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しもつま 広
報 

｢下妻市消防出初式｣開催 
 
◆日時  

 平成29年１月８日(日) 

 午前８時30分～ 

 

◆場所  

 ①第１会場(点検)市役所南側駐車場 

 ②第２会場(式典)市民文化会館大ホール 

 ③第３会場(観閲)下妻駅西口通り 

  

 ※当日、午前７時にサイレンおよび半鐘を 

  鳴らします。火災と間違わないよう注意 

  してください 
 

問 市消防交通課 43-2119 

｢よみきかせ講座｣開催 
 
 よみきかせをやってみたい方、よみきかせに興味の

ある方を対象に講座を開催します。ぜひご参加くださ

い。 
 
◆日時 平成29年１月28日(土) 

    午前10時～11時40分 

◆場所 市立図書館 2階 映像ホール 

◆講師 畠山 美弥子 氏 

    (県西地区読書をすすめる協議会会長) 

◆人数 40人 ※先着順 

◆申込  

 図書館カウンターまたは電話でお申込みください。 

◆費用 無料 
 

問 市立図書館 43-8811 

野鳥の鳥インフルエンザ 
 
◆死亡した野鳥を見つけたときは、素手でさわらないで 

 ください。また、同じ場所でたくさんの野鳥などが死 

 亡していたら市役所生活環境課までご連絡ください。 

◆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。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、うがいを行えば、過度に心配する必要はありま 

 せん 
 

問 市生活環境課 43-8234 

放課後児童クラブ名 主な受入れ先 電話番号 募集期間 
下妻小学校児童保育クラブ第1 下妻小 

44-3704 
１月10日(火)～１月31日(火) 

下妻小学校児童保育クラブ第2 下妻小 
ひまわり学童クラブ 下妻小 070-1254-1139 
弘徳保育園学童クラブ 下妻小・豊加美小 43-2515 
やはた学童クラブ 大宝小 45-0150 

１月10日(火)～２月10日(金) 
第二やはた学童クラブ 大宝小 43-0910 
騰波ノ江小学校学童クラブ 騰波ノ江小 44-3998 
もみの木学童クラブ 上妻小 

43-6821 
もみの木第2学童クラブ 上妻小 
いずみ学童クラブ 総上小・下妻小 43-6630 

１月10日(火)～１月31日(火) 
豊加美学童クラブとよっこ園 豊加美小 44-6759 
プレールアフタースクールクラブ 高道祖小 30-5075 １月５日(木)～２月10日(金) 
宗道小学校児童保育クラブ 宗道小 45-1053 

１月４日(水)～２月10日(金) 宗道小学校第二児童保育クラブ 宗道小 44-7320 
大形小学校児童保育クラブ 大形小 44-7944 

平成29年度『放課後児童クラブ利用者』募集 
 

平成29年度に放課後児童クラブの利用を希望する児童の募集を行います。 

放課後児童クラブは、昼間保護者のいない家庭の小学生を対象に遊びを中心とした指導を行っています。 

 

◆対象 放課後、自宅で保育することができない小学校１～６年生 

    ※低学年(１～３年生)を優先し、定員に余裕がある場合には、４～６年生の入所を選考します。 

     選考の結果、入所できない場合もあります 

 

◆市内放課後児童クラブ一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 

◆利用料 

1カ月 5,000円。 

ただし、長期休暇中の３・７・12月は6,000円、8月は8,000円となります。 

入会金や保険料などは、各放課後児童クラブにご確認ください。 

 

問 申 各放課後児童クラブ(上記参照) 

年末のくみ取りはお早めに 
 

年末は、くみ取り(特に浄化槽)の依頼が集中

し、応じきれない場合もありますので、お早め

に許可業者に依頼してください。 
 
◆し尿の受入業務休止期間  

 12月29日(木)～平成29年1月3日(火) 
 

