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しもつま 広
報 

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持っ

て病院・医院等で検診を受ける方法です。 
  
◆受診対象者(平成22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(月)～平成22年1月29日(金) 

◆検診機関 

   子宮がん検診 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 

 ※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(月)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ので、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 43-1990  

              

検診名 検診費用 自己負担金 

子宮がん検診 

 頸部 

 頸部＋体部 

 (体部検診は、50歳 

 以上の方で医療機関 

 が必要と認めた方) 

 
6,810円 

11,510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 

平成21年度 

精神保健相談(精神クリニック) 

ひきこもり専門相談 
 
 ストレス現代社会の中で生活していると、身も心

も苦しくなることがあります。 

保健所では、その苦しい思いをしているご本人、支

えているご家族、周囲の方々の支援方法等について

の相談に応じます。 
 
◆日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆時間 午後１時30分～３時30分 ※完全予約制 

◆場所 常総保健所  

◆担当医および相談員 

  精神保健相談 片野 網大 氏(水海道厚生病院)   

ひきこもり相談 藤枝 政継 氏(臨床心理士)        

◆その他 

  医師の都合等により日時の変更・中止あり。 
 

問 申 常総保健所(担当 岡澤) 

     0297-22-1352 

６月の予防接種 
～ポリオワクチン～ 
 
◆日時 ６月16日(火) 

    受付 午後2時～2時30分 

◆ところ 下妻市保健センター 

◆持参する物 

 受診券、予診票(責任を持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) 

◆該当者 

 生後３か月～90か月(7歳6か月)未満で、２回の 

 投与が済んでいない子 

※ポリオワクチンは免疫をつけるため、２回の投与 

 が決められています。 

※BCG接種(医療機関で接種)を先に受けましょう。 
 
【接種間隔に注意しましょう】 

 ・ポリオの１回目と２回目の間隔は、６週間以上 

  あける。 

 ・ＢＣＧ、ポリオ、麻しん風しん混合を受けた場 

  合、次の接種は、27日以上あける。 

 ・三種混合を受けた場合、次の接種は、６日以上 

  あける。 

※おたふくかぜ・水ぼうそう・突発性発疹にかかっ 

 た場合、治ってから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。 

※受ける前には「予防接種と子どもの健康」などを 

 よく読んで、予防接種の効果や副反応について十 

 分理解し納得してから受けましょう。 
 

問 市保健センター 43-1990 

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、法務局職員および人権

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７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 

◆相談料 無料 
 

問 水戸地方法務局下妻支局 43-3935 

歯の何でも電話相談 
 
 ふだん聞けない入れ歯のこと・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。お気軽にお電話ください。 
 
◆とき ６月14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  

  

精神保健相談 

(精神クリニック) 
ひきこもり 

専門相談 

６月19日(金)              ６月８日(水)            

７月17日(金) ７月13日(水)    

８月21日(金) ８月12日(水) 
９月18日(金) ９月９日(水) 
10月16日(金) 10月14日(水) 
11月20日(金) 11月11日(水) 
12月18日(金) 12月９日(水) 

 平成22年 

１月15日(金) 
 平成22年 

１月13日(水) 
２月19日(金) ２月10日(水) 
３月19日(金) ３月10日(水) 

