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平成２４年版 

茨城県民手帳の購入申し込み 
 
 平成24年版茨城県民手帳(編集:茨城県統計協

会)が発行となります。 
 
◆サイズ 

・デスク判(14.9cm×21.0cm)  

   900円 

・標準判(8.2cm×13.9cm・鉛筆付) 

   400円 

・ポケット判(7.0cm×12.0cm・鉛筆付) 

   300円 

◆申込方法  

代金を添えてお申し込みください。 
 
※茨城県統計協会ホームページからも購入 

 できます。http://www.ibatokei.jp/ 
 

◆申込期限 

 ９月29日(木) 
 

問 申 市企画課 内線1316 

自治会で市指定ごみ袋の 

引き換えができます 
 

通常、個人が市内の取扱店舗で市指定ごみ袋と交

換する引換券を、自治区単位で持参してごみ袋と引

き換えする場合に手数料をお支払いします。 
 
◆手数料 指定ごみ袋１枚あたり｢３円｣ 

◆申請方法 自治区単位で取りまとめのうえ、ごみ 

      減量推進員の方が申請してください。 

◆申請書類等 ・補助金交付申請書 

       ・引換券(交換期限内のもの) 

       ・印鑑 

       ・通帳(口座振込先の分かるもの) 
 

問 申 市生活環境課 内線1423 

資源ごみ回収団体に報償金を交付します 
 

資源ごみのリサイクル推進のため、自治会・子供

会・学校・PTAなどが資源ごみを独自に回収し、専

門の買取業者に売却した場合、報償金を交付します。 
 
◆対象となる資源ごみ 

 古紙類(新聞紙、雑誌、段ボールほか)、古布類 

 金属類(空き缶含む)、空きびん、ペットボトル 

◆報酬金額 

 

 

 

※事前に団体の届出が必要となります。 
 

問 申 市生活環境課 内線1423 

品目 
 古紙類・古布類 

 金属類 
生びん類 ペットボトル 

単価 ５円/Kg １円/本 10円/Kg 

ごみの出し方～粗大ごみ～ 
 
 粗大ごみは、ごみ集積所には出せません。 

 直接、クリーンポート・きぬへ搬入してください。 
 
◆粗大ごみ(例) 

タンス、机、戸棚、自転車、バイク(50cc以下) 

オルガン、ベッド、本棚、タンス、テーブル 

カーペット、畳(１日16枚まで)、ストーブ 

スキー板、布団(２枚まで)、マットレス(２枚まで) 

家電製品(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機 

衣類乾燥機、パソコン、携帯電話を除く)など 
 
 ◎詳しくは、お問い合わせください。 
 
◆搬入できる日時 

月曜日～金曜日 午前９時～午後０時 

        午後１時～午後４時30分 

第２・４土曜日 午前９時～午後０時 

        午後１時～午後４時 

◆搬入手数料(消費税別) 

・家庭からのごみ１kgにつき６円 

・事業所からのごみ１kgにつき20円 

◆クリーンポートへ搬入できない方 

 下妻地方広域シルバー人材センター(℡44-3198) 

 が有料で戸別収集しますので、事前に収集の予約 

 をしてください。 

 なお、シルバー人材センターおよび生活環境課で 

 販売している、粗大ごみ処理券が必要です。 

  ・大(おおむね２人でないと運べないもの)  

    1,050円 

  ・中(おおむね１人が両手で運べるもの) 

    525円 

  ・小(おおむね１人が片手で運べるもの) 

    315円 
 

問 市生活環境課 内線1423 

   クリーンポート・きぬ 43-8822 

『臨時職員』募集 

募集職種 保育士 農作業 
募集人員 1名 2名 
業務内容 保育業務 農作物の栽培、農園整備等 

応募資格等 保育士資格を有する人 
農作業(トラクター、草刈機を含む)ができる人 

普通運転免許を有する人 
勤務地 市立下妻保育園 ビアスパークしもつま 

勤務時間 
午前8時30分～午後5時15分 
(昼休み 60分) 

