外の戦没者等の三親等内の親族   

   (甥、姪など) 

   ※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の 

    生計関係を有していた方に限ります。 

◆支給内容 額面25万円、５年償還の記名国債 

◆請求期間  

   平成27年４月１日～平成30年３月31日 

 (請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けるこ 

    とができなくなりますので、ご注意ください) 

◆請求窓口 お住まいの市区町村の援護担当課 
 

問 市介護保険課 45-8123 

事業所から出るごみの処分 
 

事業所とは、規模や業種を問わず、あらゆる

事業活動を行っているところを言います。 

また、商店や会社、事務所などの営利を目的

とするところだけでなく、病院や学校、社会福

祉施設などの公共サービスを行っているところ

も含みます。 

事業所から排出される書類などの紙くずやダ

ンボール、飲食店からの残飯、小売店からの野

菜くずなどはごみ集積所に出すことは出来ませ

ん。 

クリーンポート・きぬに持ち込むか、市が許

可した一般廃棄物収集運搬業者に運搬を委託し

て処理してください。 
 

問 市生活環境課 43-8289 

身体障害児者生活相談 

補装具巡回相談 
 
 身体障害者相談員が身体障害児者の生活等全般の

相談に応じます。 

 また、補装具(補聴器・義肢・装具など)の巡回相

談も受け付けますので、お気軽にお越しください。 
 
◆日時 ３月１日(火)午後１時～３時 

◆場所 市役所 第二庁舎３階 中会議室 
 

問 市福祉課 43-8352 

水道管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。早めの凍結

防止対策をお願いします。 
 
《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》 

 ◆｢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  

      など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 

       チロールなどでも代用できます) 

   ◆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、タオルなどをかぶ 

  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。 

   ◆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 

『いのちの電話第３２期相談員』募集 
 
 いのちの電話は、自殺予防を主な目的とし、｢電話｣

という手段で対話をするボランティア活動です。あな

たもボランティア相談員になって、いのちの電話の活

動に参加しませんか。 
 
◆応募期間 ２月１日(月)～５月９日(月) 

◆応募資格  

   ①いのちの電話の趣旨に賛同し、24時間受信体制 

  での活動に積極的に参加できる人  

 ②年齢23～63歳の人 

 ③所定の研修に必ず参加できる人 

◆必要書類 事務局までお問い合わせください 

◆募集人数 40人程度 

◆研修期間 ６月～平成30年３月 

◆研修場所 つくば市内(一部、水戸市) 
 

問 申 社会福祉法人 茨城いのちの電話 事務局 

     029-852-8505(つくば) 

     Fax029-852-8355 

               (月～金 午前９時～午後５時) 

     029-244-4722(水戸) 

     Fax029-350-1055 

     (月～金 午後１時～５時) 

自殺予防対策のための研修会 

｢子どもの思春期、大人の思秋期 

-イマドキの生きづらさを考えるー｣ 
 
◆日時 3月6日(日)午前10時30分～午後０時30 

    分(開場 午前10時) 

◆講師 島根大学教育学部教授 岩宮 恵子 氏 

◆場所 筑波銀行つくば営業部10階大会議室 

            [つくば市竹園１丁目７] 

◆定員 300人 ※先着順(入場無料) 

◆申込方法  

   往復はがきに参加人数を明記し、返信用はがきに 

   住所・氏名を記載して下記までに申し込みくださ 

   い。 

   〒305-8691 

   [茨城県筑波学園郵便局 私書箱60号] 

    茨城いのちの電話 

◆申込締切 2月19日(金) 
 

問  茨城いのちの電話事務局 

029-852-8505(つくば) 

   (平日 午前９時～午後５時) 

     029-244-4722(水戸) 

