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ゴーヤの苗を無料配布します 
 

市では、夏の節電対策の一環として｢緑の  

カーテン｣に取り組みます。   

ご希望の方には、ゴーヤの苗を無料で配布し

ます。 
 

◆日時 5月19日(木)  

   午後３時～５時 

   ※苗が無くなり次第終了 

◆場所 市役所 本庁舎 南側の花壇 

    ※育て方講習会の後、苗を配布します 

◆配布方法 先着順 

◆配布本数 150世帯分(1世帯当たり苗2本) 

◆協力 STOP！温暖化エコネットしもつま 

    ※住所・名前を明記の上、環境保全に  

     関するアンケートにご協力ください 
 

問 市生活環境課 43-8234 

実施機関名 
公開請求 

件数 
公開請求 

処理件数 
公開請求 

の内容 
議会 － －   

市
長
部
局 

市長公室 ２ ２ 自治会関係 
総務部 － －   

市民部 ２ １ 固定資産関係 
保健福祉部 １ １ 社会福祉関係 
経済部 － －   
建設部 － －   

会計課 － －   

小計 ５ ４   

教育委員会 １ ２ 学校関係 
選挙管理委員会 － －   

公平委員会 － －   
監査委員 － －   

農業委員会 － －   

固定資産評価 
審査委員会 

－ －   

計 ６ ６   

不服申立ての件数 －(－) 

平成２７年度  
情報公開・個人情報保護制度の実施状況 
 
 市では、公正で開かれた市政の推進と個人の権利利益

の保護に取り組んでいます。 
  
１．情報公開 
 
 (1)公開請求の状況 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
   ※｢公開請求件数｣は、提出された公開請求書の件数 

 ※｢公開請求処理件数｣は、公開請求に対する決定書の

件数 
 
(2)公開請求の処理状況 

 

 

 

 

 

 

 

(3)不服申立ての状況 

  ※( )内は前年度からの継続分で外数 

 
  
２．個人情報保護 

  個人情報保護の開示請求は、ありませんでした。 
 

問 市総務課 43-2116 

公開請求処理件数    ６ 

公開決定の件数    ４ 

部分公開決定の件数    ２ 
非公開決定の件数 

※( )内は非公開決定のうち、文書不存在 

   の件数 
－(－) 

取下げ     － 

５月29日は市民清掃デーです 
 

◆日時 ５月29日(日)午前８時～ ※小雨決行 

    荒天の場合は６月５日(日)に延期 

    防災無線により放送します。 

    ※自治区や企業の行事等により当日の

都合がつかない場合は、実施日前後

の週末などに自主的な取り組みをお

願いします 

 

◆対象ごみ 

 道路や広場に散乱している｢かん・びん・紙く 

 ず｣など 

 ※会社や店舗から出たごみ、産業廃棄物は除く 

 

◆ごみ袋の配布方法 

 ◇市民の方 

  指定ごみ袋を、自治区長を通じ各世帯に配布 

  します。 

 ◇企業の方 

  市役所生活環境課までご連絡ください。 

 

◆ごみの分別 

 燃えるごみ(紙くず等)、燃えないごみ(かん、

びん、金属、ガラスなど)に分けてください。 

 

◆ごみの収集 

 実施当日ごみの収集は行いません。 

 ※収集したごみは｢ごみ収集カレンダー｣の収集 

  日にあわせ、地域の集積所に出してください 
 

問 市生活環境課 43-8289 

｢経済センサス-活動調査｣にご協力を 
 

 総務省と経済産業省は、6月1日現在で、｢平 

成28年経済センサス‐活動調査｣を実施します。 

この調査はすべての事業所および企業が対象とな 

ります。 

 調査票は、都道府県知事が任命した統計調査員 

が訪問して直接配布するか、国が郵送します。  

 5月下旬に統計調査員が調査票の記入をお願い

に訪問した際には、調査票へのご記入、またはイ 

ンターネットでのご回答をお願いします。 

この統計調査で集められた個人情報は、統計法

に基づき、厳格に管理・保護されていますので、 

安心してご提出ください。 

 

※調査員が訪問する場合は、必ず｢調査員証｣の 

 ほか｢従事者用腕章｣を身に付けています 
 
 

問 市企画課 43-2113 

住宅リフォーム助成事業の受付終了 
 

平成28年度下妻市住宅リフォーム助成事業について

は、申請された補助金の総額が予算に達したため、受付

を終了します。 
 

問 市商工観光課 45-8993 

人権擁護委員による 

全国一斉特設人権相談の実施 
 

人権擁護委員は、人権侵犯の被害者の救済や人権相

談の実施など、地域住民の皆さんに人権について関心

を持ってもらえるようにさまざまな啓発活動を行って

います。 
 

◆日時 6月3日(金) 午前10時～午後3時 

◆場所 下妻公民館 2階 学習室 

◆人権擁護委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市福祉課  43-8246 

須藤 澄子 43-0556 
飯塚 榮子 44-1050 
内田  博 44-4271 
武井  守 43-0765 
横田 芳宏  43-2515 
藏持  薫 43-4312 
横倉 和夫 44-3349 
古澤 三枝子 43-5344 