午前8時～午後5時(実働7.5時間) 
 (休憩 午前・午後15分、昼休み 60分) 
ローテーションにより月20日程度勤務 

賃金等 
時給賃金制 時間単価＠960円 
通勤手当・賞与なし、社会保険・雇用保険加入 

時給賃金制 時間単価＠810円 
通勤手当・賞与なし、社会保険・雇用保険加入 

雇用期間 9月～平成24年3月31日(勤務開始日は要相談) 10月1日～平成24年3月31日(更新は最長1年まで) 
試験内容 面接 ※日時・場所は別途連絡 
募集期限 9月20日(火) 
提出書類 履歴書、保育士証の写し、ハローワークの紹介状 履歴書、ハローワークの紹介状 

 問 (提出先) 
市総務課[市役所本庁舎2階] 内線1229 
※午前8時30分から午後5時15分までの間に書類をご持参ください。 

市の中型バスを払い下げします 
 
◆参加条件 青ナンバーで営業している人または大型車を 

      取り扱っている自動車販売業者(市内在住の方 

      または市内の事業所) 

◆参加方法 使用目的、払い下げ希望見積金額、住所、氏名 

      (事業所名)、連絡先を書面に記入のうえ、封入 

      (のり付けまたはテープで止める）して提出し 

      てください。 

◆提出期限 10月11日(火)午後４時 
 
【バスの概要】 

 ・車名 日野 

 ・型式 U－RUIHHAB 

 ・登録年月 平成６年８月 

 ・乗車定員 40名  

 ・走行距離 360,121キロ 

 ・その他 車検なし、スタットレスタイヤ 
 
◎バスの下見会を実施します。 

  日時 ９月30日(金)午後1時30分～3時30分 

  場所 千代川庁舎敷地内中型バス車庫  
 

問 申 市財政課 内線1332 

募 集 

案 内 

案 内 

屋外広告物は許可が必要です 
～屋外広告物の許可基準を守りましょう～ 
 

屋外広告物を表示するときは、原則として市町村長 

の許可を受けることが必要です。 

 また、許可を受けるためには、屋外広告物が許可基 

準に適合する必要があります。 
 
 ◆許可が必要な屋外広告物を無許可で表示すると、 

  罰則が科されます。許可基準に適合したものを、 

  許可を受けて表示しましょう。 

 ◆許可には有効期間(最長３年)があります。 

  許可を受けた広告物でも、有効期間経過後に引 

  き続き設置するためには、更新手続が必要です。 

  有効期間が切れた屋外広告物は、違反広告物と 

  なります。 
 
◎許可手続・基準については、お問い合わせください。 
 

問 市都市整備課 内線1725・1726 

原子力事故による被害者の方へ 

本補償の受付を開始します 
 
◆避難者に対する本補償 

 ９月12日を目安に請求書の配布(発送)および受付 

 を開始します。 

◆県内法人および個人事業主に対する本補償 

 各事業者(一部団体を除く)に対応した請求書等の 

 準備が整い次第、９月下旬を目安に請求書の配布 

 (発送)および受付を開始します。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 

 ※東京電力ホームページ 

   http://www.tepco.co.jp/index-j.html 
 

問 福島原子力補償相談室(コールセンター) 

   0120-926-404 



災害復旧工事にご協力を 
 
 市内各所において災害復旧工事を実施します。 

 期間中は通行止め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 

 ９月上旬～12月下旬 
 
  ※工事箇所によって異なりますので、 

   詳しくはお問い合わせください。 
 
◆工事箇所 

 図のとおり 
 

問 市建設課 

   内線1716・1717 

ビーチボールバレー 

審判講習会を開催します 
 

 プレーするすべての方がルールを十

分に理解し、プレーだけでなく審判も

できるよう、平成23年度審判講習会

を開催します。 

 

