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しもつま 広
報 

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、条例案を公表し、皆さんの意見を聞

くパブリックコメントを実施します。 

計画等(案) 

の名称 

下妻市環境基本条例(案) 

 ※環境の保全および創造に関する 

  施策の基本的な事項を定め、 

  市、市民、事業者の責務を明ら 

  かにするとともに、環境に配慮 

  した地域社会の構築を目指す取 

  組の基本となる条例(案)です。 

募集期間 ７月25日(水)～８月13日(月) 

閲覧場所 ・市ホームページ 

・生活環境課(本庁舎) 

・くらしの窓口課(千代川庁舎) 

募集対象 市内在住・在勤・在学している方 

市内に事務所または事業所を有する

個人および法人その他の団体 

意見の 

提出方法 

郵送・Fax・電子メールまたは持参の 

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。 

 ※電子メールで提出する場合は、 

  ご意見とともに、住所・氏名 

  (団体・企業の場合は団体・企 

  業名および代表者の氏名)、 

  電話番号を記入のうえ、送信 

  してください。 

意見の 

取扱い 

お寄せいただいた意見の概要および 

これに対する市の考え方をホーム 

ページ等で公表する予定です。 

 (住所・氏名など個人を特定する 

  情報は一切公表しません) 

また、個別の回答はおこないません。 

 ※電話、口頭でのご意見や住所・ 

  氏名などが明記されていない 

  ものは受付けできません。 
 

問 
 
(提出先) 

市生活環境課 

内線1423 Fax44-7833 
〒304-8501下妻市本城町2-22 

E-mail   

 kankyo@city.shimotsuma.lg.jp 

水道と井戸水等の管が 

直接接続されていませんか 
 
市の水道管と井戸水・共同水道等の管が直接接続さ 

れていませんか。 
 
これは、｢クロスコ 

ネクション｣といい、 

水道法により、固く 

禁止されています。 
 

 また、バルブを設 

置し、必要に応じて 

水道水と井戸水等を 

切り替えて利用して 

いる状態も該当します。 

 誤って接続されている場合は、早急に上下水道課に 

連絡し、市の指定工事業者に修理を依頼してください。 

 

◎水道水と井戸水等を 

 併用して利用してい 

 る場合は、右図のよ 

 うに必ず、配管を別 

 にしてください。                              

    

◆水道管と井戸水などの管を直接接続するのは危険です 

  そのまま放置しておくと、井戸水・共同水道等 

  が汚染されていた場合、バルブの故障、誤った 

  操作や突然の事故により、汚染された水が水道 

  管に流れこみ、水道水が汚染され、広範囲に健 

  康被害が生ずるなど重大事故につながる危険性 

  があります。場合によっては、法律により罰せ 

  られることもあります。 

  また、反対に大量の水道水が井戸等に流れ込み、 

  多額の水道料金が請求されることもあります。 
 
◆水道管と井戸水などの管が直接接続されている場合 

  水道法および市の条例に基づき、水道を一旦停 

  止し、水道管から井戸水等の管を切り離したこ 

  とが確認できるまでの間、水道の利用ができな 

  い場合があります。 
 

問 市上下水道課 44-5311 
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 井戸水   水道水 

花火大会を特設会場で！ 
 
市心身障害児者福祉推進協議会では、｢しもつま砂沼花

火大会｣を障害児者がくつろぎながら観覧できるように特

設会場を用意します。 

楽しい夏のひとときを過ごしませんか。 
 
◆対象者 市内在住の障害児者 

     および家族の方 

◆日時 ８月４日(土)午後７時30分 

     ※荒天の場合、５日(日) 

◆場所 広域老人福祉センター「砂沼荘」庭園 

※(株)茨城富士駐車場にて障害者手帳を確認します。 
 

問 市福祉課 内線1572 

児童手当の現況届を忘れていませんか 
 
 児童手当は、毎年、養育状況や所得の確認をするため、 

6月中に現況届を提出することになっています。 

 まだ提出していない方は至急提出してください。 
  
◆受付場所 市役所 子育て支援課 

◆受付時間 午前8時30分～午後5時15分 

◆持参するもの 

・児童手当現況届 ※紛失した方には再発行します。 

・印鑑(ゴム印不可) 

・健康保険証の写し(受給者のもの)  