マイナンバーの｢通知カード｣は、本人確認書類にはなりません 
 
 マイナンバーの｢通知カード｣は、本人への個人番号の通知および個人番号の確認のためのみに発行されてい

るものです。｢通知カード｣には、個人番号とともに住所・氏名・生年月日・性別(以下、基本４情報という)が

記載されていますが、法に基づく個人番号の収集制限があるため、一般的な本人確認の手続きにおいて、｢通知

カード｣を本人確認書類としてご利用はできませんので、ご注意ください。 

なお、｢マイナンバーカード(個人番号カード)｣のおもて面は、基本４情報が記載された顔写真付きの公的な

身分証明書として、一般的な本人確認の手続きにおいても、本人確認書類としてご利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

問 市民課 43-8196 

カードの種類 

通知カード マイナンバーカード(個人番号カード) 

 

本人確認書類とし

ての利用可否 
不可 おもて面のみ可 



写真展 

「各々のレンズがとらえた自然」 

押し花展「花と遊ぶ」 
 
 写真展では自然(ネイチャー)を題材に人々の

自然とのたわむれなど、心が温まる作品を、押

し花展では旅先で出会った草花やお庭に咲く

花、記念日の花などそれぞれの花への想いを込 

めた作品を展示します。 
 
◆日時 ５月19日(木)～６月５日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※６月５日(日)は午後３時まで 

◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１  

            ※入館無料 

◆主催  

   悠遊写楽クラブ 

 押し花ファンタジーの会  

 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター  

       45-0200 

防災行政無線の保守点検 
 

 下妻地区において防災行政無線の点検を実施し

ます。点検は音声を出さずに行います。点検期間

中は日中、防災ラジオの電源が入り切りを繰り返

しますが、故障ではありませんのでご注意くださ

い。電源の入り切り時に頻繁に雑音が発生し、ご

迷惑をお掛けしますがご理解の程よろしくお願い

します。 
 
◆点検期間 ６月１日(水)～10日(金)終日 
 

問 市消防交通課 43-2119 

ヒナを拾わないで 

～手を出す前に野鳥を知ろう～ 
 

 春から初夏にかけては、野鳥の子育ての

季節です。ヒナは羽ばたく練習中で、地面

にいるヒナを親鳥は見守っています。そう

いったヒナを親から引き離す｢誘拐｣をしな

いでください。 
 

Q．ねこに襲われないですか 

A．野生生物が生き延びるのはわずかで、死

んだ鳥が食物になってほかの生物の命を

ささえているのが自然の摂理です。心配

であれば、近くの茂みの中に置いておき

ます。 
 

Q．人がヒナを育てることはできますか 

A．生きる知恵を身に付けなかったヒナは、

自然に放しても生きていけません。ま

た、勝手に野鳥を飼うことは鳥獣保護管 

  理法に違反します。 
 

 ※希少種など、そのままにしておけない

と判断される場合は、市に相談してく 

   ださい 
 

問 市生活環境課 43-8234 

  受付期間 研修期間【４日間】 
第４回 

 ６月13日(月)

～24日(金) 

７月19日(火)～22日(金) 

第５回 ８月１日(月)～４日(木) 
第６回 11月14日(月)～17日(木) 
第７回 

 10月24日(月)

～11月４日(金) 

１月16日(月)～19日(木) 
第８回 ２月６日(月)～９日(木) 
第９回 ２月27日(月)～３月２日(木) 

定員 内訳 

各回 

25人 

・大型特殊免許(農耕用)取得研修は15人程度 
・けん引免許(農耕用)取得研修は10人程度 

1日目 2・３日目 ４日目 

＜講義＞ 
◇トラクターの構   

 造と特徴 
◇農作業事故の発 

 生防止 
◇トラクターの保 

 守点検 など 

 

＜実技研修＞ 
◇トラクターの 

 基本操作 
◇トラクターの 

 道路走行 

 

 

＜終日免許試験＞ 
(茨城県警察運転

免許センター運転

免許課による出張

試験) 

農業機械研修案内 
 

トラクターの基本操作と安全運転技術の習得と、

大型特殊免許(農耕用)、または、けん引免許(農耕用)

の取得を目指します。 
 

◆実施時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆受験資格 

 ◇茨城県に住所がある農業者など 

◇大型特殊免許(農耕用)取得研修の場合 

普通自動車免許(AT限定免許も可)の取得者 

 ◇けん引免許(農耕用)取得研修の場合 

  大型特殊免許(農耕用限定免許も可)の取得者 

 

◆定員 

 

 

 

 

◆場所 

 茨城県立農業大学校[茨城町長岡4070-186] 

 

◆内容 

 トラクターの点検整備および安全利用研修とけん 

   引免許取得のための運転コース走行 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

◆受講経費 

8,958円 

(受講料、テキスト代、傷害保険料、免許試験手数 

 料、免許証交付手数料) 