固定資産の縦覧期間は6月1日までです 
 

固定資産税(土地・家屋)は、3年に一度評価替えをしま

すが、平成21年度は、評価替えの年度にあたり、5月中

旬の納付書発送(第1期納期限6月１日)に向けて作業をす

すめているところです。 
 
《評価替えとは・・・》 

 資産価格の変動に応じ、適正な評価額を設定するもの 

 です。現行の制度では、税負担の公平性の観点から、 

 地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対 

 する前年度課税標準額の割合)を均衡化させる税負担の 

 措置がとられています。これは、負担水準の高い土地 

 は税負担の引き下げや据え置き、負担水準の低い土地 

 は税負担を上昇させることにより、負担水準のばらつ 

 きの幅を狭めていく仕組みです。 
 

今年度は、合併後 初の評価替えにより旧市村間の均衡

を図る調整、開発等にともなう現況調査を併せておこなっ

ているため、前年度の評価額と比較して変動することが予

想されます。土地の価格の下落傾向が続いていますが、課

税の適正化・均衡化のためご理解をお願いします。 

なお、平成21年1月1日現在、市内に土地や家屋を所有

しているの方は､６月1日まで土地や家屋の価格(評価額)な

どを記載した縦覧帳簿をご覧になれます。 
 

問 市税務課 内線1353～1357 

｢定額給付金｣・｢子育て応援特別手当｣ 

申請書の提出はお済みですか 
 

現在、定額給付金等の申請受け付けを実施しています。

申請期限を過ぎると給付されませんので、忘れずに申請し

ましょう。 

 申請書に振込先口座など必要な事項を記載押印して、

｢公的身分証明書｣および｢振込先預金通帳｣の写しを同封の

うえ、返信用封筒にて郵送してください。 

 なお、給付日は｢交付決定通知書｣にてお知らせします。 
 
※詳しくは、４月10日発行の｢広報しもつま｣および｢お知 

 らせ版｣をご覧ください。 
 

問 市定額給付金対策室 内線1926～1928 

案 内 

健 康 



◆持参するもの 保険証、受診券、自己負担金 

◆健診日程・会場(６月以降の日程は、後日お知らせします) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問 市保健センター 43-1990 

案 内 ５月３１日（日）は第２８回市民清掃デーです 
 
～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28回市民清掃デーを予定していますので、皆さまのご協力をお願いします。 

なお、自治区の行事等により実施日の都合がつかない場合は、実施日前後の週末

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 ５月31日(日)午前８時より 約２時間 

      ※小雨決行。 

       雨天の場合は、６月７日(日)に延期し、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しません。 

       清掃したごみは、当日出さずに、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1422・1423 

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。 

このキャンペーンに合わせて、5月31日(日)に第28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いても、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)を市生活環境課窓口にて 

        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142２・142３ 

健 康 特定健康診査・基本健康診査  

 
平成21年度(６月)の特定健康診査・基本健康診査を実施します。 
 
◆対象者・検査項目・健診料 

健診名 特定健康診査(※１) 基本健康診査(※２) 

対象者年齢 40～75歳未満 39歳以下 75歳以上 

身体測定 ○ ○ ○ 

血圧測定 ○ ○ ○ 

腹囲測定 ○ ○ × 

尿検査 ○ ○ ○ 

血
液
検
査 

血中コレステ 

ロール 
○ ○ ○ 

肝機能 ○ ○ ○ 

血糖 ○ ○ ○ 

尿酸 ○ ○ × 

貧血 ○ ○ × 

眼底検査 ○ ○ × 

心電図検査 ○ ○ × 

健診自己負担額 1,000円 1,000円 無料 

クレアチニン ○ ○ ○ 

※１特定健康診査は、下妻市国民健康保険に加入中の方が対象 

  です。 

  健診日の２週間前までに受診券を送付します。 

  また、65歳以上の方には｢生活機能評価問診票｣をあわせて 

  送付しますので、ご記入のうえ、受診日にご持参ください。 

  なお、下妻市国民健康保険以外の方は、加入している医療 

  保険者(健康保険組合等)にご確認ください。 

※２基本健康診査に該当する、39歳以下の方と75歳以上の方は、 

  加入している健康保険の種類にかかわらず受診できます。 

  受診券は、平成20年度に受診した方に送付します。 

  新たに希望する方は、保健センターにお申し込みください。 
 
◇今年度75歳の方(昭和9年4月1日～昭和10年３月31日生)は、 

 受診日の年齢により健診内容等が変わります。   

◇対象者年齢は、平成22年３月31日現在です。 

  (ただし、75歳になる方を除く) 
  
