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しもつま 広
報 

ちょっと素敵なまちづくり 
 ～第19回花とふれあいまつり「花の株券」にご協力ください～ 

 
 花と１万人の会主催による｢第19回花とふれあいまつ

り｣が、5月16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・そば共通引換券付)”を販売しています。 

 (１枚1,000円)。 

「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。 

 花の株券は、右記にて取り 

扱っていますので、ご協力を 

お願いします。 

 また、花と１万人の会では 

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。 

 
 

問 花と１万人の会事務局(市都市整備課内) 内線1723 

《株券取扱》 
  
 市都市整備課(第二庁舎)、市商工観光課 

 (千代川庁舎)、ＪＡ上妻支店・下妻支店・ 

 大宝支店・高道祖支店・騰波ノ江支店・ 

 豊加美支店・総上支店・大形支店・ 

 宗道支店・蚕飼支店、飯島順一、苅部千秋 

 浅野清一、浅野政行、飯島澄江、浅見俊子 

 植木和子、飯塚武彦、飯島和一、池田一浩 

 稲葉直樹、苅部好美、都井昭司、飯塚次彦 

 羽子田記美男、柴孝光、菊池博、大内修 

 小沼政子、小竹昌子、人見初枝 

 巻山千賀子、櫻井英雄、関良彦、柴和子 

 須藤洋一、どさんこ大将千代川店 
 

『花とふれあいまつり＆小貝川フラワーフェスティバル2010』  

 ステージ出演団体募集 
 
 今年も鬼怒川と小貝川において、花のお祭りを開催します。そこで、ステージに出演していただける団体を募

集します。 
  
《第19回花とふれあいまつり》 

◆日時 ５月16日(日)午前10時～午後３時 

◆場所 鬼怒フラワーライン 花のステージ 

    [大形橋下鬼怒川河川敷] 
 

※今年も花のステージでは、大声コンテスト 

 を開催します。コンテストは、子どもから 

 大人までの３部門で開催予定です。 

 出演は飛び入り参加となりますが、時間の都 

 合上人数には限りがありますので、あらかじ 

 めご了承ください。 

  なお、入賞者には花と一万人の会特製の賞品 

  や参加賞も用意していますので、皆さん奮って 

  ご参加ください。 
 
《小貝川フラワーフェスティバル2010》 

◆日時 ５月22日(土)・23日(日) 

    午前10時～午後３時 

◆場所 小貝川ふれあい公園 

    イベント広場ステージ 
 
 

問 申 市商工観光課 内線2632 Fax 44-6004 E-mail syouko@city.shimotsuma.lg.jp 

 

●申込方法 

 電子メールまたは電話・Faxにて市商工観光課 

 までお申し込みください。 

 なお、申し込む際に団体名・参加者数・代表者 

 の住所・氏名・電話番号・出演内容および時間 

 をお知らせください。 

●申込期限 

 ５月７日(金) 

 ※応募団体多数の場合は、 

  定数になり次第締め切ります。 
 
※出演条件 

 ・出演者自身で準備進行ができ、 

  諸規則を守れる方。 

 ・30分程度を持ち時間とする(準備撤去含む)。 

 ・電源は主催者が準備する。 

 ・出演時間は、天候および主催者の都合で変更 

  する場合もある。 

案 内 

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24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 24-9190 

 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

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 

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 

募 集 



相 談 

市内の催し 

「文学講演会」を 

開催します 
 

横瀬夜雨記念会では、文学講演

会を開催します。 

 どなたでも参加できますので、

ぜひご来場ください。 

 

◆日時 

 ５月９日(日) 午後１時40分 

 ※記念会総会終了後 

◆場所 

 下妻公民館・大会議室 

◆内容 

 演題 

  ｢作品鑑賞『富士を仰ぎて』｣ 

 講師 

  茨城高専名誉教授 

  横瀬 隆雄 氏 

◆参加費 

 無料 
 

問 横瀬夜雨記念会(横瀬) 

   44-1325 

公民館おはなしの会／５月 
 

下妻公民館では、毎月第３土曜

日に「公民館おはなしの会」を開

催しています。 

ぜひ親子でご参加ください。   
 
◆とき ５月15日(土) 

    午後１時30分～ 

◆ところ 下妻公民館 

     児童図書室 
 

問 下妻公民館 43-7370 

「こころの健康相談」 
 

こころの病に関する相談に応じます。 

眠れない、イライラする、気分が落ち込む、やる気が出ないなどうつ状態や自

律神経失調症などの症状がありませんか。 

専門医の相談に加えて、5月より、産業カウンセラーによるカウンセリングを実

施します。一人で悩まずにご相談ください。                       

 