※交付手数料(2,050円)は合格した方のみ徴収 

 

問   申 茨城県立農業大学校  

               029-292-0419 

 
｢就学に関する説明、懇談会｣開催 
 

発達に遅れや偏りの見受けられる未就学児がいる 
家庭では、就学という問題にいろいろな悩みや疑問 
があると思われます。 

そのため、就学についての説明会と、既に就学し
たお子さんを持つ保護者の方を交えて、自身の経験
を話していただく懇談会を開催します。 

ひとりで悩むのではなく、気軽に参加してよりよ
いお子さんの進路を考えてみませんか。 

 
◆日時 ５月23日(月)午前10時～正午 
◆場所 市役所 第二庁舎３階 中会議室 
◆参加費 無料 
   ※乳幼児の兄弟がいる保護者に対し託児を実施 
 
問 NPO法人茨城県ポーテージ協会  
   080-3348-1820(谷島)    

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(フリーダイヤル)  

   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  

43-8234 

※休日や夜間は、下妻警察署  

43-0110 

古河市中央運動公園 

『陸上教室』参加者募集 
 
 走る・跳ぶ・投げるなどの身体を使ったさまざ

まな動きを体験し、身体を動かす楽しさ(スポーツ

をする楽しさ)を覚え、心と体の健康をはぐくむこ

とを目的とします。 
 
◆期日  

  全11回(土曜日) ※雨天の場合は中止 

  6月18日、7月23日、9月3日、  

  10月1日、11月12日、26日、 

  12月24日、 

  平成29年1月28日、2月11日、18日、 

  3月25日 

◆時間 午前10時～正午 

◆場所 古河市中央運動公園 陸上競技場 

◆対象 西南地方広域市町村管内(古河市、下妻    

    市、坂東市、常総市の内旧石下町、八 

    千代町、五霞町、境町)に在住する小学生 

◆定員 １・２年生30人、３・４年生15人、 

    ５・６年生15人 

◆費用 無料 

◆申込  

   ６月５日(日)午後１時30分 

   直接、保護者が古河はなもも体育館(中央運動公 

   園総合体育館)で申込 

 ※同意書の記入のため、代理の申し込み不可 

 ※午後1時～1時30分に整理券を配布。  

   ※受付開始時間に定員超過の場合は、その場で 

  抽選により受講者を決定 
 
問 申 古河はなもも体育館(中央運動公園総合    

     体育館)[古河市下大野2528] 

     0280-92-5555 

     ※午前８時30分～午後５時15分  

｢わんぱく相撲 下妻場所｣開催 
 
◆日時 ６月11日(土) 

    午前９時～午後０時30分頃 

    (受付 午前８時30分) 

◆場所 大宝八幡宮 相撲場 

◆対象 下妻市・八千代町・筑西市の小学生男子 

◆その他 

 ◇個人戦(各学年)と学校対抗戦(４～６年生で構  

  成３人チーム) 

 ◇４～６年生の個人戦の上位４人は、県大会へ 

  の出場権を獲得 

 ◇県大会でも成績上位者は全国大会(両国国技 

  館)への出場権を獲得 
 

問 申 一般社団法人 下妻青年会議所  

     080-5050-3104(高橋) 
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肺がんドックの補助 
 

 肺がんの予防と早期発見を目的として、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)を

補助します。 
 
◆対象者 次の全ての要件に該当している方 

◇下妻市に住民登録をしている 

◇受診日に40～74歳まで 

◇12月31日(土)までに受診可能 

◇医療機関での肺がんドック受診者 

◇市税を滞納していない 

 ◇喫煙歴のある方で肺がんドック受診希望者 

  ※平成28年度から喫煙指数を廃止しました 

◆申込受付 ５月16日(月)～ 

◆定員 先着20人 ※定員になり次第締切 

◆検診内容 

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。 

※検診ではなく健康保険の適用を受けた検査料は対象外 

◆手続き等の手順 

 ①印鑑、健康保険証を持参の上、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) 

 ③受診後、20日以内に病院・医院等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。 
 

問 申 市保健センター 43-1990  

献血にご協力を 
 

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 ６月３日(金) 

午前10時～午後４時 

◆場所 市役所本庁舎 １階  

            市民ホール 

※400ml献血を優先させていただ 

   きます 

※献血カードをお持ちの方は献血可 

   能日をご確認ください 
 

問 市保健センター  

   43-1990 

不妊治療費助成事業 
  

市では、不妊治療を受けたご夫婦に治療費の一部を助成します。 

※茨城県が実施する｢茨城県不妊治療費助成事業｣の交付決定を受けていることが前提 
 

◆対象となる治療 体外受精および顕微受精(保険適用外の特定不妊治療) 

◆助成内容 ※平成28年度から、厚生労働省に準じて、不妊治療費助成事業の対象範囲が変わりました 

★通算の助成回数はリセットされず、過去に受けた助成も含みます。 

通算回数は、初回に助成を受けた際の治療開始日における妻の年齢で判断します。 

※平成28年度からは、初めて申請する方で、43歳以降に開始した治療は助成対象外 

 

