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しもつま 広
報 

申告相談日 対象地区 申告会場 
２月10日(金) 

大形・蚕飼 

千代川会場 
(千代川庁舎 １階 ホール) 

13日(月) 
14日(火) 

宗道 15日(水) 
16日(木) 
17日(金) 

豊加美・総上 
20日(月) 

21日(火) 
千代川全地区・ 

豊加美・総上 
22日(水) 豊加美・総上 

下妻会場 
(第二庁舎 ３階 大会議室) 

23日(木) 
騰波ノ江・大宝 

24日(金) 

26日(日) 
休日相談日 

(市内全域) 
27日(月) 騰波ノ江・大宝 
28日(火) 

高道祖 
３月１日(水) 

２日(木) 
上妻 ３日(金) 

６日(月) 
７日(火) 

下妻 
８日(水) 
９日(木) 

1０日(金) 
1３日(月) 

市内全域 1４日(火) 
1５日(水) 

平成29年度 市・県民税等申告相談日程表 
  

混雑を緩和するため、地区ごとに相談日と会場を指定しています。日程表を確認の上、できる限り指定日にお

越しください。指定日に都合がつかない場合、別地区の相談日・会場に来場しても差し支えありません。 

◆市の申告相談会場でお受けできない内容 

次の内容は、市役所ではお受けできません。 

下館税務署での確定申告をお願いします。 
 
①青色で確定申告を行う事業主の申告 

②｢日本国外に居住する配偶者・扶養親族｣に 

 かかる控除等の適用を受ける申告 

③｢雑損控除｣(震災や水害・火災・盗難など) 

   および｢外国税額控除｣(外国所得税の調整) 

   の適用を受ける申告 

④｢住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)｣ 

 または｢住宅関連特別控除｣の適用を受ける 

 申告 

  ※単独借入・連帯債務ともにお受けできま  

   せん。2年目以降の方は、勤務先の年末 

         調整または下館税務署での確定申告をご 

         利用ください 

  ※住宅関連特別控除…認定長期優良住宅・ 

   特定増改築・住宅耐震改修・住宅特定改 

   修等の借入金等特別控除および特別税額 

   控除 

⑤株式・不動産などの譲渡所得、先物取引に 

 係る雑所得、分離課税を選択した上場株式 

 などの配当所得の申告 

⑥平成27年分以前の所得税の確定申告と更正 

 の請求 

⑦消費税・贈与税および相続税の申告 

⑧国税庁ホームページ｢確定申告書等作成コー 

 ナー(e-TAX)｣を利用する方 

  ※市の申告会場からはインターネットに接 

   続できないため、利用できません 

⑨確定申告書控えに｢税務署収受｣の受付印を  

 必要とする方 

  ※市役所では、確定申告書控えに収受印を 

   押印することができません。直接、下館 

   税務署での確定申告をお願いします 

 

問 市税務課 43-8192 

◆相談時間 午前9時～(番号札を取ってお待ちください) 

※午前中に来場した方でも混雑状況によって、午後1時 

 以降の申告となる場合があります 

◆番号札の配布時間・場所 

◇千代川会場 午前8時～午後4時 

 ｢千代川庁舎 1階 ホール｣ 

◇下妻会場  

 午前7時30分～開場 ｢第二庁舎 玄関口｣ 

  開場～午後4時 ｢第二庁舎 3階 大会議室前｣ 

 ※午前分の番号札配布は、午前11時もしくは番号札 

  110番(下妻会場)、80番(千代川会場)をもって終了 

  し、午後分の番号札に切り替わります 

◆日程、会場 

本人のマイナンバー(個人番号)確認 本人の身元確認 
以下のうち、いずれか1点 
①マイナンバーカード(個人番号カード) 
②通知カード 
③個人番号が記載された住民票の写しや住

民票記載事項証明書 
  

以下のうち、いずれか1点 
①マイナンバーカード(個人番号カード) 
②写真入り 

運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手 

帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、その他写 

真入りの証明書類 
③写真なし 

健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、氏名・生年 

月日または住所が記載された官公署(勤務先など)発行書類 
※通知カードは、身元確認書類にはなりません 

市・県民税等申告相談における本人確認について 
 
 ｢行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律(番号法)｣の施行に伴い、平成29

年度以降、市・県民税の申告および所得税の確定申告をする際には、成りすましなどの被害を防止するため、申告

する方の本人確認【マイナンバー(個人番号)確認と身元確認】を次の書類により行います。 
 
◆｢申告する方｣本人が来場する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
◎｢申告する方｣が｢来場する方｣に頼む(代理する)場合は、成りすましなどの被害を防止するため、｢申告する方｣ 

 (頼む方)の本人確認【マイナンバー(個人番号)確認と身元確認】に加えて、｢来場する方｣(頼まれる方)の【身元 

 確認と代理権の確認】を次の書類により行います。 

◆｢申告する方｣が｢来場する方｣に頼む(代理する)場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※確認書類に不備などがあった場合、申告受け付けまでに時間を要したり、｢個人番号を収集しなかった申告｣とす

ることがあります。また、上の表は市・県民税の申告および所得税の確定申告に対応したものです 
 

問 市税務課 43-8192 

下館税務署で確定申告書を作成する場合 
 

税務署で所得税などの確定申告書を作成される場合には、次の期間に来署してください。 
 
◆期間 ２月16日(木)～３月15日(水)※土・日曜日を除く 

◆受付時間 午前8時30分～(相談＝午前9時～午後5時) 