 ※必ずコピーをお持ちください。 

  下妻市国民健康保険証を使用している方は 

  必要ありません。 

・受給者と支給要件児童が別居の場合は、児童の属 

 する世帯の住民票謄本 

・平成24年1月1日以降に下妻市に転入の方は、平 

 成24年度児童手当用所得証明書 

※平成24年1月1日現在の住民登録地の市区 

 町村で発行できます。 

・所得税の申告が未申告の方は、前年所得の分かる 

 書類(源泉徴収票など) 
 

問 子育て支援課 内線1594 

「再生可能エネルギー発電促進賦課金」 

減免措置 
 
７月1日より国の法令にもとづき、「再生可能エネ

ルギーの固定価格買取制度」が開始されました。 

本制度の買取費用は、「再生可能エネルギー発電促

進賦課金」として、電気をお使いになるすべてのお客

さまにご負担いただきますが、次のとおり減免措置が

あります。 
 
◆対象者 

・東日本大震災で被害を受け、罹災証明書の交付を 

 受けた方または交付申請する予定の方 

・原発事故の警戒区域から非難されている方 

◆減免額 

 0.28円/kWh 

 (一般家庭で月300 kWh使用の場合、84円/月) 

◆減免期間 8月分～平成25年4月分 

◆必要書類 

・減免措置申込書 

※東京電力ホームページまたは市役所生活環境課 

 および税務課で入手できます。 

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

 index-j.html 

・罹災証明書の写し 

※市役所税務課で入手できます。 

※高速道路無料化用は対象外です。 
 
申 東京電力(株)茨城支店  
    省エネ賦課金減免手続きセンター 

    〒310-0021 水戸市南町2-6-2 
問 東京電力(株)茨城カスタマーセンター 
   0120-995-332 

東日本大震災により被災した地域集会施設の 

復旧工事に対し補助金を交付します 
 
◆対象となる工事 

 次のいずれにも該当する復旧工事  

  ①東日本大震災により被災した地域集会施設本体 

   (電気、給排水等の付帯設備を含む)の復旧工事 

  ②復旧工事に要する額が10万円を超えるもの 

  ③同様の補助制度による補助を受けていないもの  

   ※既に工事を終えたものも対象となります。 

◆補助金交付額 

 対象工事に要する額の２分の１以内 

 (限度額50万円) 

◆申請期間 

 ９月３日(月)～28日(金) 
 
◎申請を希望する場合は、下記までご連絡ください。 
 

問 申 市民協働課 内線1312 

案 内 

子宮頸がん予防ワクチン指定医療機関の追加 
 
市で中学生女子に接種費用を助成している子宮頸がん

予防ワクチンの指定医療機関が、７月より追加になりま

した。接種を希望する方は、事前に電話等で予約をして

ください。 
 
◆指定医療機関(追加) 平間病院[江2051] 

           43-5100 
 

問 市保健センター 43-1990 

mailto:kankyo@city.shimotsuma.lg.jp
http://www.tepco.co.jp/ibaraki/


家電製品のリサイクル 
 
【家電リサイクル品】 

テレビ、冷蔵(冷凍)庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコ 

ンは家電リサイクル法によりリサイクルが義務付けら 

れています。 

以下のように取り扱ってください。 
 
◆家電製品を購入(買い替え)した販売店に引き取りを 

 依頼する。 
 
◆上記の販売店がない場合、郵便局で｢家電リサイク 

 ル券｣を購入してください。 

   (製造メーカー・型式等により金額が異なる) 
 
◆その後、次の３とおりのうち、いずれかの方法に 

 よります。 
 
・クリーンポート・きぬへ搬入する 

    ｢収集運搬料金1,575円｣をクリーンポート・ 

    きぬで支払います。 
 
・シルバー人材センターへ戸別収集を依頼する 

    ｢家電リサイクル品収集運搬券｣2,100円を 

    購入してください。 

※生活環境課またはシルバー人材センター 

 (44-3198)で購入できます。 
 

・直接、専門の事業者へ搬入する 

  家電リサイクル券以外の負担は原則なし。 

  ※平和貨物運送(株)本社営業所[下木戸] 
 
