
都市計画の変更を行いました 
 

 市では、３月 17 日に次の都市計画の変更を行い

ました。都市計画の図書は市都市整備課で縦覧で

きます。 
 

◆名称 下妻都市計画用途地域の変更 

◆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 
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『庁舎建設検討市民会議』公募委員募集 
 
市では、庁舎等建設基本構想および基本計画を策

定するにあたり、市民から広く意見を求めるため、

｢下妻市庁舎建設検討市民会議｣を設置します。有識

者、市議会議員、各種団体の代表者、公募委員など

20人以内で構成されますが、そのうち公募委員を募

集します。 
 

◆募集定員 ３人程度 

◆任期 平成30年9月頃まで(会議は、平成29・30 

    年度で10回前後開催する予定) 

◆応募条件 市内在住の満18歳以上の方で、平日に 

      開催する会議に出席できる方 

◆報酬 日額 5,000円 

◆申込締切 ４月24日(月)必着 

◆応募方法 任意の用紙に、下記の必要事項を記入 

      の上、持参または郵送してください。 

       FAXやメールでも受け付けします。 

◇応募の動機 

◇住所、氏名、年齢、電話番号 

※選考結果は、４月下旬に応募者に通知します 
 

問 申 市財政課 43-2235   43-4214 

       zaisei@city.shimotsuma.lg.jp 

洪水情報の配信を開始します 
 

国土交通省では、緊急速報メールを活用した洪水情

報のプッシュ型配信を開始します。 

洪水情報を携帯電話ユーザーに周知するもので、水

害時に流域住民の主体的な避難を促進する取り組みと

して実施します。 
 
◆配信開始 ５月１日(月)～ 

◆配信エリア  

 国が管理する25河川の流域自治体(下妻市は、鬼怒 

 川、小貝川が対象) 

◆配信対象者  

 配信エリア内の携帯電話(NTTドコモ、KDDI・沖 

 縄セルラー、ソフトバンク(ワイモバイル含む)) 

 ※登録手続きは不要です 

◆配信情報 鬼怒川・小貝川の洪水情報 

※洪水情報とは、指定河川洪水予報の氾濫危険情報 

 (レベル４)および氾濫発生情報(レベル５)の発表を 

 契機に、避難を促進するための情報です 
 

問 申 市消防交通課  

     43-2119   43-4214 

平成29年度 固定資産税 
 
◆縦覧 

 固定資産税の納税者は、他の土地や家屋の価格との 

 比較を通じて自分の土地や家屋の評価が適正かどう 

 かを判断するため、課税対象となる市内の土地およ 

 び家屋の価格が記載された縦覧用帳簿を縦覧するこ 

 とができます。 

 

◇縦覧期間 ４月３日(月)～５月１日(月)  

      ※土・日曜日、祝祭日を除く 

◇縦覧時間 午前８時30分～午後５時15分  

◇縦覧場所 市役所本庁舎 1階 税務課 

◇縦覧できるもの 土地価格等縦覧帳簿および家屋 

          価格等縦覧帳簿 

◇縦覧対象者 市内に所在する土地、家屋の固定資

産税の納税者、同居の親族、納税管

理人、代理人(代理人の場合は委任状

が必要です) 

※土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋

の、両資産の納税者は両方の縦覧帳簿を見るこ

とができます 

 ◇持参するもの 本人確認できるもの(運転免許証、 

                           マイナンバーカードなど)、委任状 

                           (代理人の場合) 

※法人の代表者以外が縦覧する場合は、委任状と

代理人の本人確認できるものが必要です 
 
◆納期限 

 平成29年度固定資産税｢第１期｣または｢全納｣の納 

 期限は、５月１日(月)となります。 

 納税通知書・課税明細書および納付書は４月中旬に 

 発送する予定です。 
 
《平成29年度 各期の納期限》 

第１期       ５月１日(月) 

   第２期     ７月31日(月) 

   第３期  11月30日(木) 

   第４期  12月25日(月) 
 
◆固定資産税の減免 

 次のような場合、固定資産税を減免する制度があり 

 ます。 

 １．貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の 

   所有する固定資産 

 ２．公益のために直接専用する固定資産(有料で使 

   用するものを除く) 

 ３．市の全部または一部にわたる災害または天候の

不順により、著しく価格を減じた固定資産 

 ※“公益のため”とは、自治会の公民館敷地として

土地を無償で提供しているなどです 

 ※“災害または天候の不順による価値の減”とは、

火災や河川の氾濫などで焼失・損壊した場合で

す 

※減免を受ける場合、５月１日(月)までに申請書を

市役所税務課固定資産税係へ提出してください 
 

問 市税務課 43-8193   44-9411 

住宅用の浄化槽設置事業、 

太陽光発電システム設置事業の補助金

申請を受け付けています 
 

※先着順。予算がなくなり次第、受付終了 

※補助を受けるための条件や申請書類は、市のホー

ムページでご確認ください 
 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833 

ひばりくんの安心・安全コーナー 
 
◆下妻市の治安概況(平成29年２月末暫定値) 

 ◇刑法犯認知件数   

  69件(前年比－19件) 

◇人身交通事故    

 15件(前年比－9件) 

