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しもつま 広
報 

５月は赤十字運動月間です 
 

日本赤十字社は、1877年の創設以来、人

道・博愛の精神で世界の平和と人類の福祉の

ために活動しています。 
 

 国内では災害救護、救急法などの講習活

動、さまざまな分野での奉仕・ボランティア

活動、青少年の育成、医療事業、血液事業な

どの活動をおこなっています。 
 
 このたびの｢東日本大震災｣に対しては、被

災地へ医療救護班を派遣しての救護活動や避

難所等へ救援物資を配布するなどの救援活動

をおこないました。 
 

これらの活動は、皆さまからご協力いただ

いた活動資金(ご寄付)によって支えられてい

ます。 
 
日本赤十字社では、毎年５月の｢赤十字運

動月間｣をはじめとして、ご支援いただける

方を募集しています。ぜひ、赤十字活動資金

にご協力をお願いします。 
 

問 市福祉課 内線1585・1586 

子ども手当は引き続き支給されます 
 

平成23年4月から9月までの６か月間は、これ

までと同じ月額13,000円が引き続き支給される

ことになりました。 

なお、すでに子ども手当を受給している方は、

手続き不要です。 
 
◆支給金額  

 子ども一人につき 

 月額13,000円 

◆支給対象となる子 

 0歳から中学校卒業(15歳になった後の 

 最初の3月31日)まで 

◆支給月 

 6月(2月分～5月分)、10月(6月分～9月分) 

◆現況届 

 毎年6月に現況届をおこなっていますが、 

 平成23年6月の現況届の提出は不要です。 
 

問 市子育て支援課 内線1594     

皆さんの意見をお聞かせください 
～パブリック・コメント～ 
 

市では、行政改革を推進していくための計画を策定

するため、その案を公表し、意見を聞くパブリック・

コメントを実施します。 
 
◆計画等の名称 

 ｢第４次下妻市行政改革プラン2011-2015(案)｣ 

◆募集期限 

 ５月24日(火) 

◆公表場所等 

 市ホームページで公表のほか、 

 企画課(本庁舎)・くらしの窓口課 

 (千代川庁舎)にて閲覧できます。 

◆募集対象 

 ・市内在住・在勤・在学している方 

・市内に事務所、事業所を有する個人および法人 

 その他団体 

◆意見の提出方法 

郵送・Fax・電子メールまたは直接企画課へ持参の

いずれかの方法で提出してください。 

なお、書式は閲覧場所にあるものまたは市ホーム

ページからダウンロードしてご利用ください。 
 

問  (提出先) 市企画課 内線1311・1313  

        Fax43-4214 

        〒304-8501下妻市本城町2-22 

        E-mail  

         kikaku@city.shimotsuma.lg.jp 

「農用地区域の除外・編入」申出を 

受け付けます 
 
 農業振興地域整備計画の変更にかかる申出を受け 

付けします。 
 
 ◆受付期間 ６月１日(水)～30日(木) 

 

問 申 市農政課(千代川庁舎) 

     内線2624・2625 

平成23年度 

精神保健相談(精神クリニック) 
 
 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もあります。 

そこで、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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎日時は変更になる場合もあります。 

 予約時にご確認ください。 
             

問 申 常総保健所 

     0297-22-1352  

◆時間 

 午後１時～３時  

 ※完全予約制 

◆場所 

 常総保健所 

 [常総市水海道 

  森下町4474] 

◆担当医 

 片野 綱大 先生 

 (水海道厚生病院) 
 

こころの健康相談 
 

眠れない、イライラする、気分が落ち込む、孤独感を強く

感じる、やる気が出ないなど症状がある方、一人で悩まずに

ご相談ください。 

なお、本人が来られない時は、家族の方でも結構です。 
 
【日程】  

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

◎日時は変更になる場合もあります。 

 予約時にご確認ください。 
 

問 申 市福祉課 内線1573 

◆時間 

 午後１時～３時 

 ※予約制 

  (匿名可) 

◆場所 

 下妻市役所 

 第二庁舎 

 小会議室 

６月17日(金) 
７月15日(金) 
８月19日(金) 
９月16日(金) 
10月21日(金) 
11月18日(金) 
12月16日(金) 

