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報 

農業所得に係わる収支計算説明会 

 
 10月29日に開催しました「農

業所得に係わる収支計算説明会」

に出席できなかった方を対象とし

た説明会を再度開催します。 
 

◆日時・場所 

・12月20日(水) 午後6時30分  

 千代川公民館 1Ｆホール 
・12月21日(木) 午後6時30分 

 下妻公民館  2Ｆ大会議室 
◆対象者 

 昨年「農業経営のお尋ね」によ

り経費目安割合を使用して申告し

た方と農業所得はゼロだったが農

地を所有している方で、10月29
日の説明会に出席できなかった方 
※農地の貸付により得た収入金額

（現金、米等）は、農業所得では

なく不動産所得となりますので、

不動産収入のみの方は今回の説明

会は対象外となります。 
 

   市税務課 市民税係 

   内線1342～1345 

国民健康保険からのお知らせ 
入院時の食事療養費の減額について 
  

 保険診療で入院する場合、食事

療養費の負担額は一食当たり260
円の定額負担となりますが、住民

税非課税世帯の方には、申請によ

り食事療養費が減額になる標準負

担額減額認定証を交付します。該

当する世帯の方は、申請されますよ

うお願いします。 

 なお、標準負担額減額認定証は、毎

年申請することになっています。申請が

遅れた場合は申請月からの該当となり

ますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 
 
 

◆食事療養費標準負担額減額認定期間 

平成18年8月1日～平成19年7月31日 

◆申請に必要なもの 

・保険証 

・印鑑（ゴム印不可） 

・申請日現在で過去1年間の入院日

数が90日を超えている方は、入院日

数が確認できるもの（医療機関の領

収書等）をお持ちください。 
 

   市保険年金課  保険係  

   内線1516  年金を受給されている方の 

現況届が不要になります 
 
 社会保険庁では、住民基本台帳

ネットワークシステムを利用して

年金受給者のみなさんの現況確認

をおこなうことになりました。 

 このことにより、「年金受給権

者現況届」の提出が原則不要にな

ります。 
 

★対象は12月生まれの方からにな

ります。 

★今後、初めて年金を請求する方

は裁定請求書にご自身の住民票

コードを記入することで、現況届

が不要になります。 

注）住民基本台帳ネットワークシ

ステムを活用した現況確認ができ

ない方は、引き続き現況届を提出

していただく場合があります。 

 
 

●下館社会保険事務所  25-0834 
●ねんきんダイヤル   0570-07-1165 

区 分 
一 食 当 り

の負担額 

一般世帯の方 260円 

住民税非課税世帯の方 

90日までの入院 

（過去1年間で90日を超

える入院） 

  
210円 

(160円) 

おむつ代の医療費控除用書類 

を発行します 

 
 確定申告や住民税申告の際に、

おむつ（紙おむつなど）代を医療

費控除の対象とする場合は、おむ

つ代の領収書といっしょに、医師

が発行する「おむつ使用証明書」

が必要となります。 
 その取扱いが、介護保険の要介

護等の認定を受けている方につい

ては、「おむつ使用証明書」の代

わりに「市が主治医意見書の内容

（寝たきり度、尿失禁の有無等）

を確認した書類」でも認められて

いますので、必要な方は申請をお

願いします。 
 ただし、「市が主治医意見書

の内容を確認した書類」の発行

は、おむつ代の医療費控除を受

けるのが2年目以降の方に対して

のみですので、初めておむつ代

の医療費控除を受ける方は、医

師の「おむつ使用証明書」が必

要となります。 
 
◆受付 市介護保険課（申告者、

対象者の印かんを持参ください） 
 
 