 ※申告書の作成には、時間を要します。午後4時頃までにお越しください。会場の混雑状況により、受け付けを

早めに締め切る場合があります 

 ※確定申告会場および駐車場は大変混雑し、時間がかかる場合があります。来署される方は、最寄りの公共交通

機関をご利用ください 

◎国税庁ホームページ｢確定申告書等作成コーナー｣を利用すると自宅などで確定申告書の作成ができます。書面で 

 印刷して送付、e-Taxで送信(事前準備が必要)のいずれかでご提出ください 
 

問 下館税務署 24-2121 ※自動音声に従い｢０｣を選択 

申告する方(頼む方)にかかる書類 来場する方(頼まれる方)にかかる書類 
本 人 の マ イ ナ ン

バー(個人番号)確認 
本人の身元確認  来場する方(頼まれる方)の身元確認 代理権の確認 

上記１、｢本人のマ

イナンバー(個人番

号 )確認｣書類のう

ち、いずれか１点

(写しで可) 
  
  
  

上 記 １、｢ 本 人

の身元確認｣書

類のうち、いず

れか１点(写しで

可) 
  
  
  

以下のいずれか 
①写真入り 1点 
 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、 

 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉 

 手帳、療育手帳、在留カード、特別永 

 住者証明書、住民基本台帳カード、そ 

 の他写真入りの証明書類 
②写真なし 2点 
 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当 

 証書、特別児童扶養手当証書、氏名・ 

 生年月日または住所が記載された官公 

 署(勤務先など)発行書類 
※通知カードは、身元確認書類にはな 

 りません 

以下のうち、いずれか1点 
①法定代理人(親権者、成年後見人など)の場 

 合戸籍謄本、登記事項証明書など 
②任意代理人の場合 
 委任状 
※①②がない場合 
③本人しか持ちえない書類(マイナンバー  

 カード、通知カード、運転免許証など本 

 人に対し1つに限り発行されるような書 

 類)の写しの提出 
※同世帯の親族の方が代理する場合でも、 

 代理権の確認書類をご用意ください 



都市計画案の縦覧を行います 
 
 市 で は ｢ つ く ば 下 妻 第 二 工 業 団 地 ( 拡 張 ： 約

0.8ha)｣地区の用途地域を工業専用地域に変更する

にあたり、都市計画案の縦覧を行います。 

 案に対しご意見のある方は、縦覧期間中、意見書

を提出することができます。 
 
◆縦覧期間 １月18日(水)～２月１日(水) 

◆縦覧場所 市役所第二庁舎 ２階 都市整備課 

◆意見書の提出方法  

縦覧場所にある意見書に必要事項を記載の上、持 

参または郵送にてご提出ください。 

◆提出期限 ２月１日(水)まで ※必着 

◆提出先 市役所都市整備課(第二庁舎２階) 
 

問 市都市整備課 45-8128 

スプレー缶、カセットボンベの出し方に 

ご注意を 
 

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荷箱内での火災が平成28年12 

月に発生しました。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てください。 
 

問 市生活環境課 43-8289 

｢下水道カード｣をご覧ください 
 

下水道の理解をより深めてもらうことを目的とし

て、下記の公共施設に｢下水道カード｣を設置しまし

た。インターネットで｢いばらき下水道カード｣と検

索すると、カードを設置した各施設で使用した生活

排水の流れや処理場、放流先を示した経路図が表示

されます。ぜひご覧ください。 
 
◆設置場所  

 ◇下妻市役所本庁舎および第二庁舎トイレ 

 ◇下妻市立総合体育館トイレ 

 ◇下妻市立図書館トイレ 

 ◇千代川公民館トイレ 
 

問 市上下水道課 44-5311 

荒廃した農地を再生してみませんか 
 

農地を耕作放棄にすると、雑草の繁茂、病害虫の

発生などの原因となる恐れがありますので、適正な

管理をお願いします。 

耕作放棄地を除草などを行い農地として再生・利

用する取組に対しての支援があります。 

これから再生作業をお考えの方は、市役所農政課

までご相談ください。 
 
◆主な支援内容 

◇荒れた農地の再生作業+土壌改良(土づくり)     

 50,000円/10ａ 

◇営農定着(種苗等資材)              

 25,000円/10ａ 

※｢主食米、麦、大豆、そばなどを作付する場合｣ 

 と｢米および水田活用の直接支払交付金の交付 

 対象農地｣は支援対象外 

◆主な条件 

◇再生利用計画を作成すること。 

◇再生経費が10万円/10ａ以上であること。 

◇再生した農地を５年間以上耕作すること。 

◇農振農用地区域内の農地であること。 
 

問 市農政課 44-0729 

圧力タンクの取り扱いにご注意を 
 

国内の小規模水道施設で、圧力タンクが破裂する

事故が発生しました。水道施設などの圧力タンクに

ついて、次の点に注意しましょう。 
 
◆異常があるときは、専門家に相談しましょう。 

◆メーカーなどの定期点検を年に１回程度受けま 

 しょう。 

◆定期的に部品の交換、修理を実施しましょう。 

◆取扱説明書などを読み、使用上の注意点をきちん 

 と把握しましょう。 

◆使用上の注意点は、分かりやすい所に掲示し、確 

 認できるようにしましょう。 

◆圧力タンクの上に物を置いたり、乗ったりしない 

 ようにしましょう。 

◆機器の耐用年数などを把握し、適切に機器の更新 

 を行いましょう。 
 

問 市生活環境課 43-8234  

自動車税の納税は口座振替で 
 
 口座振替を利用すると預貯金口座から自動的に納税が

でき大変便利です。口座のある金融機関窓口へ届出印を

ご持参の上、申し込み手続きをお願いします。 

 なお、お申し込みは、納税義務者毎(納税通知書に記載

されている方毎)になります。 
 

問 筑西県税事務所 総務課管理担当 24-9184 

 

