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しもつま 広
報 

児童手当の現況届はお済みですか 
 
 児童手当は、毎年、養育状況や所得の確認をす

るため、６月中に現況届を提出することになって

います。 

 現況届の提出がない場合、児童手当を支給する

ことができませんので、早急にご提出ください。 
  
◆受付場所 市役所第二庁舎 2階 子育て支援課 
 
◆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、窓口でお申し出ください) 

◇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に加入している方は、   

 不要です 

◇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(マイナンバー付 

 きのもの) 

◇平成28年1月2日以降に下妻市に転入の方 

 は、平成28年度児童手当用所得証明書(平成 

 28年1月1日現在の住民登録地の市区町村で 

 発行となります) 

◇受給者と別居している配偶者の方で、平成 

 28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28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 45-8120 

20歳になったら国民年金に加入しましょう 
  

国民年金は、年をとった時や病気やケガなどいざとい

う時の生活を現役世代みんなで支えようという考えで作

られた仕組みです。 

 20歳以上60歳未満の日本国内にお住まいの方は、国

民年金に加入することが義務付けられています。20歳に

なったら忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう。 
  
※国民年金保険料の支払いが困難な場合は、｢学生納付特 

 例制度｣や｢納付猶予制度｣、｢免除制度｣など、保険料の 

 納付が猶予・免除される制度があります。 

 

学生の方で国民年金保険料の納付が困難なときは 

｢学生納付特例制度｣の手続きをしてください 
 

◆学生納付特例制度とは 

学生本人の前年所得が一定額以下の場合に、市役所国

民年金担当窓口(市役所本庁舎 1階 保険年金課、市役

所千代川庁舎 １階 くらしの窓口課)に申請し、日本年

金機構で承認を受けると、承認された期間の国民年金

保険料は納付が猶予されます。 

 

◆学生納付特例の承認を受けた期間は 

老齢基礎年金を受けるための資格期間には算入されま

すが、年金額の計算には入りません。10年以内であれ

ば後から納付(追納)して、保険料を納付した場合と同

じ年金額で受け取ることができます。ただし、承認期

間の翌年度から起算して3年度目以降に追納するとき

は経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 

 

◆申請は毎年度必要です 

学生納付特例の対象となる期間は、４月(または20歳

の加入月)～翌年3月となりますので、毎年度申請が必

要です。 

※日本年金機構から｢国民年金保険料学生納付特例申 

 請書｣のハガキが届いた方は、必要事項を記入して 

 返送することで、学生納付特例の申請ができます。 

 この場合は、学生証または在学証明書の添付は不要 

 です。 

 

◆申請手続きに必要なもの 

①学生証または在学証明書(コピー可) 

②年金手帳 ③印鑑(本人署名の場合は不要) 

④会社等を退職して学生となった方は、雇用保険受給 

 資格者証、離職票など失業していることを確認でき 

 るもの 

※代理申請の場合は、代理の方の身分を証明できるも 

 のが必要 
 
 

問 日本年金機構 下館年金事務所 25-0829 

       市保険年金課 45-8124 

健(検)診項目 健診料金 自己負担額 

肺がん・結核検診 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  

内容・対象者 

(平成29年3月31日現在の年齢) 
健診料金 自己負担額 

●胃バリウムセット健診 
(健康診査＋胃バリウム検診) 
30～39歳(保険証不問) 

40～75歳未満(国保加入者) 

12,743円 2,000円 

●健康診査のみ 
39歳以下(保険証不問) 
40～75歳未満(国保加入者) 

7,883円 1,500円 

●胃バリウム検診のみ 
30～75歳未満(保険証不問) 

 4,860円    500円 

平成28年度内最後の｢胃バリウムセット健診｣ 

｢胃バリウム検診｣の予約受付開始 
   
 胃バリウムセット健診は、｢健康診査｣と｢胃バリウム検 

診｣が同時に受けられる健診です。両方ご希望の方は、ぜ 

ひ｢胃バリウムセット健診｣を予約し快適に健診をお受け 

ください。また、平成29年3月までの健診は、これで最 

後となります。まだ健診がお済みでない方は、ぜひ受診 

してください。 
 
◆予約受付期間 10月３日(月)～10月31日(月) 

         ※定員になり次第締め切り 

◆健診日 11月26日(土) 

◆会場 下妻保健センター 

◆時間  

 ①午前７時～ ②午前８時～ ③午前９時～ ④午前10時～ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ご希望であれば、次の検診も一緒に受診できます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※健康診査のみ希望の方は、11月27日(日)の集団健診で 

  も予約なしで受診できます 

  ◇受付時間  

       午前9時30分～11時30分、午後1時30分～３時 

 

問 申 市保健センター 43-1990 

 