◆日時 10月２日(日) 

    午後３時～５時 

◆場所 下妻公民館 

◆対象者 ビーチボールバレー愛好者 

◆内容 ルールの解説 

◆参加費 無料 

 

◎ルールブック、筆記用具をご持参 

 ください。 

当日はルールブックを１部100円 

で販売します。 

 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟 

   (粟野) 44-2544 

【鬼怒地内】 【前河原地内】 

【山尻地内】 【本城町地内】 

【新堀地内】 【村岡地内】 

案 内 

いばらき身障者等用駐車場利用証制度がスタートします 
 

10月１日から、車いすマークの駐車場の利用証を発行する制度

がスタートします。 

 本来、スーパーなどの出入り口付近にある車いすマークの駐車場

は、車の乗り降りに広いスペースを必要とする車いす使用者や、長

い距離を歩くことが難しい障害のある方などのために設置してある

ものですが、近年、健常者が車いすマークの駐車場を不適正に利用

したり、また、外見では障害があると分かりにくい内部障害者が不

適正利用と見られることを戸惑うなど、気兼ねなく車いすマークの

駐車場を利用できないという問題が起こっています。 

 そこで、車いすマークの駐車場を本当に必要としている方が利用

しやすくなるよう、障害者・難病患者・高齢者・妊産婦の方(障害

程度等により利用証の交付制限があり)などに対して利用証を発行

することになりました。 
 
◎利用証は、県内全ての車いすマークの 

 駐車場で利用できます。 
 

問 申 市福祉課(障害・難病関係) 

      内線1572・1574  

市介護保険課(高齢関係) 

 内線1532 

     市保健センター(妊産婦関係) 

      内線1554 

案 内 

(タテ27㎝×ヨコ14㎝) 

工事箇所 

工事箇所 

工事箇所 
工事箇所 

工事箇所 工事箇所 
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『市長杯・下妻市民グラウンドゴルフ大会』 

参加者募集 
 
◆日時 10月26日(水)午前８時30分～ 

    ※雨天の場合、27日(木) 

◆場所 千代川緑地公園内グラウンドゴルフ場 

◆参加資格 60歳以上の市内在住・在勤の方  

      ３名以上１組 

◆試合方法 個人戦 

      32ホールストロークマッチプレー 

◆参加費 １名500円 

◆その他 用具の貸出もしますので、用具のない 

     方や初心者の方も大歓迎です。 

◆申込方法 参加費を持参のうえ、３名以上の 

     グループ単位でお申し込みください。 

◆申込期限 10月５日(水) 
 

申 市生涯学習課(千代川庁舎) 

 千代川運動公園ふれあいハウス 

  ※月曜日を除く。 

   受付時間 午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市グラウンドゴルフ協会(飯村) 

   43-4506 

塩原渓谷歩道へハイキングに行こう 
 
 下妻市体育協会では交流会の一環としてハイキ 

ングを開催します。 

 山の紅葉もすばらしい展望が楽しめる自然いっ 

ぱいのコースです。 
 
●日時 10月23日(日)午前７時出発予定 

●場所 塩原渓谷歩道 回顧コース 

    [栃木県那須塩原市] 

●募集対象 市内在住・在勤で、付き添いなく 

      １人でハイキングの出来る方 

      (学生は除く) 

●参加費 １人2,500円(入浴料、保険料含む) 

●募集人数 40名 

      ※定員になり次第締め切ります。 

●申込方法 参加費と印鑑を持参のうえ、 

      お申し込みください。 

●申込期間 ９月12日(月)～26日(月) 

      午前９時～午後５時 
 

申 市生涯学習課(千代川庁舎) 

 下妻市総合体育館 ※月曜日を除く。 

 運動公園ふれあいハウス ※月曜日を除く。 
 

問 市生涯学習課(千代川庁舎) 内線2833 

※平日 午前９時～午後５時 

『市営住宅』入居者募集 
 
●募集住宅の概要 

 