問 し尿処理施設｢城山公苑｣  

   0297-43-7221  

｢しもつませつぶんスタンプラリー｣開催 
 

市内各地の神社をめぐるスタンプラリーで

す。スタンプを３つ以上集めると、下妻市観光

協会商品券が当たる懸賞に応募できます。 

スタンプの台紙は、1月7日(土)から各神社と

市役所および、その他施設で入手できます。こ

の機会にぜひ節分祭に参加してみませんか。 
 
◆開催期間  

 平成29年１月7日(土)～２月19日(日) 

◆応募締切 平成29年３月３日(金)消印有効 

◆スタンプ・台紙設置場所 

◇宗任神社  1月11日(水) 

◇愛宕神社  1月29日(日) 

◇宗道神社  2月3日(金) 

◇大宝八幡宮 2月3日(金) 

◇下妻神社  2月3日(金) 

◇高道祖神社 2月10日(金) 

◆賞品  

◇下妻市観光協会商品券5,000円分 10人 

(スタンプ5カ所以上) 

◇下妻市観光協会商品券2,000円分 75人 

(スタンプ3カ所以上) 

◇Ｗチャンス 

 商品券に当選しなかった方からさらに抽選 

 で100人の方に粗品をプレゼントします。 

 ※商品券は、下妻市観光協会スタンプラリー 

  商品券取扱い加盟店で利用できます 

◎詳しくは、下妻市観光協会ホームページ(http: 

 //www.shimotsuma-kankou.jp/)をご覧く 

 ださい。 
 

問 申 下妻市観光協会(市商工観光課内) 

44-0732 

平成29年度採用 

『下妻市職員(一般事務・大卒)』追加募集 
 
◆募集職種 一般事務・大卒(上級試験) １人 

◆受験資格  

 昭和62年４月２日以降に生まれた人で、大学卒の人ま 

 たは平成29年３月31日までに大学卒業見込みの人 

◆試験期日・内容 

◇第１次試験 平成29年１月29日(日) 

 教養試験(択一)、検査(事務適性・一般性格診断・職 

 場適応性) 

◇第２次試験 未定 

 作文試験、面接試験 

◆応募方法 

◇受験申込  

 持参または簡易書留郵便により、市役所総務課人事 

 係に所定の書類などを提出してください。 

◇受付期間 平成29年１月４日(水)～１月16日(月) 

 午前８時30分～午後５時15分 ※土日祝日を除く 

◇様式  

 受験申込書および履歴書の様式は、市ホームページ 

 からダウンロードするか、来庁または郵便により市 

 役所総務課人事係に請求してください。郵便による 

 様式の請求期限は、１月６日(金)とします。 

※応募に当たっては、必ず｢平成28年度下妻市職員採

用試験実施要項(一般事務追加募集)｣を確認してくだ

さい 
 
問 申 市総務課 43-2120 



『放課後児童クラブ支援員』募集 
 

就労などで家庭に保護者のいない小学生を対象

に、遊びを中心とした保育を行っています。 
 
◆募集人員 １人 

◆対象者  

 子ども好きで65歳までの健康な方 

 (支援員経験者、保育士・教員資格などをお持ちの 

 方歓迎) 

◆勤務地  

 大形小学校児童保育クラブ(大形小学校敷地内) 

◆勤務時間  

◇平日開所時間(午後３時～６時)３時間程度 

 ◇長期休暇開所時間(午前８時～午後６時)のうち６ 

  ～７時間程度 

 ※勤務時間は相談可 

◆給与 時給900円、交通費支給 

◆申込方法  

 電話連絡の上、履歴書を大形小学校児童保育クラ 

 ブにご持参ください。後日、面接を行います。 

◆申込期間 随時 
 

問 申 大形小学校児童保育クラブ 

44-7944(受付時間 午後３時～６時) 

  

｢新農業人フェアinいばらき｣開催 
  

 県内で農業をはじめたい・農業法人などに就職した

い方のためのセミナー・相談会を開催します。 

 相談会では、求人のある農業法人などが20数社、地

域の就農支援協議会、農業の専門学校、ＪＡやハロー

ワークなどが出展して、さまざまな就農の相談に対応 

します。 
 
◆開催日時 平成29年１月22日(日) 

