
平成２０年度 

市民ゴルフ大会参加者募集 
 
●日時 6月10日（火）午前7時30分スタート予定 

●場所 筑波学園ゴルフ倶楽部 75-5548 

●競技方法 18ホールストローク競技／ペリア方式 

●競技区分  

 ・一般の部（ネット及びグロス） 

 ・シニアの部（60歳以上の部 グロス） 

 ・レディースの部（グロス） 

●参加費 3,000円（連盟未登録者は4,000円） 

 ※申し込み時支払い。その他プレー費として当日

7,500円かかります。 

●募集人員  市内在住、在勤者 

●申込期間 ５月16日（金）～31日（土） 

      午前８時30分～午後5時15分 
 

申  市スポーツ振興課（千代川庁舎2階） 

   ※土・日曜日を除く 

  市総合体育館 ※月曜日を除く 

問  市アマチュアゴルフ連盟  事務局  

   （江田） 090-1122-4952 

募 集 
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しもつま 広
報 

問 申 市スポーツ振興課 内線2863  

     市保健センター 43-1990 

第２回ママさんソフトテニス大会 

参加者募集 
 
●日時 6月15日（日）午前9時集合  

    ※雨天の場合 6月22日（日） 

●場所 市営柳原球場テニスコート 

●試合種目 上級の部、中級の部、初級の部 

●参加資格  

 市内に在住、在勤または下妻市ソフトテニス

連盟に加入している満35才以上の女性 

●試合方法  

 ダブルスによるリーグ戦 

 およびトーナメント戦 

●参加費 １ペア 2,000円 

●申込締切 6月6日（金） 

 ※電話でお申し込みください。 
 

問 申  
 下妻市ソフトテニス連盟事務局  

（宮本） 44-2805  

（落合） 44-6225 

平成２０年度下妻公民館パソコン教室（前期）受講生募集 
 
 初心者及び初級者を対象に、パソコン教室を開催します。これからパソコンを始めてみたい方、パソコンを

持っていても使い方がよくわからない方など、お気軽にご参加ください。 

●開催場所 下妻公民館 視聴覚室 

●受講料 １講座につき受講料500円、テキ

スト代350円。 

●受講資格 原則として市内在住又は在勤者 

●募集定員 １講座につき20名 

●申込受付 5月20日（火）より。定員にな

り次第締め切ります。 

●申込方法 下妻公民館に来館、又は電話でお

申し込みください。なお、より多くの方に受講

していただくために、１人３講座までとしま

す。 

 