            (平日 午後１時～５時) スプレー缶・カセットボンベの出し方に

ご注意ください 
 
 スプレー缶・カセットボンベの誤った排出方

法が原因による収集車の火災が発生していま

す。中身が残ったまま出してしまうと、収集車

の中で圧縮されたときに可燃性の高いガスが漏

れ出し、ごみ同士の摩擦などにより火災が発生

する恐れがあります。 

大変危険ですので、次のとおり安全な出し方

にご協力をお願いします。なお、「不燃ごみ」

となりますので、コンテナには入れないでくだ

さい。 
 
【スプレー缶】 

 風通しが良く、火の気のない屋外で｢シュー｣ 

 という音がしなくなるまで噴射ボタンなどを 

 押し、ガスを出し切り穴を空ける。(缶の中 

 のガスを抜くための装置(中身排出機構)がつ 

 いている場合があります) 
 
【カセットボンベ】 

 中身が残っている場合、振ると「シャカシャ  

 カ」と音がします。カセットコンロでお湯を 

 沸かすなどして使い切ってください。どうし 

 ても使い切れないときは、風通しが良く、火 

 の気のない屋外で中身を出し切り穴を空け 

 る。 

 

問 市生活環境課 43-8289 



広報「しもつま」 

『わがやのにんきもの』 

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 

◎詳細は、お問い合わせください。 
 

問 申 市秘書課 43-2112 

東日本大震災に係る被災者生活再建支援金

の申請期間が延長されました 
 

東日本大震災において、｢全壊｣｢半壊｣｢大規模半壊｣の罹

災証明を受けた皆さまにお知らせします。このたび、被災

者生活再建支援金の申請期間が、平成29年4月10日まで

再延長となりました。 

支援金は被災者生活再建支援制度によるもので、この制

度は、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯

に支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。 

 支援金は、｢基礎支援金｣として全壊世帯・解体世帯およ

び長期避難世帯に100万円、大規模半壊世帯に50万円が

支給され、この額に「加算支援金」として住宅を建設・購

入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借

する場合は50万円がそれぞれ加算される仕組み(金額はい

ずれも世帯人数が複数の場合、単数世帯は各3/4相当の金

額)となります。 

 詳しくは、市役所福祉課までお問い合わせください。 
  

問 市福祉課 43-8249 
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みんなであそぼう 

～遊びの広場を実施します～ 
 

 子育て真っ最中のみなさん。いつもどこでお子

さんを遊ばせていますか。 

 子育てって難しい。こんな時どうするの、な 

ど、子育てしていて困ったことはありませんか。 

 身近にちょっとしたことを聞けるお友達や先輩

ママがいたらいいのに。と思ったことありません

か。そんなことをいっぺんに解決しちゃう広場に

来てみませんか。 

 みんなでわいわい楽しく過ごしましょう。 
 
◆日時 ３月３日(木)午前10時30分～正午 
    (受付 10時15分～10時30分) 
◆場所 下妻保健センター 
◆参加費 無料 
◆内容  
 ◇作ってあそぼうコーナー 
 ◇ぴよぴよコーナー(０歳～１歳児向けの遊び) 
  歌遊び、手遊び、読み聞かせなど 
 ◇のびのびコーナー(２歳～就園前向けの遊び) 
  体を使った遊び 
 ◇育児・栄養相談コーナー 
   
問 市保健センター 43-1990 

｢地域包括ケアシステム作りに向けた講演会｣

開催 
いつまでも住み慣れた地域で安心した暮らしを続けるために 
  

国は、いつまでも住み慣れた地域で、自分らしい暮らし

を人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・

予防・住まい・生活支援サービスなど地域の包括的な支

援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推

進しています。 

 ｢私たちがいつまでも幸せに暮らし続けるためにできる

ことは何か｣｢幸せな街・下妻市とはどのような姿か｣皆さ

んで一緒に考えてみませんか。 
 

◆日時 3月13日(日)午後1時30分～3時30分 

    (開場 午後1時～) 

◆場所 千代川公民館 ホール 

◆参加費 無料   

◆内容 ｢地域包括ケアとこれからの下妻市民の幸せ装置｣ 

    〈講師〉茨城大学社会連携センター 准教授  

                長谷川 幸介 氏 
 

問 市介護保険課 43-8264 

男女共同参画推進事業 

｢パパとクッキング！～おやつの時間で

すよ♡簡単おかし作り～｣ 
 
◆日時 ３月５日(土)(受付 午前９時～) 