◎後日、健診結果により、説明会・保健指導をおこないます。 

《次の検診は加入している健康保険の種類にかかわらず受診できます》 

 ◇胸部レントゲン   結核・肺がん検診(40歳以上) ・・・・・・・・・・・・・・ 自己負担額300円 

            結核検診(39歳以下) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自己負担額700円 

 ◇前立腺がん検診(50歳以上の男性) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自己負担額500円 

 ◇肝炎ウイルス検査(40歳以上で今までに検査をしたことがない方) ・・・・・・・・ 自己負担額500円 

 ◇肺がん喀たん検査(40歳以上の胸部レントゲン検査を受診した方で希望する方) ・・ 容器代300円 自己負担額500円 

月日 曜日 健診会場 
受付時間 

午前9時30分～11時30分 午後1時30分～3時 
６月２日 火 働く婦人の家 今泉・東古沢 西古沢・二本紀・袋畑 

  ３日 水 働く婦人の家 小島(石堂を除く) 小島(石堂)・中居指 

  ４日 木 豊加美市民センター 新堀・亀崎・谷田部・山尻 肘谷・樋橋 

  ５日 金 豊加美市民センター 加養 柳原 

  ８日 月 高道祖市民センター 中台 本田 

  ９日 火 高道祖市民センター 小渡・桜塚・東原 原・柏山・新町 

 18日 木 下妻市立図書館 新町・砂沼新田・石の宮 長塚（西部） 

19日 金 下妻市立図書館 仲町・浦町・横町・下町 長塚（東部） 

23日 火 下妻市保健センター 栗山・坂本新田・大木新田 坂本・陣屋・旭 

24日 水 下妻市保健センター 上町・本宿・本宿町 三道地・相原山・上宿 

25日 木 下妻市保健センター 大町 西町 

地元商店会や地域商業の活性化にご協力を 
～定額給付金支給にともなう販売促進事業～ 
 

下妻市商工会では、定額給付金の支給にともない、５月25日(月)から販売

促進事業をおこないます。 
 
 《販売促進事業の内容》 

  市内の参加店ポスターが貼ってあるお店を利用すると応募ハガキが 

  もらえますので、ご応募ください。 

  抽選で商品券が当たります。 

   ※商品券は、参加店ポスターが貼ってあるお店で利用できます。 
  
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

 問 下妻市商工会 43-3412 
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市内の催し 

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、申請期限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 
 
◆申請期限 5月25日(月) 
 
◆持参する物 

 ・納税通知書(5月中旬に送付) 

 ・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 

            1574  

障害の区分 手帳の種別および等級 

視覚障害 身体障害者手帳１級から４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 

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 

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 

乳幼児期以前の

非進行性脳病変

による運動機能

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 

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 

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。 

案 内 

自動車税は 

納期限までに納めましょう 
 
 自動車税は、毎年4月1日現在の所有者

または使用者の方に課税されます。 

納税通知書が届いたら、6月1日(月)まで

に納税してください。コンビニでも納税

できますのでご利用ください。 

 なお、身体障害者等の方で一定の要件

を満たす場合は、申請により自動車税を

減免する制度がありますが、受付期間は6

月1日(月)までとなっていますので、ご注

意ください。 
 
◎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２課 

   24-9190 

『エコ教室』参加者募集 
～布わらじを作ろう～ 
 
●とき ６月７日(日)午後１時～4時 

●ところ 下妻公民館 1階和室 

●参加費 300円(材料費) 

●用意するもの 

 不用なティーシャツ３枚または不用の浴衣 

 などの綿の布、裁ちバサミ 

●定員 

 20名 ※定員になり次第締め切ります。 

●申込期限 ５月29日(金) 