10月１日からＢ型肝炎ワクチン 

予防接種が定期接種になります 
 

Ｂ型肝炎ワクチン予防接種は、平成27年

４月から市で独自に補助をしていましたが、

10月１日からの定期接種化により、次の対

象のお子さんは、県内の指定医療機関であれ

ば市外の医療機関でも予防接種が受けられ 

るようになります。 
 
◆対象年齢 接種日に1歳未満 

※ただし、平成28年４月１日以降に生ま 

 れたお子さん 
 
◆接種方法  

 27日以上の間隔をおいて２回皮下に接種 

 後、第１回目の接種から139日以上の間隔 

 をおいて１回皮下に注射。 
 
◆標準的な接種期間  

 生後２カ月に達した時から生後８カ月に達 

 するまでの期間。 
 
◆経過措置 

 平成28年３月以前に生まれたお子さん 

 は、市内に住所があり、接種日に１歳未満 

 であれば市の任意接種対象者として接種可 

 能です。 
 
◆その他 

 ◇母子感染予防のため、健康保険でＢ型肝 

  炎ワクチンを接種したことがあるお子さ 

  んは接種対象外です。 

 ◇これまでにＢ型肝炎ワクチンを受けたこ 

  とがあるお子さんは、すでに接種した回  

  数分を受けたものとみなします。 

 ◇市内の医療機関で接種される方は病院に 

  備え付けの予診票(定期用)をお使いくだ 

  さい。 

 ◇市外の医療機関で接種される方は母子健 

  康手帳をご持参の上、下妻保健センター 

  で予診票(定期用)をお受け取りくださ 

  い。 
 
 ※対象者には、9月下旬に個別通知などで 

  お知らせします 
 

問 市保健センター 43-1990 

｢用途地域の変更に係る説明会｣開催 
 

市では、都市計画用途地域の変更を予定してい

ます。 

つきましては、次のとおり説明会を開催します。 
 
◆日時 10 月 13 日(木)午後７時～ 

◆会場 市役所第二庁舎 ３階 中会議室 

◆内容  

 つくば下妻第二工業団地(拡張：約 0.8ha)を工 

 業専用地域に用途変更する計画について 
  

問 市都市整備課  45-8128 



10月は土地月間です 

～土地取引の後には届出を～ 
 

10月は、土地に関するさまざまな普及啓発活動

を行う｢土地月間｣です。 

一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用

計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は、契約締結

日から２週間以内に市役所企画課に届出を行う必要

があります。詳しくは、市ホームページをご覧いた

だくか、お問い合わせください。 
 

問 市企画課 43-8367 

ごみ集積所の適切な管理にご協力を 
 

ごみ集積所は、収集後の清掃など利用者の皆さん 

で管理することになっています。ごみ出しのルール 

が守られていないために回収されなかったごみが 

あった場合は、正しい分類への分別や袋の入れ替え 

などの対応をお願いしています。 

 また、集積所付近に障害物がある場合や草木が生 

い茂っていて回収に支障ある場合などは、収集でき 

ないこともありますので適切な管理をお願いしま 

す。 
 

問 市生活環境課 43-8289  

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｢廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第16条の2(焼却禁止)｣で一部の例外を除い

て禁じられており、罰則規定(５年以下の懲役又は 

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していただくか、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 

 も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 

民生委員・児童委員が代わりました 
 
９月から２人の民生委員・児童委員が代わりま

したのでお知らせします。 

 

 

 

  

 生活のこと、お子さんのことなどでご心配なこ

とがありましたらご相談ください。 
 

問 市福祉課 43-8249 

氏名 地区担当 
中山 元春 大町北部(県営住宅含む) 
田﨑 重光 福田 

市民活動団体を登録しませんか 
～活動のPRや会員募集にお役立てください～ 

 
市では、市民協働のまちづくりを進めており、市

民活動団体の周知を図るために、市民活動団体登録
制度をつくりました。 

この制度は、市民活動団体の活動内容などを市に
登録するとともに、その情報を市ホームページや広
報印刷物などにより、広く市民に公開するもので
す。 

 
◆登録できる団体 

次の①～⑥の要件に、全て該当する必要がありま 
す。なお、営利を目的にしない団体に限ります。   
①自主的・自発的に、不特定多数の方の利益の増 
 進を目的とした活動を継続的に行っているこ 
 と。 
②構成員が５人以上であり、市内を中心に活動が 
 行われていること。 
③団体の入退会に制限がないこと。 
④法令、条例などに違反する活動をしていないこ 
 と。 
⑤政治的、宗教的、その他公共性を欠く活動をし 
 ていないこと。 
⑥暴力団またはその構成員の統制下にある団体で 
 はないこと。 

 
◆登録のメリット 

◇市ホームページや広報印刷物などにより、会員
募集やイベント開催などがPRでき、広く活動情
報を発信できます。 

◇市民活動のための有益な情報を提供します。 
 
◆登録方法 
 ◇所定の様式に必要事項をご記入の上、市役所市

民協働課まで【①メール②FAX③郵送④窓口へ
持参】ご応募ください。 

 ◇様式は、市役所市民協働課窓口備え付けのも
の、または市ホームページからダウンロードし
たものをご利用ください。 

 

