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しもつま 広
報 

下妻市消防出初式を開催します 
 
◆日時 

 平成24年１月８日(日) 

 午前８時30分～ 

◆場所 

 ・第１会場(点検) 

   市役所南側駐車場 

 ・第２会場(式典) 

   市民文化会館大ホール 

 ・第３会場(観閲) 

   下妻駅西口通り 
 
◎当日、午前７時にサイレンおよび 

 半鐘を鳴らしますので火災と間違 

 わないようお願いします。 
 

問 市消防交通課 内線1434 

償却資産の申告はお早めに！ 
 
 償却資産の申告期限は、平成24年１月31日(火)です。平成24年

１月１日現在の償却資産をお早めに申告してください。 

 また、東日本大震災により被害を受けた償却資産の代替資産につ

いては固定資産税の特例があります。滅失・損壊した償却資産の代

わりに償却資産を取得・改良した場合などには固定資産税が軽減さ

れます。 
  
《償却資産とは》 

会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業の 

ために用いることができる資産のうち、法人税や所得税の申告 

時に必要経費または損金として算入されるものをいいます。 

自動車税や軽自動車税の対象となる車両、土地や家屋(付帯設備 

は対象となる場合があります)は償却資産の範囲から除かれます。 

詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市税務課 内線1353～1357 

霞ヶ浦用水土地改良区 

総代総選挙 
 
 平成24年２月18日をもって任期満

了となる霞ヶ浦用水土地改良区の総代

総選挙がおこなわれます。 
 
◆選挙期日 

 平成24年２月６日(月) 

◆投票時間 

 午前８時30分～午後４時 

◆投票場所 

 市役所本庁舎１階 市民ホール 

◆立候補届出期間 

 平成24年１月30日(月)～31日(火) 

 午前８時30分～午後５時 

◆立候補届出場所 

市選挙管理委員会(本庁舎２階) 

◆選挙する総代の数 ７人 

◆選挙人名簿の縦覧 

 平成24年１月４日(水)～８日(日) 

 霞ヶ浦農業用水管理センター 
 

問 市選挙管理委員会 
   内線1243 

都市公園の環境整備にご協力を！ 
 
市内公園の安全確保を目的として、枯枝の落下防止や見通しを

良くするための大規模な樹木の間伐や剪定等を実施しますので、

ご協力をお願いします。 
 
◆整備期間 12月下旬～平成24年３月下旬 

◆整備箇所 砂沼遊歩道、観桜苑、つくば下妻工業団地公園 

      つくば下妻第二工業団地公園 他 
 

問 市都市整備課 内線1722 

桜の苗木を無償配布します 
 
市では、桜の咲く豊かな郷土づくりを目指して｢下妻千本桜物語｣ 

事業を実施します。皆さんで桜いっぱいの下妻市にしませんか。 
 
◆配布内容 

《品種・数量》 

神代曙・越の彼岸 各50本 ※品種・数量は変更する場合あり。 

《各苗の特徴》 苗木の提供元 (財)日本花の会 

高さ約1ｍ位の1年生の苗木 

・神代曙  一重咲きで淡紅の花がソメイヨシノとほぼ同時期に 

      咲く。花色が濃く、テングス病等の病気に強い。 

・越の彼岸 一重咲きで淡紅の花がソメイヨシノよりも早く咲く。 

      花色が濃い。 

◆配布時期 平成24年２月下旬  

◆配布先 市内の公共的施設等(神社、広場、集会所等) 

◆申込方法 必要事項(品種、本数、代表者の住所、氏名、連絡 

      先等)をご連絡ください。 

      ※原則先着順。申し込み多数の場合は調整する場合あり。 

◆申込期間 12月26日(月)～平成24年１月26日(木) 
 

問 申 市都市整備課 内線1724 

公的年金等に係る雑所得を有する方へ 

所得税の確定申告不要制度の 

創設について 
 
 平成23年分の確定申告から、公的

年金等の収入金額の合計額が400万円

以下であり、かつ、公的年金等に係る

雑所得以外の所得金額が20万円以下

である場合には、所得税について確定

申告書の提出は不要となりました。 

 詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 下館税務署 個人課税第１部門 
   25-3871 

東京電力原発事故農作物損害賠償請求期間について 
 
原発事故風評被害等損害賠償請求について、３月～５月分までの 

農作物および秋作物(梨、ぶどう等)分は、平成24年１月11日(水) 