【パソコン】 

 家庭の使用済みパソコンはリサイクルが義務づけられ 

 ています。 
 
◆対象機器 デスクトップパソコン、ディスプレイ 

      ノート型パソコン、マウス 

      スピーカー、ケーブルなどの付属品 

◆対象外 プリンタ、ワープロ機器、CD-ROM 

     FD等 
 
※詳しくは、各メーカー、販売店または３Ｒ推進協会 

 (03-5282-7685)へお問い合わせください。 
 

【携帯電話】 

 携帯電話・PHSなどの端末機には 

 希少金属(レアメタル)が含まれて 

 います。 

 不要となった携帯端末や充電器 

 電池パックなどの付属品は、このマークのある携帯電 

 話ショップ等へお持ちください。メーカーを問わず無 

 償で回収しています。 
  
◎違法な不用品回収業者にご注意ください！ 

 許可を持たない業者から料金を請求されたり、回収さ 

 れた廃棄物が不法投棄されたり不正輸出されたりする 

 トラブルが発生しています。家庭の廃棄物を回収する 

 ためには、一般廃棄物処理業の許可が必要です。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

 

資源ごみの出し方～かん・びん・ペットボトル～ 
 
【かん】 

・空きかんの中は水洗いしてください。 

・アルミ、スチールは分別せず、 

 リサイクルマークのある 

 かんのみ指定のコンテナ 

 へ入れてください。 

・リサイクルマークのない 

 かんは不燃ごみ(青い袋)として出してください。 
 

【びん】 

・びんは中を洗い、キャップを必ず外してくだ 

 さい。金属のキャップは不燃ごみ(青い袋)、 

 プラスチックのキャップは可燃ごみ(赤い袋)と 

 なります。 

・無色透明、茶色、その他の色に区別してコン 

 テナへ入れてください。 

・リターナブルびん(ビールびん、一升びんなど) 

 はお店に返しましょう。 

・陶磁器、コップなどは不燃ごみ(青い袋)となり 

 ます。 
 

【ペットボトル】 

・ボトルの中を水洗いしてください。 

・識別マークのない容器(油、調味料、洗剤 

 シャンプーなど)は可燃ごみとなります。 

 ・キャップとラベルは必ず外してください。 

  外したキャップはネットへ、 

  ラベルは可燃ごみ(赤い袋)と 

  なります。 
 
◎ご注意ください  

・レジ袋などに入れたまま出さないでください。 

・コンテナやネットが足らない場合、生活環境 

 課へ取りに来ていただければ、お分けします。 

・ごみ収集カレンダーを確認のうえ、収集日のみ 

 朝８時までに出してください。 

・不正なごみ出しは不法投棄となります。 

 資源ごみの持ち出し(盗み)などを見かけたら 

 下妻警察署(℡43-0110)または生活環境課 

 までご連絡ください。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

 