問 申 下妻公民館 43-7370 

月 開催日 時間 コース 

6月 

15日（日） 
9:00 

～16:00 
パソコン初めて 

（Ｗｏｒｄ） ① 

29日（日） 
10:00 

～15:00 Ｗｏｒｄ（中級） ② 

7月 13日（日） 
10:00 

～15:00 Ｗｏｒｄ（実用） ③ 

8月 

３日（日） 
9:00 

～16:00 Ｅｘｃｅｌ（初級） ④ 

24日（日） 
10:00 

～15:00 Ｅｘｃｅｌ（中級） ⑤ 

9月 ７日（日） 
10:00 

～15:00 Ｅｘｃｅｌ（実用） ⑥ 

平成２０年度 

「いばらき若者塾」参加者募集 
  
◆いばらき若者塾事業とは 

 明日の茨城を担う青年リーダーを養成する

ため、県内から意欲のある青年を募り、海外

研修等のカリキュラムによる研修を行い、青

年リーダーに必要な人間性の向上と地域に貢

献していくためのスキルアップを図ることを

目的とした事業です。 

◆研修内容 

 ベトナム･ハノイにおける5泊6日（10月 

7日～12日）の海外研修を中心に、１泊２ 

日の研修を前後各２回行います。 

◆参加者負担金 

 10万円[旅券発行手数料、その他の経費は 

別にかかります） 

◆参加資格 

【次の条件を満たす方】 

 ・県内に在住または通勤、通学し、4月 

 1日現在18歳以上40歳未満の方（県外 

 に在住する学生で、県内に本籍があり将 

 来本県で活動予定の方も含む） 

 ・地域及び職域、学校または青少年団体 

 等において、いばらき若者塾事業後もそ 

 の経験を生かして青少年活動、国際交流 

 活動、社会貢献活動等を活発に行う意思 

 のある方 

 ・心身が健康で協調性に富み、事業の計 

 画に従って規律ある団体生活ができる方 

 ・事業に対して理解と関心がある方 

 ・全日程に参加できる方 

◆募集人数 20名程度 

◆募集期間 

 5月14日（水）～6月30日（月）  

 ※当日消印有効 

◆申込み先 

 市町村の青少年担当窓口 

 ※応募用紙は、県知事公室女性青少年課、 

 各市町村の青少年担当窓口にあります。  

  また、下記ホームページからダウンロー 

 ドできます。応募の際は必ず募集要領をご   

 覧ください。 

 

問 いばらき若者塾事業実行委員会 

  （県知事公室女性青少年課内） 

  【水戸市笠原町978-6】 

   029-301-2183  

   FAX 029-301-2189 

  URL http://www.pref.ibaraki.jp/ 

    bukyoku/bugai/josei/josei.htm 

  Ｅ-mail josei2@pref.ibaraki.lg.jp 

はつらつエクササイズ教室参加者募集 

 ～メタボ対策・筋力アップ男性コース～ 
 

市では、今年度もはつらつエクササイズ教室を開催します。 

 普段、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。 
 
●日時 6月13日･20日･27日（金）午後7時30分～9時 

●場所 千代川公民館 

●内容 筋力アップを目的とした基礎的なトレーニング 

●受講対象 市内在住・在勤の男性 

●募集人数 30名 

●参加費 1人500円（保険代） 

●申込期間 5月19日（月）～6月6日（金） 

●申込方法 電話にて下記までお申し込みください。 
 
※今後も下記コースの開催を予定しています。 

 なお、募集については、順次お知らせ版に掲載します。 

 
 

～1回きりの特別プログラム 

  話題のブートキャンプ系クラス実施～ 

 『ほっと! ほっと!! ほっと!!! 』 
 

◆期日 6月19日（木）午後2時～3時（1時間） 

◆場所 ほっとランド・きぬ トレーニングジム内スタジオ 

◆参加料金 無料（入館料のみ） 

◆受付  

 ６月５日（木）午前11時～ フロント前にて受付 

 ※参加者本人が来館しての受け付けとなります。 

 ※代筆、電話予約不可。 

◆定員 20名  

 ※定員に達した場合には、キャンセル待ちでの受け付けとな

ります。 

 

問 申 ほっとランド・きぬ 30-4126 

夏に向けて、楽

しく脂肪をもや

して引き締まっ

た身体をめざそ

う！！ 

 