をもって受付を終了しますので、請求漏れのある方はお早めに申請 

してください。 

なお、冬作物等で新たに風評被害等の損害が発生した場合には、

価格情勢等を勘案し、対応します。 
 

問 市農政課 内線2622 

東日本大震災により被害を受けられた方へ 所得税申告について 
 
震災により、住宅や家財などに損害を受けられた方は、所得税申告をすることにより①所得税法に定める雑損

控除、②災害減免法に定める税金の軽減免除のうち、いずれか有利な方法で還付が受けられる場合があります。 

これらの制度についての説明会を開催しますのでご利用ください。 
 
 【雑損控除の計算式(概要)】 

  雑損控除額は、次のいずれか多い方の金額となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  《白色申告者の収支内訳書作成のための決算説明会・東日本大震災に係る所得税の取扱いに関する説明会》 
 
  平成23年中に営業・農業・不動産の収入があり、収支内訳書(白色申告)の作成について、または、 

  東日本大震災に係る所得税の取扱いについてご不明な点がある方は、この機会をご利用ください。 
 
   ◆日時 平成24年１月24日(火) 午前10時～12時 農業の収支 

               午後1時15分～3時15分 農業以外の収支 

                    午後3時30分～4時30分 東日本大震災に係る所得税の取扱い  

   ◆会場 千代川公民館ホール[鬼怒230] 

   ◆主催 下館税務署 
 
◎24年度(23年分)の市役所会場での申告相談受付は平成24年2月16日(木)より予定していますが、震災関連 

 の申告件数が増えることにより、例年以上の混雑が予想されます。還付申告は、確定申告の期間前でもおこな 

 う事ができますので、自宅から手続きができる電子申告『e-Tax』(詳細は国税庁ホームページ参照)、税務署 

 への来署による個別相談(事前予約必要)や郵送による申告等により、早めの申告をお願いします。 
 

問 説明会や雑損控除全般について 下館税務署 個人課税部門 24-2121(自動音声案内) 
                            受付時間 午前8時30分～午後5時 

 市役所申告会場や市県民税について 市税務課 内線1342～1346 

住宅および家財の損失 

(災害関連支出の金額を含む) 

保険金等で補て

んされる金額 

所得金額の

10分の１ 
Ａ 

災害関連支出 

(災害により損壊した住宅・ 

 家財等を原状回復するため 

 の費用等) 

保険金等で補て

んされる金額 
５万円 Ｂ 

※計算の結果、AまたはB 

 のいずれか(または両方) 

 に金額が残っている方 

 (０またはマイナスは除 

 く)で還付すべき所得税 

 のある方が対象。 

 また、所得税還付の対象 

 外の方でも住民税の減額 

 が受けられる場合があり 

 ます。 

案 内 

案 内 



相 談 

下妻市農地賃貸借料情報 
 
 平成23年の農地の賃貸借における賃借料(10a当た

り)は次のとおりです。 
 
                       (単位：円) 

 
                       (単位：円) 

 