平成28年度指定ごみ袋の引換 
 

平成28年度指定ごみ袋引換券は取扱店におい

て 、 必 ず 引 換 期 間 内 に 交 換 し て く だ さ い 。 

｢引換券④｣は１月31日(火)が引換期限になりま 

すので、期限内の引き換えをお願いします。 

 

問 市生活環境課 43-8289 

◆提出書類 

 【建設工事】 

  ①電算入力用紙 

  ②一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書 

  ③経営事項審査結果通知書の写し 

  ④建設業法第３条第１項の規定による許可証明書の写し 

  ⑤営業所一覧表 

  ⑥工事経歴書(直前２年間の工事実績) 

  ⑦技術者経歴書(技術者名簿等)または各種合格証の写し 

  ⑧営業用機械器具調書 

  ⑨委任状(支店、営業所などに権限を委任する場合) 

  ⑩登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

  ⑪主要取引金融機関名届出書 

  ⑫使用印鑑届 

  ⑬印鑑証明書   

  ⑭建設業退職金共済事業加入履行証明書  

  ⑮直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

  ⑯直前1年分の財務諸表または決算書 

  ⑰特別徴収実施確認書(市内に本店を有する事業者のみ) 

 

【建設コンサルタント等】 

  ①電算入力用紙 

  ②一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書 

  ③登録証明書(登録または許可を得ている業務) 

  ④営業所一覧表 

  ⑤測量等実績調書(直前２年間の実績) 

  ⑥技術者経歴書(技術者名簿など)または各種合格証の写し   

  ⑦委任状(支店、営業所等に権限を委任する場合) 

  ⑧登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

  ⑨主要取引金融機関名届出書 

  ⑩使用印鑑届 

  ⑪印鑑証明書 

  ⑫直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

  ⑬直前１年分の財務諸表または決算書 

  ⑭特別徴収実施確認書(市内に本店を有する事業者のみ) 

入札参加資格審査申請の定期受付実施 
 

本市の建設工事、建設コンサルタント等および物品製造等にかかる平成29・30年度の入札参加資格審査申請の

定期受付を次により実施します。 

【物品製造等】 

  ①電算入力用紙 

  ②一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書 

  ③物品納入経歴書(直前２年間の納入実績) 

  ④特約店・代理店認可証明書(特約店または代理 

     店である場合は証明書の写し) 

  ⑤委任状(支店、営業所などに権限を委任する場 

     合) 

  ⑥登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

  ⑦主要取引金融機関名届出書  

  ⑧使用印鑑届 

  ⑨印鑑証明書 

  ⑩直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

  ⑪直前１年分の財務諸表または決算書 

  ※公的機関が発行する書類は、登録申請書の提出 

     日以前３カ月以内のものとする 

◆受付期間 2月1日(水)～2月23日(木)  

      午前9時～正午、午後1時～5時    

      ※土・日・祝日を除く 

◆受付場所 市役所本庁舎 2階 財政課 契約検査係 

◆提出方法 A４ファイル左綴じ 

 ファイルの色  

 建設工事         【ブルー】 

 建設コンサルタント等   【ピンク】 

 物品製造(役務の提供)等   【イエロー】 

 ◎郵送可(期限内必着) 

※表紙に｢平成29・30年度入札参加資格審査申

請書｣および｢商号｣、背表紙に｢商号｣を記載し

てください 

※ファイルは、留め具が金具でないものを使用し 

 てください 

※市ホームページにて要項および申請書等様式が 

 ダウンロードできます 
 

問 市財政課 43-2267 
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しもつま 広
報 

介護保険料(65歳以上)の減免申請 
 

第１号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、

前年の合計所得金額や世帯の状況に応じて設定され

ますが、下記に該当する方は、申請により保険料の

減免制度が適用となります。 
 
◆減免対象者および減免額 

 介護保険料の所得段階が下記に該当し、次の減免 

 基準をすべて満たす方(生活保護受給者を除く) 

◇第１、２段階の方：保険料の2分の１  

◇第３段階の方：保険料の3分の１  

※なお、減免申請日において、納期限が過ぎてい

ない保険料(特別徴収の方は、徴収に係る月の前々

月15日までの申請)が対象となります。 

◆減免基準 

◇世帯員全員が市民税非課税であり、地方税法の 

 規定による所得がないこと。 

◇世帯の年間収入金額が93万円以下(世帯員が２ 

 人以上のときは、世帯員１人につき28万円を加 

 算した額)であること。 

◇市民税課税者に扶養されておらず、かつ生計を 

 共にしていないこと。 

◇資産などを活用してもなお生活が困窮している 

 状態にあること。(預貯金などの総額が100万 

 円以下、世帯員が2人以上のときは150万円以 

 下であること) 