コース名 会場 

シェイプアップ･筋力アップコース（昼） 高道祖市民センター 

足裏から全身体操でストレッチコース（昼） 総合体育館 

メタボ対策・筋力アップ男性コース（夜） 総合体育館 

らくらく運動コース（昼） 豊加美市民センター 

わくわくエアロビ・ストレッチコース（夜） 総合体育館 

しっかり運動・脂肪燃焼コース（夜） 千代川公民館 



法務総合相談所開設 
 
 登記、供託、戸籍、国籍、人権擁護など法務局の

取り扱う業務全般について、法務局職員及び人権擁

護委員が相談に応じます。秘密は固く守ります。 
 
◆日時 6月1日（日）午前10時～午後4時 

    ※受け付けは午後3時まで  

◆場所 道の駅しもつま 2階研修室 

◆相談内容  

  境界争い、相続・贈与・売買などの登記手続、 

 抵当権の抹消手続、地代家賃の供託手続、戸籍の 

 届出方法、成年後見制度、サラ金の取立て問題、 

 夫婦・親子などの家庭内の問題、近隣とのトラブ 

 ル、セクハラ、子どものいじめ、ＤＶ問題など 

◆料金 無料 
 

問 水戸地方法務局下妻支局 43-3935 

健 康 6月の相談 

裁判所ガイドツアー参加者募集 

「行ってみよう！見てみよう！裁判所Part６」 
 
 裁判所では，「憲法週間」を記念して，ガイドツ

アーを実施します。裁判所ってどんなところだろう？

裁判ってどんなふうに行われるんだろう？興味を持っ

た方はぜひご参加ください。 
 
●日時 5月22日（木）午後1時30分～4時50分 

●場所 水戸地方・家庭裁判所下妻支部 

●内容 裁判所内の見学（法廷等）,刑事裁判傍聴，裁

判員制度の説明・ＤＶＤ上映，裁判官との質疑応答等 

●参加人員 約20名程度  

      ※申し込み先着順になります 

●申込方法 電話にて氏名，参加人数，代表者連絡先

をお知らせください。 
  

問 申 水戸地方･家庭裁判所下妻支部  

     43-6781 

パクパク離乳食教室 
 
●とき 6月17日（火） 

●ところ 保健センター 

●受付時間 午前9時45分～10時 

●該当者 平成20年2月～3月生まれの赤ちゃんのお

母さん・家族の方 

●内容 

 乳児の健康と予防接種の受け方（保健師の話） 

 離乳食のはじめ方について（栄養士の話） 

 基本の離乳食の作り方（デモンストレーション） 

 離乳食を食べてみよう（お母さんの試食） 

●定員 20名 

 ※母子健康手帳をお持ちください。 

 ※参加希望の方は、電話でお申し込みください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990  

             内線1554・1555 

歯の何でも電話相談 
 
 ふだん、歯科医師に聞けないこと・入れ歯のこと・

子供の歯の悩み・インプラント・矯正・口臭の悩み・

顎関節症・歯周病・ブラッシングの仕方・料金のこと

など、歯についての悩みや質問を何でも受け付けま

す。匿名で結構ですので、お気軽にお電話ください。 
 
◆とき ６月８日（日）午後２時～５時                             

◆受付電話番号 

  029-823-7930   

  029-835-0737    

◆回答者 歯科医師 

◆相談料 無料 
 

問 県保険医協会 

   029-823-7930  

  

区分 日時 場所 問い合わせ 

心配ごと 

相談 

6 月 3 日・10 日・17 日・

24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10日と24日

（予約制） 

下妻公民館 

2階 小会議室 

（法律相談は

2階 学習室） 

市社会福祉 

協議会 

44-0142 
  

行政相談 

6月13日（金）  

午後１時30分～３時30分 

千代川公民館 

1階 小会議室 市秘書課 

内線1212 6月20日（金） 

午後１時30分～３時30分 

下妻公民館 

1階 和室 

人権相談 
（困りごと） 

【特設相談日】 

6月6日（金） 

午前10時～午後３時 

下妻公民館 

2階 学習室 

市人権推進室 

内線1583 

納税相談 

夜間納税相談 

6月5日（木） 

午後５時30分～７時30分 

休日納税相談 

6月29日（日） 

午前８時30分～午後５時 

本庁舎1階 

収納課 

市収納課 

内 線 1363

～1365 

こころの 

健康相談 

6月11日（水） 

午後１時～３時（予約制） 

第二庁舎3階 

小会議室 

市福祉事務所 

内線1573 

人権擁護委員による 

「特設相談」を開催します 
 
 下妻人権擁護委員協議会下妻部

会では、下記の人権擁護委員によ

り特設相談を実施しますので、人

権問題等でお困りの方はご相談く

ださい。 

 人権相談委員は、地域住民の人

権が侵害されないよう常に注意を

払い、人権が侵害されたときは、

その相談を受け、被害救済のため

に適切な対応をします。 

 また、街頭啓発や講演会などを

通じて、人権の大切さについて理

解を深めてもらうための活動にも

努めています。 
 
●開設日時 6月6日（金）  

 午前10時～午後３時 

●場所 下妻公民館 2階学習室  

●人権擁護委員 

 中山倭王  44-1029 

 井上 讓  44-2775 

 菊山郁子  44-5751 

 稲葉春美  43-3375 

 幸田澄子  44-3980 

 横瀬   眞  44-5266 

 中島武男  43-4812 

 國府田義男 43-4367 

 

問 市人権推進室  

   内線1583 

医療機関での乳がん・子宮がん検診を 

希望する方へ 
 
   医療機関検診は、市が発行する受診券をお持ち 

になって病院・医院等で検診を受ける方法です。 

  