 ・情報は、賃借料の目安として提供するものです。 

 ・データ数は、集計に用いた筆数です。 

 ・賃借料を物納支給(水稲)としている場合は、1俵 

  (60kg)当たり11,000円に換算しています。 

 ・金額は、算出結果を四捨五入し100円単位とし 

  ています。 

 ・市平均は全地域の金額をデータ数により平均した 

  値です。 

 ・水利費等の経費支払いは相対となっています。 
 

問 市農業委員会 内線2132 

地区名 
田 

平均額 最高金額 最低金額 データ数 

下妻 16,500 22,000 11,000 ２ 

大宝 15,400 27,500 5,500 124 

騰波ノ江 20,000 27,500 5,500 61 

上妻 17,000 23,000 5,000 94 

総上 21,200 25,056 6,000 89 

豊加美 18,400 25,000 6,000 107 

高道祖 18,600 28,000 7,606 30 

蚕飼 19,100 22,000 7,000 45 

宗道 19,800 30,000 6,700 101 

大形 18,300 25,000 10,000 25 

市平均 18,400     (合計)678 

地区名 
畑 

平均額 最高金額 最低金額 データ数 

下妻 情報なし 0 

大宝 10,500 11,000 10,000 ４ 

騰波ノ江 12,500 22,000 3,000 ２ 

上妻 7,900 33,000 5,000 16 

総上 8,300 10,000 5,000 ３ 

豊加美 15,400 19,800 11,000 ２ 

高道祖 10,000 10,000 10,000 １ 

蚕飼 7,000 7,000 7,000 ２ 

宗道 12,100 20,173 6,135 ３ 

大形 9,000 10,000 8,000 ６ 

市平均 9,300     (合計)39 

身体障害児者生活相談・補装具巡回相談 
 
身体障害者相談員が身体障害児者の生活等全般の相談に応

じます。また、補装具(補聴器・義肢・装具など)の巡回相談も

併せて受け付けます。 
 
◆日時 平成24年１月17日(火)午後１時～３時 

◆場所 下妻公民館１階 和室 
 

問 市福祉課 内線1574 

冬の感染症に注意しましょう！ 
 
気温と湿度が下がる冬、風邪やロタウイルスによる

感染性胃腸炎、インフルエンザ、今年はマイコプラズ

マ肺炎が流行しています。 
 
◆冬のウイルス感染症 

◆感染症の原因としては、 

 ①くしゃみや咳による飛沫感染 

 ②手で触れる接触感染 

 ③換気の悪い部屋などでウイルスが空気中に 

  浮遊し感染する空気感染 

があります。 
 
 《感染予防の3原則》 

 

 

 

 

 

 
 
◎感染したかなと思ったら、早めに医療機関で受診 

 しましょう。 
 

問 市保健センター 43-1990 

病名 特徴 

インフル 

エンザ 

感染力が強く、流行が始まると短期間で乳幼

児から高齢者まで多くの人に感染します。 

症状：38度以上の急な高熱・悪寒・頭痛・ 

   関節痛・筋肉痛など 

RS 

ウイルス 

感染症 

RSウイルスによる呼吸器の感染症で肺炎の

原因となります。小児に多い感染症です。 

症状：たんがつまってゼイゼイする・のどが 

   ゼ－ゼー鳴る・発熱など 

ノロ 

ウイルス 

感染症 

冬季に発生する感染性胃腸炎の主な原因にな

るウイルス。 

1～2月が発生のピークになる傾向。 

症状：吐き気・下痢・腹痛・軽度の発熱 

マイコ 

プラズマ 

肺炎 

くしゃみや咳などによる飛沫感染。保育所や

幼稚園、学校など比較的閉鎖的な環境で地域

的に流行します。 
症状：咳(乾いた咳から始まり、除々に強く 

   なり、解熱後も１か月ぐらい続きます) 

   発熱・全身倦怠感・頭痛など 

感染経路を断つ 
人ごみへの外出は出来るだけ控える 

外出時のマスクの着用、手洗い 

うがい、部屋の湿度を保つ 

抵抗力をつける 
充分な栄養と睡眠 

適度な運動・体温を下げない工夫 
免疫力をつける ワクチンによる予防接種 

年末年始 「ごみ」 「し尿処理」 
 

《ごみ収集について》 
◆年末年始のごみ収集は｢ごみ収集カレンダー｣ 

 どおりです。良くご確認ください。 

◆収集休止期間中にごみを出すと、集積所の周 

 囲にごみが散乱したり、悪臭の原因となりま 

 すので、決められた日に出してください。 

 自治会等での管理をお願いします。 

◆リサイクルできるものは、資源ごみとして 

 コンテナのある集積所に出してください。 

【集積所に出せないもの】 

粗大ごみ、家電リサイクル品、パソコン 

携帯電話、医療廃棄物、ガスボンベ、消火器 

農機具類、自動車部品、農薬、劇薬、火薬 

塗料、廃油、焼却灰、土砂、石、がれき 

建築廃材、その他産業廃棄物 
 
 ◎市役所本庁舎東側｢資源ごみ回収庫｣は、 

  12月28日(水)午後5時から平成24年 

  1月4日(水)午前9時まで閉鎖します。 
 

問 市生活環境課 内線1423 
 

《｢クリーンポート・きぬ｣への 

               ごみの直接搬入について》 

◆可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみは必ず分別 

 してください。 

◆ごみ搬入時の車両は、構内渋滞および事故 

 防止のため２ｔ車までとし、必ずシート等 

 をかけてください。 

◆上記期間は混雑が予想されますので、早め 

 に搬入してください。 
 

問 クリーンポート・きぬ 43-8822 
 

《汲み取り(し尿)について》 
 
 ◆し尿の受入業務休止期間 

   12月28日(水)午後３時 

      ～平成24年１月３日(火) 
 