◇原則、申請時に保険料の未納がないこと。 
 

問 申 市介護保険課 45-8122 

皆さんの意見をお聞かせください  
～パブリックコメント～ 
 

市では現在、公共施設の老朽化が問題になってい

ますが、今後見込まれる人口減少・少子高齢化に対

応し、公共施設を適正規模で適正な配置を実現して

いくため、下妻市公共施設再配置計画【Ⅰ期】を策

定しています。このたび、計画案がまとまりました

ので、その内容について市民の皆さまのご意見を募

集します。 
 

◆計画等名称   

 ｢下妻市公共施設等マネジメント実施計画 下妻市 

 公共施設再配置計画【Ⅰ期】(案)｣ 

◆募集期間  １月17日(火)～１月30日(月) 

◆公表場所等   

 市ホームページで公表のほか、市役所財政課(本庁 

 舎２階)、市役所くらしの窓口課(千代川庁舎１階) 

 にて閲覧できます。 

◆募集対象  

 ◇市内在住、在勤、在学している方 

 ◇市内に事務所、事業所を有する個人および法人 

  その他団体 

◆意見の提出方法 

郵送、FＡＸ、電子メールまたは直接市役所財政課 

(本庁舎２階)へ持参のいずれかの方法で提出してく 

ださい。書式は、閲覧場所にあるものまたは市 

ホームページからダウンロードしてご利用くださ 

い。 
 
問 市財政課 43-2235 

 FAX 43-4214 

 Eメール zaisei@city.shimotsuma.lg.jp 小貝川パークゴルフ場 

コース改修工事にご協力を 
 

小貝川ふれあい公園内にある小貝川パークゴルフ

場のコース改修工事に伴い、次の期間中、一部ホー

ルの使用を中止します。ご迷惑をおかけしますが、

ご協力をお願いします。 
   
◆ひばりコースの１～９番ホール 

 １月６日(金)～１月16日(月) 

◆さくらコースの１～９番ホール 

 １月６日(金)～２月28日(火) 
 

問 小貝川ネイチャーセンター 45-0200 

『リラックスヨガ教室』参加者募集 
 

 呼吸を深めて心の内面をじっくり見つめ、リ

ラックスポーズを多めにとることにより、気持ち

よく体を伸ばすストレッチを中心に心と体の凝り

をほぐします。 

初心者から楽しむことが出来ますので、参加し

てみませんか。 
 
◆日時 ２月18日(土) 

午前10時30分～11時45分 

◆場所 やすらぎの里しもつま 

ふるさと交流館｢リフレこかい｣ 

多目的ホール 

◆受講対象 市内在住、在勤の方  

◆参加人数 20人 ※定員になり次第締切 

◆参加費 300円(保険料含む) 

◆持ち物    

 ヨガマット(無くても可)、タオル、飲み物、ひ 

 ざかけ、羽織もの、靴下(ホールが寒い時のた 

 め)など 

◆申込方法    

 ｢リフレこかい｣へ参加費を添えてお申し込みく 

 ださい。 

 ※電話で仮申し込みを受け付けします 
 

問 申 ふるさと交流館｢リフレこかい｣   

     30-0070 ※水曜定休日 

募集職種 学校安全環境整備員 
募集人員 若干名 
業務内容 学校の環境整備、校庭の除草、樹木の管理など 

応募資格等 
・普通自動車第一種免許を有する人 
・健康に自信のある方 

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 

(勤務地により変更あり) 
(休憩60分) 

賃金等 

時給賃金制 
時給単価＠850円 
賞与・通勤手当なし 
社会保険・雇用保険加入あり 

雇用期間 平成29年４月１日～平成30年３月31日  

試験内容  
面接試験   

期日 ２月７日(火)※時間は別途連絡 
場所 下妻市役所千代川庁舎 ２階 会議室 

申込期限 １月31日(火)まで 
提出書類 履歴書 

書類提出先 
市役所千代川庁舎 １階 学校教育課 
※土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～午 

 後５時15分に提出書類をご持参ください 

『学校安全環境整備員(臨時職員)』募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

問 市学校教育課 44-0740 

募集職種 要介護認定調査員(嘱託職員) 
募集人員 1人 
業務内容 訪問調査業務 

応募資格等 

・普通運転免許を有する人 
・パソコン(ワード、エクセルなど)のできる人 
・下記の①～②に該当する人 

 ※優先順位は①、②です 
 ①都道府県が主催する要介護認定調査員研修 

  を修了しており、かつ、介護支援専門員・ 

  介護福祉士・社会福祉士・保健師・看護師 

  などの資格を有する人 
 ②介護支援専門員・介護福祉士・社会福祉 

  士・保健師・看護師等、認定調査員に必要 

  な資格を有し、採用後に認定調査員新任研 

  修(平成29年4月予定)を受講できる人 
勤務地 市役所介護保険課 
勤務時間 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 181,800円(上限)  

※年齢により異なる 
賞与・通勤手当の制度あり 
社会保険加入あり・雇用保険加入あり 

雇用期間 
平成29年4月1日～平成30年3月31日 

(勤務状況により更新有り) 
試験内容 面接試験 ※日時などは、別途連絡   
申込期限 1月31日(火)まで 
提出書類 履歴書(写真貼付)、資格を証明するものの写し 

書類提出先 
市役所本庁舎 2階 総務課 人事係  
※土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午 

 後5時15分に書類をご持参ください 

『要介護認定調査員(嘱託職員)』募集 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市総務課 43-2120 

｢甲種防火管理新規講習会｣開催 
 
◆日時 ３月２日(木)、３月３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] 
 