◆ハイブリットカーの盗難が多発 

 【あなたの車が狙われています】 

最近、一般住宅やアパート駐車場などで、ハイ 

ブリットカーの盗難が連続発生しています。ご 

注意ください 

 【被害に遭わないために】 

◇ハンドルロックやイモビライザーなどの盗難 

 防止機器を取り付ける。 

  ◇駐車場に音や光を発するセンサーや防犯カメ 

         ラを設置する。 

◇人目の少ない場所への駐車は避ける。 

以上のような複数の防犯対策をお願いします。 

不審者や不審車両を見かけたら、110番または 

下妻警察署にご連絡ください。 
 

問 下妻警察署 43-0110 

ごみの分別にご協力を 
 

可燃用指定ごみ袋に少量の不燃物を混ぜて出した

り、不燃用指定ごみ袋に可燃物を入れて出してある

ものが見受けられます。分別のできていないごみは

収集できません。ご注意ください。 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

古布回収BOXをご利用ください 
 

古布回収BOXは、下記の施設に設置してありま

す。ご家庭で不用となった古布がありましたら、リ

サイクルにご協力をお願いします。 
 
◆設置場所  

 ①市役所千代川庁舎 ②下妻公民館 ③大宝公民館  

 ④働く婦人の家 ⑤勤労青少年ホーム 

◆回収品目  

 洋服、肌着、シャツ、タオル、カーテンなど 

◆排出方法  

 透明か半透明の袋に入れて出してください 

【出せないもの】 

 毛布、布団、座布団、こたつ布団、ぬいぐるみ、 

 スキーウェア、ゴム製品、革製品、中に綿の入っ 

 ているもの(ダウンジャケットなど)、汚れのひど 

 いもの 

※施設が休館の時は利用できません 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

問 市都市整備課 45-8128   43-2945 



≪平成29年度下妻市活き活き出前講座メニュー≫     

№ 講座名 担当部署  № 講座名 担当部署 

1 介護保険のしくみについて 

介護保険課 

№1☎45-8122 

№2☎43-8338 

№3.4☎43-8264 

№5☎45-8123 

  
33 

知っていますか？ 

    あなたの市・県民税 

税務課 

☎43-8192 2 シルバーリハビリ体操  

3 認知症サポーター養成講座   
34 

家を建てる前に 

固定資産税のしくみ 

税務課 

☎43-8193 

4 
未来へつなげるまちづくり 

～地域包括ケアシステムの構築をめざして

 

 
35 

市税の納付方法と 

    滞納処分について 

収納課 

☎43-8274 5 高齢福祉サービスについて  

6 
子育て応援隊 

  ～子どもの健康づくり～ 

保健センター 

☎43-1990 

 
36 悪質商法にあわないために 

商工観光課 

☎44-8632  

7 
毎日を元気に楽しく 

  ～大人の健康づくり～ 

 37 知っておきたい選挙の知識 総務課 

☎43-2115  38 知っておきたい18歳選挙権 

8 感染症を予防しよう  39 図書館の便利な利用法 図書館 

☎43-8811 9 早期発見が決め手！がん予防  40 読み聞かせ講座 

10 
食育講座 

  ～合言葉はしもつま～ 

 
41 

地域ぐるみで取り組もう！ 

   青少年健全育成 
生涯学習課 

☎45-8995 

 

11 
スポーツする子どもの体づくり 

  ～食事編～ 

 
42 

家庭教育の重要性 

～子育てに対する「やる気」と「喜び」 

12 わたしのまちの健康  
43 

みんなで守る文化財 

  ～文化財保護について～ 
生涯学習課 

☎45-8996 
13 

生活困窮者自立相談支援事業と生活保護制

度について 

福祉課 

☎43-8249 

 

 
44 

下妻にもある国指定文化財 

  （大宝城跡） 
14 障害福祉サービス 

福祉課 

☎43-8352 

 

 45 自分の体力を知ろう 生涯学習課 

☎45-8997 
15 人権教室 

人権推進室 

☎43-8246 

 46 各種スポーツ講座 

 47 農業者年金制度について 
農業委員会 

☎45-8991 
16 社協ってどんなとこ？ 社会福祉協議会 

☎44-0142 

 48 農地法について①（耕作目的編） 

17 もう一つの目線から街を見てみよう  49 農地法について②（農地転用編） 

18 
子ども・家庭支援 

  ～児童相談の現場から～         
子育て支援課 

☎45-8120 

 
50 防災のはなし 

消防交通課 

☎43-2119  

19 児童福祉あれこれ  51 交通事故防止のポイント 消防交通課 

☎43-8309 20 保育所ってどんなとこ？  52 防犯のポイント 

21 国民健康保険のしくみ 保険年金課 

☎45-8124 

 

53 

覚えよう！ 

いざ！という時の応急手当 

①「救命入門コース」 

 （参加証発行。小学生高学年～中学生     

対象対象） 

②「普通救命講習」 

 （修了証発行） 

③「普通救命以外の講習」 

下妻消防署 

☎43-1551 

22 国民年金のしくみ  

23 後期高齢者医療制度のしくみ 保険年金課 

☎43-8326 

 

24 医療福祉（マル福）制度のしくみ  

25 ペットの飼い方 
生活環境課 

☎43-8234 

 

 

26 
ごみの分別・出し方 

～マナーを守ってきれいなまちづくり～                                                                             

生活環境課 

☎43-8289 

 
54 

市の財政状況は 

   どうなっているの？ 

財政課 

☎43-2158  

27 生活道路が整備されるまで 建設課 

☎45-8125 

 
55 公共施設の将来を考えてみませんか 

財政課 

☎43-2235 28 道路とくらし  

29 水洗化で快適生活 

上下水道課 

☎44-5311 

 
56 "男女共同参画社会〟ってな～に 

市民協働課 

☎43-2114 
30 

知っていますか？   

     下水道ができるまで                                                                           

 