住宅用太陽光発電システム設置補助金 

申請受付を終了しました 
 
平成24年度の住宅用太陽光発電システム設置に

係る補助金の申請受付は、予定基数に達しましたの

で終了します。 
  

問 市生活環境課 内線1423・1424 

屋外焼却は禁止！ 
 
屋外焼却(野焼き)は、法律により禁止され

ています。 
 
◆火災の原因やばい煙・悪臭などご近所に 

 迷惑をもたらすことになります。 

◆ダイオキシンなど有害物質発生の恐れが 

 あります。 

◆ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却 

 炉による焼却も禁止されています。 

◆家庭から出るごみは市指定のごみ袋に入 

 れて各地区の集積所に出すか、クリーン 

 ポート・きぬへ直接搬入してください。 

◆会社や店舗から出るごみは事業系一般廃 

 棄物として処理してください。 

◆産業廃棄物は専門の処理業者に依頼して 

 ください。 
 

問 市生活環境課 内線1422 

光化学スモッグに注意しましょう 
 
光化学スモッグは、太陽の光により光化

学オキシダント濃度が高くなり、白くモヤ

がかかったような状態になる現象です。 
 
◆発生しやすい気象条件 

 ・気温が高いとき 

 ・日差しが強いとき 

 ・風が弱いとき 

 特に真夏日は注意が必要です。 
 
◆注意報が発令されたら 

・目やのどに刺激を感じたら、洗眼やう 

 がいをし最寄の県民センターまたは市 

 町村へ連絡してください。 

・ぜんそくなどの呼吸器疾患や特異体質 

 の方は外出しないでください。 

・保育園、幼稚園、学校等では屋外運動 

 を中止してください。 

・学校、病院等では窓を閉めてください。 
 
◎県では、光化学スモッグ情報について、 

 携帯電話やパソコンへのメール配信を開 

 始しました。 

  http://www.taiki2.pref.ibaraki.jp/ 
 

問 茨城県環境対策課 

   029-301-2961 
   県西県民センター環境・保安課 

   24-9127 
   市生活環境課 内線1422 

みんなの迷惑です 
～のら猫にエサをやらないで 飼い猫は室内で飼いましょう～ 
 
のら猫へのエサやりは、困った猫 

を増やす原因となり、ふん尿の被害 

やいたずらでみんなが迷惑します。 

猫をかわいがり保護する場合は、責 

任を持って自宅の室内で飼わなくて 

はなりません。 
 
 困った猫の被害者にとっては、 

のら猫・飼い猫の区別はありません。 

猫は家で飼える動物なので、｢室内飼養｣がご近所への気遣いです。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

・家庭菜園に 

 ふんをされた 

・車にのぼって 

 傷をつけられた 

ご近所をペットのトイレにしていませんか 
 
 わが家はきれいでも、  

地域の人は、よそのペット 

のフンで困っています。 
 
 生き物は排泄します。 

飼い主は、食事の世話と同時にフンを始末しなければなりません。 
  (動物の愛護及び管理に関する法律第７条 
    茨城県動物の愛護及び管理に関する条例第４条) 

 ｢愛犬のフンは持ち帰る｣ 

 フンの処理から目をそむけないで！ 

 地域へのご配慮をお忘れなく。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

道路の端に少しだけだから・・・ 

変えられない犬の習性だから・・・ 

飲用井戸等の衛生確保について 
 
飲用井戸等から供給される飲用は、水周辺の環境や地表の影響

を受けやすく、有害物質による汚染や微生物等が繁殖する恐れが

あります。設置者および管理者は管理の徹底を図ってください。 
 
◆飲用井戸の管理 

・井戸のフタに施錠したり、柵を設けたりして、井戸・取水 

 場所やその周辺に、人や動物が入らないようにしましょう。 

・井戸・取水場所や、その周辺を定期的に点検し、清潔にし 

 ておきましょう。 

・簡易専用水道の受水槽は、残留塩素濃度を測定すると共に、 

 点検・清掃に努めてください。 

◆飲用井戸の水質検査 

・定期の検査 汚染されているかどうかを確認するために、 

       定期的に水質検査を受けるようにしましょう。 

・臨時の検査 日頃から飲用水の色や味、臭いなどに気を付 

       けて、異常があれば必要な水質検査をおこ 

       ない、安全を確認しましょう。 
 
◎検査日程および検査容器の貸出等、詳しくは常総保健所 

 (0297-22-1351)にご確認ください。 
 

問 市生活環境課 内線1423・1424 
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しもつま 広
報 

『夏休み いけ花体験教室』参加者募集 
 
夏の思い出作りに、お友達やご家族で参加して

みませんか。 
 
●日時 ８月25日(土) 

    午前９時30分～11時30分 

●場所 下妻公民館 大会議室 

●対象 幼児(５歳)～大人 

     ※幼児は保護者同伴。 

●参加費 １人 800円(教材費) 

●準備物 タオル、新聞紙、ごみ用袋 

     ※はさみ、器のある方は持参可。 

●申込期限 ８月６日(月) 
 

問 申 下妻市華道文化協会(為我井) 
     ・Fax43-7750 

※お知り合いの華道文化協会の先生 

 にも申し込みできます。 

戦没者・原爆死没者の慰霊と 

世界恒久平和祈念の黙とうを… 
 
 広島市と長崎市では、毎年、原爆死没者の慰霊式

と平和祈念式をおこない、原爆が投下された８月６

日午前８時15分および８月９日午前11時２分に、

原爆死没者のめい福と世界恒久平和を祈念し１分

間の黙とうを捧げています。 

両市では、平和を祈る輪を広げるため、全国各地

で黙とうが捧げられるよう協力の 

呼びかけをおこなっています。 

市民の皆さんも、家庭や職場 

などで黙とうを捧げましょう。 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 ８月18日(土)・21日(火)午後２時～ 

◇上映作品 ドキュメンタリー 

      10年後の空へ 

      ーOKINAWAとフクシマー 

       (2011年/日本/99分) 