 

 

 

◆対象者 次の全ての要件に該当している方 

◇茨城県不妊治療費助成金の交付決定を受けている。 

◇法律上の婚姻をしている。 

◇夫または妻のいずれか一方が、助成金の交付を申請する日の１年以上前から引き続き市内に住所を有し  

  ている。 

◇市税の滞納がない。 
 

問 市保健センター 43-1990 

これまでの助成歴 対象年齢 平成28年度より(回数) 助成限度額 

平成28年度以降に初めて

申請する方・平成２７年度

以前に助成を受けた方 

39歳まで 43歳になるまでに通算６回 50,000円 
または対象治療費の額から茨城県の助

成額を差し引いた額のいずれか低い方 
40～42歳 43歳になるまでに通算３回 
43歳以上 助成対象外 

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 
 
◆対象年齢 市内在住の１～３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 

特定健康診査・基本健康診査｢集団健診｣～前半日程～ 
 

対象地区を分けていますが、該当地区以外の方も、ご都合の良い日に合わせてお越しください。 

※予約制ではありません 
 

◆日程(どの日程も午後の受付時間の方が比較的空いています。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆対象者 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ※年齢は、平成29年3月31日現在(75歳になる方を除く) 
 ◎今年度75歳になる方は、受診日の年齢により健診内容、自己負担額が変わります。 
  
 ※ご希望であれば、次の検診も一緒に受診できます(保険証不問) 

 

 

 

 

 

 

◆持参するもの  健康保険証、受診券(お手元にない場合は、保健センターまでご連絡ください)、自己負担金 
 
 ≪40歳から75歳未満で社会保険の被扶養者となっている方へ≫ 

 健康保険の種類によっては、市の集団健診を受診できない場合がありますので、事前に健康保険証の発行元 

 に確認してください。 

 39歳以下の方であれば、健康保険の種類にかかわらず、市の集団健診が受けられます。 
 

問 市保険年金課 45-8124  市保健センター 43-1990 

肺がん検診 

(65歳以上の方は、結核検診も含む) 
1,404円 

39歳以下  700円 

40～64歳 300円 

65歳以上  無料 

前立腺がん検診(40歳以上男性) 2,376円 500円 

肝炎ウイルス検査(40歳以上の未実施者) 3,240円 500円 

大腸がん検診(30歳以上) 1,728円 300円 

期日 会場 
受付時間(番号札は30分前に出します) 

午前9時30分～11時30分 午後1時30分～3時 
5月18日(水) 下妻保健センター 柳原・谷田部・山尻・肘谷・樋橋 高道祖 
   19日(木) 

千代川公民館 

田下・下栗・鬼怒・別府・村岡・皆葉・五箇 本宗道・鎌庭・大園木・鯨 

   25日(水) 
見田・唐崎・長萱・伊古立・宗道・渋田・

原・羽子 
総上地区(小島以外) 

     26日(木) 小島 加養・亀崎・新堀 
     27日(金) 

下妻保健センター 

高道祖 高道祖 
     30日(月) 平方・江・黒駒・柴・前河原 半谷・南原・大木 

 6月４日(土) 桐ケ瀬・赤須・尻手・渋井 
≪未受診者 

 (千代川・総上・豊加美地区)≫ 
      ６日(月) 大串・堀篭・比毛・平沼 大宝・横根・平川戸 
  ７日(火) 福田・坂井 北大宝・下木戸 
  ８日(水) 騰波ノ江地区(若柳・神明以外) 若柳・神明 
  ９日(木) ≪未受診者(高道祖・上妻地区)≫ ≪未受診者(大宝・騰波ノ江地区)≫ 

対象者  検査項目 健診料金 自己負担額 

●39歳以下の方 

●40歳～75歳未満(下妻市国保加入)の方 

身体測定、血圧測定、尿検査、眼底検査、心電

図検査、血液検査(血中脂質・肝機能・血糖・貧

血・尿酸・クレアチニン) 

7,559円  1,500円 

●75歳以上の方 

(後期高齢者医療保険の方) 

身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査(血中脂

質・肝機能・血糖・クレアチニン) 
 5,454円 無料 



『パソコン教室～前期～』受講生募集 
  
パソコンの初心者からスキルアップを目指す方を対象に、パソコン教室を開催します。 
 
◆日時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆場所 下妻公民館 １階 視聴覚室 

◆受講資格 市内在住・在勤の方 

◆定員 各講座20人 

◆参加費 １講座500円(テキスト代含む) 

◆その他 ◇パソコンの持ち込みはぜず、視聴覚室のパソコンをお使いください。 

    ◇Windows７、Office2013中心の授業となります。 

◆申込受付 ◇５月17日(火)～ ※定員になり次第締切 

     下妻公民館に直接来館、または電話でお申し込みください。 

     ◇①～⑮のコースから合わせて１人最大10コースまで受講可 

 
問 申 下妻公民館 43-7370 (受付 午前９時～午後５時) ※休館日(月曜日、祝日)を除く  

開催日 

午前の部 

(午前９時～正午) 