◆定員 120人 
 
◆申請受付 ２月１日(水)～２月24日(金) 

     午前８時30分～午後５時 

     ※土・日曜日、祭日を除く  

      ※印鑑持参、定員になり次第締切 
 
◆テキスト代 4,650円  ※申請受付時に徴収 
 
◆申込方法 

 受付時に受講申請書に必要事項を記入し、直 

 接お申し込みください。 

 

問 申  

古河消防署 予防係 0280-47-0120 

下妻消防署 予防係 43-1551 

坂東消防署 予防係 0297-35-2129 

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 

http://1.bp.blogspot.com/-Oys55GU4tRU/V9vBCaVDpsI/AAAAAAAA91s/LE5QtMmdUCoH46p_LBagaph2N3GVtzhgACLcB/s800/baby_asia_girl.png


関東信越税理士会下館支部による 

無料税務相談実施 
 

◆実施日 2月14日(火) 

◆対象者  

 ◇年金受給者の方 

 ◇給与所得者で医療費控除を受ける方 

 ◇年の途中で就職・退職・年末調整の済んでいな 

      い方 

◆会場・受付時間 事前予約制 

下館駅南口｢セナミ学院(下館駅南校)｣  

午前9時30分～正午、午後1時～3時 

※駐車場スペースが少ないので、お車でのご来場は 

 ご遠慮ください 

※住宅借入金等特別控除を受ける場合や収入が600 

 万円を超える場合などは、低額な料金が発生する 

 場合もあります。事前連絡の際に担当する税理士 

 にお確かめください 
 

問 関東信越税理士会下館支部  

   25-5930 ※土・日曜日、祝日を除く 

『下妻市民卓球大会』参加者募集 
  
◆日時 ２月19日(日)午前９時開会 

◆場所 千代川中学校体育館 

◆種目 ダブルス(男子ダブルス、女子ダブルス) 

 ※男女混合の場合、男子ダブルスの部に出場 

◆参加資格  

 小学生以上で次の項目のいずれかに該当する方 

 ①市内に在住・在勤または在学の方 

 ②市内の卓球クラブに加入されている方 

 ③市内の中学校または高校を卒業された方 

 ④大会本部が出場を認める方 

 ※ペアの内１人でも上記の条件を満たしていれば 

  参加可能 

◆試合方法 予選リーグ後、決勝トーナメント 

◆参加料 １ペア2,000円  

 ※中学生以下は１ペア600円(当日徴収) 

◆申込方法  

 〒304-8555[下妻市鬼怒230番地] 

 下妻市教育委員会生涯学習課(千代川庁舎２階) 

 ※所定の申込書にご記入の上、お申し込みくださ 

  い。申込書は、市役所生涯学習課にあります 

◆申込締切 ２月３日(金)必着 

◆その他  

 試合当日のペアの変更は、理由にかかわらず一切 

 受け付けませんのでご了承ください。 

 

問 申 下妻市卓球協会 44-3359(藤本) 

道路舗装工事にご協力を 
 
 大宝地区ほ場整備事業区域内において、次のと

おり道路舗装工事を実施します。工事期間中は、

全面通行止めなどの交通規制を実施する場合があ

ります。皆さまのご理解とご協力をお願いし 

ます。 
 
◆工事期間 １月上旬～３月下旬 

◆工事箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市農政課 44-0728 

自動車税減免申請の出張窓口開設 
～心身に障害をお持ちの方へ～ 
 

県では、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉

手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けてい

る方のために使用する自動車で、障害等級が一定

の要件を満たし、障害者の方もしくは障害者の方

と生計を一にする方が所有する自動車について、

自動車税および自動車取得税を減免する制度を設

けています。 

減免申請は、管轄の県税事務所において年間を

通じて受け付けしていますが、下記の日程でお住

まいの市町村などに減免申請の受付窓口を設置し

ますので、ご利用ください。 
 
◆受付日時 

２月22日(水)午前10時～正午、午後１時～４時 

◆受付場所 

市役所第二庁舎 ３階 小会議室 

※新車、中古車新規登録に係る減免や自動車取 

 得税の減免は、登録日から30日以内に管轄の 

 水戸または土浦県税事務所自動車税分室で申 

 請してください 

◆必要な書類 

①障害者手帳など(コピー不可) 

②運転者の運転免許証(コピー可・免許証両面) 

③納税義務者の印鑑(認印可) 

④自動車の車検証または納税通知書 

⑤生計を一にすることを示す書類(住民票など) 

⑥納税義務者の個人番号(マイナンバー)確認書類 

 ※減免の要件により手続きに必要な書類が異な 

  ります。詳しくは、お問い合わせください 
 

問 筑西県税事務所 収税第一課 24-9190 

地域活動支援センター煌(きらめき) 

｢出張相談｣開催 
 

心の病について相談したい、対人関係で悩んで

いる、生活リズムを整えたい、部屋の掃除や洗濯

がうまくいかない、福祉サービスについて知りた

い、働きたいけど何から始めたらよいかわからな

いなど､お気軽にご相談ください。精神保健福祉士

他、専門職員が相談に応じます。ぜひご利用くだ

さい。 
 
◆相談日 ２月２日(木) 
◆相談時間  午前10時～正午(30分程度) 
◆予約時間 ①午前10時、②午前10時30分、 

      ③午前11時、④午前11時30分 
◆相談場所 市役所第二庁舎 ３階 小会議室 

◆費用 無料 

※予約制です。前日までにご連絡ください 
 

問 申 地域活動支援センター煌(きらめき) 