 
57 公共交通の役割と大切さ 

企画課 

☎43-2113 31 水道水はどうつくられるの？  

32 
公園のはなし 

～使おう！守ろう！みんなの公園～                                                                                

都市整備課 

☎43-8356 

 
58 議会のしくみ 

議会事務局 

☎43-8364  

◆出前講座とは 

 市民の生涯学習意識の高揚とまちづくりの振興 

 を図るため、市役所の各課の職員が身につけた 

 専門知識を、無料で研修会や学習の場にお届け 

 するものです。 
 

◆利用できる方 

 原則として、市内在住、在勤、在学する10人以 

 上の市民グループです。ただし、公の秩序や善 

 良な風俗を害する恐れがある場合、政治活動や 

 宗教布教活動または営利目的の事業の一環と考 

 えられる場合は、申し込みを受け付けることは 

 できません。 
 

◆開催日時 

祝日・年末年始を除く午前10時～午後５時 

１回２時間以内(一部講座を除く) 

※午後５時以降希望の場合は担当課に要相談 
 

◆開催場所 

 市内の公共施設や民間の施設とします。なお、 

 会場は主催者がご用意ください。 
 

◆費用 

 無料(教材費・材料費が必要な場合あり) 
 

◆申込方法 

 事前に希望される講座担当課へお問い合わせく 

 ださい。担当課と講座の内容や日程などを調整 

 してから、受講を希望する日の20日前までに所 

 定の申込用紙に記入の上、市役所生涯学習課ま 

 たは講座担当課へ提出してください。 
 

◆お願い 

◇時間内で終わるようお願いします。 

◇ご質問に対してその場でご説明できない内容 

 があるかと思いますがご了承ください。 

◇各課が担当する業務の説明に関する質疑や意 

 見交換は可能ですが、苦情などを言う場では 

 ありませんのでご理解ください。 
 
【注意】 

 企業が顧客などを集めて出前講座を開催される 

 場合は、企業の営利行為にあたると考えられる 

 ため、実施することができません。ただし、社 

 員が自主的に企画する研修などの場で活用する 

 ことは可能です。 

 

問 市生涯学習課 45-8995   43-3519 

『下妻市活き活き出前講座』を 

申し込んでみよう！ 
 

①メニューから講座を選ぶ 

市政全般から身近なくらしの内容まで、いろ

いろな講座をご用意しています。｢下妻市活

き活き出前講座メニュー｣から希望する講座

を選びましょう。 

 

 

②申込内容の確認・日程調整 

希望する講座担当課にお問い合わせいただ

き、講座内容および日程の調整をお願いしま

す。 

 

 

③出前講座を申し込む 

出前講座利用申込書に必要事項を記入して、

出前講座を希望する20日前までに市役所生

涯学習課または講座担当課までお申し込みく

ださい。 

開催場所は、主催者がご用意ください。 

 

 

④出前講座の講師派遣決定通知書の送付 

講師派遣決定通知書が市から申込者に送付し

ますので、内容をご確認ください。 

 

 

⑤出前講座の開催 

職員を派遣し、申し込まれた講座の内容につ

いて分かりやすくお話します。 

 

 

⑥出前講座受講結果報告書の提出 

今後の講座内容のあり方についての参考とさ

せていただきますので、講座終了後、受講結

果報告書を市役所生涯学習課または講座担当

課へご提出ください。 

下妻市活き活き出前講座を 

            利用してみませんか 

※出前講座の詳しい資料(メニュー表・申込

用紙)は、下妻庁舎(総合案内)、千代川庁舎

(くらしの窓口課、生涯学習課)および公民

館、各市民センターにあります。また、市

ＨＰからもダウンロードできます 
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～あなたも菊をつくってみませんか～ 

『菊づくり体験教室』参加者募集 
 

下妻市菊花会では、菊栽培が初めての方に向けた

｢菊づくり体験教室｣を開催します。園芸が初めての

方でも、会員が丁寧に栽培のコツをお教えしますの

で、ご安心ください。現在、菊を育てている方も大

歓迎です。ご参加をお待ちしています。 
 
◆日時 ５月21日(日)午前10時～正午 

◆場所 千代川公民館 レストハウス 

◆参加費 無料 

◆持ち物 軍手、汚れてもよい服装、筆記用具 

◆定員 15人程度(先着順) 

◆申込期限 ５月10日(水) 
 

問 申 市商工観光課  

               44-0732   44-0064 

                                          

【定期】高齢者肺炎球菌予防接種費用の助成をしています 
 
市では、高齢者肺炎球菌予防接種について接種費用の一部を助成しています。４月１日から平成29年度に定期

接種の対象となる方の助成が開始しています。接種を希望する方は、送付された接種券を医療機関に持参して接

種を受けてください。 
 

◆対象接種期限 平成30年３月31日(土) 

◆公費助成額 3,000円(１回のみ) 

◆定期接種対象者 ◇平成30年３月31日の年齢が65、70、75、80、85、90、95、100歳の方 

         ◇接種日に60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器の機能・ヒト免疫不全ウイルスに 

          より免疫機能に障害を有している方 

         ※ただし、対象年齢の方でも、過去に高齢者肺炎球菌の予防接種を受けたことがある方は助 

          成の対象となりません(自費で接種している場合も助成の対象となりません) 

◆接種券 定期接種対象の方には３月末に接種券などを送付しています。必ず送付された接種券と保険証を医療 

     機関に持参し、接種を受けてください。接種券を紛失してしまった場合は、接種する方の保険証を持 

     参し、事前に下妻保健センターで再発行の申請をしてください。 

◆接種できる市内協力医療機関  

  