 

 

 

 

 

●入居予定時期 12月上旬以降 

●入居資格 市の条例で定める資格に該当する方。 

●家賃 入居者の収入等により異なります。 

●敷金等 ・敷金 家賃の３か月分 

    ・駐車場保証金 駐車場使用料の３か月分 

●その他 入居の際には、２人の連帯保証人(内１人は 

     日本人)が必要となります。 

●申込方法 

 申込書に記入、押印のうえ、お申し込みください。 

 ※入居申し込みは、１世帯につき１か所に限ります。 

◆募集期間 ９月12日(月)～26日(月) 
 
◎入居者資格・家賃等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 申 市建設課 内線1713 

名称 石堂 新石堂 
所在地 小島1152ほか 小島1102 

構造 
鉄筋コンクリート造 

４階建て 
鉄筋コンクリート造 

3階建て 
規格 ３DK ２LDK 
募集戸数 ２戸(B棟401、C棟203) １戸(B棟301) 

『砂沼マラソン大会』参加者募集 
 
●日時 11月20日(日)午前８時15分～ 

●会場 砂沼サンビーチ[砂沼広域公園内] 

●種目 

 ・砂沼一周(７km) 一般男子・女子 

           (49歳以下の部・50歳以上の部) 

       高校生男子・女子 
 

・砂沼南(4km)  一般男子・女子 

          (49歳以下の部・50歳以上の部) 

       高校生男子・女子 

       中学生男子 
 

・観桜苑(2.3km) 中学生女子 

         小学生男子・女子(5・6年生) 
 
・親子(2km)   親子①(1年生)、親子②(2年生) 

         親子③(3年生)、親子④(4年生) 
 

●参加費 一般男子・女子、親子の部 2,000円 

     (高校生以下無料) 

●申込方法 生涯学習課までお問い合わせいただくか、 

      総合体育館、千代川運動公園ふれあいハウ 

      スにあるパンフレットにてご確認ください。 
 
 ※有料参加の方は、インターネット『RUNTES』 

  http://runnet.jp/でも申し込みできます。 

●申込期限 ９月30日(金) 

      ※インターネット受付は10月５日(水) 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 市生涯学習課 内線2833 

市文化祭『市民美術展』作品募集 
 

出品資格は、市内に在住・在勤の方です。 

出品希望の方は、在住・在勤する地区の会

場にお申し込みください。 
 

《申込期限 ９月22日(木)午後５時まで》 
 
【下妻地区】 

●開催期間 １１月４日(金)～６日(日) 

●展示会場 市立総合体育館、下妻公民館  

      他 

●募集作品 油絵、水彩画、版画、写真、 

      書、貼り絵、その他 

  ※１人２点以内。 

  ※展示会場の準備・片付けがあります。 
 

申 ◇洋画(油絵、水彩画) 

   ・・グループ叢(菊池) 43-0470 

   ◇貼り絵 

   ・・八色会(塚原)   44-2847 

   ◇写真 

   ・・光風会(大野)   44-2704 

   ◇陶芸 

   ・・陶芸クラブ(富岡) 43-9530 

   ◇書 

   ・・書道同好会(柳)  44-5362 

   ◇その他 

   ・・文化祭事務局(市生涯学習課) 

              内線2835 
 
【千代川地区】 

●開催期間 11月４日(金)～６日(日) 

●展示会場 千代川公民館 

●募集作品 絵画、写真、書、貼り絵 

      その他 

  ※１人２点以内。 

  ※展示会場の準備・片付けがあります。 
 

申 ◇絵画、写真、書 

   ・・千代川地区委員(谷口) 

              44-3576 

   ◇貼り絵、その他 

   ・・千代川地区委員(神田) 