0297-30-3071 

放送大学『４月生』募集 
 

放送大学では、平成29年度第1学期(4月入学)

の学生を募集しています。放送大学はテレビなど

の放送やインターネットを利用して授業を行う通

信制の大学です。心理学・福祉・経済・歴史・文 

学・自然科学など、幅広い分野を学べます。 
 
◆出願期間 第1回 ２月28日(火)まで 

      第2回 ３月20日(月・祝)まで 

◆その他 資料を無料で配布 
 
◎お気軽に放送大学茨城学習センターまでご請求 

 ください。放送大学ホームページでも受け付け 

 ています。 
 

問 放送大学茨城学習センター  

   029-228-0683 

       HP http://www.ouj.ac.jp/ 

         

平成29年度  

『いばらき女性特派員』募集 
 

県では、女性の視点を取り入れ、県民参加の開か

れた広報活動を推進するため、｢いばらき女性特派

員｣を募集します。 
 
◆活動内容 

◇県の主要事業や施設などを取材し、広報紙｢ひば 

 り｣に掲載する記事を作成 

  県広報広聴課が定めたテーマに関して取材を行

い、広報紙に掲載する記事を作成していただき

ます。(取材には、県広報広聴課職員が同行) 

◇｢ひばガールズ｣ツイッターで本県の情報を積極 

 的に発信(週2、3日程度) 

 いばらき女性特派員のツイッターのほか、個人 

 のフェイスブックやブログなどでも情報発信の 

 ご協力をお願いします。 

◇委嘱状交付式などへの出席 

  委嘱状交付式および活動説明会(4月)、意見交換 

  会(年1回)へのご出席をお願いします。 

◆任期  

 平成29年4月上旬～平成30年3月31日の約1年間 

◆募集人員 4人 

◆応募資格  

◇茨城県在住の平成29年4月1日現在で満20歳以 

 上の女性 

◇公務員や議会の議員でない方 

◇取材先の要望する日時に応じて取材できる方(平 

 日の日中の取材が主) 

◇自分で自動車を運転し、取材先に移動できる方 

 (県内全域が取材範囲) 

◆謝礼 年間6万円 

◆応募方法  

◇県広報広聴課、県北・鹿行・県南・県西の各県 

 民センター、各市町村の窓口に備えてある｢平成 

 29年度いばらき女性特派員応募用紙｣に必要事 

 項を記入し、｢女性特派員に応募する理由｣と｢地 

 域の話題｣をそれぞれ400字程度にまとめたもの 

 を添付して、郵送、電子メールまたはFAXで県 

 広報広聴課宛てに送付してください。 

◇県ホームページ(http://www.pref.ibaraki.jp/) 

 から様式をダウンロードし、Eメールでの送信も 

 可能です。 

◆応募締切日 2月10日(金)まで ※当日消印有効 

◆選考方法  

 1次選考(書類審査)、2次選考(面接、1次選考通過 

 者のみ)の上、4人を決定します。 
 

問 申 県広報広聴課 県民広報グループ  

〒310-8555[水戸市笠原町978番６] 

029-301-2128  

FAX 029-301-2168 

Eメール koho3@pref.ibaraki.lg.jp 

市秘書課 43-2112 

 

国道294号 



不法投棄110番 
～廃棄物の不法投棄・残土の無許

可埋立て～ 
 

 産業廃棄物の不法投棄(散乱・埋め

立て・積み上げ・焼却)、残土の無許

可埋立てなどを見かけたら、情報提供

をお願いします。また、こうした被害

にあわないよう、自分の土地は自分で

守りましょう。 

 これらの責任や処理費用の負担は行

為者だけではなく、土地所有者にも及

ぶことがあります。定期的な見回り、

進入防止柵や不法投棄禁止などの警告

掲示板の設置が有効です。 

※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 
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しもつま 広
報 

アライグマを見かけたときは 
 

県では、アライグマの防除を実施し

ています。 
 
◆目撃したら、情報をお寄せくださ

い。アライグマは夜行性です。農作

物を荒らす、家屋への住み着きなど

の被害を及ぼします。 

◆特徴は、尻尾が縞模様、目の上に白 

 いライン、手足の指が長く、爪先が 

 尖っています。 

◆アライグマは、特定外来生物です。 

 輸入、飼育、保管、運搬は法律で禁 

 止されています。 
 
※特定外来生物とは 

 他の地域から持ち込まれた生物(外

来生物)の中で、生態系などに被害

を及ぼすおそれのある生物のうち環

境省が定めたものをいいます 
 

問 市生活環境課 43-8234 

検診名 検査内容 条件 自己負担金 
子宮がん検診 子宮頸部検査 20歳以上の方 1,000円 

乳がん検診 

視触診＋超音波検査 
30～39歳、 
41歳以上の奇数年齢 

1,500円 

視触診＋Ｘ線検査 
(マンモグラフィー) 

2方向 
40～48歳の偶数年齢 

視触診＋Ｘ線検査 
(マンモグラフィー) 

1方向 
50歳以上の偶数年齢 

医療機関名 子宮がん 
乳がん 

視触診 

+超音波 
視触診+Ｘ線 

宇津野医院 ◯ ◯   
中岫産婦人科医院 ◯     
軽部病院   ◯   
平間病院   ◯ ◯ 
砂沼湖畔クリニック   ◯   
菊山胃腸科外科医院   ◯   