 

 

 

 

 

 

 

  ※市外の広域予防接種協力医療機関は事前に下妻保健センターにご確認ください 
 

問 市保健センター 43-1990   44-9744 

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号 
浅田医院 44-3957 とき田クリニック 44-3232 
宇津野医院 45-0311 とやまクリニック 30-5010 
加倉井皮膚科クリニック  30-5007 中山医院 43-2512 
軽部病院 44-3761 平間病院 43-5100 
菊山胃腸科外科医院 44-2014 古橋医院 44-2792 
湖南病院 44-2556 古橋耳鼻咽喉科医院 45-0777 
坂入医院 43-6391 三津山クリニック 48-9131 
砂沼湖畔クリニック 43-8181 渡辺クリニック 43-7773 

｢各々のレンズがとらえた自然｣ 

 写真展開催 
 

自然を題材に四季折々の移り変わりを作品にしま

した。写真でなければ気付かない瞬間をご自分の目

で感じてみてはいかがでしょうか。 
 
◆日時  

 ４月29日(土・祝)～５月17日(水) 

 午前９時～午後４時30分 

 ※５月17日(水)は午後３時まで 

◆休館日 ５月１日(月)、８日(月) 

◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１ 

◆入場料 無料 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター  

       45-0200   45-0363 

下水道の使用人数変更を 
ご連絡ください 
 

下水道に接続し、井戸水・共同水道などを使用して
いる方は、家族の人数の変更により使用料が変わる場
合があります。 

転居・出生・死亡届などを出しても、下水道の使用
人数は自動的に変更になりません。家族の人数に変更
があった方または井戸水などの使用を中止された方
はご連絡ください。 

 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

『下妻市民ゴルフ大会』参加者募集 
 

◆日程 ５月23日(火) 

◆場所 アジア下館カントリークラブ  

◆競技方法  

 18ホールストローク競技／ペリア方式 

 オール６インチ、完全ホールアウト 

 ※順位は年長者上位とする。70歳以上はシルバー 

  ティー使用可 

◆競技区分  

 １．一般の部(ネットおよびグロス) 

 ２．シニアの部(60歳以上のグロス) 

 ３．レディースの部(グロス) 

 ４．アトラクション(ドラコン、ニアピン 各２個) 

 ５．団体戦 上位３団体(１団体上位５人のネット 

         合計) 

◆組合せ  

 可能な範囲で所属クラブ単位の組み合わせをする 

◆参加費   

 ◇一般 5,000円 

 ◇アマチュアゴルフ連盟加入者 4,000円 

 ※その他プレー費として当日6,000円かかります 

  (昼食、１ドリンク込) 

◆募集人員  

 市内在住、在勤者または下妻市アマチュア連盟登 

 録ゴルフ会に所属している方 

◆募集定員 240人 

◆申込期間 ４月10日(月)～５月８日(月) 

◆申込方法  

 参加費を持参の上、申し込みください 

◆申込先  

 市役所生涯学習課(千代川庁舎２階)  

 ※土・日曜日を除く 

 受付時間 午前８時30分～午後５時 

 

問 下妻市アマチュアゴルフ連盟 

   090-8682-0677(稲葉) 

    43-3519(市生涯学習課) 

〝みんなの研ぎやさん〟による 

｢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。会場まで来

られない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 ４月28日(金)午後１時～２時30分 

◆会場 リフレこかい 

 

問 下妻市ボランティアセンター 

       (下妻市社会福祉協議会)  

       44-0142   44-0559 

脳検診受診料を補助します 
 

 脳疾患の早期発見と脳疾患予防を目的とし

て、医療機関で脳検診を受ける方に受診料の２

分の１(限度額15,000円まで)を補助します。 

 

◆受付期間 ４月12日(水)～21日(金) 

 ◇下妻保健センターに直接来所し、受け付け 

  をしてください。 

  ※ 先着順ではありません 

  ※ 電話での受付はできません 

 

◆定員 110人 

※定員を超えた場合は、抽選で助成対象 

 者を決定します 

 

◆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。 

◇５月15日～12月30日に受診可能。 

◇医療機関で脳検診を受診する。 

◇前年度に当該助成を受けていない。 

◇市税を滞納していない。 

 

◆検診内容 

◇脳関連検査(MRI脳実質撮影、MRA脳血管 

 撮影、頚椎X線撮影)のみが対象になりま 

 す。 

◇検診ではなく、健康保険の適用を受けた検 

 査料は対象となりません。  

   

問 市保健センター   

   43-1990   44-9744 

                



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 

平成29年度 特定健康診査・基本健康診査｢集団健診｣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ※年齢は、平成30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。詳しくは、お問合せ 

  ください。 
 

 ※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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◎健康診査のみ受診できる｢特定・基本健診受診券｣は4月下旬ごろ送付します。 

  ◇35～39歳の方、40～75歳(国保加入者)、76歳の方・・・全員に送付。 

  ◇25～34歳の方・・・国保加入者および前年度受診者に送付。 

  ◇77歳以上、24歳以下の方・・・前年度受診者に送付。 

  ◇新たに希望する方・・・下妻保健センターにご連絡ください。 

  ※会社で受診するなど、今後のお知らせが不要な方は、下妻保健センターまでご連絡ください 

 