              43-3613 

～砂沼フレンドリーフェスティバル～ 

『ボランティアスタッフ』募集 
 

砂沼フレンドリーフェスティバル(SFF)実行委員会では、

10月23日(日)しもつま砂沼フェスティバルにおいて開催す

るSFFでの、ボランティアスタッフを募集しています。 
 
●内容 当日各イベント等を実行委員会のスタッフと 

    一緒に運営する。 
 

 ※イベント日の1週間前に打合せ会議を予定しています。 
 

問 申 SFF実行委員会事務局(下妻市商工会内)  

     (稲葉) 43-3412 

『フレンドリーカップテニストーナメント』参加者募集 
 
●日時 10月23日(日)午前８時集合 

    ※午前8時30分試合開始予定 

●場所 砂沼サンビーチ｢テニスコート｣ 

●種目 ミックスダブルス 

●試合形式 予選リーグ戦および決勝トーナメント  

●参加費 1組3,000円 ※当日徴収 

●募集組数 30組(60名) ※定員になり次第締め切ります。 

●申込方法 電話またはFaxにてお申し込みください。 

      ※Faxの場合は、参加者住所・氏名・電話番号 

       を明記してください。 
 

問 申 SFF実行委員会(下妻市商工会内)  

     (稲葉) 43-3412 Fax43-3168 

『アクアスポーツ教室』参加者募集 
 
●日時 10月６日・13日・20日・27日 

 木曜日 午後１時～３時 

●場所 ほっとランドきぬ[中居指1126] 

●受講対象 市内在住・在勤の方 

●内容 アクアビクス、ウェーブリングアクアダンスなど 

●募集人数 30名 

●参加費 １人500円(保険代) 

     ※ほっとランドきぬ入館料金別途負担。(１回600円) 

●申込期間 ９月12日(月)～28日(水) 

      ※定員になり次第締め切ります。 
 

問 申 市生涯学習課 内線2832 

募 集 

募 集 



相 談 

司法書士法律相談会を実施します 
 
◆日時 10月1日(土)午前10時～午後3時 

◆会場 下妻公民館[本城町3-36] 

◆内容 借金、土地・建物、相続、裁判、会社 

    等に関するご相談および関連する登記 

    相談 

◆その他 相談料無料。事前予約不要。 
 

問 茨城司法書士会 029-225-0111 

みんなであそぼう！ 

～あそびの交流会を実施します～ 
 
 親子そろって、広い場所で思いっきり体を動かして

みませんか。みんなでワイワイ楽しくすごしましょう! 
 
◆日時 10月7日(金)午前10時30分～12時 

    ※ぴよぴよ教室・のびのび遊びの広場と共同開催 

◆場所 千代川緑地公園[千代川庁舎敷地隣り] 

    ※雨天の場合、千代川保健センター 

◆内容 ミニミニ運動会、創作コーナー 

◆参加費 無料 

◆主催 下妻市母子保健推進員協議会 
 

問 市保健センター 43-1990 

ほっとランド･きぬ１０周年記念 

東日本大震災復興チャリティーイベント 
 
◆日時 10月16日(日)午前10時～午後９時 

◆場所 ほっとランド・きぬ  

◆内容 

《ゲストショー》 

 ・イバライガー ショー 

・お笑いショー 

  ☆カントリーズ(あのナイツの後輩) 

 ☆ツィンテル(寒さ知らずな男たち) 

 ・ガッツにチャレンジ教室、サイン・握手会 

   ☆ガッツ石松(ご存じOK牧場！) 

 ・のこいのこショー 

   ☆のこいのこ(CM＆キッズソング女王) 

《スペシャルクラス》 

 ・スタジオ エアロビクス、ストレッチ、足裏健康法 

・プール アクアウォーキング、アクアビクス 

《トレーニングジム》 

・トレーニングマシンをその場で体験！ 

・ランニングマシン距離当て大会 

《プール》 

  ちびっこ滑り台 登場！ 

《ほっとランド探検ツアー》 

  ほっとランドの裏側を覗いてみよう！ 

《芝生広場》 

・屋台(焼きそば、ポップコーン、わた菓子他) 