問 し尿処理施設｢城山公苑｣ 
   0297-43-7221 

搬入できる日 搬入時間 搬入できる 

ごみ 
12月 

23日(金)・24日(土) 

26日(月)～29日(木) 

午前９時～12時 
午後１時 

 ～４時30分 

可燃ごみ 

不燃ごみ 
粗大ごみ 

12月25日(日)と12月30日(金)から平成24年1月3日

(火)までは搬入できません。 

１月４日(水)から搬入できます。 

高道祖地区 

市によるペットボトル回収にご協力を！ 
 
｢平成23年度下妻市ごみ収集カレンダー④｣をよくご覧 

ください。 
 
◆回収日 

 カレンダーにPETと記載された月日が 

 ペットボトル回収日です。 
 
  平成24年１月10日・24日 

        2月14日・28日 

       ３月13日・27日 火曜日 
 
◆集積所 

・現在ある資源ごみ集積所(かん、びんなど入れる黄色 

 コンテナがある所)で、当面の間は自治区等が管理す 

 る集積所のみとなります。 

・集積所にペットボトル集積所の表示と回収用の青 

 ネットを配置します。これまで、子供会が実施して 

 いた集積所とは異なる場所がありますのでご注意く 

 ださい。 

・自治区と集合住宅(アパート)等の方が、同じ集積所 

 に出せるようご協力をお願いします。 

・高道祖市民センターを新たに拠点回収庫としますの 

 で、ご利用ください。 
 
◎｢収集カレンダー｣に掲載してある出し方を参考にして 

 ください。ルールを守らないごみ出しや、散乱してい 

 る場合は回収できません。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

職場のトラブル解決サポートします 
 
労使間のトラブル(解雇、いじめ嫌がらせ、

労働条件の不利益変更等)でお困りの皆さんの

お手伝いをします。 

相談は無料です。 
 

問 茨城労働局企画室 

   029-224-6212 

自動車税の納税は口座振替で 
  
 公共料金と同じように預金口座から自動的に納税がで

き大変便利です。 

 お申し込みは、預金口座のある金融機関で簡単にでき

ますので印鑑をご持参のうえお手続きください。 
  

問 筑西県税事務所 24-9184 

冬節電のお願い 
 
法律に基づく電気の使用制限はおこないませんが、生 

活や経済活動に支障を生じない範囲で｢ピーク電力削減｣ 

にご協力をお願いします。 

家庭では、夕方から午後9時が電力需要のピークです。 
 
 ◆東京電力管内の節電期間 

  12月1日～3月30日の平日午前9時～午後9時 
 
  ※12月29日・30日、平成24年1月3日・4日 

   を除く。 
 

問 市生活環境課 内線1422 

案 内 
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しもつま 広
報 

公民館おはなしの会／１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。 

昔がたり(素話)をぜひ親子で体験してください。 
 
◆日時 平成24年１月21日(土)午後１時30分～ 

◆場所 下妻公民館 児童図書室 
 

問 下妻公民館 43-7370 

ふるさと博物館 展覧会を開催します 
 
貸しギャラリーによる展覧会を開催します。 

 皆さまのご来館をお待ちしています。 

 

 ◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

       (22日は午後３時まで) 

※休館日 １月16日(月) 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 作品 

平成24年 
１月14日(土)～22日(日) 

｢下妻市陶芸クラブ｣ 
作陶展 

陶芸 

『はつらつエクササイズ教室』参加者募集 
 
たっぷり動いて汗を流す脂肪燃焼系、体のバラ

ンスを整えるボディコンディショニングで、強く

美しく体を整え、脂肪をよせつけない体を目指し

ませんか。 
 
●日時 平成24年 

    ２月１日・８日・15日・22日・29日 

    ３月７日・14日・21日 

    水曜日 午後２時～３時30分 

●場所 総合体育館 アリーナ 

●受講対象 市内在住・在勤の方 

●内容 ストレッチ・筋力トレーニング等(初心者向け) 

●講師 パーソナルトレーナー 木本 裕 氏 

●募集人数 50名 

●参加費 610円(保険代) 