 ◆｢セット健診｣を予約済みの方へ 

  4月下旬に発送する｢特定・基本健診受診券｣は送付しません。予約日の1週間前までに｢セット健診用の 

  受診券｣を送付しますのでお待ちください。 
 
 ◆育児中でなかなか健診を受けられない方へ 

  ６月６日(火)、9月13日(水)の午前中限定で｢育児応援サポート健診｣を実施します。健診の間、お子さま 

  をお預かりできますので、育児中の方も安心して健診にお越しください。 

  ※ご希望の方は、事前に保健センターにお申し込みください 
 
 ◆40～75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。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   43-2933 

       市保健センター 43-1990   44-9744 

 検査項目 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 

健診名 実施日 会場 
受付時間 ※午後の受付時間の方が、比較的空いています 

午前９時30分～11時30分 午後1時30分～3時 

特定・ 

基本健診 

５月16日(火) 

下妻保健 

センター 

柳原・谷田部・山尻・肘谷・樋橋 高道祖 

５月17日(水) 高道祖 半谷・南原・大木 

５月22日(月) 平方・江・黒駒・柴・前河原 桐ヶ瀬・赤須・尻手・渋井 

５月23日(火) 

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 

５月24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) 

５月25日(木) 小島 加養・亀崎・新堀 

５月30日(火) 

下妻保健 

センター 

騰波ノ江地区(若柳･神明以外) 若柳・神明 

６月4日(日) 大宝・横根・平川戸 
《未受診者(千代川・総上・豊加

美地区)》 

６月6日(火) 大串・平沼・坂井・比毛・堀篭 北大宝・福田・下木戸 

６月7日(水) 《未受診者(高道祖・上妻地区)》 
《未 受 診者 ( 大宝・騰波 ノ 江 地

区)》 

９月1日(金) 
小野子町・小野子・坂本・陣屋・

【千代川地区】 

坂本新田・大木新田・旭・大町・ 

【総上地区】 

９月5日(火) 
新町・本宿・本宿町・【豊加美地

区】 

上町・西町・三道地・栗山・峰・

【高道祖地区】 

９月6日(水) 
本城町・不動宿・新屋敷・相原

山・【上妻地区】 

上宿・田町・仲町・浦町・【騰波

ノ江地区】 

９月7日(木) 
長塚 (東部 )・石の宮・横町・下

町・【大宝地区】 
長塚(西部)・砂沼新田・下子町 

９月12日(火) 《未受診者(全地区)》 

９月13日(水) 《未受診者(全地区)》 

９月14日(木) ☎【予約制】受付時間 午後4時～8時【全地区】 

９月22日(金) 《未受診者(全地区)》 

11月18日(土) 《未受診者(全地区)》 

◆日程表 

夜間健診 



震災などにより避難している皆さまへ 
 

震災などにより下妻市へ避難している方がいまし

たら、情報提供(氏名・生年月日・性別・避難前の

住所・避難先)をお願いします。 

避難されている方の情報を避難前の県や市町村と

情報を共有することにより、さまざまなお知らせ

(税や保険料の減免や見舞金・保険証など)がお届け

できるようになります。 

お知り合いの方が避難している場合にも相談を受

けますので情報提供をお願いします。   
 

問 申 市福祉課  

     43-8249   43-6750 

         fukushi@city.shimotsuma.lg.jp 
 
 下妻市へ避難している方で、高齢や障害などの理

由により、災害時に避難所への避難が困難な方はご

相談ください。 
 

問 申 市消防交通課  

     43-2119   43-4214 

         anzen@city.shimotsuma.lg.jp 

平成29年度 

難病患者福祉手当を支給します 
 
◆対象者 

常総保健所発行の指定難病特定医療費受給者 

証をお持ちの方で、以下すべてを満たす方 

１．市内に住所を有している 

２．市税、後期高齢者医療保険料および介護保険

料を滞納していない 

３．生活保護を受けていない 
 
◆支給額 30,000円(年額) 
 
◆必要なもの 

１．常総保健所発行の指定難病特定医療費受給者

証(写し可) 

２．印鑑 

３．振込口座の通帳(難病患者本人のもの) 
 
◆申請窓口 市役所第二庁舎 １階 福祉課 
 
◆申請受付期限 平成30年３月30日(金)まで 

       ※土・日曜日、祝日を除く午前８ 

        時30分～午後５時15分 ) 
 

問 市福祉課 43-8352   43-6750   
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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 ５月11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 

     0297-30-3072 

第26回花とふれあいまつり 

｢花の株券｣にご協力を 
 

 花と一万人の会主催による｢第26回花とふれあ 

いまつり｣が、５月21日(日)に鬼怒フラワーライン 

で開催されます。それに先立ち、｢花の株券(絵はが 

き、花の種、抽選券、バーベキュー・そば・うどん 

共通引換券付)｣を販売しています(１枚1,000円)。 

 この｢花の株券｣で集まった資金は、花とふれあ 

いまつりや鬼怒フラワーラインの整備に使われてい 

ます。 

 また、花と一万人の会では推進員として協力して 

くださる方を随時募集しています。 
 

◆株券取扱  

 ◇市役所第二庁舎 ２階 都市整備課 

 ◇市役所千代川庁舎 １階 商工観光課 
 
＜取扱会員＞ 

飯島順一、大内修、須藤洋一、浅野清一、浅野

政行、飯島和一、飯島澄江、飯塚武彦、飯塚次

彦、池田一浩、稲葉直樹、苅部好美、菊池博、

小 竹 昌 子、柴 孝 光、柴 信 一、須 藤 健、関 口 知

充、関 良 彦、堤 俊 勝、羽 子 田 記 美 男、羽 田 正

徳、平塚昌利、矢島博明 
 

問 申  
花と一万人の会事務局(市都市整備課内) 
43-8356   43-2945 

小貝川ふれあい公園｢春の山野草展｣開催 
 

下妻市自然愛護協会の方々が丹精込めて育てた身

近な山野草を、約300点展示します。 

 春のふれあい公園の散策を兼ねて、ぜひご来館く

ださい。 
 
◆日時 ４月21日(金)～23日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※23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 