◆日時 毎月第２水曜日 午後１時～３時 

※予約制。匿名でも受け付けます。 

※日時は変更になる場合がありますので、 

 予約時にご確認ください。 

◆場所 下妻市役所第二庁舎 小会議室 

◆相談担当者 精神科医(6月・8月・10月・12月・2月) 

       産業カウンセラー(5月・7月・9月・11月・1月・3月)  

 

問 申  市福祉事務所 内線1573 

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 
 ～お子さんの写真を 

         掲載してみませんか～ 

 

◆対象年齢 

 市内在住の１歳～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 

     内線1212 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

■とき ５月15日(土)・18日(火) 

    午後２時～ 

■上映作品 

 ｢雨｣(1932年／アメリカ／79分) 

 監督 ルイス・マイルストン  

 出演 ジョン・クロフォード 

    ウィリアム・ガーカン 

【あらすじ】 

信仰深い教育を受けながら無神論者で 

有名な短編作家が好んだ巨匠Ｗ・サマ 

セット・モームが好んだ南海の島々を 

描いた代表作。 

人間の弱さを性と心理面の双方からと 

らえ本能を赤裸々にする展開は、モー 

ム自身の告白小説でもある。 
 
《子ども映画会》 

■とき ５月22日(土)午後2時～ 

■上映作品 

  ｢ブレーメンの音楽隊／小クラウスと 

  大クラウス／こうのとりになった王様 

  ／ナイチンゲールと皇帝｣ (46分) 

  まんが世界昔ばなしより 
 
◆ところ 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

図書館おはなし会／５月 
 

市立図書館の５月の｢おはなしの

花たば(おはなし会)｣は次のとおり

です。参加は自由です。お気軽に

お越しください。 
 
◆とき ５月８日(土) 

    午前10時30分 

      ～11時30分 

    午後２時～３時 

◆ところ 市立図書館 児童室 

     (おはなしコーナー) 
 

問 市立図書館 43-8811 

「消費生活相談員等養成講座」受講者募集 
       

県では、消費生活専門相談員((独)国民生活センター認定)の資格取得を目指す方を対象に、 

講座を実施します。 

消費者問題に関心を持ち、専門知識の習得に意欲を持った人を募集します。 
 
◆会場 県開発公社ビル[水戸市笠原町978-25] 

◆定員 60人(書類選考による) 

◆期間 ７月～(２か月程度) 

◆受講料 無料(テキスト代は受講者負担) 

◆応募方法 履歴書に受講希望理由(400字以内)を添えて、郵送または持参にて 

      お申し込みください。 

◆応募締切 ５月20日(木)必着 
 
◎詳しくは、ホームページ(http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/syose/)をご覧ください。 

   

問 申 県消費生活センター 029-224-4722 

〒310-0802[水戸市柵町1-3-1 水戸合同庁舎内] 

Ｐａｒ1 『風薫る季節の押し花展』 と 

     写真展『四季の彩り』 
 
 押し花展ではキラメク光を感じさせるステン

ドグラス風のデザインをはじめ、小さな花かご

の作品。また、写真展では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１日(土)～20日(木) 

 午前９時～午後４時30分 

 ※20日(木)は午後３時まで 

 ※休館日 5月6日(木)・10日(月) 

◆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 

 

Ｐａｒ2 『押し花作品展～花たちの語らい～』 と 

     『それぞれの視点でとらえた写真展』 
 
 押し花展ではそれぞれの花への想いを込めて、

動物のコラージュ、風景画、アレンジなど個性豊

かな作品。また、写真展では幻想的な自然空間、

人々の自然とのたわむれなど、心が温まる作品を

展示します。 

ぜひ、ご鑑賞ください。 
 
◆とき 

 ５月21日(金)～６月10日(木) 

 午前９時～午後４時30分 

 ※６月10日(木)は午後３時まで 

 ※休館日 6月７日(月) 

◆ところ 

 ネイチャーセンター ギャラリーⅠ 

 ※入館無料 

◆共催 

 押し花ファンタジーの会 

 全日本写真連盟下妻支部 

 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 

小貝川ふれあい公園 「合同展示会」 開催 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 45-0200 