  毒の煙がふっているから少しのあいだ、沖縄へ 

  いこう 

  村重さん一家は福島県いわき市で被災し、共通 

  の知人を通して沖縄名護市へと避難してきた。 

  福島第一原発からは40キロ圏内で、政府は問 

  題ないと繰り返したが納得できなかった。 

  両親は空くんの将来を一番に考え、沖縄行きを 

  決めた。｢空くんを通して原発と基地の問題を 

  共有できたらいい。基地沖縄、福島原発の苦し 

  みを素直に写したい。 
 
《子ども映画会》   

 ◇日時 ８月25日(土)午後２時～ 

 ◇上映作品 世界名作アニメ 

       ふしぎの国のアリス 75分 

  ウサギを追いかけて穴に落ちてしまったアリス。 

  そこでおかしなことばかり起こります。 
 
◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

｢読み聞かせボランティアのための講座｣を 

開催します 
 
◆日時 ８月12日(日)午前10時～午後３時30分 

          (受付 ９時30分～) 

◆場所 市立図書館２階 映像ホール 

◆講師 田中 久子 氏 

◆定員 60名 ※先着順。 

◆申込期限 ７月31日(火) 

◆共催 茨城県立図書館 
 

問 市立図書館 43-8811 

『ふれあい農業体験～夏秋～』 

参加者募集 
 
ビアスパークしもつまのミニ農園で、ご家族・

お友達と野菜を作ってみませんか。 

お一人での参加も歓迎です。 
 
●日時 ８月26日(日)午前10時30分 

●場所 ビアスパークしもつま内 体験農園 

●募集区画 30区画(１区画約1.5坪) 

※30区画になり次第締め切ります。 

●参加条件 収穫、除草などの管理ができる方 

●内容 種まきから収穫までの農作業体験。 

    当日は種まき、苗の植え付けをします。 

    その後、収穫終了までは各自の管理に 

    なります。 

●栽培作物 ダイコン、ハクサイ 

      ブロッコリー、など 

●参加費 １区画1,000円(苗・種代含む) 

●持ち物 汚れても良い服装で長靴、手袋 

     帽子、タオル等 
 

問 申 ビアスパークしもつま 30-5121 

下妻市総合計画審議会委員を募集します 
 
市では、まちづくりを進めるための指針となる｢第５次

下妻市総合計画後期基本計画｣の策定にあたり、市民の皆

さんの意見を反映するため審議会委員を募集します。 
 
●募集人員 3名程度 

●応募資格 

 市内在住の20歳以上の方で市民と協働のまちづくりに 

 関心がある方(平日昼間開催の審議会に出席可能な方) 

●任期 9月～平成25年3月(予定) 

●応募方法 

 所定の応募用紙に記入のうえ、 

 応募の動機(400字以内)を添付 

 して、郵送・Fax・電子メール 

 または直接持参してください。 

 (応募用紙等は、返却しません) 
 
 ※応募用紙および応募の記入用紙は、市役所本庁舎市長公室 

  または千代川庁舎くらしの窓口課で配布します。 

  (市ホームページからもダウンロードできます) 

●応募締切 8月20日(月)必着 

●選考結果 応募用紙および応募の動機を審査し、8月 

      末までに結果を通知します。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市長公室 政策企画係 内線1215・1216 

すっきり～♪ からだが元気になる適塩教室 
 
 食事で健康改善！今日からすぐ始められる減塩の 

ヒントが盛りだくさんです。 
 
◆日程 ①９月19日(水) 騰波ノ江市民センター 

    ②９月27日(木) 高道祖市民センター 

    ③９月28日(金) 豊加美市民センター 

    午後１時30分～３時30分(受付１時15分～) 

◆内容 ・体組成計でのボディチェック(希望者) 

      ※裸足で測定します。 

    ・高血圧予防のためのお食事とは 

      (食生活改善推進員によるお話) 

    ・簡単・おいしい煮物のコツと試食 

      (デモンストレーション) 

◆定員 20名 

◆その他 ご家庭の味噌汁をお持ちください。 

      ※希望者に塩分測定をおこないます。 

◆申込期限 日程① ９月12日(水) 

日程② ９月20日(木) 

日程③ ９月21日(金)  
 

問 申 市保健センター 43-1990 

生活習慣病予防講座 第２弾 

メタボ予防・改善教室 
 
目指せ！アンチエイジング！！ 

血管が若返るための知恵と工夫がいっぱいです。 
 
◆日時 ８月28日(火)午後２時～３時30分 

          (受付１時30分～) 

◆会場 下妻市保健センター 

◆内容 メタボリックシンドロームを予防・改善する 

    ためのポイント 

 講師 湖南病院・とき田クリニック 

    長戸孝道 医師 

◆定員 50名 ※定員になり次第締め切ります。 

◆申込期限 ８月22日(水) 
  

問 申 市保健センター 43-1990 

下妻市民文化会館自主文化事業 

「デビュー15周年 綾戸智恵 

 Wonderful World コンサート」好評発売中!! 
 