◆入場料 無料 
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

   45-0200   45-0363 

｢本のリサイクルフェア｣に参加しませんか 
 

５月５日に実施される図書館こどもまつりの一環

で｢本のリサイクルフェア｣を開催します。リサイク

ルフェアでは、皆さまのお宅で読まなくなった本を

無償で提供してもらい、それらを自由に持ち帰るこ

との出来るコーナーを設けます。 

 眠っている本が息を吹き返す良い機会になります

ので、皆さんのご協力をお願いします。 

 

＜リサイクル図書受付＞ 

◆受付期間  

 ４月12日(水)～５月３日(水・祝) 

◆受付場所  

 図書館総合案内カウンター(直接持ち込みに限る) 

 ※次の資料は、受付不可 

  青少年に有害な図書、マンガ、雑誌、辞書・事 

  典類、問題集・参考書類 

 ※｢本のリサイクルフェア｣で最終的に残った図書 

  は処分する場合があります 

 

＜リサイクルフェア開催＞ 

◆実施期間  

 ５月５日(金・祝)午後０時30分～ 

 ※なくなり次第終了 

◆実施場所 市立図書館 １階 交流ホール 
 

問 市立図書館 43-8811   43-8855 

～認知症カフェ～ 

｢オレンジカフェ｣開催 
 

認知症カフェとは、認知症に関する不安や悩みを

同じ体験をしている人や認知症に詳しい人に気軽に

相談ができ、具体的なことが聞けるところです。介

護をしている方、介護を受けている方、お気軽にお

越しください。 

 早期認知症の方や、若年性認知症の方もお待ちし

ています。迷ったらまず、お問い合わせください。 
 
◆日時 毎月第3火曜日(原則)  

    午後１時30分～３時30分  

 

 
 

 

 

 

 

◆場所 千代川公民館 レストハウス 

◆参加費 1人100円(お茶・おやつ代) 
 

問 市介護保険課 43-8264 

           30-0011 

日 程 

平成29年 

４月18日 
平成29年 

10月17日 
５月16日 11月21日 
６月20日 12月19日 
７月18日 

平成30年 
１月16日 

８月22日 ２月20日 
９月19日 ３月20日 

｢下妻スプリングモール2017 

～the 職フェス．ＪＣＩ～｣開催 
 
 地域のさまざまな職業を紹介し、その職業体験が

できるイベント“職フェス”を開催します。 

 ご家族、お友達と一緒にぜひご来場ください。 
 
◆日時 ４月29日(土・祝) 

    午前９時30分～午後３時 

◆場所 下妻地方広域事務組合 多目的第二グラウ 

    ンド(ほっとランド・きぬ北側) 

◆内容 ◇大工さんや電気屋さんなどの仕事の模擬 

     体験 

    ◇白バイ・パトカー・消防はしご車などの 

     乗り物体験 

    ◇園児による合唱発表会 

    ◇農産物販売 など 
 

問 下妻青年会議所  

   090-7826-7858(早川) 

    48-4113 



自動車税は 

クレジットカード納税ができます 
 

パソコンやスマートフォンから｢Yahoo!公金支払

い｣のポータルサイトへ接続し、毎年５月上旬に届

く納税通知書の情報等を入力することで利用できま

す。手数料は、１件につき324円(税込)です。(た

だし、住所変更などにより最初の通知が届かなかっ

た方は、利用できません。) 
なお、金融機関やコンビニなどではクレジット

カードによる納付はできませんのでご注意くださ
い。 
※詳しくは、納税通知書に同封されるチラシまたは 

県税務課ホームページをご覧ください 
 

問 県税務課  029-301-2418   

｢女性行政書士による無料相談会｣開催 
 
 暮らしと役所の諸手続きについて、女性行政書士

が面談により相談に応じます。 

 行政書士には法律で守秘義務が課せられておりま

すので、安心してご相談ください。 
 
◆日時 ４月22日(土)午前10時～午後３時 

◆場所 筑西市立中央図書館 ボランティア活動室 

◆相談内容 相続、農地、建設業、飲食業、離婚な 

                  どの諸問題 
 

問 茨城県行政書士会 県西支部  

   25-1907(増戸)   24-5729 

『第11回近隣市町シニア 

ビーチボールバレーリーグ戦』参加者募集 
 
◆日程  

 ５月28日(日)～８月27日(日)リーグ戦(全４回) 

 ※詳細は、監督者会議でお知らせします 

◆場所 市総合体育館ほか 

◆参加資格  

 男女混合(男子は50歳以上、女子は年齢制限なし) 

※１人でも受け付けます。その場合、チーム編成 

 はリーグ戦本部で行います 

◆チーム編成 １チーム６人以上 

◆参加費 １チーム5,000円、個人参加1,000円 

※監督者会議で徴収します 

◆申込期限 ４月30日(日) 

◆監督会議 ５月７日(日)午後６時～ 下妻公民館 

◆申込先   

 市生涯学習課(千代川庁舎２階)  

   ※土・日曜日、祝日を除く 

 市総合体育館 ※月曜日を除く 

 受付時間 いずれも午前８時30分～午後５時 
 

問 ビーチボールバレーリーグ戦事務局 

   090-7827-1756(澤部) 

        43-3519(市生涯学習課) 