            午前９時30分～午後１時 

◆場所 千代川公民館 調理実習室 

            レストハウス 

◆対象 市内在住の小学生とその男性保護者  

  12組 ※申込多数の場合は抽選 

◆参加費 １組700円 

               (お子さん2人目からは別途100円) 

◆メニュー キャロットケーキと季節のゼリー 

◆申込期限 ２月25日(木) 
 

問 申 市民協働課 43-2114 

確定申告など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。 

 介護保険の要介護など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、尿失禁の有無など)を確認した書類｣でも認めています。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。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 市役所 第二庁舎2階 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  43-8338  ｢税控除関係｣：市税務課  43-8192    

確定申告などの際の障害者控除対象者の認定書を交付します 
 
年齢65歳以上の方で、精神または身体に障害のある方については、障害者手帳など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などの認定を受ければ、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、介護保険の要介護などの認定を受けている方については、その調査記録など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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆認定基準日 所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介

護認定結果の「認定調査票」または｢主治医意見書｣をもとに認定します。 

◆受付 市役所 第二庁舎2階 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 43-8338  ｢税控除関係｣：市税務課 43-8192    

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。 

高道祖地区排水処理施設使用料(後期分)の

期限内の納入をお願いします 
  

２月29日(月)は高道祖排水処理施設使用料(後期分)の

納期限ですので、期限内の納入をお願いします。口座振

替の場合は、事前の預金残高のご確認をお願いします。 
 
◆納入場所 納入通知書記載の金融機関 

                  市役所 本庁舎１階 会計課 

      市役所 千代川庁舎１階 くらしの窓口課 

 
問 市農政課 45-8992 



『シルバーリハビリ体操指導士 

３級養成講習会』受講者募集 
 
◆申込資格 60歳以上の茨城県民で、受講後に地域でボラ 

      ンティア活動ができる、常勤の職についてい 

      ない方(50歳以上の方も申し込み可、60歳以 

      上の方優先) 

◆講習会日程 全コースとも6日間  

       午前10時～午後3時45分 

       初日と2日目は午前９時45分開講 

       6日間の全日程に必ずご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆場所 茨城県立健康プラザ[水戸市笠原町993-2] 

◆受講料 無料(交通費、昼食代は各自負担) 

◆申込方法 往復ハガキにて申し込み 

【返信はがき表面】申込者の住所、氏名を記入 

【往信はがき裏面】①住所・郵便番号②氏名・ふりがな③ 

 性別④生年月日、平成28年4月1日時点の年齢⑤電話番 

 号⑥受講できるコース名(第1～第3希望)を記入 
 

問 申 茨城県立健康プラザ 介護予防推進部   

      029-243-4217 

     [〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2] 

開催日 応募締切 決定通知 コース 

4月5日(火)8日(金)12日(火) 

19日(火)22日(金)26日(火) 

 
 
3月10日(木) 

 
 
3月22日(火) 
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4月7日(木)11日(月)14日(木)

21日(木)25日(月)28日(木) 

 
151 

5月12日(木)16日(月)19日(木)

23日(月)26日(木)30日(月) 

 
4月18日(月) 

 
4月28日(木) 

 
152 

6月2日(木)6日(月)13日(月) 

16日(木)20日(月)23日(木) 

 
5月9日(月) 

 
5月19日(木) 

 
154 

6月27日(月)7月4日(月)7日(木)

11日(月)14日(木)21日(木) 

 
6月2日(木) 

 
6月13日(月) 
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『硬式テニス教室受講生』募集 

(親子・一般初級・一般中上級コース) 
 

あなたも硬式テニスを始めてみませんか。 

砂沼広域公園ではテニス未経験の親子や、初

級、中上級の方まで参加できる教室を用意しまし

た。気軽に参加できます。 
 

◆開催期日  

 毎週日曜日(平成28年４月～平成29年３月) 