・スイミング・スポーツ用品大バーゲン 

・グラウンドゴルフホールインワン大会 
 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126 

館内・グラウンド 

ゴルフ場の利用料

｢無料｣ 

図書館おはなし会／10月～おはなしの花たば～ 
 
◆日時 10月８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 

インフルエンザ予防接種 
～接種費用を一部助成します～ 
 

市では、65歳以上の方など従来の公費助成を受

けていた方に加え、お子さんに対しても市内の指

定医療機関に限り接種費用を一部公費助成するこ

とになりました。 
 
 《接種対象期間 10月１日 

          ～平成24年１月31日》 
 
【小児】 

◆対象者 

  下妻市に住民登録をしている方で、生後6か月 

  から中学３年生相当年齢の方。 

  (平成８年４月２日以降に生まれた方) 

◆公費助成額 

 １回につき1,000円 

 

  

   
 
  ※１歳未満の乳児については、十分な免疫をつける 

    ことが困難とされていますので、医師とよくご相 

    談ください。 
 

◆実施医療機関 

市内の指定医療機関 

※市外医療機関での接種は、公費助成対象外。 
 
【65歳以上等】 

◆公費助成額 2,000円(１回のみ) 

※手続き等接種方法については従来どおり 

 変更はありません。 
 
◎指定医療機関等、詳しくは９月25日号｢お知ら 

 せ版｣に掲載します。 
  

問 市保健センター 43-1990 

接種対象年齢 助成回数 
生後6か月から13歳未満の方 ２回 
13歳以上から中学３年生相当年齢の方 １回 

法務総合相談所を開設します 
 
◆日時 10月２日(日)午前10時～午後4時 

    (受付 午後3時まで) 

◆場所 水戸地方法務局下妻支局 

    [下妻乙1300-１] 

◆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 

パーク＆ライド無料駐車場をご利用ください 
 

市では地域公共交通の活性化を支援していますが、関東鉄

道常総線では市内各駅にパーク＆ライド無料駐車場を設置し

ています。ぜひ、ご利用ください。 
 
【パーク＆ライドとは】 

 自動車を駅に隣接した駐車場に駐車して(Park)、鉄道や 

 バスに乗り換える(Ride)システムで、目的地まで公共交 

 通機関を利用することで、道路の渋滞緩和や環境に配慮 

 する新しい交通スタイルです。 
 
◆駐車可能台数 

・宗道駅 ７台    ・下妻駅 87台 

・大宝駅 12台 ・騰波ノ江駅 20台 

◆利用方法 

自動車を駐車した際の｢駐車番号｣を、 

駅係員にお申し出ください。 

駅係員が不在の場合には、乗務員に 

お申し出ください。 
 

問 関東鉄道株式会社 鉄道部業務課 

   029-822-3718 

パクパク離乳食教室 
 
◆日時 10月18日(火) 

    受付 午前10時～10時15分 

◆場所 下妻保健センター 

◆該当者 平成23年６月～７月生まれの 

     赤ちゃんのお母さん・家族の方 

◆内容 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) 

乳児の発達等について(保健師の話) 

◆定員 20名 
 
◎母子健康手帳をお持ちください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

不動産取得税について 
                

土地や家屋を売買・贈与・交換等により取得したときや、

家屋を新築等したときは、不動産取得税が課税されます。 

税額は、課税標準額(固定資産課税台帳に登録されている

価格または固定資産評価基準により評価し決定した価格)

に、平成20年４月１日以降に土地または住宅を取得した場

合は３パーセント、同じく住宅以外の家屋を取得した場合は

４パーセントをそれぞれ乗じた額です。 

ただし、宅地および宅地評価土地を平成24年３月31まで

に取得した場合は、課税標準額が２分の１に軽減されます。 

なお、住宅や住宅用土地を取得した方は、一定の要件のも

とで税額が軽減される場合があります。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 筑西県税事務所 課税第２課 24-9197 