◇セミナー 正午～午後１時 

◇相談会  午後１時～４時 

◆開催場所 スペースＵ古河[古河市長谷町38-18] 

     ※入場相談料無料、服装自由 

 

問 公益社団法人 茨城県農林振興公社 

029-239-7131 

｢ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

申請｣事前相談  
 
 平成29年度｢下妻市ひとり親家庭高等職業訓練促

進給付金｣支給希望者の事前相談を行います。希望す

る方は、事前相談が必要です。 
 
◆支給対象者 

 次の要件のいずれにも該当する方 

 ◇市内に居住しているひとり親家庭の母または父 

  で20歳未満の児童を扶養している 

 ◇児童扶養手当の支給を受けているか、児童扶養 

  手当の支給要件と同等の所得水準である 

 ◇養成機関で１年以上のカリキュラムを修業し、 

  対象資格の取得が見込める 

 ◇就業または育児と修業の両立が困難である 

 ◇過去に高等職業訓練促進給付金に相当する支給 

  を受けたことがない 

 ◇平成29年度および過年度の市税および保育料の 

  滞納がない 

 

◆対象資格 

 看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療

法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福 

 祉士、製菓衛生師、調理師など 

 

◆支給期間 修業期間の全期間(36月限度) 

 

◆給付額  

 ◇住民税非課税世帯 月額 100,000円 

 ◇上記以外     月額   70,500円 

 

◆事前相談 

 生活の状況、資格取得への意欲および能力、資格

取得の見込みの把握など、給付金の必要性を確認

するため３月31日(金)まで事前相談を行ないま

す。※要予約 
 

問 市子育て支援課 45-8120 

年末年始のごみ直接搬入日 

(クリンポート・きぬ) 
 
◆搬入時間 午前9時～正午、午後1時～4時30分 

 ※年始は、平成29年1月4日(水)から通常どおり 

  搬入できます 

 

 

◇上記期間は混雑が予想されますので、早めに搬 

 入してください。 

◇可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみは必ず分別して 

 ください。 

◇ごみ搬入時の車両は、構内渋滞および事故防止 

 のため、2トン積載車までとし、必ずシートな 

 どをかけてください。 

◇家電リサイクル4品目のエアコン、テレビ、冷 

 蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の搬入は年 

 始の1月4日(水)から搬入できます。搬入する際 

 は、事前に郵便局での手続きを忘れずにお願い 

 します。 
 

問 クリーンポート・きぬ 43-8822 

搬入可能日 搬入可能ごみ 

12月26日(月)～29日(木) 
可燃ごみ、不燃ごみ、

粗大ごみ 

ごみ出しはきちんとルールを守りましょう 
 

家庭からのごみが収集日と違う日に出されたり、 

午前8時までに出ていなかったり、分別が間違ってい 

たりして、集積所に取り残されているものが多く見 

受けられます。スーパーのレジ袋や米袋、肥料袋な 

どに入れて出されたものも回収できませんので、ご 

注意ください。 
 

問 市生活環境課 43-8289 

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、破裂したりする

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入れて、 

  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、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 

  しますので市役所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 

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 

水道加入分担金を一部減免しています 
 

水道加入促進のために、今年度も加入分担金を一部

減免しています。この機会に、ぜひ安心安全な水道に

加入をお願いします。 
 
◆対象者 ◇新規加入申込者 ◇口径変更(増径)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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※口径変更(増径)とは、既水道加入者が増築、新築な 

 どで給水管の口径を大きくすることをいいます。納 

 付済の加入分担金との差額が発生します 

※工事費は、加入者の負担となります。直接、市の指 

 定工事業者に工事を依頼してください 

※詳しくは、お問い合わせください 
 
◎水道水は、皆さまが安心して使えるよう、水道法に 

 よる水質基準に基づき、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 
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市立図書館 おはなし会/１月 
 