●確認書関係･‥市介護保険課  

 介護保険係  内線1533 
●税控除関係･‥市税務課 

 市民税係  内線1342～1346 
※主治医意見書の内容（寝たきり

度、尿失禁の有無等）によって

は、おむつ使用を確認できない場

合がありますので、その場合は確

認書の発行はできません。 

「野菜」の有害鳥獣捕獲 

 
 収穫前の野菜類（白菜・キャベ

ツ等）を、カラスの食害から守る

ため、銃器による捕獲を茨城県猟

友会下妻支部のご協力により、次

のとおり実施しますので、みなさ

んのご協力をお願いします。 
 

◆実施日 

・平成19年1月14日(日)の 

  日の出から日没まで 
・平成19年2月4日(日)の 

  日の出から日没まで 
 

  ●市農政課 内線2613 
  ●市生活環境課 内線1423 

 
 
 年齢65歳以上の高齢者で、精神または身体に障害のある方について
は、障害者手帳等の交付を受けていなくても、障害者に準ずるものとし
て市町村長等の認定を受ければ、確定申告及び住民税申告の際の障害者
控除の対象となります。 
 市では、この「障害者控除対象者認定書」を、介護保険の要介護等の
認定を受けている方について、その調査記録等をもとに障害者控除対象

者認定基準により審査・判定を行い、該当する場合には交付しています
ので、必要な方は申請をお願いします。 
 なお、障害者手帳の交付を受けている方は、その手帳により障害者控
除の対象となりますので、申請の必要はありません。 
 

◆認定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆障害者控除額  障 害 者 ‥ 所得税27万円  住民税26万円 
         特別障害者 ‥ 所得税40万円  住民税30万円 
◆受付 市介護保険課（申請者の印かんを持参ください） 
 

  認定書関係･‥市介護保険課 介護保険係 内線1533 
  税控除関係･‥市税務課 市民税係 内線1342～1346 

認定区分 
障害高齢者の日常生活自立度

（寝たきり度） 
認知症高齢者の日常生活自立度 

特 別 障 害

者 に 準 ず

る 

1 日中ベッド上で過ごし、排

泄、食事、着替えにおいて介助

を要する。 

  
屋内での生活は何らかの介助を

要し、日中もベッド上での生活

が主体であるが、座位を保つ。 

著しい精神症状や問題行動あるい

は重篤な身体疾患が見られ、専門

医療を必要とする。 

 日常生活に支障をきたすような症

状・行動や意思疎通の困難さが頻繁

に見られ、常に介護を必要とする。 

 日常生活に支障をきたすような症

状・行動や意思疎通の困難さがとき

どき見られ、介護を必要とする。 

障 害 者 に

準ずる 

屋内での生活は概ね自立してい

るが、介助なしには外出しな

い。 

  

日常生活に支障をきたすような症

状・行動や意思疎通の困難さが多

少見られても、誰かが注意してい

れば自立できる。 

非該当 

何らかの障害を有するが、日常

生活はほぼ自立しており、独力

で外出する。 

何らかの痴呆を有するが、日常生

活は家庭内及び社会的にほぼ自立

している。 

エキストラ登録のご案内 

 
 市観光協会では、映画・テレビ等の撮影に映像制作者側からエキストラ

の要請があった場合にご紹介するため、あらかじめエキストラ参加希望者

の登録を始めました。 

 登録方法は市観光協会事務局 市商工観光課に問い合わせ、また

は、市ホームページより必要書類をダウンロードし、「登録のご案

内」を必読していただき、「登録用紙」に必要事項を記入 

し市観光協会事務局 市商工観光課まで郵送してください。 

 
 （連絡先）市観光協会事務局 市商工観光課 観光係 

   43-2111 内線2632・2633   44-6004 
    syouko@city.shimotsuma.lg.jp  www.city.shimotsuma.lg.jp 

「農用地区域の除外・編入」 

申出受付について  

 