平成２4年 

１月20日(金) 
２月17日(金) 
３月16日(金) 

案 内 

相 談 

案 内 

震災等により 

下妻市に避難されている皆さまへ 
 

東日本大震災等により、多くの方が全国各地に

避難されているため、住所地(避難する前のお住ま

い)の市町村や県では、避難された方の所在地等の

情報把握が課題となっています。 

そこで、避難された方から避難先等に関する情

報を任意にご提供いただき、市では、その情報を

避難前にお住まいの県や市町村に提供します。 
 
◆下妻市へ、ご自身の情報をご提供ください。 
 
◆避難前にお住まいの県や市町村から、さまざま 

 なお知らせをお届けできるようになります。 
 

・見舞金等の各種給付の連絡 

・国民健康保険証の再発行 

・税や保険料の減免・猶予・期限延長等の通知  

                  など    
 

問 市民課 内線1414 

人権擁護委員による 

「人権相談(困りごと)」を開催します 
 
 人権擁護委員は、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。 

 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。 
 
◆日時 6月３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 

 横瀬   眞  44-5266  稲葉春美  43-3375   

 國府田義男 43-4367  飯塚榮子  44-1050   

 須藤澄子  43-0556  内田 博  44-4271   
    

問 市福祉課 人権推進室 内線1583・1584 

精神科医 

による相談 
心理カウンセラー

による相談 

６月22日(水) 
６月８日(水) 
７月13日(水) 

８月24日(水) 
８月10日(水) 
９月14日(水) 

10月26日(水) 
10月12日(水) 
11月９日(水) 

12月21日(水) 
12月７日(水) 

平成24年 

１月11日(水) 
平成24年 

２月22日(水) 
２月８日(水) 
３月14日(水) 



図書館おはなし会/６月～おはなしの花たば～ 
 
◆日時 ６月11日(土)午前10時30分～11時30分 

午後２時～３時 

◆場所 市立図書館 児童室(おはなしコーナー) 
 

問 市立図書館 43-8811 

『受講生』募集 
 
●講座名 第二種電気工事士受験対策(技能) 

     ※第二種電気工事士技能試験の受験を 

      予定している方 

●日時 ７月７日(木)・8日(金)・14日(木)・ 

      15日(金)・21日(木) 

    午後６時～９時 

●受講料 2,900円(教材費含む) 

●定員 10人 ※定員を超えた場合は抽選。 

●申込方法 郵送または学院ホームページより 

      お申し込みください。 

※郵送の場合 

往復ハガキに①講座名②氏名③住所④電話 

番号(日中連絡の取れる番号)⑤年齢⑥職業 

(会社名)⑦企業申込みの場合は担当者名・ 

連絡先(℡・Fax)を記入。 

●申込期限 6月6日(月)必着 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 

      24-1714 

  〒308-0847 筑西市玉戸1336-54 

記念講演会を開催します 
 

下妻市文化団体連絡協議会では、平成23年度総会にとも

ない記念講演会を開催します。 
 
◆日時 ５月22日(日)午後２時30分～4時 

◆場所 下妻公民館２階大会議室  

◆内容 ｢たかが俳句、されど俳句｣ 

    講師 大串 章 先生(俳人) 

    ※日本文藝家協会理事、俳人協会常務理事・俳誌 

     ｢百鳥｣主宰、朝日新聞・愛媛新聞の俳壇選者と 

     してご活躍です。 
 
◎参加費、事前申し込みは不要。 
 

問 下妻市文化団体連絡協議会 43-3418 

水道水の宅地内漏水の 

発見方法について 
 

地震の影響を受け、宅地内の水道管が破

損し、漏水している場合がありますので、

下記のとおり点検をお願いします。 
 
水道を使用してい

な い 状 態 で、パ イ

ロット(メーター図

参照)が回転してい

る と き は、水 道 の

メーターから蛇口ま

でのどこかで漏水し

ていることを意味し

ます。 
 
宅地内で漏水している場合、メーター

ボックス内にある止水栓を閉めてから、す

みやかに市の水道指定工事業者に連絡し、

修繕をしてください。  
 
 ※漏水修繕等の緊急工事であっても、 

  市の指定を受けていない業者が水道 

  工事をすることはできません。 
 

◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市水道課 44-5311 

水道加入分担金の一部を減免します 
  

現在、水道加入分担金の一部を減免していますので、この機会 

に安全・安心な水道に加入をお願いします。 
 
◆受付期間 平成25年３月31日まで(３年間実施) 