●主催 

 市生涯学習ボランティアサークル｢ポピーの会｣ 
 

問 申 市生涯学習課 内線2832 

小貝川ふれあい公園 
 
『春の日の押し花展』 
 
 今年で第５回目を迎える押し花展。 

 今回は｢花いっぱいの公園風景｣です。 

 あたたかい陽ざしの中で遊ぶうさぎ 

 たちを、イメージした作品です。 

花いっぱいの小貝川、お散歩の帰りにお立ち寄り 

ください。 

 

写真展『四季の彩り』 
 

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21日(木)～６月10日(水) 

 午前９時～午後４時30分 

  ※６月１日(月)・８日(月)は休館日、 

   10日(水)は午後３時まで 

◆ところ 

 ネイチャーセンター ギャラリーⅠ ※入館無料 

◆共催 

 堀江とし子と仲間たち 

 フォトクラブ光風会 

 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 

 

問 ネイチャーセンター 45-0200 

 

平成２１年度 

『酒類販売管理協力員』募集 
 

関東信越国税局では、酒類小売販売場(スー

パー、コンビニエンスストア、小売酒販店な

ど)で買い物等をする機会を利用して、未成年

者飲酒防止に関する表示や店頭価格の状況を確

認し、税務署に連絡してもらう｢酒類販売管理

協力員｣を募集しています。 
 
※応募方法等詳しくは国税庁ホームページ 

 (http://www.nta.go.jp)をご覧ください。 
 

問 水戸税務署 029-231-4211 

国税に関する質問・相談は 

「電話相談センター」へ 
  

納税者の方からの電話による国税に関する質問・相談は、平

成20年11月４日から、国税局｢電話相談センター｣で受けてい

ます。これにともない、税務署の代表電話が自動音声案内に変

わっていますので、具体的な操作については、音声案内に従っ

てください。 

また、税務署での面接相談は、十分な相談時間をもって対応

するため、｢事前予約制｣としていますので、ご了承ください。 
 
※注 事前予約の際に氏名・住所・相談の内容等をお聞き 

   します。 

   なお、税金の納付相談や確定申告期に申告書作成会 

   場でおこなう相談は、事前の予約は必要ありません。  
 

問 下館税務署 24-2121(自動音声案内) 

 

案 内 

募 集 



「離職者支援就職面接会」を 

開催します 
 
◆日時等     

【水戸会場】5月2６日(火) 

      水戸合同庁舎会議室 

      [水戸市柵町1-3-1] 

【土浦会場】5月28日(木) 

      土浦合同庁舎会議室 

      [土浦市真鍋5-17-26]   

 ※各会場 13:00～15:30(受付12:30～) 

◆対象者 

 企業の業績悪化などの影響を受け、解雇や雇用  

 期間の満了等により離職された方など、求職中 

 の方。 

◆内容 

 会場内に事業所ごとのブースを設置し、採用担 

 当者と求職者が対面方式により面接選考や企業 

 説明をおこないます。 

◆参加企業予定数 各会場 約20社 

◆参加費 無料 

 

◎履歴書を複数持参のうえ、ご参加ください。 

 来場の際は、公共交通機関をご利用ください。 
 

問 県労働政策課 029-301-3645 

平成２１年度 

犬猫の避妊･去勢手術助成事業 
 
 社団法人茨城県獣医師会では、動物愛護事業の

一環として、愛犬愛猫の避妊・去勢手術の助成事

業を実施します。 
   
◆助成頭数 

 先着500頭(犬猫・雄雌の区別なし) 