   ※８月14日、１月１日、および砂沼広域公園 

      が指定する大会や催事等の開催日を除く) 

◆開催場所 砂沼広域公園テニスコート 

◆コース  

   ◇親子(小学生)コース  

  午前９時～10時 

 ◇一般初級コース  

  午前10時15分～11時15分 

 ◇一般中・上級コース  

  午前11時30分～午後０時30分 

  (中学生・高校生は一般の各コースへ) 

 ◇７月～８月は親子  

  午後5時～６時、 

 ◇一般初級       

  午後６時15分～７時15分、 

 ◇一般中・上級  

  午後７時30分～８時30分 

◆月会費  

 小学生・中学生 2,000円(１か月あたり) 

 高校生・一般    4,000円(１か月あたり) 

 ※別途、スポーツ安全保険に加入 

  年間小・中学生800円、高校生以1,850円 

◆募集人数 各コース定員８人 

      (定員を超えた場合抽選) 

◆講師 公認指導員 

◆その他  

 ◇会費は毎月初回の教室日に月会費を納入 

 ◇雨天時は中止  

      ※中止の場合、１回あたり小中学生250 

         円、一般500円を返金) 

 ◇欠員が有る場合は途中入会も可能です。 

 ◇最少定員(４人)に満たない場合は中止または 

      コースを統合する場合あり 

 ◇ボールは用意しますが、ラケットは各自で 

  用意してください。 

  数に限りがございますが、砂沼広域公園のレ 

  ンタルラケット(200円／回)も利用できま 

  す。 

◆申込期限 ３月10日(木)まで 
  

問  申 砂沼広域公園管理事務所  

              43-6661  Fax43-6663 

             [〒304-0056 下妻市長塚乙４－１] 

『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。 
 

◆日時  

   第１回   ３月25日(金)スプリング・ガーデン 

   第２回 ４月15日(金)ハッピー・マザーズデー  

 第３回 ５月13日(金)グレイスフル 

 第４回 ６月10日(金)リラックス・サマー 

      午前の部 午前10時～正午 

      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人(先着順) 

◆受講料  １受講につき2,500円(材料費含む) 

◆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 

結婚相談のボランティア 

『マリッジサポーター』募集 
 

マリッジサポーターは若者の出会いの相談や仲介、いば

らき出会いサポートセンターのPRなどのボランティア活動

を行っております。 
 
◆応募条件 県内に在住する満20歳以上の方 

◆活動期間 ２年間(更新可能) 

◆申込方法 郵送またはFAXにてお申込みください。申込

書はマリッジサポーターのホームページから

ダウンロードできます ※申し込み随時受付 
 

問 申 茨城県 保健福祉部 子ども家庭課少子化対策室  

     029-301-3261 Fax029-301-3269  

[茨城県水戸市笠原町978番６] 

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

marriage02/  

求職中の方へ 
 

求職中の方のために、就職相談・キャリアコンサ

ルティングから就職紹介まで、一貫したサービスを

提供しています。 

また、事業所からの求人申込(求人情報)を随時受

け付け、利用者に提供するほか、ホームページで広

く公開しています。 
 
◆内容  

 職業紹介および内職斡旋・就職情報の提供・ 

   キャリアカウンセリングおよび職業適性診断 

   就職支援セミナーの実施・求人受付 など 

◆開設時間  ※月～金曜日午前9時～午後4時 

                   祝日、国民休日、年末年始を除く 
 

問 いばらき就職支援センター 県西地区センター   

       22-0163 23-3811 

新しい出会いを探してみませんか 
 
 <つくば会場>  
 ◇日時 ３月９日(水)午後７時～９時 
               (受付 午後６時30分～) 
 ◇場所 つくば市 つくば山水亭 
 ◇対象 独身男女 30代・40代の方 各15人程度 
          ※20代女性も参加可能 
 ◇参加費 男性3,000円 女性2,000円 
   <古河会場>  
 ◇日時 ３月12日(土)午後１時30分～４時30分 
               (受付 午後１時～) 
 ◇場所 古河市 とねミドリ館 
 ◇対象 Aコース 独身男女  
                             42歳以下の方 各20人程度 
          ※20代女性も参加可能 
       Bコース 独身男女  
                             42歳以上の方 各15人程度 
 ◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
   <つくば会場>  
 ◇日時 ３月26日(土)午後１時30分～４時30分 
               (受付 午後１時～)  
 ◇場所 つくば市 ホテルベストランド 
 ◇対象 独身男女 20代・30代の方 各15人程度 
 ◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
 