午後の部 

(午後１時～４時30分) 

コース名 コース名 

５ 月29 日 ( 日 )     ① 初めてのパソコン 

６月 ４日(土) ② ワード(文書作成)初心者 ③ 面白インターネット１ 

６ 月18 日 ( 土 ) ④ エクセル(表計算)基礎 ⑤ 面白インターネット２ 

６ 月25 日 ( 土 ) ⑥ ワード(文書作成)基礎 ⑦  面白インターネット３ 

７ 月10 日 ( 日 ) ⑧ エクセルで家計簿 ⑨ ワードで簡単な表入り文書 

７ 月24 日 ( 日 ) ⑩ エクセルで請求書など ⑪ ワードで簡単な絵入り文書 

８月 ７日(日) ⑫ エクセルで名簿作成 ⑬ ワードでいろいろ作成１ 

８ 月20 日 ( 土 ) ⑭ エクセルでこんなもの作りたい ⑮ ワードでこんなもの作りたい 

ごみ分別アプリをご活用ください 
 

 平成27年4月1日から配信がスタートした『下

妻市ごみ分別アプリ』は、現在多くの方からご好

評をいただいています。 

 収集日カレンダーやごみ分別辞典など日々使え

る便利な機能を搭載していますので、スマート

フォンやタブレット端末をお持ちの方は、ぜひご

活用ください。詳細は、市役所ホームページをご

確認ください。 

 

問 市生活環境課 43-8289 

｢甲種防火管理新規講習会｣開催 

 
◆日時 ６月30日(木)、７月１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)[古河市前林1953番地１] 

◆テキスト代 4,650円 ※申請受付時に徴収 

◆定員 120人 

◆申請受付 ６月１日(水)～24日(金) 

午前８時30分～午後５時 

※土曜、日曜、祭日除く 

      ※印鑑持参、定員になり次第締切 

◆申込方法 

 受付時に受講申請書に必要事項を記入し、直接申込 

 

問 申 下妻消防署 予防係 43-1551 

     古河消防署 予防係 0280-47-0120 

     坂東消防署 予防係 0297-35-2129 

｢あやめ茶会｣開催 
 
 菖蒲園に咲くハナショウブの見ごろに合わ

せ、あやめ茶会を開催します。紫や白のハナ

ショウブや砂沼を眺めながら、のんびりお抹

茶を楽しんでみませんか。どなたでも参加で

きますので、お気軽にお越しください。 

 
◆日時 ６月５日(日)午前10時～午後２時 
◆場所 砂沼庵(砂沼広域公園観桜苑内) 

◆お茶券 一服500円 

     〈お茶券取扱い〉 

     香出水会、砂沼庵、市役所都市整   

         備課 ※お茶券は当日も購入可能 

◆主催 香出水会 
 

問 香出水会   44-4855(増田) 

   砂沼庵    43-9078 

   市都市整備課 43-8356 

｢総合労働相談所｣開設 
 
 茨城県社会保険労務士会は、下妻市に労働相談

所を開設しました。 

職場での強要、いじめ、いやがらせなど、労働

者と事業主との間の労働関係に関する事項につい

ての相談に応じています。 

また、社会保険全般についてもお答えします。 
 
◆日時 毎月第1火曜日  

    午後1時30分～4時30分 

◆場所 働く婦人の家 

◆費用 無料(事前予約制) 

    ※相談日の前日までに申込 

◆相談員 茨城県社会保険労務士会会員 
 

問 申 茨城県社会保険労務士会  

     029-350-4864  

[水戸市河和田1-2470-2] 

月曜～金曜の午前10時～午後4時 

 ※祝日、年末年始を除く 

いばらき就職支援センター(県西地区セ

ンター)をご利用ください 
 

仕事をお探しの方のために、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)を受け

付け、センター利用者に提供するほか、ホーム

ページでも公開しています。 
 

◆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  

 毎週月曜～金曜の午前9時～午後4時  

 ※祝日、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) 23-3811 

       [筑西市二木成615](筑西合同庁舎内) 

         http://www.jobcafe-ibaraki.jp/ 

『第二種電気工事士技能試験の 

受験対策』受講生募集 
 

◆セミナー名  

 第二種電気工事士受験対策(技能)Ｃ(筑西会場) 

◆内容 第二種電気工事士技能試験の受験対策 

◆日時 ７月10日(日)、16日(土)、17日(日) 

    午前９時～午後５時 計３日間 

◆申込方法  

 インターネットで筑西産業技術専門学院の 

 ホームページから、または往復はがきに 

 セミナー名、氏名、年齢、住所、電話番号、 

 職業を記入し郵送 

◆定員 15人 

    (申込者が定員を超えた場合は抽選) 