募 集 
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下水道の 

利用人数変更届けについて 
 

下水道に接続し、井戸水・共同水道等

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・死亡届等を出しても、下

水道使用人数は自動的に変更なりません

ので、家族の人数に変更があった方また

は井戸水等の使用を中止された方はご連

絡ください。 
 

問 市下水道課 内線1735・1736 

まちづくり交付金事業 

事後評価結果の公表について 
 

市では、平成17年度から21年度にかけ、市内宗道地区と蚕飼地

区において｢まちづくり交付金事業｣に取り組んできました。 

まちづくり交付金事業では、交付終了年度に事後評価を実施し、

都市再生整備計画の中で設定した数値目標の達成状況を確認して事

業がもたらした成果を客観的に評価し、市民に公表することになっ

ています。 なお、事後評価結果の内容については、市ホームページ

ならびに下記の担当窓口にて閲覧できます。 
   

問 (担当窓口) 市建設課(宗道地区担当) 内線1716～1718   

        市企画課(蚕飼地区担当) 内線1311～1314 

シルバーリハビリ体操教室に参加しませんか 
 

高齢者の方がいつまでも元気で楽しく過ごせるよう、介護予防 

事業として、各地区ごとに｢にこにこ体操教室｣・｢シルバーリハ 

ビリ体操教室｣を毎月１回づつ開催します。 

 体操は、楽しくお家でも手軽に出来る軽運動(１時間程度)です。 

 65歳以上で、介護保険の要介護・要支援認定を受けていない 

方なら、どなたでも参加できます。 
 
●日時(詳しい日程等は、お問い合わせください) 

●募集人員 各地区25名程度 ※先着順。 

●持ち物 汗拭き用タオル、体育館履き、水やお茶などの飲物 

●参加費 600円程度(初回のみ) 

●その他 申し込みをした方には、後日、詳細(日程・場所など) 

     について個別に通知します。 

 
 

 今年度は、下記の公民館において、老人会単位でシルバー 

 リハビリ体操教室を始めます。 

 詳しくは、お近くの老人会会長にお問い合わせください。 
 

   ・平方公民館 ・坂本公民館 ・中居指公民館  

   ・松岡公民館 ・鎌庭西公民館 ・下栗公民館 

   ・リフレ蚕飼(大園木) ・西鯨コミュニティーセンター 

 
 

問 申 市介護保険課 内線1532・1533 

地区 場所 開催日 受付開始時間 

下妻 下妻公民館 毎月２回金曜日 午後1時30分～ 

大宝 大宝公民館 毎月２回金曜日 午前9時30分～ 

騰波ノ江 騰波ノ江市民センター 毎月２回金曜日 午前9時30分～ 

上妻 上妻市民センター 毎月２回金曜日 午前9時30分～ 

総上 働く婦人の家 毎月２回水曜日 午後1時30分～ 

豊加美 豊加美市民センター 毎月２回火曜日 午前9時30分～ 

高道祖 高道祖市民センター 毎月２回火曜日 午前9時30分～ 

千代川 千代川保健センター 毎月２回水曜日 午前9時30分～ 

『第22回連盟杯争奪ビーチボールバレー大会』 

参加者募集 
 
●とき ６月６日(日)午前８時30分 

●ところ 市総合体育館 他 

●参加資格 市内在住・在勤の方およびこれに準ずる 

      チーム(傷害スポーツ保険加入者) 

●種目 ・男女混合Ａの部(前回Aのベスト16、 

     Bの１・２・３位、Cの1位) 

    ・男女混合Ｂ・Cの部(男女混合Aの部以外) 

    ・男女混合Dの部(男子50歳以上) 

    ・女子ヤングの部 

    ・女子ミドルの部(40歳以上) 

    ・女子リーダーの部(50歳以上) 

    ・女子ベストの部(60歳以上) 

     ※年齢は大会当日を基準とする。 

●チーム編成 監督を含めて７名まで 

       (監督も選手として出場可) 

●参加費 １チーム 1,000円(会員) 

          1,500円(会員以外) 

     ※締め切り後の返却はしません。 

●申込方法 申込書に参加費を添えてお申し込み 

      ください。 

●申込期限 ５月14日(金)午後５時 

●組み合せ抽選会 

 ５月22日(土)午後７時 下妻公民館 

 当日の試合会場の説明をします。 

 (チーム代表者の出席要) 
 

申 市スポーツ振興課(千代川庁舎内) 

    ※土・日曜日、祝祭日を除く。 

市総合体育館 ※月曜日を除く。 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟 

   (粟野) 44-2544 

『第15回県ビーチボールバレー 

親善大会』参加者募集 
 
●とき ７月11日(日)午前８時30分 

●ところ 市総合体育館 他 

     ※当日は総合体育館に集合 

●参加資格 県内在住・在勤の方 

      (傷害スポーツ保険加入者) 