◆対象者 上記期間の新規加入申込者(口径変更等は除く) 

◆加入分担金 

 加入分担金とは、 

 新たに水道に加入 

 する方が支払う負 

 担金のことです。 

 この加入分担金 

 は、水道施設を整 

 備する費用の一部 

 になります。 

  
 
 ※工事費は、加入者の負担となります。 

  直接、市の指定工事業者に見積を依頼してください。 

 ※市の指定を受けていない業者は、水道工事をすることは 

  できません。 

  工事を依頼する際は、必ず、確認してください。 
 
 ◎詳しくは、お問い合わせください。 
 
◇水道水は、皆さんが安心して使えるよう、水質基準に基づき、 

 専門の検査機関で厳しい検査をおこなっています。 
 

問 申 市水道課 44-5311 

口径 減免前 減免後 
13ｍｍ 120,000円 115,000円 

20ｍｍ 180,000円 170,000円 

25ｍｍ 280,000円 270,000円 

30ｍｍ 380,000円 370,000円 

40ｍｍ 630,000円 620,000円 

50ｍｍ 950,000円 940,000円 

75ｍｍ 2,050,000円 2,040,000円 

100ｍｍ 3,600,000円 3,590,000円 

 

就学に関する説明・懇談会を開催します 
 
◆日時 ５月25日(水)午前10時～12時 

◆場所 下妻市役所第二庁舎 中会議室 

◆内容 ・発達に遅れが見受けられる未就学児を抱える保護 

     者に対し、市教育委員会・下妻養護学校・結城養 

     護学校から就学に関する説明 

    ・既に就学したお子さんを持つ保護者を交えての 

     懇談会  
◆参加費 無料 ※乳幼児の兄弟がいる保護者に対し託児あり。 

◆後援 下妻市、下妻市教育委員会、下妻市社会福祉協議会 
 

問 NPO法人茨城県ポーテージ協会 

   080-3348-1820 

案 内 

ハイキングを開催します 
～新緑の高原を一緒に散策しましょう！～ 
 

《① 宝篋山
ほうきょうさん

トレッキング》 

 新緑の宝篋山に登ります。  

  ・日時 ５月22日(日)午前９時出発 

  ・集合場所 市総合体育館裏駐車場 

  ・参加費 クラブ会員 1,200円 非会員 1,500円 

  ※バス代・入浴料・保険料含む。 
 

《②いにしえの筑波道を歩く》 

 北条の街から神郡・臼井の集落を抜け筑波山神社に至る 

 筑波古道を歩きます。 

  ・日時 ６月５日(日)午前８時30分出発 

  ・集合場所 市総合体育館裏駐車場 

  ・参加費 クラブ会員 1,700円 非会員 2,000円 

  ※ケーブルカー代含む。 
 

●対象 付き添いなく１人でハイキングの出来る方 

●募集人数 各コース 40名 ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 サンドレイククラブ(井上) 43-0174 

     市生涯学習課(千代川庁舎) 内線2833 

募 集 『ママさんソフトテニス大会』 

参加者募集 
 
●日時 ６月26日(日) 

    午前８時30分集合 

    ※雨天の場合、７月３日(日) 

●場所 市営柳原球場テニスコート 

●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 

      加入している方 

●試合種目 上級の部、初級の部 

      ※チーム数により、試合種目 

       に変更の場合あり 

●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チーム 2,000円 

●申込期限 ６月５日(日) 
 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟事務局 

(宮本) 44-2805 

(市川) 090-4835-5226 

福島県原子力災害被災者の皆さまへ 
 

このたびの原子力発電所事故にともない、皆さ

まに大変なご心配とご迷惑をおかけし、心より深

くお詫び申し上げます。 

 東京電力では、｢避難区域｣や｢屋内退避区域｣に

指定された地域にお住まいの方々に、避難による

損害への充当を目的として｢仮払補償金(一世帯あ

たり100万円、単身世帯75万円)｣をお支払いす

ることになりました。 
 
 ※｢避難区域｣とは 

  ・福島第一原子力発電所から半径20km圏内 

  ・福島第二原子力発電所から半径10km圏内 

 ※｢屋内退避区域｣とは 

   福島第一原子力発電所から半径20km以上30km 

   圏内 

 ※原子力災害対策特別措置法に基づき｢計画的避難区域｣ 

  が設定された場合は、当該地域も対象となります。 
 
◎詳しくは、問い合わせ先またはホームページで 

 ご確認ください。 
 

問 福島原子力補償相談室 

   0120-926-404(フリーダイヤル) 