◆申込締切 ６月13日(月) ※必着 

◆受講料 2,980円 

◆その他  

 受講決定者は決定通知に記載する指定日に来 

 院し、受講手続が必要となります。 
 

問 申 筑西産業技術専門学院  

               在職者訓練担当 24-1714 

               〒308-0847 

               [筑西市玉戸1336-54] 

事業者の皆さまへ 

｢求人受理説明会｣開催 
 

事業者を対象として、平成29年3月新規学校卒

業予定者を採用するための求人受理説明会を行い

ます。 

若年労働力確保の絶好の機会です。ぜひ、ご参

加ください。 
 
◆日時 6月９日(木)受付 午後1時～  

                            開会 午後1時30分 

◆場所 県西生涯学習センター 1階  

    多目的ホール 

[筑西市野殿1371] 
 

問 筑西公共職業安定所 求人係  

   22-2188(平川・赤松) 
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しもつま 広
報 

地域総合型スポーツクラブ 

サンドレイククラブ 

｢季節のハイキング｣開催 
 

中禅寺湖畔(歌ヶ浜～小寺ヶ崎までの遊歩道)を

歩きます。 
 

◆日時 ５月29日(日)午前７時30分出発 

 

◆集合場所 下妻市総合体育館裏駐車場 

 

◆参加費  

 ◇平成28年度クラブ会員 １人2,800円   

 ◇非会員 １人3,300円 

 ※共にバス代、雑費、保険料など含む 

 

◆募集人数 40人 ※定員になり次第締切 

 

◆募集対象  

 付き添いなく１人でハイキングできる方 

 

◆申し込み 会費を添えて申し込み 

 

◆態度決定 午前６時 

      ※各自サンドレイククラブに確認 
 

問 サンドレイククラブ 43-0174(井上)  

 ※当日の問い合わせは、サンドレイククラ 

    ブに連絡してください 

 市生涯学習課      45-8997 

自己所有山林の整備を希望する方へ 

平地林の整備・保全を支援します 
 
 市では、県が導入した森林湖沼環境税を利用

し、平地林や里山林の整備と保全を目的とした

｢身近なみどり整備推進事業｣を行い、山林整備

を希望する方を募集します。 
 
◆募集内容 自己所有山林の整備 

※整備に当たっては、市と森林所有者の森林保  

 全に関する協定を結ぶなど、一定要件が必要 

 となりますので、詳しくはお問合せください 
 

新たに森林の土地を取得された方へ 
 
 森林の土地の所有者となった方は、市町村長

への事後届出が義務付けられています。 
 
◆届出期間  土地の所有者となった日から90日 

      以内に、取得した土地のある市町 

       村の長に届出してください。 

◆届出対象者 個人・法人を問わず、売買や相

続などにより森林の土地を新た

に取得した方は、面積に関わら 

       ず届出してください。 
 

森林の立木を伐採する方へ 
 

下妻市森林整備計画区域内の民有林の立木を

伐採するときは、目的・面積・本数・材積に関

係なく、事前に｢伐採及び伐採後の造林届出書｣

を提出する必要があります。届出をする時期

は、伐採を始める90～30日前となっています。

伐採は、市町村長が交付する伐採届出書の受理

通知書を受け取ってから、行うことができま 

す。 

森林を伐採する場合は、その森林が下妻市森

林整備計画区域か否かを確認する必要がありま

す。ご不明な点がある場合は事前に市役所農政

課に相談してください。 

 

問 市農政課 45-8992 

軽自動車税の減免 
 
 市税条例により、一定の要件を満たす場合、軽自動車税が減免されます。 

 要件にあてはまり、減免を希望する場合は、申請期限までに市役所税務課までお越しください。 
 
◆減免の対象、要件 ◇障害のある方本人が所有するもの、もしくは障害のある方と生計を一にしている方(ご

家族)が所有する軽自動車 

          ◇障害者福祉タクシー利用料金助成を受けている方を除く 

◆申請期限 5月31日(火) ※期限厳守 

◆持参する物 ◇納税通知書(5月中旬に送付)・運転免許証(運転する方) 

       ◇障害者手帳等(３月31日までに交付されたもの)、車検証、印鑑 

       ※減免できる車は、普通自動車または軽自動車(バイクも含む)のどちらか一台になります。 

       ※普通自動車の減免申請については、筑西県税事務所へお問い合わせください。 

◆対象となる障害 

 障害の区分 手帳の種別および等級 

視覚障害 身体障害者手帳１級から４級までの各級 
聴覚障害 身体障害者手帳２級および３級 
平衡機能障害 身体障害者手帳３級 
音声機能障害 身体障害者手帳３級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) 
上肢障害 身体障害者手帳１級および２級 