参加は自由ですので、お気軽にお越しください。 
 

｢おはなしの花たば｣ 

◇日時 平成29年１月14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 平成29年１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) 
 

問 市立図書館 43-8811 

  １回目 

【講演】 
２回目 

【講話、調理、試食】 
日時 平成29年１月26日(木)

午後２時～３時30分 

(受付 午後１時45分～) 

平成29年２月９日(木) 

午前９時30分～午後１時 

(受付 午前９時15分～) 
会場 市役所第二庁舎 ３階  

大会議室 
下妻公民館 ２階 学習室 

内容 
糖尿病とは？～病気知っ 

て予防しよう～ 

ヘルシーだけど大満足！ 
体験！血糖を上げにくい

500kcalランチ！ 
講師 ちかつクリニック 副院長  

千勝 典子 氏 
下妻市食生活改善推進員 
下妻市管理栄養士 

定員 50人 20人 

めざせ健康生活｢糖尿病予防講座｣開催 
 

 健診結果で血糖値が高めだった方、家族に糖尿病の方

がいる方、糖尿病の治療中の方ぜひご参加ください。 

糖尿病について、基礎から予防法まで専門医からのお

話や自宅でできる簡単予防レシピを紹介します。糖尿病

を知って、自分に合った対策を見つけましょう。 
 

◆日時、詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※２回目のみエプロン、バンダナをご用意ください 

 ※２種類の教室を実施しますが、どちらかのみの参加も 

  可能です 

 ※定員になり次第締切 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

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 
● 

        

＜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。お早めにご予

約ください。 

１月のマイナンバーカード(個人番号カード)

の交付日 
 

 マイナンバーカード(個人番号カード)を申請された

方には、地方公共団体情報システム機構よりカードが

市役所市民課に届き、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、その際にお受け取りくださ

い。平日の時間外および休日の交付日を設けていま

す。 

なお、１月の交付日は、次とおりです。 

※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、なくさないでください 

※予約専用電話は、予約が集中するとつながりにくく

なる場合があります。時間をおいて、おかけ直しく

ださい 

 

 

 

 

 

 

１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 

｢新春お楽しみ抽選会＆ 

正月太り解消エクササイズ！｣開催 
 

◆日時 平成29年1月９日(月・祝) 

    午前10時～午後７時 

 

◆場所 ほっとランド・きぬ ロビー 

 

◆対象 当日館内を利用した方 

 

◆料金 入館料のみで、イベントに参加できます   

    ◇大人         600円 

    ◇65歳以上  300円 

    ◇小中学生   200円 

 

◆内容   

◇新春スタジオ特別プログラム  

①午前11時～正午【先着28人】  

 ZUMBA ～Happy New Year！～  
 
②午後１時～２時 【先着30人】  

 正月太り解消YOGA  
 
③午後３時～４時【先着20人】 

 カラダスキャン セルフマッサージ 

 ～専用のポールを使い極上のリラックス～  
 
※各プログラム開始30分前からジムにて受 

 け付けます 
 
◇プールにあの『アクアチューブ』再登場 

①午前11時～正午 

②午後１～２時 

③午後３～４時  
 
◇お楽しみ大抽選会(空クジなし) 

〈景品例〉 

・トレーニングジム１時間パーソナルレッ 

 スン券 

・パーソナルボディコンディショニング整 

 体券 

・自分の泳ぎのフォームをビデオ撮影でき 

 る券 その他、豪華景品多数 
 
◇おしゃれな『マルシェ』がやって来る  

｢ファストフード｣と素敵な｢ハンドメイド小 

物｣に出会えるマーケットを開催 
 
◇『初売りセール』でスイミング・トレーニン 

 グ用品お買い得 

 

※ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください 

 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

日 月 火 水 木 金 土 
１ 

休館 
２ 

休館 
３ 

休館 
４ 

休館 
５ ６ ７  

８ ９ 
10 
休館 

11 12 13 14 

15 
16 
休館 

17 18 19 20 21 

22 
23 
休館 

24 
休館 

25 
休館 

26 27 28 

29 
30 
休館 

31         

市立図書館 開館カレンダー/１月 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
※１月１日(日)～４日(水)休館 

※１月９日(月)は祝日のため午前９時～午後５ 

 時開館 

※１月10日(火)は臨時休館日 

※１月24日(火)、25日(水)は館内整理日のため 

 休館 

※休館日でも図書資料のご返却のみの場合は、 

 返却ポストを利用可(AV資料は返却ポスト利 

 用不可) 

【年末年始休館日】 

 図書館は12月28日(水)～１月４日(水)休館し 

 ます。年明けは５日(木)から通常通り開館しま 

 す。 
 

問 市立図書館 43-8811  

日 月 火 水 木 金 土 
１ 

休館 
(燻蒸) 

２ 
休館 

(燻蒸) 

３ 
休館 

(燻蒸) 

４ 
休館 

(燻蒸) 
５ ６ ７ 

８ ９ 
10 
休館 

11 12 13 14 

15 
16 
休館 

17 18 19 20 21 

22 
23 
休館 

24 25 26 27 28 

29 
30 
休館 

31         

ふるさと博物館開館カレンダー/１月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 ふるさと博物館 44-7111 



｢ひきこもり支援フォーラム｣開催 
 

不登校やひきこもりには、必ず解決の道があり

ます。まずは、勇気を出して相談することから始

めませんか。 

県内で不登校やひきこもり関係の支援をしてい

るNPO法人、団体および関係機関が一堂に会して

相談に応じます。 

 

◆日時  

 平成29年1月26日(木)午後１時～４時30分 

◆場所  

 県西生涯学習センター １階 レッスン室 他 

 [筑西市野殿1371] 

※予約不要、参加費無料 

◆内容 

〈第1部〉体験発表 

 困難を乗り越えた4組の保護者の方々に現場 

 の声をお聞きします。 

 ◇発表者 

  保護者4組(不登校2例、家庭内暴力１例、 

  ひきこもり1例) 

〈第2部〉個別相談会 

 茨城県立結城第二高校、翔洋学園高校他の先 

 生方および各支援団体担当者が相談に応じま 

 す。 

◆主催  

 茨城県筑西保健所、一般社団法人アイネット 

 

問 一般社団法人 アイネット 22-2441 

使用済農ポリの回収を有料で行います 
 

下妻市農業用廃プラスチック適正処理推進協議会

では、使用済農業用ポリエチレン(農ポリ)の回収を

有料で行います。 

 なお、農ポリを搬入する場合は｢産業廃棄物処理委

託契約｣の締結が必要となりますので、手続きがお済

みでない排出事業者(農業者)は、お問い合せくださ

い。 
 
◆回収日  

   平成29年１月25日(水)午前９時～午後３時 

◆回収場所  

 JA常総ひかり千代川 野菜集出荷所(43-7626)  

◆回収費用 20円/㎏を回収日に徴収します。 

◆回収できる使用済農ポリの種類 

 １．農業用ポリエチレンフィルム(農ポリ) 

 ２．農業用ポリオレフィン系フィルム(農PO) 

 ３．農業用酢酸ビニルフィルム(農サクビ) 

 ４．育苗箱(ただし、キチンと束ねた状態に限る) 

 ５．肥料空袋など 

◆回収できないもの  

 畦シート、不織布(パオパオなど)、マイカ線など 

◆分別と仕分け 

 １．農ポリ、農PO、農サクビ、肥料空袋ごとに分 

   別梱包してください。 

 ２．土砂、作物残さ、留金等の金属、竹片、木片 

   などを除去してください。 

◎適正な荷姿でないもの、異物の混入しているもの 

 は、回収できません。ご注意ください。 
 

問 市農政課 44-0729 

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、事業系一般廃棄物または産業廃棄物として処理してください。 