女性向け成人誌を 

青少年が読まないよう気をつけて！ 
 

女性向け成人誌(レディースコミック)は、県の条例によ

り、一般図書と区分し、青少年に販売してはいけないことに

なっています。 

この女性向け成人誌の一部には、表紙が少女向けコミック

と変わらないものがありますので、保護者の方は、青少年が

読むことがないよう気をつけてください。 
 
※青少年 18歳未満の者 
 

問 県女性青少年課 029-301-2183 

10月1日から７日は公証週間です 
 
 法務省の支援のもと、全国一斉に｢公証週間｣

が実施されます。 

 大切な財産を特定の方に遺すには、公正証書

遺言があれば安心です。遺言内容をどうするか

悩んだらご相談ください。(電話予約可)。 

相談は、公証週間以外でも無料でおこなって

います。 
 

問 下館公証役場 24-9460 

不動産鑑定士による不動産無料相談会 
 
【土浦会場】 

 10月７日(金)午前９時30分～12時 

 土浦市民会館[土浦市東真鍋町2-6] 

【牛久会場】 

 10月３日(月)午前９時30分～12時 

 牛久市中央生涯学習センター 

 [牛久市柏田町1606-1] 
  
※事前予約不要。 
 

問 社団法人 県不動産鑑定士協会 

   029-246-1222 

案 内 案 内 



案 内 

就職面接会を開催します 
 
◆日程 10月26日(水)   

     受付     午前10時30分～ 

     プレセミナー 午前11時 

              ～11時45分 

     面接会    午後１時～４時 

◆場所 ホテルグランド東雲 

◆対象者 大学院・大学・短大・専修学校 

     (高校除く)の平成24年3月卒業 

     予定者および未就職既卒者 
 
◎参加費無料。事前申し込み不要。 
 

問 県労働政策課 029-301-3645 

『青年海外協力隊・シニア海外ボランティア』募集 
 
●体験談＆説明会日程(つくば会場) 

 ・日時 10月 2日(日) 

     午後１時～３時30分 シニア 

     午後４時30分～７時 青年 

 ・会場 イーアスつくば2階 イーアスホールＣ 

 ・日時 10月15日(土) 

     午前10時～12時30分 シニア 

     午後２時～４時30分 青年 

 ・会場 JICA筑波管理棟3階 講義室１ 
 

 ※参加費無料。事前申し込み不要。 

 ※水戸会場は10月23日(日)に開催予定。 
 
●願書受付 10月1日(土)～11月７日(月) 

●募集資格 青年海外協力隊 満20～39歳 

      シニア海外ボランティア 満40～69歳 
 
◎応募方法等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 JICA筑波(大村) 029-838-1774 

出張ナースバンクを開催します 
 

就職先を探している看護職の方に求人情報

の紹介を、看護職員を雇用したいと考えてい

る施設の方に求職者のあっせん紹介をおこな

います。 
 

◆日時 ９月28日(水)午前９時30分～12時 

◆会場 しもだて地域交流センター 

    アルテリオ 
 
◎参加費無料。事前申し込み不要。 
 

問 社団法人茨城県看護協会 

   茨城県ナースセンター  

   029-221-7021 

特別児童扶養手当をご存じですか 
 

特別児童扶養手当とは、精神、知的または身体に障害のある20歳未満のお子さん(児童)を監護している父もし 

くは母、または父母にかわって養育している養育者に対して支給される手当です。 

この手当と児童扶養手当、こども手当、障害児福祉手当との併給は可能です。 

ただし、この手当は申請をしなければ支給されません。 
 
◆手当の対象となる児童の障害の程度 
  
 【特別児童扶養手当1級】 

 ・身体障害者手帳の判定が1・２級(内部疾患含む)程度に該当するもの 

 ・療育手帳の判定が A ・Ａ程度の知的障害である場合。または、同程度の精神障害がある場合 
  
 【特別児童扶養手当2級】 

 ・身体障害者手帳の判定がおおむね3級(内部疾患を含む)程度に該当するもの 

 ・療育手帳の判定がB程度の知的障害である場合。または同程度の精神障害がある場合 
 

 (注)次の場合は受給する資格がありません。 

   １.児童および父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき 

   ２.児童が障害による公的年金を受けることができるとき 

   ３.児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への短期母子入所を除く)に入所しているとき 
 
◆手当の額 

   