◆受診対象者 

  （平成21年3月31日現在の該当年齢） 

 子宮がん検診 20歳以上 

 乳がん検診  

  ・30歳～39歳、41歳以上（奇数年齢） 

         ・・視触診＋超音波検診    

  ・40歳以上（偶数年齢） 

         ・・視触診＋エックス線検診 

◆受診期間  

 6月1日（日）～平成21年1月31日（土） 

◆検診機関 

   子宮がん検診 茨城県医師会登録の医療機関 

 乳がん検診 市が委託している医療機関 
 
◆検診費用 

検診名 検診費用 自己負担金 

 
子宮がん検診 
 頸部 
 頸部＋体部 
（体 部検 診 に つい て

は、50歳以上の方で

医療機関が必要と認め

た方） 

 
  
6,466円 
9,350円 

  

 
1,000円 
1,000円 

 
乳がん検診 
 視触診＋超音波 
 視触診＋エックス線 

  

 
6,433円 
6,433円 

  

 
1,500円 
1,500円 

 ※自己負担金については、医療機関窓口でお支

払いください。 
  
◆申し込み 

 6月1日（日）より受付・受診券交付を開始し

ます。 

 乳がん検診は視触診、超音波、エックス線の単

独でのお申し込みはできません。 

 9月～10月に実施する集団検診と医療機関検診

の両方の受診はできません。どちらか一方をお申

し込みください。 

 

問 申 市保健センター 内線1552 

                1553 
                          

文団連総会・講演会のご案内 
 
 下妻市文化団体連絡協議会では、第34回定期総会を

開催し、総会終了後に講演会を実施します。ぜひご来

場ください。 
 
●日時 5月18日（日）午後12時40分～4時 

●場所 下妻公民館 大会議室 

●日程 受付 12:40～13:20 

    総会 13:30～14:20 

    講演 14:30～16:00 

        講演テーマ「西洋美術と短歌」 

        講師 篠  弘  先生 

※参加費、事前申込は不要です。講演会当日、会場に

お越しください。 
 

問 下妻市文化団体連絡協議会  43-3418  



第１回いばらき看護職合同進学・就職 

説明会  
 
社団法人茨城県看護協会では、「第１回いばら

き看護職合同進学・就職説明会」を開催します。

お気軽にご参加ください。 

●日時・会場 

【つくば会場】 

 6月22日（日）午後１時～5時 

つくば国際会議場 大会議室101・102 

【水戸会場】  

 7月19日（土）午後1時～5時  

 ホテル テラス ザ ガーデン 水戸 

●対象者 

 高校生、看護職を目指す方、看護学生及びすべ

ての看護職員。 

●実施内容 

・求人情報提供コーナー（各ブース病院担当者） 

・就職面談コーナー 

・茨城県ナースセンター求職登録 

・e-ナースセンターを活用してみよう 

・看護職進学相談コーナー 

●参加方法等 

 参加無料。求職者の事前申込・予約は不要。入

退場自由。 
  

問 （社）茨城県看護協会茨城県ナースセンター 

 029-221-6900 Fax029-226-0493  

 ｅ－mail ibaraki@nurse-csnter.net  

農用地区域の除外・編入申出を受付

けます 
 
農業振興地域整備計画の変更にかかる申し出を

次のとおり受け付けします。 
 
●受付期間 6月2日（月）～6月30日（月） 

 午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日

は受け付けしません） 
 

問 申 市農政課（千代川庁舎） 

      内線2624・2625 

案 内 
第１１期ふるさと女性大学 

「葦の会」を開講します 
 

地域での活動の中心的存在となる

女性リーダー養成を目的に、今年度

も次のとおり開講しますので、ぜひ

ご参加ください。 
 

◆場所 県総合福祉会館 

    [水戸市千波町1918] 

◆内容  

 男女共同参画、ふるさとづくり、 

 食育、福祉、食の安全、 環境と 

 健康など 

◆日数  

 7月から平成21年 

 １月までの6日間 

◆定員 280名 

◆受講料  

 1,000円（資料代を含む） 

◆申込期限  

 6月13日（金）  

 ※申込書は市農政課にあります。 
 

申 市農政課 内線2624 

           2625 

問 （社）茨城県ふるさとづくり推

進センター[水戸市笠原町978-26] 