◆申込開始 随時 
◆後援 いばらき出会いサポートセンター 
 
問 申 NPO法人ベル・サポート(月曜休) 
               0280-87-7085  

E-mail info@bell-support.net 

｢ときめき婚活パーティーと 

笠間焼絵付体験｣開催 
 
◆日時 ３月13日(日)午後１時20分～４時30分 

            (受付 午後０時50分～) 

◆場所 笠間工芸の丘(笠間芸術森公園) 

◆対象者 40歳以下の独身男・女各16人 

◆参加費 男性6,000円 女性2,000円  

◆申込 先着順 
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ  

     25-2678  

     [筑西市稲野辺568-5] 

就職を目指す方へ  

『職業訓練受講者』募集 
 
◆対象 就職に必要な技能・技術を身につけたい方 

◆コース テクニカルオペレーション科(CAD/NC 

               コース)、電気設備技術科、工場管理技術 

               科(電気保全)、プログラム開発技術科 

◆期間 ４月４日(月)～９月29日(木) 

◆場所 ポリテクセンター茨城 

            [常総市水海道高野町591] 

◆受講料 無料(テキスト代実費) 

◆託児 託児ご希望の方は、受講中は無料(食費等は 

            実費)で周辺の託児施設にお子さまを預ける 

            ことができます。 

◆申込 ２月15日(月)までに住所または居所を管轄 

    するハローワークへ ※定員に満たない場合 

    は二次募集の可能性あり 
 

問 ポリテクセンター茨城 0297-22-8845 

http://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/marriage02/
http://www.kids.pref.ibaraki.jp/kids/marriage02/


募集職種 幼稚園教諭 

(嘱託職員) 
幼稚園教諭 

(臨時職員) 
幼稚園の預かり保育担当者 

(臨時職員) 
給食調理員 

(嘱託職員) 

募集人員 １人 若干名 若干名 １人 

 
 

業務内容 

 
 

幼稚園教諭業務 

 
 

幼稚園教諭 補助業務 

幼稚園の教育時間終了後の

預かり保育業務 
長期休業中における預かり

保育業務 

 
 

学校給食調理業務 

 

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) 

幼稚園教諭免許状を有する

人、幼稚園の職務内容を理

解し積極的に保育に取り組

む熱意のある人 

 
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

尚可 

勤務地 市立幼稚園 市立幼稚園     市立幼稚園 市立小中学校 

 

 

 

勤務時間 

 

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 

 

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 

◇平日午後3時～6時 

   (3時間) 
◇夏休み・冬休み・春休み 

 などの長期休業期間 
   午前9時15分～午後6時 

   (７時間45分) 
※園の状況により変動あり 

 
午前８時30分 

～午後３時30分 

(昼休み60分) 

※勤務校により、勤務時間 

 に変動あり 

※８月は勤務日数が半分 

 

 

 

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 
社会保険加入・雇用保険加入 

 
 
時給賃金制 

時給 1,000円 
社会保険加入・雇用保険加入 
  

 
 
時給賃金制 890円 

(有資格者は1,000円) 
賞与・通勤手当なし 

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 

社会保険加入・雇用保険加入 

 

 

雇用期間 

 

平成28年4月1日 

～平成29年3月31日 

(勤務状況により更新有り) 

 

平成28年4月1日 

～平成28年９月30日 

(勤務状況により更新有り) 

 

平成28年４月１日 

～平成28年９月30日 

(勤務状況により更新有り) 

平成28年４月１日 

～平成29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 

    務状況により更新有) 