問 申 市民協働課 43-2114 

10月は 

｢飼い主マナー向上推進月間｣です 
 

犬をつないで散歩させましょう 
 

犬を放すことは法律や条例に違反することはもち

ろん、動物嫌いな人を不快や不安な気持ちにさせま

す。おとなしくかわいい愛犬も、道路や公園で放す

ことは慎みましょう。｢早朝、夜間なら迷惑をかけ

ない｣という認識は改めましょう。 

咬みつき事故が起こった場合には、飼い主が損害

賠償責任を負わなければなりません。 
 

フンを持ち帰りましょう 
 

犬のフンが放置されている事への苦情や相談が多

数寄せられています。排泄物を公共の場や他人の土

地に放置している行為についてみなさんはどう感じ

ますか。散歩の時に持ち帰ったフンは、臭いや衛生

面に配慮をして｢もえるゴミ｣の日に集積所へ出して

ください。 
 

のら猫へのえさやりはみんなの迷惑です 
 

飼い主不明の犬や猫への無責任なえさやりは、餌

付けをしている人が飼い主とみなされ、そのいたず

らの責任はえさをやっている者が負わなければなり

ません。また、のら犬・のら猫を地域に寄せ付ける

原因になるので、飼い犬の食べ残したえさはすみや

かに片付けましょう。 
 

猫は屋内で飼いましょう 
 

猫は、屋内飼養に努めましょう。事故防止、感染

症の予防など猫の命を守る事につながります。 

※猫の所有者は(省略)ふん尿の放置の防止等周辺の

生活環境の保全のため、その所有する猫の屋内での

飼養に努めなければならない。(茨城県動物の愛護

及び管理に関する条例：第5条の2) 
 

問 市生活環境課 43-8234 

10月１～７日は｢公証週間｣です 
 
 法務省の支援のもと、全国一斉に｢公証週間｣が

実施されます。大切な人に財産を遺すには、公正

証書で遺言を残しておけば安心です。遺言内容を

どうしようか悩んだらご相談ください。電話予約

も可能です。 

 なお、公正証書の作成に関するご相談は、公証

週間中だけでなく、いつでも無料です。 
 

問 下館公証役場 24-9460 

ネットフェンス改修工事にご協力を 
 

市内で用水路沿いのネットフェンス改修工事を実

施します。工事期間中は、全面通行止め(夜間通行

可)などの交通規制を実施しますので、皆さまのご理

解、ご協力をよろしくお願いします。 
 
◆工事期間 10月上旬～12月下旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 ◇宗道地区ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◇小島地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ◇堀篭地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

問 市農政課 44-0728  
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平成29年度  

保育所入所申し込み受付開始 
 
平成29年４月から、お子さんを保育所に入所希望

される方の申し込み受け付けを開始します。 

入所申込書は、市役所子育て支援課で配布していま

す。定員を超える申し込みがあった場合には、入所調

整を行います。入所の決定は、先着順ではありませ

ん。 

 勤務先などが市外にあるなどの理由で、市外の保育

所をご希望される場合には、お早めに市役所子育て支

援課までお問い合わせください。 
 
◆保育所入所資格基準 

 保育所に入所できるお子さんは、次の理由により家 

 庭内での保育ができない児童(０歳～小学校就学前) 

 が対象となります。 

◇保護者が家庭外で仕事をしているとき、または家 

 庭内で家事以外の労働に従事し、児童の保育がで 

 きない場合 

◇保護者が出産、病気、心身障害者等の場合 

◇長期にわたり常時病人や心身障害者の介護をして 

 いる場合 

◇災害(火災、風水害、地震など)を受け、その復旧 

 にあたっている場合 

◇保護者が日中求職活動、就学により児童を保育で 

 きない場合 

◇児童虐待・育児放棄・ＤＶの状態にある場合また 

 はその恐れがある場合 

◆申し込みできる保育所 

◇下妻保育園、きぬ保育園、法泉寺保育園、大宝保 

 育園、西原保育園、もみの木保育園 

◇もみの木フレンズ(小規模保育施設) 

◇市外の公立保育所および認可保育所 

◆入所申込期間 

 ◇第１次選考  

  10月３日(月)～12月15日(木) 

 ◇第２次選考  

  12月16日(金)～平成29年２月15日(水) 

 ◇第３次選考  

  平成29年２月16日(木)～３月３日(金) 
 

問 申 市子育て支援課 45-8120  

屋外広告物の表示には許可が必要です 

～まちの良好な景観のために～ 
 
 まちのなかには、さまざまな種類の｢屋外広告

物(※)｣があり、それらを表示するときは、原則

として市の許可を受けることが必要になります。

まちの良好な景観のために、屋外広告物の表示の

際は、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、はり札などをいいます。 
 
◆屋外広告物は、｢まちの良好な景観の形成｣と 

   ｢公衆に対する危害の防止｣の点から、表示場所 

   や大きさなどを規制しています。 

◆許可には、有効期間があります。許可を受けた 

   広告物でも、有効期間経過後も引き続き表示す  

   るためには、更新手続が必要になります。 

◎許可手続きや許可基準など、屋外広告物へのご 

   相談は、市役所都市整備課へお問い合わせくだ 

   さい。 
 

問 市都市整備課 45-8128 

平成29年度 

『私立幼稚園・認定こども園』園児募集 
 
平成29年４月から、お子さんを私立幼稚園また

は認定こども園に入園希望される方の入園願書受

け付けを開始します。 

 