   ・Fax029-301-1266 

～消防設備士試験を受験される方へ～ 

受験準備講習会/受験準備実技講習会を開催します 
  
 8月31日（日）に実施される消防設備士試験に伴う講習会を下記

により開催します。 
 
【受験準備講習会】 

 ●講習区分及び期日 受付8：30～ 講習9：00～16：30 

  （１）甲・乙第１類 7月10日（木）～11日（金） 

  （２）甲・乙第４類 7月17日（木）～18日（金） 

  （３）乙第６類   7月24日（木）～25日（金） 

         （各類とも１日目法令関係･2日目技術関係） 

●場所 建設技術研修センター 第２研修室     

    029-228-3881[水戸市青柳町4193] 

 ●定員 各類とも100名 

 ●受講料（テキスト代は含まず） 

  （１）会員 ２日間受講10,500円 １日のみ受講7,350円 

  （２）一般 ２日間受講15,750円 １日のみ受講10,500円 

 ●受付期間 6月２日（月）～20日（金）土･日曜日を除く 

       ※定員になり次第締め切ります。 

【受験準備実技講習会】 

 ●講習区分及び期日 受付8：30～ 講習9：00～16：30 

  （１）甲・乙第１類  7月29日（火） 

  （２）甲・乙第４類  7月30日（火） 

  （３）乙第６類    7月29日（火）又は30日（水） 

 ●場所 建設技術研修センター 第1･2研修室 

     029-228-3881[水戸市青柳町4193] 

 ●定員 各類とも80名（乙6類は、各60名） 

●受講料 7,350円（テキスト代は含まず） 

●受付期間 6月２日（月）～7月25日（金）土･日曜日を除く 

定員になり次第締め切ります。 
 

申 （社）茨城県消防設備協会[水戸市五軒町1-4-19] 

   029-226-9611 

問 下妻消防署 43-1551 
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しもつま 広
報 

平成２０年度 甲種防火管理者講習会（再講習） 
 
●日時 7月18日（金）午後1時～4時30分 

●場所 広域中央運動公園 屋内温水プール棟２階研修室 [古河市下

大野2528] 