試験内容 【面接】日時：3月２日(水) 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26日(金)まで 

 
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 

履歴書、幼稚園教諭免許状

を持つ方は免許状写し 

履歴書、栄養士または調理師

免許を持つ人はその写し 

提出先 市役所 千代川庁舎１階 学校教育課 ※土日祝日を除く午前8時30分～午後5時15分の間に提出書類を持参 

臨時職員の募集 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

嘱託職員・臨時職員の募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

問  市学校教育課 44-0740 

募集職種 用務員 施設管理人(臨時職員) 

募集人員 ２人 

業務内容 施設の管理、受付業務、館内外清掃等全般 

応募資格等 健康な人、施設の受付業務・雑用務が出来る人 

勤務地 大宝公民館 
 

勤務時間 
午前８時30分～午後５時15分(昼休み60分) 

週３日勤務(休日勤務有り、交替制) 
 
 

賃金等  

時給賃金制   時間単価 850円 

賞与・通勤手当なし 

社会保険なし・雇用保険加入 
 

雇用期間 
平成28年４月１日～平成28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10日(木)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26日(金)まで 

提出書類 履歴書 

  

提出先 

千代川公民館  

※月曜・祝日を除く午前8時30分～午後5時15 

 分の間に提出書類を持参 

臨時職員の募集 
 

 

車種内容 (年)税額 旧税額 重課税率 

グリーン化特例(軽課税率)  

※平成28年度のみ 
25％ 

軽減(１) 
50％ 

軽減(２) 
75％ 

軽減(３) 

原
付 

一種(50cc以下) 2,000 -          
二種(90cc以下) 2,000 -          

二種(125cc以下) 2,400 -          

ミニカー(50cc以下) 3,700 -          

軽
自
動
車 

二輪 3,600 -          
三輪 3,900 3,100 4,600 3,000 2,000 1,000 

輪 
 

四 

乗用(自家用) 10,800 7,200 12,900 8,100 5,400 2,700 
貨物(自家用) 5,000 4,000 6,000 3,800 2,500 1,300 

乗用(営業用) 6,900 5,500 8,200 5,200 3,500 1,800 

貨物(営業用) 3,800 3,000 4,500 2,900 1,900 1,000 

ボートトレーラー 3,600 -          
二輪の小型自動車 6,000 -          

小
型
特
殊

自
動
車 

農耕 

作業車 

二輪 2,000 -          

輪四 

1,000cc以下 3,000 -          

1,000cc超え 3,900 -          
その他 5,900 -         

自動車は県内のナンバーに 
 

自動車税は県の重要な財源となっています。 

 転居などで茨城県に転入された方は，住民登録とあわせて所有される自動車について県内のナンバー(水戸・

土浦・つくば)への変更をお願いします。 
 

問 ｢登録に関する問い合わせ｣  土浦自動車検査登録事務所   050-5540-2018 

 ｢納税に関する問い合わせ｣  茨城県筑西県税事務所 24-9190 

税制改正により、平成28年度から軽自動車税が変わります 
                                     単位：円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)乗用：平成17年排出ガス基準75％低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車 

     貨物用：平成17年排出ガス基準75％低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15％達成車 

(２)乗用：平成17年排出ガス基準75％低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20％達成車 

   貨物用：平成17年排出ガス基準75％低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35％達成車 

(３)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10％低減) 

※(１)・(２)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります 

※(１)・(２)・(３)すべて、平成27年4月1日～平成28年3月31日までに新車新規登録された軽自動車で上記の 

 基準を満たす車両に限り、適用されます。 

◆年税額：軽自動車は、平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両 

◆旧税額：平成27年3月31日までに新車新規登録し、登録後13年経過していない車両 

◆重課税率：4月1日を基準とし、新車新規登録から13年経過した車両 

※４月１日登録車両はその年度から課税となります 
 

問 市税務課 43-2294 
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しもつま 広
報 

問 千代川公民館 44-3141 

募集職種 学校安全環境整備員(臨時職員) 