◆入園願書受付開始  

【10月３日(月)～】 

 ◇認定こども園ふたば文化 

 ◇認定こども園下妻いずみ幼稚園 

【10月４日(火)～】 

 ◇下妻小友幼稚園 
 
◆園児募集園  

 ◇認定こども園ふたば文化 

 ◇認定こども園下妻いずみ幼稚園 

 ◇下妻小友幼稚園 
 
◆入園資格  

◇満３歳児 

 平成29年４月２日以降に満３歳になる幼児 

 …４年保育 

◇３歳児 

 平成25年４月２日～平成26年４月１日生れ 

 …３年保育 

 ◇４歳児 

  平成24年４月２日～平成25年４月１日生れ 

  …２年保育 

 ◇５歳児 

  平成23年４月２日～平成24年４月１日生れ 

  …１年保育 
 
◆入園手続 

 入園願書は、各園に用意してあります。各園に 

 より募集内容が異なりますので、詳細は、直接 

 お問い合わせください。また、園の見学希望や 

 ご質問などがありましたら、各園に直接お問い 

 合わせください。 

 

問 申  

認定こども園ふたば文化    44-2346 

認定こども園下妻いずみ幼稚園 43-6630 

下妻小友幼稚園        44-2810 

〈注意〉 

マイナンバーカードは、交付通知書を送付した日から６カ

月保管し、その後廃棄処理を行います。お早めに予約して

ください。 

日 月 火 水 木 金 土 
    

  
  
  

  
  

  
  

  
  

１ 
× 

２ 
■ 

３ 
● 

４ 
▲ 

５ 
● 

６ 
● 

７ 
● 

８ 
× 

９ 
× 

10 
× 

11 
▲ 

12 
● 

13 
● 

14 
● 

15 
× 

16 
× 

17 
● 

18 
▲ 

19 
● 

20 
● 

21 
● 

22 
■ 

23 
× 

24 
● 

25 
▲ 

26 
● 

27 
● 

28 
● 

29 
× 

30 
× 

31 
● 

          

10月のマイナンバーカード(個人番号カード)

の交付日について 
 
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請した方に

は、地方公共団体情報システム機構よりカードが市民

課に届き、準備ができ次第、順次『個人番号カード交

付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)』(以下、

交付通知書)を転送不要郵便で送付しています。 

 マイナンバーカード交付には、窓口混雑と待ち時間

軽減のため交付日時の予約が必要となります。交付通

知書が届いた方は交付通知書に記載される専用電話番

号にて予約を取り、その時に受け取りをお願いしま

す。平日の時間外および休日の交付日を設けていま

す。10月の交付日は次のカレンダーのとおりです。 
 
※交付通知書は、マイナンバーカードを申請されてか

らおおむね１カ月程度で送付されます。マイナン

バーカードの交付を受ける際に必要になるものです

ので、失くさないでください 

※予約専用電話は、予約が集中すると繋がりにくくな

る場合があります。時間をおいて、おかけ直しくだ

さい 

 

 

 

 
 
 

10月のマイナンバーカード交付日カレンダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【交付受付時間】 

 ●平日日中のみ  

  午前９時～11時30分、午後１時30分～４時 

 ▲平日時間外交付日  

  上記に加え、午後５時～６時 

 ■休日交付日  

  午前９時～11時30分、午後１時30分～４時 

 ×交付は行いません 

 

問 市民課 43-8196 

｢電話による無料相談｣開催 
 
 県内の行政書士が、暮らしと役所の諸手続きに

関する相談に電話でお答えします。 
 
◆期日 10月６日、13日、20日、27日 

    ※各木曜日 

◆時間 午後１時～５時 

◆電話 029-305-3731 

◆相談内容  

 遺言、相続、各種許認可などの行政手続きなど 
 

問 茨城県行政書士会 029-305-3731 

旧陸海軍の史料はお持ちですか 
 
 茨城郷土部隊史料保存会では、旧陸海軍に関す

る資料の収集・保存や展示を行っています。 

 遺品や写真などの史料をお持ちの方は、ご連絡

ください。 
 

問  

茨城郷土部隊 史料保存会(茨城県遺族連合会内)  

029-221-4002(担当 生田目) 



｢結婚相談会｣開催 
 

 ｢結婚したいけどどうしたらいい？｣｢いい人にな

かなか巡り会えなくて…｣｢子どもの結婚が心配…｣

などといったご相談にマリッジサポーターがお答え

します。相談は、ご本人、ご家族、どなたでも可能

です。お気軽に予約してください。 

※いばらきマリッジサポーターは、県知事から委嘱 

 を受けて、若者の出会いの相談や仲介などを行う 

 ボランティアです。 
 
◆日時 10月９日(日)午後1時～４時 

◆場所 千代川公民館[鬼怒230] 

◆相談費用、登録料 無料  

プロフィール作成を希望する方は、身分証明書

(運転免許証、保険証など)、写真(Ｌ判)をお持ち

ください。 

◆申込期間 ９月25日(日)～10月６日(木)  

      ※予約制(先着12人) 