※市発行の｢事業系ごみの減量・適性処理の手引き｣にもとづき処理してください。この手引書をご希望の方 

 には、市役所生活環境課(本庁舎2階)で配布しています。 

◇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 

地震への備えは大丈夫～昭和56年以前建築の住宅所有者の皆さまへ～ 
 

建物が地震の揺れに耐える能力のことを｢耐震性能｣といいます。 

 昭和56年に建物の耐震基準(建築基準法)が大きく改正されました。昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた

住宅は、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などでも大きな被害を受けました。今年４月に発生した熊

本地震で被害が大きい(大破・倒壊)建物の割合(益城町、西原村、南阿蘇町)は、昭和57年以降建築の建物では約

15％であったのに対して、昭和56年以前建築の建物では約46％(約3.1倍)であったと報告されています。(平成

28年９月12日現在) 

県および市では、住宅の耐震化を促進するため、安心して相談できる技術者(木造住宅耐震診断士)を養成し、

住宅の耐震化に対する補助制度を準備しています。今後、予想される首都直下地震へ備えるため、建物の耐震性 

能を調べる耐震診断や耐震性能を向上させる耐震改修を実施しましょう。詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 〈耐震全般〉茨城県土木部都市局 建築指導課 企画グループ 029-301-4716  

    〈補助窓口〉市建設課 45-8127 

開催日程 イベント・事業名 開催場所 お問い合わせ先 

1月3日(火) 

午前８時～ 
第46回 新春歩け歩け大会 文化会館前にて開会 生涯学習課 45-8997 

１月７日(土) 

～２月19日(日) 
しもつませつぶんスタンプラリー 

①宗任神社、②愛宕神社、

③宗道神社、④大宝八幡

宮、⑤下妻神社、⑥高道祖

神社 

下妻市観光協会 44-0732 

1月８日(日) 

午前８時30分～ 
下妻市消防出初式 

市 役 所 本 庁 舎 ( 南 側 駐 車

場)、市民文化会館ほか 
消防交通課 43-2119 

1月8日(日) 

午後２時30分～ 
平成29年 下妻市成人のつどい 市民文化会館 生涯学習課 45-8995 

1月1３日(金) 

午前10時～ 

災害時における足立区と下妻市との相互応援

に関する協定締結式 

足立区役所(東京都足立区

中央本町1-17-1) 
消防交通課 43-2119 

1月22日(日) 

午前10時～ 
第63回 文化財防火デー 大宝八幡宮 

生涯学習課 45-8996 

消防交通課 43-2119 

１月23日(月)～ 下妻市コミュニティバス実証運行開始 ― 企画課 43-2113 

２月４日(土) 

～３月５日(日) 

第５回 ひなに魅せられて～ひな人形の世界～ 

〈博物館のひなまつり〉 

 ２月26日(日)午後１時30分～ 

ふるさと博物館 ふるさと博物館 44-7111 

２月18日(土)、 

  19日(日) 
公民館まつり 千代川公民館 千代川公民館 44-3141 

２月19日(日) 
環境カルタ大会 

午後１時30分～４時30分 
イオンモール下妻 

STOP!温暖化エコネットしもつま  

事務局生活環境課 43-8234 

2月26日(日) 

午後12時30分～ 
下妻の民俗芸能フェスティバル 市民文化会館 生涯学習課 45-8996 

2月26日(日) 

午後1時30分～ 
消費生活市民講座(仮称) 

千代川公民館 

１階 ホール 
商工観光課 45-8993 

３月12日(日)            

午前９時～ 
鬼怒フラワーライン草取り交流会 

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 

３月12日(日) 
公共施設を考える市民シンポジウム 

午前９時30分～正午 
千代川公民館 財政課 43-2235 

3月12日(日) 
コシガヤホシクサ講演会(仮称) 

午前10時～正午 
市立図書館映像ホール 

STOP!温暖化エコネットしもつま  

事務局生活環境課 43-8234 

下妻市イベント情報 2017年１月 ～ ３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 