とき田クリニック 
  

◯ 
◯ 

(40歳代のみ) 
筑波記念病院トータルヘルスプラザ ◯   ● 
つくば総合健診センター 
(筑波メディカルセンター) 

◯ ● ● 

庄司クリニック ◯ ◯   
遠藤産婦人科医院 ◯ ◯ ◯ 
小松崎産婦人科医院 ◯     

筑西市民病院 ◯ ● 
● 

(40歳代のみ) 
長倉内科・外科クリニック   ◯   
つくば国際ブレストクリニック   ◯ ◯ 

乳がん・子宮がん医療機関検診受診券の発行 
 
◆申込・受診期限 ２月28日(火)まで 

◆受診対象者・自己負担額  

 自己負担金を医療機関窓口でお支払いください。  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 
※平成29年３月31日現在の年齢 
 
◆検診機関 

《子宮がん検診》茨城県医師会登録の医療機関で受診 

《乳がん検診》市が委託している医療機関で受診 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※●印は、視触診の実施がありません 
 
◆申込方法 

 ①下妻保健センター窓口へ直接申請に来てください。 

 ②その場で受診券を発行します。 

  ◇受診の際に受診券がない場合は補助の対象とはなりません。 

  ◇集団検診(平成28年10～11月に実施)を受診された方は、利 

   用はできません。 

  ◇無料クーポン券に該当する方は、こちらの受診券は必要ありま 

   せん。 

  ◇無料クーポン券該当者には、５月末にクーポン券を個別に送付 

   していますので、同封の資料をよく読んで手続きしてくださ 

         い。 
  

問 市保健センター 43-1990 

平成29年度掲載分『広告』募集 

｢広報しもつま｣｢市ホームページ｣｢窓口用封筒｣ 
 

市では、地域産業の振興を図るとともに、広告掲載料による自主財源の確保を目的として、平成29年度

の広報紙や市ホームページなどに広告を掲載する事業者を募集します。 
 
◆募集内容 ※下表参照 

◇｢広報しもつま｣は、原則毎月10日発行。オールカラーで14,000部を印刷し、市内のご家庭に各戸配 

 布するほか、市の施設や駅、ショッピングセンターなどにも設置。各ページの最下段に広告枠を設けて 

 います。 

◇｢窓口用封筒｣は、市役所市民課などの窓口で使用している封筒の裏面に広告枠を設け、今後使用が見込 

 まれる20,000枚を印刷します。 

◇｢市ホームページ｣への広告掲載は｢バナー広告｣とし、掲載位置はトップ画面の中で市が指定した位置に 

 なります。 

◆広告の位置、規格および掲載料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆申込資格 

住所または事業所を有する市町村の市町村税を滞納していないもの 

※公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるものなどは掲載できません 

◆申込方法  

 ｢広告掲載申込書｣に、次の添付書類を添えてお申し込みください 

◇添付書類 ①広告原稿の案、②住所または事業所を有する市町村の市町村税の滞納がないことを証する 

       書類(市内に住所または事業所を有する場合を除く) 

※｢広告掲載申込書｣は、市役所秘書課(本庁舎2階)に用意してあります。市ホームページからもダウン

ロード可能です 

◆申込締切 3月3日(金)まで 
 

問 申 市秘書課 43-2112 

種類 位置 規格 回数または月数 掲載料 

広報しもつま 
最下段(表紙および

最終面を除く) 

通し枠 
(42㎜×178㎜) 

１回  15,000円 
連続３回  43,000円 
連続６回  80,000円 

連続12回  150,000円 

2分の1枠 
(42㎜×88㎜) 

１回  8,000円 
連続３回  23,000円 
連続６回  42,000円 

連続12回  80,000円 

窓口用封筒(1枠) 封筒裏面に印刷 60㎜×85㎜ 
掲載した封筒の使用完了まで。 

20,000枚×＠4.0円 

市ホームページ 

 広告の掲載位置は、市ホームページのトップ画面で、市の指定する位置とする。 
 表示方法は｢バナー広告｣とする。 

規格 

(1枠) 

縦43ピクセル、横138ピクセル、8KB以

内、GIF形式 (アニメーション可 )または

JPEG形式 

１月  15,000円 
連続３月  43,000円 
連続６月  80,000円 

連続12月  150,000円 



ときめき婚活 

｢バレンタインパーティー｣開催 
 
◆日時 ２月12日(日)午前11時30分～午後3時30分 

    (受付 午前11時～) 

◆場所 ORANGE CAFE[筑西市下岡崎2-4-9 ] 

◆対象 40歳以下の独身男女 各16人 

◆参加費 男性6,000円 女性1,800円 

◆申込期間 １月16日(月)～２月６日(月) 

      午前９時～午後７時 

◆申込方法 電話で申し込み ※先着順 
       

問  申 NPO法人メドウルミートクラブ 

     25-2678 

｢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。ご本人、ご家族、どなたでもお気

軽にご予約ください。 

 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、結婚相談やお相手探しのお手伝いな 

どを行うボランティアです。 

 

◆日時 ２月12日(日)午後1時～４時 

◆場所 千代川公民館 

◆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 1月30日(月)～２月8日(水)  

◆申込方法 電話で申し込み 

              ※予約制(先着12人) 

 
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 

平成29年度 

『真壁医師会准看護学院 生徒』募集 
 
◆募集人員 40人  

◆修業年限 ２年間 

◆受験資格 中学校卒業以上の者 

◆出願期間 2月1日(水)～2月16日(木) 