◆申込方法  

 電話またはメールでの申し込み 

 ※メール受付の場合、件名に｢下妻市結婚相談 

  会｣、本文に｢氏名、性別、生年月日、現住所、 

  連絡先」を記載してください 
 
問 申  

いばらきマリッジサポーター 県西地域活動協議会 

090-3212-0221(倉持) 

090-6122-5677(長屋)  

※電話受付時間 正午～午後７時 

Ｅメール yui0104@outlook.com 

BBQ婚活！ 

｢おいしさ満載  

ときめきパーティー｣開催 
 

バーベキューを楽しみながら素敵な方を見つけま

せんか。 

ご結婚やお付き合いを希望している方は、ぜひご

参加ください。 
 
◆日時 10月30日(日)午前10時～午後３時 

    (受付 午前９時30分～) 

◆場所 ビアスパークしもつま 

    [長塚乙70-３] 

◆対象 25～45歳の独身男女 各15人  

    ※応募多数の場合は抽選 

◆参加費 男性2,000円 女性1,000円 

◆持参品 身分証明書(運転免許証や保険証など) 

◆申込期間 10月１日(土)～15日(土) 

◆申込方法  

 電話またはメールでの申し込み 

 ※メールで申し込みの場合、件名に｢下妻パー 

   ティー｣、本文に｢氏名、性別、生年月日、現 

       住所、連絡先(携帯番号)｣を記載してください 
 

問 申  

いばらきマリッジサポーター 県西地域活動協議会 

090-3212-0221(倉持) 

090-6122-5677(長屋) 

※電話受付時間 正午～午後７時 

Eメール yui0104@outlook.com 

警察の相談ダイヤル#9110 
 
 県警では、さまざまな相談を受け付けるため

に、専用の警察相談ダイヤルを設置しています。

また、女性警察官による女性専用の相談電話も常

設し、DVやストーカーなど女性が被害に遭いやす

い事件の相談も受け付けています。 

 110番は緊急通報ダイヤルとなりますので、相

談には警察相談ダイヤルをご利用ください。 
 
◆利用方法 

<警察相談ダイヤル> 

◇｢#9110｣または｢029-301-9110｣ 

◇休日、夜間は｢029-301-0110｣(県警本 

   部代表電話) 

◇女性専用相談電話 

◇｢029-301-8107｣(24時間体制) 
 

 このほか、各警察署、交番・駐在所でも相談を 

 受け付けています。 
 

問 下妻警察署 警務課 総合相談係  

       43-0110 

不動産鑑定士による 

｢無料不動産相談会｣開催 
 

10月１日は｢土地の日｣です。それに伴い、次の

日程で不動産鑑定士が不動産の価格などの相談に

無料でお応えします。 
 
◆日時・場所 

 【日立会場】 

  10月3日(月)午前10時～正午 

    日立シビックセンター 5階 501号室 

  [日立市幸町1-21-1] 

  【水戸会場】 

   10月4日(火)午前9時30分～正午 

    県開発公社 4階 会議室４-Ｇ  

  [水戸市笠原町978-25] 

 【土浦会場】 

  10月6日(木)午前9時30分～正午 

   県南生涯学習センター 5階 小講座室１  

  [土浦市大和町9-1] 

 【つくばみらい会場】 

  10月27日(木)午前9時30分～正午 

     みらい平コミュニティセンター 2階 研修室１ 

  [つくばみらい市紫峰ヶ丘4-4-1] 
 
◆申込方法 当日会場でお申し込みください。 
 

問 一般社団法人 茨城県不動産鑑定士協会 

 029-246-1222 

『埋蔵文化財発掘作業補助員』募集 
 

◆応募資格  

 15歳以上で発掘作業などに従事できる健康な方 

◆勤務場所  

 公益財団法人 茨城県教育財団 下妻事務所 

 [柳原字小淵808-1] 

◆雇用期間  

 11月1日～平成２９年３月31日の５カ月間 

◆勤務日 月～金曜日(月14日以内) 

◆休業日  

 土・日曜日、祝祭日、年末年始、その他事業計画 

 上やむを得ない事由で業務ができない場合。 

◆勤務時間  

◇発掘業務 午前８時45分～午後４時45分 

      (休憩 正午～午後0時45分) 

 ◇室内業務 午前８時45分～午後５時 

       (休憩 正午～午後0時45分) 