『アーク溶接特別教育』受講生募集 
 
◆内容 労働安全衛生法に基づく講習 

◆実施日 6月3日、10日、17日  

※全日土曜日、午前9時～午後5時 

◆定員 20人(申込者が定員を超えた場合は抽選) 

◆申込方法 筑西産業技術専門学院ホームページ 

      または往復ハガキに①セミナー名 ② 

      氏名 ③年齢 ④住所 ⑤電話番号 ⑥職 

      業を記入し郵送。 

◆申込締切 5月8日(月)必着 

◆受講料 2,980円 
 

問 申 茨城県立筑西産業技術専門学院 

 〒308-0847[筑西市玉戸1336-54] 

 24-1714   25-6071 

｢親と子のよい歯のコンクール｣開催 
 
◆対象者  

 満３歳～６歳(平成23年4月2日～平成26年4月 

 1日の間に生まれた未就学の幼児)のお子さまと 

 母または父 

 ※本コンクールでの入賞歴がある方の再応募は 

  ご遠慮ください 

 ※茨城県歯科医師会では『脱タバコ宣言』を行 

  い、タバコ対策を積極的に推進していますの 

  で、喫煙習慣のある親は対象外です 
 
◆応募方法  

 ①親子の氏名(ふりがな) ②生年月日 ③郵便番 

 号 ④住所 ⑤電話番号 ⑥かかりつけ歯科医院ま 

 たは最寄りの歯科医院、歯科医院の電話番号を 

 記入し、ハガキまたはFAXで茨城県歯科医師会 

 8020事業係までお申し込みください。 

 ※申し込まれた方には口腔診査票を送付します 

  ので、歯科医院(歯科医師会会員の歯科医院) 

  で口腔診査をお受けください。 

 ※歯科医院での診査の際、親子の顔写真(前歯が 

  見えている笑顔の写真)をお持ちください 
 
◆募集期限 6月30日(金)必着 
 
◆入賞者  

 最優秀、優秀合せて10組以内とします。 
 
◆表彰  

 11月19日(日)茨城県歯科医師会館にて開催する 

 ｢第26回茨城県民歯科保健大会｣の席上で表彰し 

 ます。 
 
問 申 茨城県歯科医師会 

     〒310-0911[水戸市見和2-292-1] 

     029-252-2561  

       029-253-1075 

『自衛隊幹部候補生 

(一般・飛行・音楽要員)』募集 
 

陸上・海上・航空自衛隊の幹部候補生を募集し

ます。 
 
◆応募資格 

 平成30年４月１日現在、次のいずれかに該当す 

 る方 

 ①20歳以上26歳未満で大学卒業程度の学力を 

  有する方(22歳未満は大卒または大卒見込み 

  の方) 

 ②28歳未満で大学院の修士課程を修了または修 

  了見込みの方 

◆第１次試験(筆記試験) ５月13日(土)  

 ※飛行要員は筆記式操縦適性検査５月14日(日) 

  もあり 

◆申込締切 ５月５日(金・祝)必着 
 

問 自衛隊茨城地方協力本部 筑西地域事務所  

   22-7239 

『応急手当普及員』募集 
 
◆応募資格  

◇年齢20歳以上の健康な方 

◇応急手当普及員の資格を有し、週１回以上活 

 動できる人。 

 ※資格のない人は、消防本部主催の3日間の普及 

  員講習を受講し資格を取得していただきます 
 
◆講習日時  

６月24日(土)、６月25日(日)、７月１日(土) 

午前９時～午後６時 

(3日間 合計24時間 受講していただきます) 

 ※詳細は、消防本部警防課までご連絡ください 
 
◆活動内容 普通救命講習会における実技指導 
 
◆活動場所  

 古河市、五霞町、下妻市、八千代町、坂東市、境 

 町、常総市(旧石下町) 
 
◆報酬  

 なし(ただし、交通費として１日1,000円支給) 
 
◆募集人員 10人 
 
◆募集締切 ６月９日(金)まで 
 
◆応募方法  

 詳細は、消防本部警防課までご連絡ください。 
 
問 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 

   消防本部 警防課(担当 飯田、倉持) 

   0280-47-0126 

    0280-47-0084 

警戒、悪質な土砂の搬入にご注意を 
 

市町村や県の許可を得ないで土砂を山のようにた

い積したり、発生場所が分からない粗悪な建設残土

で土地を埋立てるなど、悪質な土砂の搬入事案が県

内で多発しております。 

こうした行為の責任や土砂の処理費用の負担は、

業者(行為者)だけではなく土地所有者（管理者）に

も及ぶことがあり、莫大な損害を受けることになり

ます。被害にあわないよう、自分の土地は自分で守

りましょう。 

 

◆防止策 

◇業者から、無料で土地を埋立てるなどの“うま 

 い話”があっても、安易に土地を貸さない。 

◇業者や事業の内容を確認し、不明な点は書面で 

 提出させる。 

◇自分だけで判断せず、周囲の方や市町村、県に 

 相談する。 

◇土地を定期的に見廻る。侵入防止策や警告掲示 

 板を設置する。 

  

 ※不法投棄禁止の警告掲示板は市生活環境課にお 

  いて無料で配布しています 

 

◎｢不法投棄 110番｣0120-536-380 

 

問 県廃棄物対策課 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   44-7833 

   休日・夜間は下妻警察署 43-0110 

 

市土砂等埋立審査会の開催日が 

変更されます 
 

｢市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の

規制に関する条例」に基づく｢市土砂等埋立審査会｣

の開催日を次のように変更して運用しますので、ご

確認ください。 

 