下肢障害 

障害のある方が運転する場合 身体障害者手帳１級から６級までの各級 

生計を一にする方または常時介

護する方が運転する場合 

 
身体障害者手帳１級から３級までの各級 

体幹機能障害 

障害のある方が運転する場合 身体障害者手帳１級から３級までの各級および５級 

生計を一にする方または常時介

護する方が運転する場合 

 
身体障害者手帳１級から３級までの各級 

乳幼児期以前の非進行性 
脳病変による運動機能障害 

上肢機能 身体障害者手帳１級および２級 

移動機能 身体障害者手帳１級から６級までの各級 
心臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

じん臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

呼吸器機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

ぼうこうまたは直腸機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

小腸機能障害 身体障害者手帳１級および３級 
胸かく形成術

による胸かく

の変形 

障害のある方が運転する場合 身体障害者手帳１級から３級までの各級および５級 
生計を一にする方または常時介

護する方が運転する場合 

 
身体障害者手帳１級から３級までの各級 

ヒト免疫不全ｳｨﾙｽによる免疫機能障害 身体障害者手帳１級から３級までの各級 
肝臓機能障害 身体障害者手帳１級から３級までの各級 

知的障害者 療育手帳「Ａ」「Ａ」と記載されている方 
 
精神障害者 

精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級で、自立支援医療受給者証

(精神通院)または医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受けている方 

※上記の他に戦傷病者手帳を所持する方も対象となります。詳細は、お問い合わせください 

問 申【軽自動車の減免】   市税務課           43-2294 

    【普通自動車の減免】  筑西県税事務所  24-9190 

    【障害者手帳のこと】  市福祉課     43-8352 

市立図書館蔵書点検等に伴う休館 
 

市立図書館では、蔵書の状況や紛失資料等の

調査のため、５月21日(土)～31日(火)まで集中

的に休館し、図書館内にあるすべての資料につ

いての点検作業を行います。 

なお、休館日でも図書のご返却のみ、返却ポ

ストを利用できます。ただし、CDやDVD等AV

資料の返却がある場合は、返却ポストは利用で

きません。AV資料の返却は、開館日に直接カウ

ンターへご持参ください。 
 

※詳しい開館日時等は、図書館ホームページで 

  もご案内しています 

 

◆図書館公式ホームページ 

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

 

問 市立図書館 43-8811 

下妻市公式ツイッター 
 

市では、災害やイベントなどの行政情報を、よ

り早く、より広く伝えるために、twitter(ツイッ

ター)を利用して情報を発信しています。アカウ 

ントは「＠shimotsuma_city」。 

ぜひご覧の上、登録してください。下妻市公式

ツイッターの閲覧は、登録をしていなくても可能

です。 

                       

 
 

 

問 市秘書課 43-2112 

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


『オープンテニス大会』参加者募集 
 
◆日時 ６月19日(日) ※予備日６月26日(日) 

◆場所 砂沼サンビーチテニスコート 

    (ハードコート５面) 

◆種目 ◇男子ダブルスＡクラス(16組) 

◇男子ダブルスＢクラス(16組) 

◇女子ダブルス(16組) 

※各クラス先着順、定員になり次第締切 

◆参加資格  

 ◇男子Ａクラス オープン 

 ◇女子 オープン 

 ◇男子Ｂクラス  

  過去県大会出場者、オープン大会・市民大会ベ 

  スト４以上の方(シングルス、ダブルス共)は、 

  Ｂクラスへの出場不可 

  ※ペアの合計年齢が120歳以上の場合は可 

◆集合時間  

〈男子〉午前８時30分までに集合 

〈女子〉午前９時30分までに集合 

 ※雨天順延の決定時刻 午前７時30分 

  (ホームページ要確認) 

◆試合方法 トーナメント方式、 

      ６ゲームマッチ(6-6タイブレーク) 

※コンソレ有り。申し込み数により変

更有り 

◆参加費 １ペア3,000円、高校生は2,000円 

◆表彰など 上位入賞者に表彰あり 

      全員に参加賞あり 

◆申込期限 ６月５日(日)まで 

◆申込方法  

 下妻市テニス連盟ホームページ 

 http://shimotsuma-tennis.com/掲載の申込書 

   を記載の上、メールにて申し込み 
 

問 下妻市テニス連盟 

   090-4933-1231(植田)  

     Eメール u.c.h.a.n-7.7.7@kj9.so-net.ne.jp   

筑波大学テニス研究室が支援 

『硬式テニス教室の受講生』募集 
 

生涯スポーツであるテニスを通した健康づくり

や新たな生きがいづくりを目的に、筑波大学テニ

ス研究室の支援を受けて硬式テニス教室を開催し 

ます。 

募集するのは、｢テニスは初めてだけどやってみ

ようかな｣という60歳以上の方、女性の初心者、 

初級者です。 

テニスを通しての健康づくり、新しい仲間づく

りなど新たなライフスタイルを始めてみません 

か。 
 

◆日時 ６月６日(月)、13日(月)、 

            20日(月)、27日(月)全４回 

    ※雨天中止の場合、７月４日(月)、 

              11日(月)の２回を予備日とする 

    ※３回以上順延の場合、随時対応 

◆開講クラス   

 ①ベテラン・シニアクラス  

  午前９時30分～11時(90分) 