◆試験日、試験科目  

①2月17日(金) 国語・数学・作文 

 ②2月19日(日) 面接  

◆試験会場 真壁医師会准看護学院  

      [筑西市二木成827-1] 

※資料は、真壁医師会准看護学院 募集要項A係に 

 ご請求ください 
 

問 申 真壁医師会准看護学院 募集要項A係 

     22-7702 

婚活情報 

｢ときめきパーティーin結城｣開催 
 

素敵なお相手を見つけませんか。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 ２月５日(日)午後１時～４時30分 

◆場所 結城市市民情報センター  

    [結城市国府町1-1-1] 

◆対象 独身男女25～45歳 各15人  

◆参加費 男性2,000円 女性1,000円 

◆申込期間 １月９日(月・祝)～１月22日(日) 

◆申込方法 電話で申し込み 

      ※応募多数の場合は抽選 
       

問 申  

いばらきマリッジサポーター県西地域活動協議会 

090-1039-9811(森川) 

090-6122-5677(長屋) 

※電話受付時間 正午～午後７時 

新しい出会いを探してみませんか 

｢出会いパーティー｣開催 
 

<つくば会場>  

◇日時 ２月４日(土)午後１時30分～４時30分 

    (受付 午後１時15分～) 

◇場所 ホテルベストランド  

    [つくば市研究学園五丁目8番地４] 

◇対象 独身男性 30～43歳の方 

     独身女性 28～40歳の方 

◇参加費 男性４,000円 女性2,000円 
 

<下妻会場>  

◇日時 ２月12日(日)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[長塚乙70-3] 

◇対象 独身男性 30～40歳代の方 

     独身女性 30～40歳代の方 

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
 

<結城会場>  

◇日時 ２月26日(日)午後１時30分～４時30分 

    (受付 午後１時15分～) 

◇場所 結城市民文化センターアクロス 

    [結城市中央町2-2] 

◇対象 Aコース 独身男性 30～39歳代の方 

           独身女性 28～35歳代の方 

     Bコース 独身男性 40～55歳代の方 

           独身女性 36～55歳代の方 

◇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 

｢元気いばらき就職面接会｣開催 
 

 学生を除く若年者や離職などで求職中の方を対象

に、合同就職面接会を開催します。 

複数の企業の人事担当者と直接お会いし、就職に

直結できるチャンスです。履歴書を複数枚持参の

上、ぜひご参加ください。 

 

◆日時 1月27日(金)午後1時30分～3時30分 

            (受付 午後1時～) 

※参加費無料、予約不要 

◆場所 茨城県土浦合同庁舎 本庁舎3階 第1会議室 

    [土浦市真鍋5-17-26] 

◆対象者  

 学生を除く若年者や離職などで求職中の方 

◆参加事業所数 約20社 

◆実施方法  

 会場内に事業所ごとにブースを設置し、各事業所 

 の採用担当者と求職者が一堂に会する対面方式で 

 面接選考や企業説明を行います。 

※雇用保険の求職活動実績になります 

 

問 いばらき就職支援センター 県南地区センター  

   029-825-3410 

食道がんを学ぼう  

～手術・化学療法・放射線治療について～ 
 
 筑波大学附属病院の市民公開講座として、各専門

医より講演があります。関心のある方は、ぜひご参

加ください。  
 
◆日時  

 １月22日(日)午後２時～４時 

    (開場 午後１時30分) 

◆場所 千代川公民館 １階 ホール 

◆内容  

 筑波大学附属病院のスタッフによ 

 る講演 

 ①『食道がんを学ぼう』 

  消化器外科 講師 小川 光一 氏 
  
 ②『食道がんの診断と内視鏡治療』 

  消化器内科 病院講師 山田 武史 氏 
 
 ③『手術の良いところ悪いところ』 

  消化器外科 講師 久倉 勝治 氏 
 
 ④『化学療法はこんな方にお勧めします』 

  消化器内科 講師 森脇 俊和 氏 
 
 ⑤『陽子線治療の良い点・悪い点』 

  放射線腫瘍科 准教授 石川 仁 氏 
 
 ⑥『より良好な体調で治療にのぞむために』 

  管理栄養士 尾形 沙弥香 氏 
 
◆参加料 無料 

◆定員 250人 

◆申込期限 1月19日(木)まで 

◆申込方法 電話にてお申し込みください 

 
問 申 
市保健センター 43-1990 

筑波大学附属病院総合がん診療センター 

市民公開講座｢食道がんを学ぼう｣係 

029-853-8096 

(受付 午前９時～午後５時) 

｢下妻市中学校高等学校合同演奏会｣ 

開催 
 
◆場所 下妻市民文化会館 

◆日時 １月15日(日)開演 午後１時～ 

◆内容  

 市内中学校3校、高等学校2校の吹奏楽部によ 

 る合同演奏会  

◆対象 どなたでもご鑑賞できます(無料) 
 

問 千代川中学校 44-2049  

休日在宅当番医の変更 
     

休日在宅当番医が次のとおり変更になります。 
   

【変更前】  

 1月22日(日)中岫産婦人科医院  

 1月29日(日)中山医院  
             

【変更後】  

 1月22日(日)中山医院  

 1月29日(日)中岫産婦人科医院  
 

問 市保健センター 43-1990 

mailto:info@bell-support.net