◆賃金  

 ◇発掘業務 日額6,400円 

 ◇室内業務 日額5,900円 

 ※通勤手当は、茨城県教育財団の規定に基づき支 

  給します 

◆募集人数  

 ◇発掘業務 30人程度   

 ◇室内業務 ３人程度 

◆申込 雇用説明会に参加してください。 

 ◇日時 10月５日(水)午後１時30分～３時 

 ◇場所 下妻公民館 ２階 学習室 

◎詳細は、下記連絡先または茨城県教育財団ホーム 

 ページ｢発掘情報いばらき｣内の｢募集案内｣をご覧 

 ください。 
 

問 公益財団法人 茨城県教育財団  

   埋文企画管理課 029-225-6587            

HP http//www.ibaraki-maibun.org/ 

自衛隊観閲式にともなう航空機の飛行に

ご協力を 
 

10月23日(日)、陸上自衛隊朝霞訓練場(埼玉県朝

霞市・新座市)で自衛隊｢観閲式｣が開催されます。  

これにともない10月上旬頃からリハーサルを開

始するため、航空機の飛行により大きな音が生じる

ことがあります。下妻市上空も航空機の飛行経路と

なっていますので、市民の皆さまのご理解、ご協力 

をお願いします。 
 

問  

陸上自衛隊東部方面 総監部 総務部 地域連絡調整課  

048-460-1711 

市生活環境課 43-8234 

｢研修会｣開催 

在宅福祉サービスセンターあおぞら 
 

在宅福祉サービスセンターあおぞらでは、協力会

員の知識向上を目的に、下記の内容で研修会を開催

します。認知症を正しく理解し、認知症になられた

方や、その生活を支える方々の良き理解者(サポー

ター)になってみませんか。あおぞら協力会員に関わ

らずどなたでも参加できますので、ぜひお申し込み

ください。 
 

◆日時 10月11日(火) 

午前10時～11時30分 

◆会場 市役所第二庁舎 ３階 大会議室 

◆内容 ｢認知症サポーター養成講座｣勉強会 

◆参加費 無料 

◆定員 20人 ※要予約 

◆申込締切 10月５日(水)まで 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

財務省関東財務局 

水戸財務事務所へご相談を 
 

財務省関東財務局水戸財務事務所では、地域の皆

さまからの相談を無料で受け付けています。 

一人で悩まないで、迷わずご相談ください。 
 
◆詐欺的な投資勧誘相談(未公開株、社債、ファン 

 ド)、電子マネー詐欺相談(架空請求、サクラサイ 

 ト) 

 029-221-3195 

 平日 午前8時30分～午後5時 

    ※正午～午後１時を除く 

◆多重債務相談(借金、カード、各種ローンの悩み 

 相談) 

 029-221-3190 

 平日 午前8時30分～午後4時30分 

    ※正午～午後１時を除く 
 

問 財務省 関東財務局 水戸財務事務所  

   029-221-3195 029-221-3190 
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しもつま 広
報 

パスポートが休日も受け取れるようになります 
 

10月からパスポートが平日のほか、毎月最終日曜日 

に受け取れるようになりす。 
 
◆交付予定日  

 10月30日、11月27日、12月25日、 

１月29日、２月26日、３月26日 

※各日曜日 

◆時間 午前９時～正午 

◆場所 市役所千代川庁舎 １階 くらしの窓口課 

◎申請は、従来通り平日のみとなりますので、ご注意 

 ください。 
 

問 市くらしの窓口課 44-0725 

未就学児の保護者さまへ 

ふるさと交流館リフレこかいであそぼう  
  

ふるさと交流館リフレこかいの室内遊具が新し

くなりました。ふるさと交流館の魅力を感じても

らえるよう無料開放デーを設けました。 

ぜひこの機会にご利用ください。 
  
◆開催日  

 ◇９月26日(月) 

 ◇10月３日(月)、７日(金)、10日(月・祝)、 

  14日(金)、17日(月)、24日(月)、 

  28日(金)、31日(月) 

◆開催時間 午前９時～正午 

◆利用規則  

 原則、保護者１人につきお子様は２人まで。 
  
※お子さまだけの来場お断りします。詳細は、お 

 問い合わせください 
  

問 ふるさと交流館リフレこかい 30-0070 

  

学校名 日程 受付時間 

下妻小学校 
10月７日(金)  

午後1時30分～ 
午後1時～ 

大宝小学校 
10月21日(金) 

午後1時20分～ 
午後０時50分～ 

騰波ノ江小学校 
10月14日(金) 

午後1時45分～ 
午後1時30分～ 

上妻小学校 
10月4日(火) 

午後1時30分～ 
午後１時～ 

総上小学校 
10月12日(水) 

午後1時30分～ 
午後1時～ 

豊加美小学校 
10月5日(水) 

午後1時30分～ 
午後1時～ 

高道祖小学校 
10月18日(火) 

午後1時30分～ 
午後1時～ 

宗道小学校 
10月20日(木) 

午後1時45分～ 
午後1時30分～ 

大形小学校 
10月6日(木) 

午後1時30分～ 
午後１時～ 

就学時健康診断日程表 
 

平成29年４月に小学校へ入学するお子さんの健

康診断を実施します。 

当日は、着脱のしやすい服装でお越しくださ

い。髪の長いお子さんは、まとめておいてくださ

い。詳細は、市教育委員会から保護者に通知しま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市学校教育課 44-0740 

 

市立図書館おはなし会/10月 
 

参加は、自由です。お気軽にお越しください。 
 
｢おはなしの花たば｣ 

◇日時 10月８日(土) 

午前10時30分～11時30分 

午後２時～３時 

｢にちようびのおはなし会｣ 

◇日時 10月23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) 
 

問 市立図書館 43-8811 

日 月 火 水 木 金 土 
  
  

  
  

        １ 

２ 
３ 

休館 
４ ５ ６ ７ ８ 

９ 10 
11 
休館 

12  13 14 15 

16 
17 
休館 

18 19 20 21 22 

23 
24 
休館 

25 
26 
休館 

27 28 29 

30 
31 
休館 

          