募集人員 若干名 
 

業務内容 
学校の環境整備、児童生徒の安全確保、 

教職員の業務補助 

応募資格等 普通運転免許を有する人、健康に自信のある人 

勤務地 市内いずれかの小中学校(複数校兼任あり) 
 

勤務時間 
午前８時～午後４時45分(昼休み60分) 

※勤務地により変更あり 

 

賃金等 
時給賃金制 時間単価  850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28年４月１日～平成28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２日(水)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26日(金)まで 
提出書類 履歴書 

 

提出先 
市役所 千代川庁舎１階 学校教育課 

※土日祝日を除く午前8時30分～午後5時15分  

 の間に提出書類を持参 
 
問  市学校教育課 44-0740 



嘱託職員の募集 
 募集職種 一般事務(嘱託職員) 一般事務(嘱託職員) 一般事務(嘱託職員) 一般事務(嘱託職員) 保育士(嘱託職員) 主任介護支援専門員(嘱託職員) 社会福祉士(嘱託職員) 

募集人員 1人 1人 1人 1人 1人 2人 1人 

業務内容 

 
窓口収納の入金処理、調査資料の

電算入力、その他業務の事務補助

等 

 
窓口業務・電話応対 
指定ごみ袋やごみ集積所等に関す

る書類の作成・管理業務等 

 

窓口業務・電話応対 
機構集積協力金等に関する業務 

各種講座および貸出施設の受付業

務 
各種講座開催に係る業務や施設 
管理に係る業務等 

 

保育業務 
高齢者の総合相談支援、包括的・

継続的ケアマネジメントおよび介

護予防ケアマネジメント業務等 

高齢者の総合相談支援および権利

擁護業務、包括的・継続的ケアマ

ネジメント業務、介護予防ケアマ

ネジメント業務等 

応募資格等 

 

 

・パソコン操作のできる人 
(Word、Excel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) 

・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) 

・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) 

・普通運転免許を有する人 

 

 

 

・保育士資格を有する人 
  

・主任介護支援専門員(または介護

支援専門員として5 年以上の経

験があり、主任介護支援専門員

研修の受講予定のある人) 
・パソコン操作のできる人 

(Word、Excel等) 
・普通運転免許を有する人 

 
 
・社会福祉士 
・パソコン操作のできる人 

(Word、Excel等) 
・普通運転免許を有する人 

勤務地 収納課 生活環境課 農政課 働く婦人の家 下妻保育園またはきぬ保育園 介護保険課(地域包括支援センター) 介護保険課(地域包括支援センター) 

勤務時間 

 
午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み60分) 

 
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) 

午前9時～午後4時 
午後2 時～午後9時 

※2交替制変則勤務(休憩60分) 

午前8時30分～午後5時15分 
(昼休み60分)※業務のローテー

ションにより勤務時間に変動あり 

 
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 176,200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 176,200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 176,200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136,400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) 
※年齢等により異なる 
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 244,000円 (上限) 
※年齢等により異なる 
※介護支援専門員の場合は 

 181,800円（上限） 
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 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 

雇用期間 

平成28年4月1日 

～平成29年3月31日 

(勤務状況により更新有り、 

但し雇用期間は最長3年間) 

平成28年4月1日 

～平成29年3月31日 

(勤務状況により更新有り、 

但し雇用期間は最長3年間) 

平成28年4月1日 

～平成29年3月31日 

(勤務状況により更新有り、 

但し雇用期間は最長3年間) 

平成28年4月1日 

～平成29年3月31日 

(勤務状況により更新有り、 

但し雇用期間は最長3年間) 

 
平成28年4月1日 

～平成29年3月31日 

(勤務状況により更新有り) 

 
平成28年4月1日 

～平成29年3月31日 

(勤務状況により更新有り) 

 
平成28年4月1日 

～平成29年3月31日 

(勤務状況により更新有り) 