 農業振興地域整備計画の変更にか

かる申出を次のとおり受付します。 
 

◆受付期間  

 11月27日(月)～12月22日(金) 
◎時間は午前8時30分～午後5時

15分までとし、土・日曜日は受付

しません。 
◆受付場所 

 市役所千代川庁舎 農政課 
 

  市農政課  構造改善係 
  内線2614  

FAX 



フィットネスパーク・きぬ（ほっ

とランド・きぬ）からのお知らせ 
  

  年末年始の休館 

 平成18年12月29日(金)から平成

19年1月3日(水)まで休館日となり

ます。尚、多目的広場等も休園と

なります。また、1月4日(木)から

通常営業になりますので、みなさ

んの深いご理解とご協力をよろし

くお願いします。 
   

  2007新年イベント 

◆日時 1月8日(月) 成人の日 

    午前10時～午後6時 
◆内容  

○館内イベント 和～なごみ～  

 昔の遊びを体験しよう！ 
○昔の遊びコーナー 

（けん玉・お手玉・竹とんぼなど

各種）（午前10時～午後6時） 
○手作り・遊びコーナー 

（凧・竹とんぼ・お手玉を作り遊

びます）（午後1時～午後4時） 
○チャレンジグラウンドゴルフ 

ミニコーナー 
○お年玉 各コーナーに参加され

た方には粗品があります。 
◆参加費  全て無料（入館料のみ） 
 

  旧プリペイドカードの交換 

 平成18年6月に券売機を新規導

入したことに伴い、旧プリペイド

カードがご利用できなくなりまし

た。平成18年5月のお知らせ版や

ホームページでもご案内のとお

り、引換券と交換させていただき

ますので、交換が済んでない方

は、お早めに交換してください。 

◆交換期限 12月28日(木)まで 
 

  ほっとランド・きぬ 

［中居指1126］  30-4126  

ほたるの里づくり植樹事業 

 
 下妻ロータリークラブでは、社

会奉仕活動の一環として、下妻ほ

たるの里づくり研究会やボーイス

カウトが進める「ほたるの里づく

り」を応援しています。 

 そこで、ビアスパークしもつま

周辺の水路に樹木を植えて、日陰

をつくり、ほたるの餌になるカワ

ニナが住める環境づくりを進めて

いきます。 

 市民のみなさんから、いらなく

なった樹木の提供をお願いします。 
 

◆植樹時期 平成19年2月下旬 

 （詳細は後日お知らせします） 

◆植樹場所 

・市水道事業所と 

 ビアスパークの間のせせらぎ 

・ビアスパーク南西側 

 ほたるの里水路 

 移植は、下妻ロータリークラブ

が責任をもっておこないます。 

◆植樹・提供をお願いする樹木 

 高さ1.5ｍ～2.0ｍの常緑樹 

◆樹木提供受付締切 12月末日 
 
   43-6269（須藤） 

完了検査制度を知っていますか？ 
☆建物を建築される方へ重要なお知らせ☆ 

 
 建築確認を受けた建築物が完成し

た際には、建築基準法で完了検査が

義務付けられています。工事が完了

した時は、『完了検査申請書』を

「行政機関」又は「指定確認検査機

関」へ提出してください。 
 完了検査の結果、基準に適合してい

れば、『検査済証』が発行されます。 
 『検査済証』は、建築物の安全性等

が確認された適合建築物の証しです。 
 ご不明な点は、お問い合わせく

ださい。  
 

  県西地方総合事務所 

  建築指導課  24-9149 

スコーレ母親講座 
子どもが求めているお母さんの笑顔 
～子育てをもっと楽しみませんか～ 
 

◆講師 (社)スコーレ家庭教育振興

協会茨城地区責任者 平石喜美子 
◆日時 12月22日(金)  