市立図書館 開館カレンダー/10月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※10月10日(月)は、祝日のため、午前９時から午後 

 ５時まで開館 

※10月11日(火)は、臨時休館日 

※10月26日(水)は、館内整理日のため休館 
 

問 市立図書館 43-8811 

◆申込方法  

 任意の様式に氏名、住所、年齢、職業、身長、 

 服サイズ号数、靴サイズ、簡単な自己PR、上半 

 身・全身写真(加工不可)を添えて郵送またはメー 

 ルでお申し込みください。 
 

問 申 

関東鉄道㈱ 鉄道部 業務課 レールメイト係  

〒300-8555[土浦市真鍋1-10-8] 

029-822-3718 

または、関鉄レールファンCLUB  

Eメール jumonji@ryu-tsu.com (会長 十文字) 

◆応募資格  

 常総線・竜ヶ崎線の沿線ならびに県内在住・在 

 勤の18(高校生は不可)～30歳の女性で芸能事 

 務所などに所属していない者。また、11月３日 

 の任命式に出席可能な方。 

◆活動内容  

 年間事業計画に基づく企画事業におけるアテン 

 ダント業務 

◆任期 11月～平成29年10月 

◆応募締切 10月3日(月) ※必着 

◆その他  

 謝礼有、交通費実費支給、制服進呈、制帽貸与 

第３期『関鉄レール★メイト』募集 
 

関東鉄道と関鉄レールファンCLUBでは、今年度も引き続き常総線ならびに竜ヶ崎線の活性化におけるPR

レディー｢関鉄レール★メイト｣の３期生を一般募集します。ふるさとの鉄路と沿線のイイとこを伝えるた

め、あなたのチカラを生かしてください。多くのご応募お待ちしています。 

名称 所在地 構造 規格 募集戸数など 
西町 下妻乙183番地2 鉄筋コンクリート造3階建て ２ＬＤＫ ２戸(A202、B103) 

石堂 小島1152番地他 鉄筋コンクリート造４階建て ３ＤＫ 
５戸(A103、A401、C304、  

D102、E201) 
新石堂 小島1102番地 鉄筋コンクリート造3階建て ２ＬＤＫ １戸(C303) 
陣屋 甲30番地 鉄筋コンクリート造3階建て ３ＤＫ １戸(305) 

『市営住宅入居者』募集  
 

市営住宅の入居者を募集します。入居を希望される方は、次のとおりお申し込みください。 
 
◆募集期間 10月３日(月)～10月25日(火) ※土日祝日を除く 

       受付時間 午前８時30分～11時30分、午後１時～５時 

◆募集住宅の概要 

 

 

 

 

 
 
 
◆家賃 入居者の収入などにより、それぞれ異なります。詳しくは、市役所建設課にお問い合せください。 

◆敷金など 敷金は、家賃の３カ月分。また、駐車場保証金として駐車場使用料の３カ月分が必要です。 

◆入居者資格 下妻市営住宅管理条例で定める資格に該当する方 

◆申込方法 所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、市役所建設課にご持参ください。 

                  ※入居申し込みは、１世帯につき１カ所に限る 

◆入居予定時期 平成29年１月以降 

◆その他 入居の際には、２人の連帯保証人が必要となります。 
 

問 市建設課 45-8127  



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、市ホームペー 

ジなどをご確認ください。 
 

問 市生活環境課 43-8289 

『砂沼フレンドリーフェスティバル・フレンド

リーカップテニストーナメント』参加者募集 
 
◆開催日時  

 10月23日(日) 午前9時～試合開始(予定)  

 ※午前8時30分集合  

◆場所 砂沼サンビーチ テニスコート 

◆参加費 3,000円(1組) ※当日集金します 

◆種目 ミックスダブルス 

◆試合形式  

 ◇トーナメント方式(コンソレーション有り) 

 ◇全試合6ゲーム先取(ノーアドバンテージ) 

◆募集組数  

 32組(64人) ※定員になり次第締め切り 

◆申込方法  

   参加者の氏名、代表者の住所、電話番号、所属 

 名を記入し、メールまたはFAXでお申し込みく 

 ださい。 

 ※電話での申し込みは受け付けません 
 

問 砂沼フレンドリーフェスティバル 

       実行委員会(市商工会内) 

  43-3412(担当 稲葉) 

    Eメール sff@seinenbu.jp  

 FAX 43-3168 

行政書士による｢無料相談会｣開催 
  
 行政について、お困りになっていることはあり

ませんか。行政書士が無料で相談に応じます。予 

約は不要です。ぜひご利用ください。 
 
◆日時・場所 

◇10月８日(土)午前10時～午後３時 

  スペースU古河 会議室 

◇10月17日(月)午前10時～午後４時 

  ①常総市役所本庁舎 １階 市民ホール 

  ②常総市役所石下支所 会議室 

◇10月29日(土)午前10時～午後３時 

  筑西市立中央図書館 

◇11月１日(火)午後１時～３時 

  下妻市役所千代川庁舎 １階 ロビー 
 ◇11月13日(日)午前10時～午後３時 
  SAKURAフエステバル(仮称)会場 

 ◇11月27日(日)午後１時～４時 

  境町中央公民館 ２階 小会議室 

◆相談内容 

 農地の宅地転用と建設許可、建設業許可と指名 

 願、産業廃棄物収集運搬業などの営業許可、会 

 社設立、相続など 
 

問 茨城県行政書士会 県西支部 25-2919 

開催日程 イベント・事業名 開催場所 問い合わせ先 
10月16日(日) 