●受講料 1,700円（テキスト代）※ 申請受付時に徴収します 

●定員 下妻消防署管内25人 古河消防署管内30人  

    坂東消防署管内25人 

●申請受付 6月16日（月）午前8時30分～    

※印鑑持参、定員になり次第締切ります。 

 ※特定防火対象物（収容人員300人以上）の甲種防火管理者は、 

 受講後5年以内に再講習が必要となります。 
 

問 申 下妻消防署 43-1551 

     古河消防署 0280-47-0120 

  坂東消防署 0297-35-2129 

有害鳥獣の捕獲を実施します 
 
 収穫前の果実（スイカ・メロン）

や野菜（かぼちゃ・とうもろこし）

をカラス・ドバトの食害から守るた

め、銃器による捕獲を茨城県猟友会

鬼怒支部千代川分会の協力により、

次のとおり実施しますので、皆様の

ご協力をお願いします。 
 
●期間  

 5月25日（日）～6月29日（日） 

 日の出から日の入りまで 

●対象地区  

 千代川地区全域 
 

問 市農政課 内線2622 

    市生活環境課 内線1423 

６月１日（日）は、市民清掃デーです 
～ごみのポイ捨てをなくし、きれいな街をつくりましょう～ 
 

第27回市民清掃デーを予定していますので、市民の皆

様のご協力をお願いします。 

なお、自治区の行事等により下記実施 

日当日に都合がつかない場合は、6月 

1日（日）前後の週末等に自主的に実 

施していただきますようお願いします。 

●実施日時  

 6月1日（日）午前８時～ 約２時間 

 ※小雨決行。雨天の場合は、６月８日（日）に延期。 

  防災無線で連絡します。 

●清掃対象ごみ 道路・広場等に散乱しているカン、ビ

ン、紙くずなど。 

●ごみ袋の配布 清掃活動に使うための市指定ごみ袋（可

燃・不燃）を、自治区長を通じ、各世帯に配布します。 

●ごみの分別 燃えるごみ（紙くず等）と燃えないごみ

（かん、びん、金属、ガラス類）に分けてください。 

●ごみの収集 実施当日のごみの収集は行いません。清掃

したごみは、可燃ごみ・不燃ごみの収集日に合わせて出し

てください。 
 

問 市生活環境課 内線1424・1425 

事業所へのお願い 

ごみゼロの日にあわせた清掃活動にご協力を 
 

5月30日は、関東甲信越静環境美化統一キャンペーンに

よるごみゼロの日です。 

本キャンペーンに合わせて、6月1日（日）に第27回市民

清掃デーを実施しますが、市内に事業所を有する企業等に

おかれましても、5月30日の前後で、自主的な清掃活動に

ご協力をお願いします。 

●清掃対象ごみ 道路・広場等に散乱しているカン、ビ

ン、紙くずなど 

※事業系一般廃棄物・産業廃棄物は除きます。 

●ごみ袋の配布 清掃活動に使うためのごみ袋（可燃・不

燃）を市生活環境課で無償配布します。 

●ごみの分別 燃えるごみ（紙くず等）と燃えないごみ

（かん、びん、金属、ガラス類）に分けてください。 
 

問 市生活環境課 内線1424・1425 



砂沼サンビーチ ～押し花教室～受講生募集 
 

身の回りに咲く花、野に咲く花、丹精込めて 

育てた花などを押し花にして楽しみませんか 

●期日（５回コース） 

第１回 6月7日（土） 花の押し方 

     （生花（小花）は水をかけないで持参して下さい） 

第２回 9月6日（土） 壁掛けつくり 

第３回 10月4日（土） 色紙絵つくり（花かご・花束等） 

第４回 11月1日（土） 卓上額作成（小額） 

第５回 12月6日（土） クリスマス用リース類の作成（中額） 

●時間 午前9時30分～11時30分 

●場所 砂沼サンビーチギャラリー 

●定員 15名（先着順） 

●受講料 14,800円（レッスン代1,000円、教材費を含む） 

（第１回 3,000円・第２回 2,000円・第３回 1,800円・ 

第４回 2,500円・第５回  5,500円） 

 ※各受講時に料金をお支払いください。 

●持ち物 新聞紙、はさみ、筆記用具、カッターナイフ 
 

問 申 砂沼サンビーチ押し花係 43-6661 

『押し花作品展 ～花たちの語らい～』開催 
 
 心癒される風景画や、季節のコラージュなど生徒に

よる個性豊かな作品を展示します。ぜひ、ご覧くださ

い。 

●とき 5月18日（日）～6月8日（日） 

    午前9時～午後4時30分 

 ※6月8日（日）は午後３時まで 

 ※入館無料、期間中休館日はありません 

●ところ ネイチャーセンター ギャラリーⅠ 

※共催 押し花ファンタジーの会 
 

問 ネイチャーセンター 45-0200 

『それぞれの視点でとらえた写真展』開催 
 

変化に富んだ美しい自然景観や、自然と人とのふれ

あいなど、自然を愛する心が表現された作品を展示し

ます。ぜひ、ご鑑賞ください。 

●とき 5月18日（日）～6月8日（日） 

    午前９時～午後4時30分 

 ※6月8日（日）は午後3時まで 

 ※入館無料、期間中休館日はありません 

●ところ ネイチャーセンター ギャラリーⅠ 

※共催 全日本写真連盟下妻支部 
 

問 ネイチャーセンター 45-0200 

『押し花体験会』参加者募集 
 
 世界にひとつだけの押し花絵額を作

りましょう。 

●とき  

１日目 ６月１日（日）午後１時～ 

 ※生花を押し花にします。 

  小物プレゼント。 

２日目 ６月７日（土）午後１時～ 

 ※ご自分で押した花を使い、かわい

い額を作ります。 

 ※両日参加できる方。なお、２日目