40歳にて衝撃的デビューを飾ってから今年で15周年 

目を迎える綾戸智恵。東日本大震災の復興支援活動とし 

てチャリティーコンサートをおこない被災地に元気を届 

けるなど、爆笑トークを交えた感動と笑いの涙溢れるひ 

と時をおくります。 
 
◆日時 ９月２日(日) 

    開場 午後５時  開演 午後５時30分 

◆会場 下妻市民文化会館 大ホール 

◆入場料(全席指定) 

  シングル券 6,000円(5,500円) 

ペアー券 11,000円(10,000円) 

※（ ）内は友の会会員料金 

※未就学児の入場はお断り申し上げます。 

◆主催 下妻市 下妻市教育委員会 下妻市民文化会館 
 

問 下妻市民文化会館 43-2118 

案 内 

募 集 

市立図書館キャラクター 

『よむよむくん』 



相 談 いばらき就職支援センター 

県西地区センターをご利用ください 
 
◆内容 

 ・職業紹介および内職斡旋、就職情報の提供 

・キャリアカウンセリングおよび職業適性診断 

・就職支援セミナーの実施 

・求人受付 

・解雇や賃金問題等の労働相談 など 

◆開設時間 

 月～金曜日 午前9時～午後４時 

(祝日、年末年始を除く) 
 
◎事業所からの求人申込(求人情報)を随時受付 

 けし、センター利用者に提供するほか、ホー 

 ムページでも公開しています。 

 (http://www.jobcafe-ibaraki.jp/) 
 

問 いばらき就職支援センター 県西地区センター 
   就職相談について 22-0163 
            23-3811 
 労働相談について 24-9136 

合コンで婚カツ 
～出会いのチャンス！！今日しかない～ 
 
◆日時 9月29日(土)午後６時30分～９時 

          (受付６時～) 

◆場所 つくば インカローズ 

    [つくば市東新井19-6] 

◆対象者 20歳～45歳までの独身男女 各30名 

     ※先着順。 

◆会費 男性6,000円 女性3,000円 

◆申込開始 8月1日(水)から 

◆後援 いばらき出会いサポートセンター 
 

問 申  社団法人 下妻青年会議所 
      合コンで婚カツ実行委員会 

      (松田) 090-1033-8417 

地域巡回教育相談会 
 
◆日時・場所 

◆対象者 

 ・低視力の幼児・児童・生徒および保護者、担任の 

  先生 

 ・視覚障害がありお困りの成人の方 

 ・視覚障害について関心のある方 

 ・学校の授業等で、視覚障害について取り上げたい 

  と考えている先生 

◆内容 

 シミュレーションレンズによる弱視体験 

 教材・教具・補助具等の紹介・展示、個別相談 など 

◆参加費 

 無料。 

◆申込方法 

 氏名・所属等を記入のうえ、電話、Faxまたは電子 

 メールにて実施日の前日までにお申し込みください。 

 申し込みなしでの当日参加も可能ですが、お待ちい 

 ただくことがあります。 
 
◎見学や相談は、盲学校への入学を前提としません。 
 

問 申 茨城県立盲学校 地域支援部(渡邉、齋藤) 

     029-221-3388 
     Fax029-225-4328 

  E-mail  shien@ibaraki-sb.ed.jp 

地区 日時 場所 

鹿行 
８月７日(火) 
午前11時 

 ～午後３時 

鹿嶋市役所 301・302会議室 
[鹿嶋市大字平井1187-1] 

県西 
８月９日(木) 
午前11時 

 ～午後３時 

県西県民センター(筑西合同庁舎) 
第２・第３会議室 

[筑西市二木成615] 

県南 
８月23日(木) 
午前10時 

 ～午後３時 

県南県民センター(土浦合同庁舎) 
第一分庁舎 第３会議室 

[土浦市真鍋５-17-26] 