午前9時～ 

第67回茨城県消防ポンプ操法競技大会

県西地区大会 

フィットネスパーク・きぬ 

多目的第２グラウンド駐車場 
消防交通課 43-2119 

10月16日(日) 

午前9時～ 
ポピーの種まき＆さつまいも掘り大会 

鬼怒フラワーライン 

(鬼怒川左岸大形橋上流) 
都市整備課 43-8356 

10月21日(金) 

～11月23日(水・祝) 
下妻市文化祭 

市民文化会館、下妻公民館 

総合体育館、千代川公民館 

大宝八幡宮、砂沼庵(観桜苑内) 

生涯学習課 45-8996 

10月21日(金) 

～11月23日(水・祝) 
下妻市菊まつり 大宝八幡宮 商工観光課 44-0732 

10月22日(土) 

    23日(日) 

しもつま砂沼フェスティバル 

22日(土)午前10時～午後4時 

23日(日)午前10時～午後3時30分 

砂沼サンビーチ 商工観光課 45-8993 

10月11日(火) 全国地域安全運動キャンペーン イオン下妻店(予定) 消防交通課 43-8309 

11月３日(木・祝) 

～12月11日(日) 

開館20周年記念｢市村緑郎展｣ 

 開館20周年と水害からの復旧工事完

了を記念して、平成27年に故市村緑郎

氏(日本藝術院会員・下妻市名誉市民)よ

り下妻市に寄贈していただいた作品を、

市民をはじめ多くの皆さまに紹介するた

め展覧会を開催します。 
 
ギャラリートーク 

11月12日(土)午後１時30分～(予定) 

市村晴子氏(市村緑郎夫人)と彫刻家・清

家悟氏(市村緑郎氏の作品修復を依頼) 

※一般公開 

ふるさと博物館 
ふるさと博物館  

44-7111 

11月5日(土) 

   6日(日) 

茨城を食べよう収穫祭 

11月5日(土)午前10時～午後５時 

    6日(日)午前10時～午後３時30分 

砂沼サンビーチ 商工観光課 45-8990 

11月13日(日) 

午前9時～ 
秋季火災予防運動広報パレード 市内全域 消防交通課 43-2119 

11月20日(日) 

午前8時15分～ 
第28回砂沼マラソン大会 

砂沼広域公園 

砂沼サンビーチ 
生涯学習課 45-8997 

12月１日(木) 
年末の交通事故防止県民運動に伴う街頭

キャンペーン 
本宿交差点・宗道交差点 消防交通課 43-8309 

12月10日(土) 

午後3時～ 
下妻市人権教育講演会 市民文化会館 

教育委員会指導課  

44-0746 

12月実施予定 
年末年始犯罪抑止・飲酒運転根絶キャン

ペーン 
イオン下妻店(予定) 消防交通課 43-8309 

下妻市イベント情報 10～12月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
※天候・交通事情などにより、イベントの時間・場所・内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください 

農地賃貸借料情報 
 

農地の賃貸借における賃借料(10a当たり)は、次のとおりです。 

地区名 
田 

平均額 最高金額 最低金額 データ数 
下妻 12,800 21,000 10,500    18 
大宝 12,300 21,000   7,000  116 
騰波ノ江 15,000 21,000 10,500    78 
上妻 14,600 31,500   5,250  100 
総上 13,400 22,000   5,000    59 
豊加美 17,000 21,000 10,000    72 
高道祖 17,900 31,500 10,000    50 
蚕飼 18,800 21,000 15,750    17 
宗道 17,700 22,000   5,250  128 
大形 14,600 21,000   4,200    15 

市平均 16,200       

地区名 
畑 

平均額 最高金額 最低金額 データ数 
下妻 賃借情報なし      0 
大宝 11,500 21,000 10,000    13 
騰波ノ江   5,400   7,000   5,000    22 
上妻   9,000 13,000   1,000    54 
総上 13,600 21,000   3,000    36 
豊加美 12,400 15,750   5,000    26 
高道祖 15,500 21,000 10,000      6 
蚕飼 22,000 22,000 22,000    12 
宗道 15,700 22,000 10,000    14 
大形   8,900 13,500   7,000    15 

市平均 10,000       

(単位：円) (単位：円) 

※平成28年農地利用集積計画集計より 
 
 ◇情報は、賃借料の目安として提供するものです。  

 ◇データ数は、集計に用いた筆数です。 

 ◇賃借料を物納支給(玄米)としている場合は、１俵(60㎏)あたり10,500円に換算しています。 

 ◇金額は、算出結果を四捨五入し、100円単位としています。 

 ◇市平均は、全地域の金額をデータ数により平均した値です。 

 ◇水利費などの経費支払いは、相対となっています。 
 

問 市農業委員会事務局 45-8991 