 午前10時～午前11時30分 

◆場所 下妻公民館2階研修室 

 受講無料 託児あり 

◆主催 

 (社)スコーレ家庭教育振興協会 
 

   24-7797（平石） 

   22-3066（平出） 

※(社)スコーレ家庭教育振興協会

は文部科学省認可の公益法人・生

涯学習団体です。 

子どもの救急講習会 
 

 急な発熱や下痢、お家でできる

ことは？・どのタイミングで病院

へ行ったらいいの？ 
 子育て中の保護者の方の不安解

消を目指して、講習会を開催しま

す。お気軽にご参加ください。                                 
 

◆日時 平成19年1月25日(木) 
 午後1時30分～3時30分 
◆場所  

 常総市石下総合福祉センター 
◆内容  

 講演 「子どもの健康管理と上

手なお医者さんのかかり方」 
  講師  みらい平こどもクリニック  
  院長  磯部 剛志 先生 
 実技指導 「子どもの応急処置

と救急蘇生法」 
◆申込方法  

 電話にてお申し込みください。 
◆申込期限 

 平成19年1月12日(金) 
 

   常総保健所 健康指導課  
     0297-22-1351 
     0297-22-8855 
＊託児あります。お申し込みの際

に申し出てください。 

ぜんそく教室 
 

 ぜんそくのことやからだの状態

を、あなた自身が良く理解して治

療を続けていくことで、みんなと

同じような生活を送ることができ

ます。ぜんそくについて一緒に学

んでみませんか？                           
 

◆日時 平成19年1月27日(土)  

    午前10時～12時 
◆場所 常総保健所 

 ［常総市水海道森下町4474］  
◆対象者 ぜんそくを治療中の小

学校4年生～6年生のお子さんとそ

の保護者の方。  
◆内容  

1  講演  

「ぜんそくとのじょうずなつきあい

方」～セルフケアの重要性について～ 
講師･･･筑波大学大学院人間総合科

学研究科  助教授 竹田 一則 先生 
2  交流会 

◆申込方法 

 電話にてお申し込みください。 
◆申込期限 12月27日(水) 
 

    常総保健所 健康指導課  
     0297-22-1351 
     0297-22-8855 

仕事と家庭両立推進セミナー 

 
 少子高齢化の進展や働き方の多

様化のなかで、職業生活と家庭生

活との両立支援について、企業を

はじめ社会一般の方々の理解を深

めていただくセミナーです。 
 

◆日時 1月12日(金)  

    午後2時～4時 

◆場所 ホテルレイクビュー水戸 

◆内容 ・講演「ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽが

もたらす個人と企業のメリット」 

講師：法政大学院教授 諏訪康雄氏 

・説明「次世代法に基づく行動計

画の策定・認定について」 

・説明「両立支援に係わる助成金

について」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆時間  午前9 時～午後5時 

◆受講料 各講座2,900円  

  

   （受講会場） 

県立古河産業技術専門学院［古河市諸川1844］ 

  0280-76-0049    0280-76-9861 

講座名 受講対象者 定員 実施日時 

Word&Excel 
データ活用法 

Word,Excel基礎講座を受講

した方または同等以上の方 
10名 12/13(水)～15(金) 

PowerPoint 
2002基礎 Word基礎講座を受講した方

または同等以上の方 

10名 [H19] 1/17(水)～19(金)  

ホームページ 

作成 
10名 [H19]2/19(月)～21(水) 

Access2002 
基礎 

Excel基礎講座を受講した方

または同等以上の方 
10名 [H19]3/7(水)～9(金) 

新入社員 

基礎訓練 
新入社員の方 20名 [H19]3/22(木)～23(金) 

◆対象者 事業主、人事労務担当

者、労働者、一般等（受講料：無料） 

◆申込期限 1月9日(火) 
 

   (財)21世紀職業財団茨城事

務所  029-226-2413 

FAX 

FAX 

FAX 

 

 

 

    Web初級（3日間） 
 

◆日時   平成19年1月29日(月)～31日(水) 午前9時～午後5時 

◆内容   初心者向けホームページ作成、 

      インターネットショップへの広告掲載など 

◆申込期間 12月25日(月)～平成19年1月19日(金) 
 

  Web中級（3日間） 
 

◆日時   平成19年2月26日(月)～28日(水) 午前9時～午後5時 

◆内容   中級者向けホームページ作成、 

      インターネットショップ開設など 

◆申込期間 平成19年1月29日(月)～2月26日(金)  