県西地方交通事故相談所に 

ご相談ください 
 
県では、交通事故に遭い、損害賠償や示談の仕方等

でお困りの方々の相談に応じるため、県西地方交通事

故相談所を設けています。 

相談は無料です。お気軽にご相談ください。 
 
◆一般相談 

 平日 午前９時～12時 午後１時～４時45分 

    ※木曜日を除く。 

◆弁護士相談 

 毎月第４水曜日 午後１時～４時(要予約) 
 

問 県西地方交通事故相談所 24-9112 
   筑西市二木成615(筑西合同庁舎内) 

茨城県警察官採用試験～第２回～ 
 
◆試験区分等 

 ※上記資格以外に欠格事項および身体基準があり 

  ますので、詳しくは、警察官採用試験広報ホーム 

  ページ、警察署・交番・駐在所で配布している受 

  験案内を確認してください。 
 
◆受付期限 

 《郵送・持参》 

  ８月15日(水) 

   郵送・持参先 

    茨城県警察本部警務課採用係 

    または最寄りの警察署・交番・駐在所 

 《インターネット》 

  ８月13日(月)午後５時まで 

◆第１次試験日 

 ９月16日(日) 教養試験、論(作)文試験 
 
◎下妻警察署では、採用試験説明会を開催します。 

 詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 下妻警察署 43-0110 

試験区分 
採用予定

人員 
受験資格 

男性警察官 

Ａ 
28名 

程度 

昭和58年４月２日以降に生

まれた人で、学校教育法によ

る大学(短期大学を除く)を卒

業した人もしくは平成25年

３月31日までに卒業見込み

の人または人事委員会がこれ

と同等と認める人 

女性警察官 

Ａ 
６名 

程度 

男性警察官 

Ｂ 
40名 

程度 
昭和58年４月２日から平成

７年４月１日までに生まれた

人で、警察官Ａの受験資格に

該当しない人 
女性警察官 

Ｂ 
10名 

程度 

『受講生』募集 
 
《ガス溶接技能講習》 
●日時 9月21日(金)・22日(土) ２日間 

    午前9時～午後5時  

●内容 労働安全衛生法で定められた技能講習 

●定員 20人 ※定員を超えた場合は抽選。 

●受講料 2,750円 

●申込方法 往復ハガキに講座名、氏名、年齢 

      住所、電話番号、職業を記入し郵送 

      またはホームページからお申し込み 

      ください。 

●申込期限 8月13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 

平成24年度厚生労働省委託事業 

メンタルヘルス対策支援センターを 

ご利用ください 
 
 メンタルヘルス対策への｢取組み方がわからな

い｣｢専門のスタッフがいない｣等について、専門

のスタッフ(精神科医・産業カウンセラー等)が無

料で助言・支援します。 
 
◆支援内容 

 ①訪問支援 

  専門スタッフがあなたの職場を訪問し、メ 

  ンタルヘルス体制作り、職場復帰支援等に 

  ついて助言・支援します。 

  また、管理監督者研修ならびに職員研修も 

  各事業所1回実施することができます。 

 ②相談 

  勤労者本人とその家族、上司・同僚等およ 

  び企業の労務担当者等を対象に｢働く人の心 

  の健康相談室｣を開設しています。 
   
   ※予約制 毎週 月曜日と金曜日 

           午後1時～５時 

        (祝日、年末年始を除く) 
 

問 メンタルヘルス対策支援センター 
   (茨城産業保健推進センター内) 

   029-300-6030(午前9時～午後５時受付) 
  Fax029-227-1335(24時間受付) 

下妻梨コンを開催します 
 
｢下妻梨コン｣とは下妻市内で開催する疑似デート

体験型の｢梨狩り合コン｣です。 
 
◆日時 ８月26日(日)午後１時～７時 

◆会場 ビアスパークしもつま、市内梨園 

◆参加資格 20歳以上45歳の独身男女 

◆定員 男性60名 女性60名 

    ※定員になり次第締め切ります。 

◆参加費 男性6,000円 女性4,000円 

◆申込方法 

 下妻梨コンホームページ内申込フォームよりお申 

 し込みください。 

  http://shimotumanashikon.machi-kon.jp 
 
◎詳しくは、ホームページをご覧ください。 
 

問 下妻市商工会青年部(稲葉) 43-3412 
   E-mail shimotsuma@seinenbu.jp 

案 内 

募 集 
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