 ②レディースクラス  

  午前11時～０時30分(90分) 

◆受講資格   

 ①ベテラン・シニアクラス 60歳以上の男女 

 ②レディースクラス 年齢問わず女性 

 ※どちらのクラスも初心者、初級者限定 

◆募集人数 各クラス定員８人 

◆開催場所 砂沼広域公園テニスコート 

◆受講料 各クラスとも4,000円(４回分の料金)  

     ※受講決定後別途ご案内 

◆講師 筑波大学テニス研究室より派遣 

◆申込方法  

 住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレ

ス、テニス経験を記載の上、申し込み 

 ◇メール申込  

  u.c.h.a.n-7.7.7@kj9.so-net.ne.jp 

 ◇電話申込  

  090-4933-1231(植田) 

◆申込期限 ５月30日(月)まで 

◆その他  

 各クラス４人に満たない場合は、開講を中止し 

 ます。ラケットは各自で用意、または砂沼広域 

 公園のレンタルラケットを利用 (1回200円) 
 

問 申 下妻市テニス連盟  

     090-4933-1231(植田) 

 Eメール u.c.h.a.n-7.7.7@kj9.so-net.ne.jp  

      http://shimotsuma-tennis.com/ 

新しい出会いを探してみませんか 
 

 <下妻会場>  

◇日時 ６月４日(土) 

               午後１時30分～４時30分 

             (受付 午後１時15分～) 

◇場所 ビアスパークしもつま 

◇対象  

      独身男女 42歳以下の方 各15人程度  

◇参加費 男性４,000円 女性2,000円 
 
  <境会場>  

 ◇日時 ６月５日(日)  

           午後１時30分～４時30分 

             (受付 午後１時15分～) 

◇場所 境町文化村公民館[境町上小橋540] 

◇対象  

      独身男女 A、Bコース共に42歳以下の方  

      各15人程度 

    Aコース 男女共に再婚者でもよい方 

    Bコース  〈男性〉婿養子に行ける方 

             〈女性〉婿養子希望の方  

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
 

 <古河会場>  

◇日時 ６月26日(日) 

       午後１時30分～４時30分 

               (受付 午後１時15分～) 

◇場所 とねミドリ館[古河市前林1953-1] 

◇対象   Aコース   独身男女25～39歳の方  

                             各15人 

       Bコース 独身男女40～55歳の方  

                             各15人 

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 

◆申込締切 各会場とも開催日の3日前まで  

◆後援 いばらき出会いサポートセンター 

※前日、当日、無断キャンセルは、キャンセル 

   料1,000円発生 

 

問 申 NPO法人ベル・サポート(月曜休) 

               0280-87-7085  

Eメール info@bell-support.net 

｢さつき・盆栽展示会｣開催 
 
◆開催日 ５月27日(金)～29日(日) 

◆場所 千代川公民館 
 

問 下妻地方盆友会 

       090-4627-1818(久保田) 

介護予防の新しい｢歩く脳トレ｣エクササイズ 

『スクエアステップ』参加者募集 
 

スクエアステップは、升目の描かれたマットを、

いろいろなパターンで足踏み(ステップ)しながら前

に進む運動で、脳機能と身体機能を同時に鍛えるこ

とができる笑顔あふれるエクササイズです。体力の

向上、転倒リスクの軽減、認知機能の若返りを体験 

してみませんか。 
 

｢スクエアステップ講演＆体験会｣ 

◇日時 ５月26日(木)午前10時～正午 

◇場所 下妻公民館 ２階 大会議室 

◇定員 市内在住、在勤の方 60人程度  

    ※先着順 
 

｢スクエアステップリーダー養成講習会｣ 

◇日時  

 午前10時～正午 

 全５回(木曜日) 

 (6月23日、30日、7月7日、14日、21日) 

◇場所 福祉センター砂沼荘 多目的室 

◇定員 市内在住、在勤の方 20人 ※先着順 
 

◆講師 筑波大学 准教授 大藏 倫博 氏 

◆持ち物 動きやすい服装と運動靴、筆記用具、 

               水分補給用の飲物 

◆申込方法 氏名、住所、連絡先をTELまたは 

       FAXにて下妻市社会福祉協議会まで 
 

問 申  下妻市社会福祉協議会 

      44-0142   FAX 44-0559 

｢ときめき婚活パーティーと 

笠間焼絵付体験｣開催 
 
◆日時 ６月12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 [笠間市笠間2388-1] 
 
◆対象者 40歳以下の独身男女 各18人 
 
◆参加費 男性6,000円 女性2,000円  
 
◆申込期限 6月６日(月)まで ※先着順       
 

問 申  NPO法人メドウルミートクラブ 

              事務局[筑西市稲野辺568-5] 

      25-2678  

｢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 ５月27日(金)午後１時～２時30分 

◆場所 JA常総ひかり 大形 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

mailto:u.c.h.a.n-7.7.7@kj9.so-net.ne.jp
mailto:info@bell-support.net