 

◆定員   各講座20名 

◆受講料  各講座2,900円 

      （教材等を含む） 

◆申込方法 土・日・祝日・年末年始(12月29日～1月3日)を除く 

      午前9時～午後5時、電話にて受付します。 

 

   県立筑西産業技術専門学院     24-1714 



平成19年度保育所入所申込受付中 
 

 市福祉事務所では、平成19年度の保育所入所申

し込みを、10月2日から受け付けています。 

 
◆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～就学

前）が対象となります。 

○保護者が家庭で、家事以外の労働に従事している

とき。または、家庭外で仕事をしていて児童の保育

ができない場合。 

○保護者が出産、病気、心身障害者等のとき。 

○保護者のいない家庭（離別、死亡、行方不明、 

 拘禁）のとき。 

○災害（火災、風水害、地震など）を受け、その復

旧の間。 

○65歳未満の祖父母等が同居している場合は、祖

父母等も労働や病気などで、児童の保育ができない

とき。 

保育時間はおおむね次のとおりです。 

・平日  午前7時30分～午後6時 

・土曜日 午前7時30分～午後3時 

※平日午後6時以降、土曜日午後3時以降の時間に

ついては、各保育所にご確認ください。 
 
◆入所申込期限 平成19年1月10日(水) 
※申込期限は必ずお守りくださるようお願いします。 

 
  市福祉事務所・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 

 申込多数の場合は、入所調整をさせていただきま

すので、入所申込書には希望する保育所名を第3希

望まで記入してください。 

 また、市外の保育所につきましても、福祉事務所

にて申し込みを受け付けています。 

（※きぬ保育園の送迎バスは平成 

18年度をもって廃止となります） 
 
  市福祉事務所 内線1574 

新春歩け歩け大会参加者募集 

 
 市では「第36回新春歩け歩け大会」を開催します。 
 新春の朝、新鮮な空気の中をみんなで歩いてみま

せんか。ご家族やグループでの参加をお待ちしてい

ます。 
 

◆日時 平成19年1月3日(水) 午前7時花火合図 

［受付：午前7時20分 開会式：午前7時45分  

 出発：午前8時］ 雨天の場合･･･1月6日(土) 
◆場所 市民文化会館前 
◆コース 市民文化会館→福田→大宝八幡宮→坂井

→堀篭→市民文化会館（約8.4ｋｍ） 
◆参加条件  

◎小学生以下は保護者または団体の指導者が同伴し

てください。  

◎健康な方（全コースを完歩できる方） 
◆注意事項  

◎歩け歩け大会ですので走ることはご遠慮くださ

い。その他については、係員の指示に従ってくだ

さい。 
※前回より参加賞の手袋とお汁粉のサービスはあり

ません。なお、完歩賞のミニダルマと福袋抽選は従

来どおり実施します。 

 

  市スポーツ振興課 内線2862 

休日在宅当番医変更のお知らせ 
     
【変更前】 
平成19年1月8日(月) 中岫産婦人科医院 
      28日(日) 砂沼湖畔クリニック 
 

【変更後】 
平成19年1月 8日(月) 砂沼湖畔クリニック 
       28日(日) 中岫産婦人科医院 
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 日 時 場 所 問い合わせ 

心配ごと 

相談 

1月9日(火)･16日(火)･
23日(火)･30日(火) 
午後1時30分～3時30分 
(受付 午後1時15分～3時) 
※法律相談は 9日と23日 

下妻公民館 

2階和室 
※9日は、下妻

公民館 小会議

室・研修室 

社会福祉 

協議会 

    44-0142 
(予約制) 

行政相談 
秘書課 

内線 1212 

人権相談 

(困りごと) 
1月26日(金)  
午後1時30分～3時30分 

●下妻公民館 

 1階 和室 

●千代川公民館 

 1階 小会議室 

人権推進室 

内線1583 

●1月12日(金)  