●種目 

 ・女子ヤングの部 

 ・女子ミドルの部(40歳以上) 

 ・女子リーダーの部(50歳以上) 

 ・女子ベストの部(60歳以上) 

 ・男女混合Ａの部(一般男女) 

 ・男女混合Ｂの部(男子50歳以上) 

●チーム編成 監督を含めて７名まで 

       (監督も選手として出場可) 

●競技ルール 県ビーチボールバレー協会ルール 

       による 

●参加費 １チーム2,000円 

     ※締め切り後の返却はしません。 

●申込方法 申込書に参加費を添えてお申し込み 

      ください。 

●申込期限 ６月11日(金)午後５時 

●組み合わせ 

 事務局にて厳正におこないます。 
 

申 市スポーツ振興課(千代川庁舎内) 

   ※土・日曜日、祝祭日を除く。 

   市総合体育館 ※月曜日を除く。 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟 

   (粟野) 44-2544 

『第４回シニア男女混合 

ビーチボールバレー大会』 

参加者募集 
 
●とき ５月30日(日)、６月、７月、 

    ８月(全４回) 

 ※場所および６月以降の日程につい 

  ては監督者会議でお知らせします。 

●参加資格 

女子 年齢制限なし 

 男子 50歳以上 

 ※年齢は平成22年12月31日基準。 

●チーム編成 

 １チーム６名以上 

 ※１名でも受け付けます。 

  その場合、チーム編成は本部で 

  おこないます。 

●競技ルール 

 １試合２セット、特別ルールを適用。 

 (監督者会議時に説明します) 

 その他は、県ビーチボールバレー 

 協会ルール。 

●試合方法 

 総当たり、１チーム15～23試合。 

●参加費 

 １チーム 5,000円(リーグ戦運営費) 

 ※個人参加は、1,000円 

 ※監督者会議の時、徴収します。 

●申込期限 

 ５月７日(金)午後５時 
 
◎監督者会議については後日連絡します。 
 

申 市スポーツ振興課(千代川庁舎内) 

   ※土・日曜日、祝祭日を除く。 

   市総合体育館 ※月曜日を除く。 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟 

  (沢部) 090-7827-1756 

案 内 

募 集 

募 集 



募 集 

平成22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 

『大好き いばらき 

 エコチャレンジ2010』 

参加者募集 
 

県では、地球温暖化を防止するため、各家庭でア 

イディアを出し合いながら省エネ(電気量の削減)を 

競い合う｢大好きいばらきエコチャレンジ2010｣に 

参加する家庭を募集しています。 
 
●応募資格 

 県内に居住している方。 

 どちらかのコースを選んでください。 

 ①グループコース 

  原則5世帯以上のグループ 

  (町内会、学校、職場、仲間などのグループ) 

 ②個人コース 

  各世帯 

●取組内容 

７月から8月の２か月間、家庭で節電など電気使 

用量の削減に取り組み、結果(電気使用量)を報告 

する。 

●応募方法 

 郵送またはFAX・県ホームページ｢環境いばらき｣ 

 (http://www.pref.ibaraki.jp/kankyo/)にてお 

 申し込みください。 

 ※申込用紙は、県ホームページからダウンロード 

  または市生活環境課にもあります。 

●応募期限 

 6月30日(水) 
 

問 申 
 
 大好き いばらき 県民会議事務局 

 029-224-8120 Fax029-233-0030 

 〒310-0011 

 [水戸市三の丸1-5-38 茨城県三の丸庁舎2階] 

税務職員（Ⅲ種）採用試験 
 
◆受験資格 

 平成元年４月２日～平成５年４月１日生まれの方 

◆試験の程度 

 高等学校卒業程度 

◆試験日 

 (１)第１次試験 

   ９月５日(日) 

(２)第２次試験 

  10月14日(木)～21日(木)までの間の指定する 

  日(第１次試験合格通知書で指定する日) 

◆試験地 

 (１)第１次試験 

   人事院各地方事務局が示した試験地であれば、 

   受験者の希望する全国のどの試験地でも受験す 

   ることができます。 

(２)第２次試験 

  第１次試験合格通知書で指定する試験地 

◆試験種目 

(１)第１次試験 

  教養試験、適性試験および作文試験 

(２)第２次試験 

  人物試験および身体検査 

◆合格者発表日 

 第１次試験地および申込地域を管轄する人事院各地 

 方事務局に受験番号を掲示するほか、合格者に通知 

 します。 

(１)第１次試験合格発表 10月７日(木) 