●申込方法 参加費を添えてお申し込みください。 

●申込期間 12月26日(月) 

       ～平成24年1月13日(金) 
 

問 申 市生涯学習課 内線2832 

講演会を開催します 
～パパのトリセツ～子育て上手はパパ育て上手～ 
 
入場は無料です。ご家族、お友達お誘い合わせの

うえご来場ください。 
 
◆日時 平成24年１月22日(日) 

    12時40分開場 １時開会 

◆場所 千代川公民館ホール[鬼怒230] 

◆内容 

《オープニング(寸劇)》 

『ジージの まごまご奮闘記』 

  ～育てるつもりが育てられ～  

  出演 「simon
シモン

♥s
ズ

」 

 《講演会》 

講師 育児・教育ジャーナリスト 

   パパの悩み相談横丁管理人 

   心理カウンセラー 

    おおた としまさ 氏 
 
◎車でお越しの際は、出来るだけ乗り合わせて 

 お越しください。 
 

問 市企画課 内線1312 

図書館映画会／１月 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 平成24年１月17日(火)・21日(土) 

    午後２時～ 

◇上映作品 ｢殯(もがり)の森｣ 

      (2007年/日仏合作/97分) 
 
  カンヌ映画祭が、そして世界中が感動に震えた！ 

  『萌の朱雀』の河瀬直美監督が描く、心ゆさぶる 

  命の物語。 

  奈良県東部の山間の地。旧家を改造したグループ 

  ホームに暮らすしげきは、亡くなった妻の想い出 

  とともに静かな日々を過ごしている。ここに新任 

  介護福祉士として真千子もまた、不慮の事故で子 

  供を亡くした喪失感を抱えて生きていた。 
 
《子ども映画会》   

◇日時 

 平成24年１月28日(土) 

 午後2時～ 

◇上映作品 

 冒険シンドバット・ルパンもビックリ！ 

 どろぼうの名人 まんが世界昔ばなし(60分) 
 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

『嘱託職員・パート職員』募集 

募集職種 学校給食調理員(嘱託職員) 幼稚園教諭(嘱託職員) 幼稚園教諭(パート職員) 
募集人員 ３名 ２名 1名 
業務内容 学校給食調理業務 幼稚園教諭業務 幼稚園教諭 補助業務 
応募資格等 健康に自信のある人 幼稚園教諭免許状を有する人(資格取得見込者を含む) 
勤務地 市内小中学校 市立幼稚園 

勤務時間 
1日6時間 週30時間勤務 
午前9時～午後4時(昼休み60分) 
※8月は勤務日数に変動あり 

1日7時間45分 週38.75時間勤務 
午前8時30分～午後5時15分(昼休み60分) 

賃金等 

月額賃金制 基本賃金136,400円(上限) 
※年齢により異なる ※8月は賃金に減額あり 
賞与・通勤手当制度あり 
社会保険・雇用保険加入 

月額賃金制 
基本賃金181,800円(上限) 
※年齢により異なる 
賞与・通勤手当制度あり 
社会保険・雇用保険加入 

時給 960円 
社会保険・雇用保険加入 

提出書類 
履歴書、栄養士または調理師の資格を持っている方

はその写し 
履歴書、幼稚園教諭免許状の写し 

雇用期間 平成24年4月1日～平成25年3月31日(期間更新する場合あり) 平成24年4月1日 

  ～平成25年3月31日 
試験内容 
  

面接 日時 平成24年1月30日(月)時間は別途連絡 

   場所 市役所千代川庁舎2階会議室 

面接 日時 平成24年1月31日(火)時間は別途連絡   

   場所 市役所千代川庁舎2階会議室 

募集期限 平成24年1月20日(金) 

問 提出先 
市学校教育課(千代川庁舎１階)  内線2812～2814 
※午前8時30分から午後5時15分までの間に提出書類をご持参ください。 

『あなたの大事なペットのフォトコンテスト』 

作品募集 
 
市内公園で多数の犬や猫が捨てられていることから

｢ペットを捨てないで｣のメッセージを多くの方に知って

いただくため、皆さんの大事なペットの写真展を開催し

ます。 
 
●応募規定 プロ・アマチュア・年齢・性別・国籍を 

      問わず。 

      カラープリント６切または４切、ワイド 

      ４切で１人２作品まで。 

※未発表写真に限ります。 

●応募方法 ネイチャーセンターへ写真を持参のうえ、 

      お申し込みください。 ※月曜日定休。 

●応募期間 平成24年１月10日(火)～31日(火)午後４時 
 
◎審査結果発表は２月中旬予定、入賞者には賞品を贈呈 

 します。詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター  
     45-0200 

『口腔がん検診』を実施します 
 
お口の中にも「がん」ができるということをご存

じですか。 

この機会に、ご自身の口腔がん予防・早期発見に

お役立てください。 
 
◆日時 平成24年２月26日(日) 