試験内容 
  

【面接】日時：日時は別途連絡  場所：市役所 本庁舎3階 会議室   

募集期限 2月23日(火)まで   

提出書類 履歴書 履歴書・保育士証の写し 履歴書・資格を証明するものの写し 
提出先 市役所 本庁舎2階 総務課 人事係 ※土日祝日を除く午前8時30分～午後5時15分の間に提出書類を持参 

臨時職員の募集 
 

 
 
 

募集職種 一般事務 

(臨時職員) 

一般事務 

(臨時職員) 

一般事務 

(臨時職員) 

一般事務 

(臨時職員) 

不法投棄・廃棄物回収 

(臨時職員) 

保育士 

(臨時職員) 

募集人員 1人 1人 1人 1人 2人 1人 

業務内容 

収納業務の事務補助 

  

年金生活者等支援臨時給付金

に係る業務等 

観光業務および各種団体の会

計事務等 

国民健康保険・国民年金に関

する窓口業務全般 

その他事務補助 

ごみの不法投棄パトロールと

回収業務 

拠点回収庫の整理等 

 

保育業務 

応募資格等 

・パソコン操作のできる人

(Word、Excel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) 

・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) 

・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) 

・普通運転免許を有する人 

 

・普通運転免許を有する人 

  

 

・保育士資格を有する人 

  

勤務地 収納課 福祉課 産業振興課 保険年金課 生活環境課 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) 

 

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) 

 

午前9時～午後4時 

週3日勤務(昼休み60分) 

午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み60分) 

※業務のローテーションによ   

   り勤務時間に変動あり 

 
 

賃金等 

  

時給賃金制 

時間単価 850円 

賞与・通勤手当なし 

社会保険加入・雇用保険加入 

時給賃金制 

時間単価 850円 

賞与・通勤手当なし 

社会保険加入・雇用保険加入 

時給賃金制 

時間単価 850円 

賞与・通勤手当なし 

社会保険加入・雇用保険加入 

時給賃金制 

時間単価 850円 

賞与・通勤手当なし 

社会保険加入・雇用保険加入 

時給賃金制 

時間単価 850円 

賞与・通勤手当なし 

社会保険なし・雇用保険なし 

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28年4月1日 

～平成28年9月30日 

(勤務状況により更新有り、

但し雇用期間は最長1年間) 

平成28年4月1日 

～平成28年9月30日 

(勤務状況により更新有り、

但し雇用期間は最長1年間) 

平成28年4月1日 

～平成28年9月30日 

(勤務状況により更新有り、

但し雇用期間は最長1年間) 

平成28年4月1日 

～平成28年9月30日 

(勤務状況により更新有り、

但し雇用期間は最長1年間) 

平成28年4月1日 

～平成28年9月30日 

(勤務状況により更新有り、

但し雇用期間は最長1年間) 

 
平成28年4月1日 

～平成28年9月30日 

(勤務状況により更新有り) 

 
試験内容 

  
【面接】日時：日時は別途連絡  場所：市役所 本庁舎3階 会議室   

募集期限 2月23日(火)まで   

提出書類 履歴書 履歴書・保育士証の写し  

提出先 市役所 本庁舎2階 総務課 人事係 ※土日祝日を除く午前8時30分～午後5時15分の間に提出書類を持参 

徴収嘱託員募集 
 

 

問 市総務課 43-2120 

募集職種 
国民健康保険税および 

市税等の徴収事務 
募集人員 1人 

応募資格等 
・徴収事務に意欲のある人 
・普通運転免許を有する人 

勤務内容 
時間 

臨戸訪問による税の徴収 
納税者と面会できる時間帯に訪問 

報酬 
基本報酬 月額80,000円 
能率報酬 徴収額の３～４％ 

嘱託期間 
平成28年4月1日 

～平成29年3月31日 

(再任制度あり) 

試験内容  

【面接】 

 日時：別途連絡  
 場所：市役所 本庁舎3階  

            会議室 
募集期限 2月23日(火)まで 
提出書類 履歴書、運転免許証の写し 

提出先 

市役所 本庁舎2階 総務課 人事係   
※土日祝日を除く 

 午前8時30分～午後5時15分  

 の間に提出書類を持参 