【変更前】 申請月の月末 

【変更後】 申請月の翌月15日以降 

 

◆変更適用期日 ４月１日以降受付分 
 
◆申請書提出期限  

 毎月15日、午後５時15分まで 

 (15日が閉庁日の場合は、14日以前の開庁日) 

 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833 



婚活情報満載♡ 

｢出会いパーティー｣開催 
 

<結城会場>  

◇日時 ５月６日(土)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 30～42歳の方 

           独身女性 28～40歳の方 

     Bコース 独身男性 43～55歳の方 

                   独身女性 40～52歳の方 

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 

 

<つくば会場>  

◇日時 ５月14日(日)午後１時30分～４時30分 

    (受付 午後１時15分～) 

◇場所 ホテルグランド東雲 

    [つくば市小野崎488-1] 

◇対象 Aコース 独身男性 28～42歳の方 

                   独身女性 25～38歳の方 

     Bコース 独身男性 43～59歳の方 

                   独身女性 39～55歳の方 

◇参加費 男性４,000円 女性2,000円 

 

<下妻会場>  

◇日時 ５月27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[長塚乙70-3] 

◇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 

    0280-33-8176  

    info@bell-support.net 

｢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相

談ください。 

 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 ５月14日(日)午後1時～４時30分 
 
◆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 ５月１日(月)～10日(水)   

      ※予約制(先着12人程度) 
 
◆申込方法 電話申込 

 
問 申  

いばらきマリッジサポーター県西地域活動協議会 

090-8891-1893(塚越) 

090-6122-5677(長屋)  

※電話受付時間 正午～午後７時 

   48-3586 

『シルバーリハビリ体操』参加者募集 
 

シルバーリハビリ体操は｢いつでも・どこでも・誰でも｣簡単に取り組める体操です。関節の柔軟性を高めた

り、筋力を強化できる運動で生活機能を保持することができ、介護予防効果も期待できます。 

 市内在住のシルバーリハビリ体操指導士講習を修了した指導士の方々により、市内31カ所47教室で体操を

行なっております。教室は65歳以上の方が対象で参加・見学は随時可能です。お気軽にお越しください。 

 

◆開催日時・場所(平成29年４月１日現在) 

◇市立公民館・市民センターなどの教室(7カ所) 

 ※全日午前10時～ 

 

 

 

 

 
 
 
◇老人会・地区開催の教室(24カ所)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・65歳以上の方ならどなたでも参加できます(体調に不安がある方は、あらかじめ主治医にご相談くださ 

  い)。 

 ・水やお茶など水分補給ができるもの・タオル等をお持ちください。 

 ・運動しやすい服装・靴でご参加ください。 

 ・参加申込用紙は教室にあります。 

 ・会場により保険料が必要です(年間300円程度)。 

 ・会場の都合などで予定が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 

 ・詳細な日程表は市役所介護保険課にあります。また、市ホームページからダウンロードできます。 
 

問 市介護保険課 43-8338   30-0011 
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『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 

           43-1960 

場所 開催日時 場所 日時 

平方公民館(上妻) 
第1・3月曜日 
午前９時30分～ 

西鯨ふるさとコミュニティ

センター(蚕飼) 
第1・4月曜日 
午後１時30分～ 

上宿公民館(下妻) 
第2月曜日 
午前10時～ 

西町公民館(下妻) 
第2・4月曜日 
午前9時30分～ 

ぷらっとほーむ(下妻) 
第2・4月曜日 
午前10時～ 

別府コミュニティセンター

(大形) 
第2火曜日 
午前10時30分～ 

大町コミュニティセンター

(下妻) 
第2・4火曜日 
午前9時30分～ 

比毛ふるさとコミュニティ

センター(大宝) 
第4火曜日 
午前10時～ 

横根ふるさとコミュニティ

センター(大宝) 
第3水曜日 
午前10時～ 

松岡公民館(総上) 
第2・4水曜日 
午前１時30分～ 

砂子新農村集落センター

(蚕飼) 
第1木曜日 
午後１時30分～ 

肘谷ふるさとコミュニティ

センター(豊加美) 
第2・4木曜日 
午前10時～ 

数須新農村集落センター

(騰波ノ江) 
第2金曜日 
午前10時～ 

鎌庭西公民館(大形) 
第１金曜日 
午前10時～ 

東鯨集落センター(蚕飼) 
第1・3金曜日 
午前10時～ 

長塚東サロン(下妻) 
第2金曜日 
午後１時～ 

平川戸ふるさとコミュニ

ティセンター(大宝) 
第4土曜日 
午前10時～ 

五箇公民館(大形) 
第3土曜日 
午後１時～ 

小野子公民館(下妻) 
第１月曜日、第3日曜日 
午後１時30分～ 

坂本公民館(下妻) 
第2日曜日 
午前９時30分～ 

鎌庭東公民館(大形) 
第1・3火曜日 
午前10時～ 

本宿本城町内会集会所 

｢多賀谷の郷｣(下妻) 
第１木曜日 
午前10時～ 

大木集落センター(上妻) 
第2・4木曜日 
午前10時～ 

神明集落センター(騰波ノ

江) 
第1・3火曜日 
午前10時～ 

場所 開催日 場所 開催日 
下妻公民館 第3水曜日 千代川公民館 第２火曜日 
大宝公民館 第2・4金曜日 騰波ノ江市民センター 第１・3火曜日 
上妻市民センター 第1・3金曜日 高道祖市民センター 第３・4金曜日 
砂沼荘 第3水曜日   