①受付時間 午前９時～９時15分 

②受付時間 午前10時～10時15分 

※受付後に、講演会および口腔がん検診 

 をおこないます。 

◆場所 下妻保健センター 

◆内容 《講演会》 

｢口腔がんについて｣ 

      筑波大学附属病院 

      准教授 鬼沢 浩司郎 医師 

《検診》 

歯科医師による問診、視診、触診 

口腔内アドバイス等 

◆対象者 40歳以上で市内在住の方 先着55名 
 
     ※平成22年11月28日の口腔がん検診 

      を受診し、｢異常なし｣の方は除く。 
 
◆検診自己負担金 500円(当日徴収) 

◆申込期間 平成24年１月10日(火)～27日(金) 

◆主催 下妻市歯科医師会、下妻市 
 

問 申 市保健センタ－ 43-1990 

案 内 



『４月入学生』募集 
 
放送大学は、テレビやラジオの放送を通して学ぶ遠隔教育

の大学です。働きながら学んで大学を卒業したいなど、さま

ざまな目的で、幅広い世代の方が学んでいます。 
 
●募集学生の種類 

【教養学部】・科目履修生(６か月在学し、希望科目を履修)  

     ・選科履修生(１年間在学し、希望科目を履修) 

     ・全科履修生(４年以上在学し、卒業を目指す) 

【大学院】・修士科目生(６か月在学し、希望科目を履修) 

    ・修士選科生(１年間在学し、希望科目を履修) 

●出願期限 平成24年2月29日(水)必着  
 

問 (資料請求) 放送大学茨城学習センター 

        029-228-0683 
        ホームページ http://www.ouji.ac.jp 

平成24年度 一般入学者選考試験 
 
 高校の新卒者ばかりでなく、概ね35歳までの大学生やフ

リーター等の社会人応募枠も設けています。ITのプロフェッ

ショナルを目指してみませんか。 
 
●募集科名 情報通信科、情報処理科 

●試験日 平成24年2月7日(火) 

●試験科目 数学Ⅰ・A、英語Ⅰ、面接 

●入学者選考手数料 18,000円 

●受付期間 平成24年1月5日(木)～31日(火) 
 

問 申 県立産業技術短期大学校 029-269-5500 
     ホームページ http://www.ibaraki-it.ac.jp 

あたらしい出会いを 

探してみませんか 
 
《ふれあいパーティー》 
【つくば会場①】 

◇日時 平成24年1月14日(土) 

    午後１時30分～５時(受付１時～) 

◇場所 イーアスつくば 

    [つくば市下平塚研究学園C50街区] 

◇対象者 男性45歳以下の方 

     女性40歳以下の方 各20名 
 
【つくば会場②】 

◇日時 平成24年1月26日(木) 

    午後７時～９時(受付６時30分～) 

◇場所 つくば山水亭 

    [つくば市小野崎254] 

◇対象者 男性45歳以下の方 

     女性40歳以下の方 各15名 
 
【下妻会場】 

◇日時 平成24年1月28日(土) 

    午後１時30分～５時(受付１時～) 

◇場所 ビアスパークしもつま 

    [長塚乙70-3] 

◇対象者 男女とも30代・40代の方 

     各20名 
 
◆参加費 男性4,000円 女性1,000円 

     (当日徴収) 

◆申込開始 随時 

◆共催 いばらき出会いサポートセンター 

 

《出会いパーティー》 
◇日時 平成24年1月21日(土) 

    午後１時30分～４時30分 

    (受付１時～) 

◇場所 とねミドリ館 

    [古河市前林1953-1] 

◇対象者 独身男女 

      Ａグループ 40歳以下 

       Ｂグループ 40歳以上 
 
◆参加費 男性3,000円 女性1,000円 

     (当日徴収) 