 ※応募頭数が500頭になり次第締め切ります。 

◆助成対象 

 県内に在住する犬猫の飼い主 

 ※対象は、６月１日以降に、県内の動物病院で 

  避妊･去勢手術を受けた犬猫。 

◆助成金額 

 避妊手術１頭につき 4,000円 

 去勢手術１頭につき 3,000円 

◆応募方法 

 動物病院(県獣医師会会員)に 

 置いてある応募用ハガキを投函。 

◆応募期間 

 ６月１日(月)から助成頭数終了まで 

 ※電話での応募受け付けはしません。 
 

問 県獣医師会事務局 029-241-6242 

塀などを立てる場合はご注意ください 
～セットバックのお願い～ 
 

セットバックとは、道路の幅員が４ｍ未満の場合、

道路の中心から２ｍ後退することをいいます。これは

法律で規定されていて、後退した部分は道路として建

築物を建築できないだけでなく、門や塀や擁壁なども

建築することができません。 
 

《例えば・・・》 

 自宅の前面道路の幅員が2.8ｍの場合は、道路の中 

 心は1.4ｍであり、そこから水平距離で２ｍ後退す 

 ることになります。従って確定した道路境界線より 

 さらに60cm後退することになり、この部分がセッ 

 トバック箇所となります。 
 

今まで、道幅が狭く消防自動車や救急車等の緊急車

両が通行できない道も地域の皆さんがセットバックを

きちんと守ることによって、狭い道が確実に広がり安

全で利便性の高い道へと変わっていきます。 
 

問 市建設課 内線1714・1715 

不服申立ての件数 －(－) 

１情報公開 

(1)公開請求の状況 

 ※｢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 

 

(2)公開請求の処理状況 

 
(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) 

 

問 市総務課 内線1225 

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 ４ ４ 

交際費関係 

入札関係 

委託契約関係 

市機構図関係 

企画財務部 ２ ２ 
固定資産関係

法人関係 

市民環境部 １ １ 保険契約関係 

保健福祉部 － １ 保険契約関係 

経済部 １ １ 施設建築関係 

建設部 － １ 保険契約関係 

会計課 － －   
小計 ８ 10   

教育委員会 １ ２ 施設建築関係 

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 ９ 12   

公開請求処理件数 12 
公開決定の件数 ８ 

部分公開決定の件数 ２ 

非公開決定の件数(非公開決定のうち、

文書不存在の件数） 
２(２) 

取下げ  － 

不服申立ての件数 －(－) 

２個人情報保護 

(1)開示請求の状況 

 ※｢開示請求件数｣は、提出された開示請求書の件数 

 ※｢開示請求処理件数｣は、決定された文書の件数 

 

(2)開示請求の処理状況 

 
(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) 

実施機関名 
開示請求 

件数 
開示請求 
処理件数 

開示請求 

の内容 

議会 － －   

市
長
部
局 

総務部 － － 

  

 

 

 

企画財務部 － － 
 

  

市民環境部 ２ ２ 
印鑑登録証明

関係 

保健福祉部 １ ２ 生活保護関係 

経済部 － －   
建設部 － －   
会計課 － －   

小計 ３ ４   
教育委員会 － －   
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 ３ ４   

開示請求処理件数 ４ 

開示決定の件数 ３ 

部分開示決定の件数 － 

不開示決定の件数(不開示決定のうち、

文書不存在の件数) １(１) 

取下げ － 

案 内 平成２０年度 情報公開・個人情報保護制度の実施状況 
 

 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20年度における情報公開制度およ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。 

農業労働力標準賃金・ 

標準小作料が決まりました 
 

平成21年度下妻市農業労働力標準 

賃金および標準小作料が決定しました 

ので、適正にご活用ください。 
 
【労働賃金】 

【請負料金(10ａ当り)】 

  ※整形農地を標準とする。 
 
【標準小作料】 

 

 

 

 
 

問 市農業委員会事務局 内線2132・2133 

作業区分 金額 摘要 

一般作業 7,000円 
一日８時間(食事・休憩を含む)

を基準とする 

作業区分 金額 摘要 

水田耕起 4,000円 耕起１回 

畑耕起 3,500円   

代かき 
 7,000 

～8,000円 
  

田植 7,000円 植え付けのみ 

刈取り 
水稲 18,000円   
麦 16,300円   

乾燥籾すり 1,600円 玄米60ｋｇ当り 

農地区分 小作料の標準額 摘要 

田 20,000円  10ａ当り 

畑 7,000円 10ａ当り 