 

 

   

  

 《所得制限限度額表》 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎詳しくは、お問い合わせください。 

 
 

   特別児童扶養手当を受給されている皆さんへ～所得状況届の手続きはおすみですか～ 
 
   特別児童扶養手当を引き続き受給するためには所得状況届の提出が必要です。 

  受給資格者の皆さんに所得状況届についてのご案内を送付しています。忘れずに届出をしてください。 

 
 

問 市福祉課 内線1573 

等級月額 児童１人につき 

1級 50,550円 

2級 33,670円 

扶養親族の数 請求者(本人) 配偶者および扶養義務者 
０人 4,596,000円 6,287,000円 
１人 4,976,000円 6,536,000円 
２人 5,356,000円 6,749,000円 
３人 5,736,000円 6,962,000円 
４人 6,116,000円 7,175,000円 
５人 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算 

※手当の額は認定請求をした日の属する翌月分より支給されます。 

 また、請求者(本人)や配偶者および扶養義務者の方の前年の所得(課税台帳による)が 

 所得制限限度額以上の方はその年度(８月～翌年７月)手当の支給が停止されます。 

※この他に所得制限限度額に加算される 

 もの、所得額から控除されるもの等が 

 あります。 
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しもつま 広
報 

平成24年度 『推薦入学者』募集 

問 申 県立古河産業技術専門学院 

     0280-76-0049 

訓練科名 自動車整備科(2年) 板金科(1年) 
募集定員 10名 10名 

応募資格 
平成24年3月の高等学校を卒業または卒業見込

みの方 

受付期間 
9月26日(月) 

 ～10月7日(金) 
11月21日(月) 

 ～12月2日(金) 
提出書類 入学願書、推薦書、調査書 
試験会場 県立古河産業技術専門学院 
試験日 10月14日(金) 12月9日(金) 

選考内容 
推薦書、調査書および面接 
小テスト(数学) 面接 

合格発表 10月21日(金) 12月16日(金) 

オープンキャンパス＆一般入学者選考試験 
 

《オープンキャンパス》 
 ◆実施日 ９月21日(水)、10月21日(金) 

 ◆実施科名 機械システム科、溶接科 

       電気工事科 

 ◆対象 平成24年度に入学を希望する方 

 ◆受付期限 概ね実施の一週間前まで 

 ※見学は随時受付しています。 
 

《一般入学者選考試験》 
 ◆募集科名 機械システム科(２年制) 

       電気工事科(１年制) 

 ◆受験資格 平成24年３月に高等学校を 

       卒業見込の方(既卒者を含む) 

 ◆受付期間 10月24日(月)～11月４日(金) 

 ◆選考日 11月11日(金) 
 

問 申 筑西産業技術専門学院 

     24-1714 

募 集 案 内 『稲刈り体験』参加者募集 
 

ビアスパークしもつま内“ほたるの里”では、ホタル

が生息できる環境づくりとして春に植えた田んぼの収穫体

験教室を開催します。 

同日、ボーイスカウトの体験教室もありますので、ぜ

ひご参加ください。 
 
●日時 ９月25日(日)午前９時30分 

●対象 小学生20名程度 

●参加費 無料 
 
◎申込方法等、詳しくは市ホームページをご覧ください。 
  

問 下妻ほたるの里づくり研究会事務局(市農政課内) 

   内線2624 