◆申込開始 随時受付 

◆主催 いばらきマリッジサポーター県西 

    地域活動協議会 

◆共催 いばらき出会いサポートセンター 

 

問 申 NPO法人ベル・サポート 
     0280-87-7085 

公共下水道工事にご協力を！ 
 
原地内において公共下水道工事を実施します。 

工事期間中は、全面通行止(夜間開放)等の交通規制をおこない

ますので、ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間 

 12月下旬 

  ～平成24年 

   ３月下旬 

◆工事内容 

 公共下水道本管 

 および 

 取出管布設工事 

◆工事場所 

 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市下水道課 内線1732・1733 

共助のまちづくりを応援します 
～地域福祉助成事業申請受付中～ 
 
 共助とは、個人では解決できない問題を 

地域で暮らす人々が支え合って解決するこ

とです。 

自分達の手で住みよいまちづくりに取り

組む活動を、赤い羽根共同募金という地域

で活きる募金を財源として積極的に応援し

ます。 
  
◆対象事業 

(１)住民参加によるたすけあい活動 

   またはそれを支援、促進する事業 

 (２)高齢者や障害者を支援する事業 

 (３)子育て支援、児童・青少年に対する 

    育成事業 

 (４)社会参加を促進する事業 

 (５)社会復帰を支援する事業 

 (６)防災・防犯を促進する事業 

 (７)新たな社会問題に取り組む事業 

(８)その他、住みよいまちづくりのため 

   に必要と認められる事業 
 
◆対象団体 

 ボランティア団体 

 自治会 

 NPO法人 

 当事者団体 など 
 
◆助成金額 

 １団体につき１年度内20万円かつ総 

 事業費の80％以内を限度額とします。 

ただし、新たに活動をおこなうために 

組織された団体の初回申請分について 

は自己資金は不要です。 
 
◆申請方法 

申請書に添付書類を添えて提出してくだ 

さい。申請書をもとに審査委員会での審 

査をおこないます。 

なお、申請書は社会福祉協議会または 

ホームページから取得できます。 

申請は１年を通じて受付けていますが、 

事業をおこなう時期によって提出期限 

があります。 
 
◎詳しくは、お問い合せください。 
 
問 申 下妻市社会福祉協議会 
     44-0142 
    ホームページ 

    http://www.st-shakyo.jp/ 

～平成２４年経済センサスー活動調査～ 

経済の国勢調査を実施します 
 
 この調査は、全産業分野における事業所および企業の経済活

動状況を全国的および地域別に明らかにすることを目的とした

日本の経済力を知るための調査です。 

 平成24年の活動調査では、平成21年に実施した基礎調査に

よって得られた情報を有効に活用して売上高や費用等の経理項

目の把握に重点を置いた調査を総務省および経済産業省が中心

となっておこないます。 
 
◆調査期日 平成24年２月１日現在で実施。 

◆法的根拠 ｢統計法｣に基づいた基幹統計調査として実施。 
 
《この調査は報告の義務があります》 

 ｢統計法｣では、基幹統計調査を受ける人には報告の義務を、 

 また、調査を実施する関係者には調査によって知ったこと 

 を他に漏らしてはならない義務を規定しています。 

 さらに、これらに反したときには罰則が定められています。 

 なお、調査票の内容は、統計作成の目的以外(税の資料など) 

 に使用することはありません。 
 

問 市企画課 内線1316 

茨城県健康福祉祭 

『わくわく美術展』作品募集 
 
●開催期間 平成24年2月25日(土)～3月2日(金) 

●出品資格 60歳以上(昭和28年4月1日以前生まれ)で、 

      県内在住のアマチュア 

●出品作品 日本画、洋画、彫刻、工芸、書および写真の 

      6部門(出展数は、部門を問わず1人1点) 
 
※出品の規格があります。 

 詳しくは、お問い合わせください。 

●出展料 2,000円 

※茨城わくわくセンター事業推進サポーター 

 (個人サポーター)は無料。 

●申込方法 作品および出展料を持参のうえ、介護保険課へ 

      お申し込みください。 

●申込期間 平成24年１月10日(火)～13日(金) 
 

問 市介護保険課 内線1538 
   茨城わくわくセンター 029-243-8989 

案 内 募 集 

http://www.ouji.ac.jp
http://www.ibaraki-it.ac.jp
http://www.st-shakyo.jp/