   受付時間 月曜～土曜日(祝日含む) 

        午前９時～午後９時 

  東京電力茨城支店ホームページ 

   http://www.tepco.co.jp/ibaraki/ 

   index-j.html 

復興支援イベントが開催されます 
～がんばろう日本 がんばろう茨城 がんばろう下妻～ 
 
◆日時 ５月22日(日)午前10時～午後３時 

◆場所 小貝川ふれあい公園内イベント広場 

◆内容 

 １.地元食材によるジャンボ豚汁 ～下妻ブランドを使用～ 

 ２.市民広場の設置 ～元気をだそう下妻～ 

 ３.農産物直売・地元商店直売(軽トラック市)～風評被害対策～ 

 ４.消防はしご車(空中から花畑を見よう)  など 
  
※売上げの一部を義援金にします。 
 

問 がんばろう日本 がんばろう茨城 がんばろう下妻 

   実行委員会 43-8364 
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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(家 

族)が所有する軽自動車 
 

 ※障害者福祉タクシー利用料金 

  助成を受けている方を除く。 
 
◆申請期限 

 ５月24日(火) 
 
◆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(３月31日まで 

  に交付されたもの) 

 ・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 
 
 ※要件についての問い合わせ 

   市福祉課 内線1574 

【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。 

 

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(喉頭摘出による音

声機能障害がある場合に限る) 
上肢障害 身体障害者手帳１級および２級 

下肢 

障害 

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 

機能 

障害 

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機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

小腸機能障害 身体障害者手帳１級および３級 
胸 か く

形 成 術

に よ る

胸 か く

の変形 

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 

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 

肝臓機能障害 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の障害等級が１

級で、自立支援医療受給者証(精神通院)

または医療福祉費受給者証(マル福)の交

付を受けている方 

案 内 

案 内 平成２２年度 情報公開・個人情報保護制度の実施状況 
 
 市では、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22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。 
 
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、公開請求に対する決定書の件数 
 
(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1224 

実施機関名 
公開請求 

件数 
公開請求 

処理件数 
内容 

議会 － －   

市
長
部
局 

総務部 ２ １ 
保険契約関係 

施設建築関係 

企画財務部 １ ２ 
固定資産関係 

保険契約関係 

市民環境部 － －   

保健福祉部 １ ２ 
介護保険関係 

保険契約関係 

経済部 － １ 保険契約関係 

建設部 － ２ 保険契約関係 

会計課 － －   

小計 ４ ８   

教育委員会 ２ ４ 
保険契約関係 

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 ６ 12   

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、開示請求に対する決定書の件数 
 
(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) 

 

公開請求処理件数 12 
公開決定の件数 10 
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) －(－) 

取下げ － 

不服申立ての件数 －(－) 

実施機関名 
開示請求 

件数 
開示請求 

処理件数 
内容 

議会 － －   

市
長
部
局 

総務部 － － 
  

 

企画財務部 １ １ 
 
固定資産関係 
 

市民環境部 － －   

保健福祉部 － － 
 

  

経済部 － －   

建設部 － －   

会計課 － －   

小計 １ １   

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 １ １   

開示請求処理件数 １ 
開示決定の件数 １ 
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) －(－) 

取下げ － 

不服申立ての件数 －(－) 

４月10日発行お知らせ版の一部訂正について 
 

 ｢下妻公民館パソコン教室(前期)受講生募集｣について、６月18日(土)・26日(日)、７月３日(日)・10日

(日)・16日(土)・24日(日)の開催時間に一部誤りがありましたので、お詫びします。 
 
 《訂正前》午後10時～午後４時(昼休憩１時間)    《訂正後》午前10時～午後４時(昼休憩１時間) 