に参加出来ない方はご相談ください。 

●参加人数 10名（要予約）  

●材料費 1,000円 
 

問 申   

 ネイチャーセンター 45-0200 

 押し花ファンタジーの会 

 （大島） 090-5871-1667 

軽自動車税の減免 
 
 市税条例により、一定の要件を満た

す場合、軽自動車税が減免されます。 

 要件にあてはまり、減免を希望する

場合は、申請締切日までに市税務課ま

でお越しください。 

●減免の対象・要件 

 障害のある方本人が所有するもの、

もしくは障害のある方と生計を一つ

にしている方（ご家族）が所有する軽

自動車 

●申請締切 5月23日（金） 

●持参する物 納税通知書（5月中旬

に送付します）・運転免許証（運転す

る方）・障害者手帳等・車検証・印鑑 

※減免できる車は、普通自動車または

軽自動車（バイクも含む）のどちらか

一台になります。 

※普通自動車の減免申請については、

筑西県税事務所へお問い合わせくだ

さい。 
 

問 申   

軽自動車の減免  

 市税務課 内線1347 

普通自動車の減免  

 筑西県税事務所  24-9197 

要件について  

 市福祉事務所 内線1573 

障害の区分 手帳の種別及び等級 

視覚障害 身体障害者手帳１級から４級までの各級 

聴覚障害 身体障害者手帳２級および３級 

平衡機能障害 身体障害者手帳３級 

音声機能障害 身体障害者手帳３級（咽頭摘出による音声

機能障害がある場合に限る） 
上肢不自由 身体障害者手帳１級および２級 

下 

肢 

不 

自 

由 

障害のある方が運転する場合 身体障害者手帳１級から６級までの各級 

生計を一つする方または常時

介護する方が運転する場合 

身体障害者手帳１級から３級までの各級 

体  

幹 

不 

自 

由 

障害のある方が運転する場合 身体障害者手帳１級から３級までの各級お

よび５級 

生計を一つする方または常時

介護する方が運転する場合 

身体障害者手帳１級から３級までの各級 

乳幼児期以前の非

進行性脳病変によ

る運動機能障害 

上肢機能 身体障害者手帳１級および２級 

移動機能 身体障害者手帳１級から６級までの各級 

心臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

じん臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

呼吸器機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

ぼうこうまたは直腸の機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

小腸の機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機

能障害 

身体障害者手帳１級から３級までの各級 

知的障害者 療育手帳「Ａ」「 Ａ 」と記載されている方 

精神障害者 精神障害者保健福祉手帳（自立支援医療費

の受給者番号が記載されているもの）もし

くは医療福祉費受給者証をお持ちの方で障

害等級が１級の方 

対象となる障害 

※上記の他に戦傷病者手帳をお持ちの方も対象となります。詳しくはお問い合わせください。 

小貝川ふれあい公園 

平成１９年度 情報公開・個人情報保護制度の実施状況 

１情報公開 

 （1）公開請求の状況 

 市では、市が保有する公文書の公開請求について定める情報公開条例を平成13年10月から、市が保有する個

人情報の取扱いについて定める個人情報保護条例を平成17年4月から施行し、公正で開かれた市政の推進と個

人の権利利益の保護に取り組んでいます。 

 このたび、平成19年度における情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況がまとまりましたので、お知

らせします。 

 ※「公開請求件数」は、提出された公開請求書の件数 

 ※「公開請求処理件数」は、決定された文書の件数 

実施機関名 
公開請求 

件数 

公開請求 

処理件数 
公開請求の内容 

議会 － －   

市
長
部
局 

総務部 － －   
企画財務部 － －   
市民環境部 － －   
保健福祉部 － －   
経済部 － －   

建設部 ２ ４ 
市 道 路 線 関 係、

道の駅関係 

会計課 － －   

小計 ２ ４   

教育委員会 ２ ３ 
図 書 館 関 係、国

民文化祭関係 

選挙管理委員会 － －   
公平委員会 － －   
監査委員 － －   

農業委員会 － －   

固定資産評価審査 

委員会 
－ －   

水道事業所 － －   
計 ４ ７   

（2）公開請求の処理状況 

問 市総務課 内線1222 

公開請求処理件数 ７ 

公開決定の件数 ３ 

部分公開決定の件数 １ 

非公開決定の件数（非公開決定

のうち、文書不存在の件数） 

３

（３） 

取下げ － 

（3）不服申立ての状況 

（かっこ内は前年度からの継続分で外数） 

不服申立ての件数 －（－） 
却下決定の件数 －（－） 
棄却決定の件数 －（－） 
全部認容の件数 －（－） 
一部認容の件数 －（－） 
取下げ －（－） 
審理中 －（－） 

２個人情報保護 

 開示請求、開示及び不開示、不服申立て

等の状況 

開示請求件数 － 
開示決定の件数 － 

不開示決定の件数 － 

不服申立ての件数 － 