 千代川公民館1階 小会議室 
 午後1時30分～3時30分 

●1月19日(金)  
 下妻公民館1階 和室 
 午後1時30分～3時30分 

納税相談 

●夜間納税相談 

1月4日(木) 
午後5時30分～7時30分 

●休日納税相談 

1月28日(日)  
午前8時30分～午後5時 

本庁舎1階 

収納課 

収納課 

内線 

1363～1365 

平成18年度 第8回霞ヶ浦自然観察会 参加者募集 
 

 霞ヶ浦環境科学センターでは、「冬の野鳥観察

会」を開催します。みなさんのご参加をお待ちして

います。 
 

◆日時 平成19年1月20日(土) 
 午前9時50分～午後2時（受付 午前9時30分～） 
◆集合場所 

   県霞ヶ浦環境科学センター［土浦市沖宿町1853］ 
◆観察場所  

 潮来市水原・白鳥の里（北浦） 
◆講師 山口 萬壽美 氏（茨城県環境アドバイザー） 
◆参加費  無料 
◆募集人数 30名 
◆送迎バス 土浦駅東口 午前9時発 
◆応募方法 下記の申込先まで、電話またはFAXで 

お申し込みください。その際、住所、氏名、年齢（学

年）、電話番号、送迎バスの利用の有無をお知らせく

ださい。 
◆申込期限 平成19年1月18日(木) 午後5時まで 
※小雨の場合は決行、又は会議室での講義となりま

す。荒天の場合は中止となります。 
※筆記用具、弁当、飲み物等はご持参ください。 
 

   霞ヶ浦環境科学センター 企画・交流課 
     029-828-0962     029-828-0967  
   www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp 

ＢＣＧ接種のお知らせ 

 
◆該当者 生後3か月から6か月未満で、まだ、

BCG接種を受けていない子（※6か月を過ぎた場合

は、医療機関での自費接種となります） 
◆日時 12月19日(火) 午後2時から2時30分 
◆場所 市保健センター 

◆持参する物 受診券、予診票（責任をもって記入

してください）、母子健康手帳、体温計（体温は接

種会場で計ってください） 

＊「予防接種と子どもの健康」をよくお読みになってく

ださい。 

＊おたふくかぜ・水ぼうそう・突発性発疹にかかっ

た子は治ってから約1か月（4週間以上）あけない

と予防接種を受けることができません。 

＊ポリオを受けた子は、27日以上あいていないと

今回の接種は受けることができません。 

＊三種混合を受けた子は、6日以上あいていないと

受けることができません。 

◇次回のBCG接種は、1月23日(火)に実施します。 
 

  市保健センター   43-1990 

はつらつエクササイズ教室 【夜の部】  千代川コース 
  

 市スポーツ振興課・保健センターでは、はつらつ

エクササイズ教室【夜の部】を開催します。 

 普段、働いていて運動をする機会の少ない方、手

軽にできるストレッチ体操やエアロビクス運動、筋

力トレーニングをして日ごろの運動不足を解消しま

しょう。 
  

◆講座名  はつらつエクササイズ教室【夜の部】千代川コース 

◆日程 1月17日(水) 1月24日(水)   1月31日(水) 
    2月  7日(水) 2月21日(水)   2月28日(水) 
◆会場 千代川公民館  ◆講師 健康運動指導士 

◆時間 午後7時～8時30分 

◆内容 ストレッチ体操、エアロビクス運動、セラ

バンドでの筋力トレーニング、血圧測定等 

◆受講対象 市内在住、在勤の60歳以下の方 

◆募集人数 30名 ◆参加費  1人500円（保険代） 

◆申込方法 電話にてお申し込みください。定員に

なり次第締め切ります。 

◆持ち物 運動靴、タオル、飲み物 
◆申込期間 12月18日(月)～28日(木) 
 

   ●市保健センター      43-1990 
   ●市スポーツ振興課  内線2863 

FAX 