 (２)第２次試験合格発表 11月11日(木) 

◆採用日 

 平成23年４月１日 

◆申込方法 

 最寄りの税務署(総務課)、関東信越国税局人事第二 

 課または人事院関東事務局にある申込書に記入のう 

 え、第１次試験地を管轄する人事院各地方事務局に 

 お申し込みください。 
 
※関東信越国税局管内の試験地を管轄する地方事務局 

 人事院関東事務局 

 〒330-9712 

 [埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 

  さいたま新都心合同庁舎１号館] 
 

◆申込期間 

 ６月22日(火)～29日(火) ※土・日曜日は除く。 

 

問 関東信越国税局人事第二課 

   048-600-3111 

平成22年度  

第１回甲種防火管理新規講習会 
 
◆日時 

 ６月３日(木)・４日(金) 

 午前８時30分～午後４時30分 

◆場所 

 古河市中央運動公園 屋内温水プール棟 

 ２階研修室[古河市下大野2528] 

◆受講料 

 4,000円(テキスト代を含む) 

◆定員 70人 

◆申込期間 

 ５月10日(月)午前８時30分から 

 ※定員になり次第締め切ります。 

◆申込方法 

 印鑑・受講料を持参のうえお申し込み 

 ください。 
 

問 申 下妻消防署予防係 43-1551 

     古河消防署予防係 

      0280-47-0120 

     坂東消防署予防係 

      0297-35-2129 

住宅用火災警報器について 
 

◆茨城西南地方広域市町村圏事務組合火災予 

 防条例により、平成18年６月１日から新 

 築される住宅には住宅用火災警報器等の設 

 置が義務付けられています。なお、既存住 

 宅については、平成23年６月１日までに 

 設置してください。 

◆住宅用火災警報器等は、煙式のものを寝室 

 や階段に設置してください。 

◆住宅用火災警報器等は、｢ＮＳ｣マークのあ 

 る商品の購入を推奨します。 

◆住宅用火災警報器等は、最寄りの防災機器  

 販売業者またはホームセンター等にて取り 

 扱われています。 

◆悪質な訪問販売等には、十分注意してくだ 

 さい。 
 
◎詳しくは、最寄りの消防署にお問い合わせ 

 ください。 
 

問 茨城西南地方広域市町村圏事務組合  

   消防本部予防課 

    0280-47-0129  

   下妻消防署 43-1551 

最適なライフステージで 

快適な暮らし始めて見ませんか 
 
下妻東部第一土地区画整理事業により造成した宅地を

分譲しています。市役所・体育館・文化施設・公園など

の公共施設や保育園に隣接し、常総線下妻駅や下妻小学

校、商店・病院・金融機関などがある市街地に近く利便

性の良い宅地です。 

 

◆現地見学会開催  

【日時】５月９日(日)午前10時～午後４時 

【受付場所】事業地内テント 

      [保健センター東側、信号付近] 

  ※悪天候の場合は、都市整備課(市役所第二庁舎)で 

   受け付けします。 

◆分譲価格表＜８区画＞ 

【所在】田町１丁目・本宿町２丁目(上下水道完備) 

 

《下妻市販売分》 

《下妻市開発公社販売分》 

  ※用途地域・容積率/建ぺい率  

    ①第一種住居地域 200/60     

    ②第一種低層住居専用地域 100/50   

    ③第二種中高層住居専用地域 200/60 
 
◎詳しくは、区画整理ホームページをご覧ください。 

  http://www.ｓ-tobu.jp/ 
  

問 申 市都市整備課 都市計画係 内線1726  
 

下妻駅から徒歩10分 坪単価16.49万円より８区画 

つくばエクスプレス TX「守谷駅」経 由 

常総線「下妻駅」    「都心｣約70分 

宅地番号 面積（㎡） 販売価格（円） 用途地域 

2 １９６．７１ １０，５０４，３１４ ② 

３ ２３２．０６ １１，５７９，７９４ ② 

４ ３３３．４３ １７，１７１，６４５ ② 

５ ３２６．３７ １９，２２３，１９３ ③ 

宅地番号 面積（㎡） 販売価格（円） 用途地域 

６ ２１６．４７ １１，４５１，２６３ ① 

８ １８９．４９ １１，０６６，２１６ ③ 

９ １８９．４９ １１，０６６，２１６ ③ 

１０ １８９．４９ １１，０６６，２１６ ③ 

案 内 案 内 


