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しもつま 広
報 

県民交通災害共済 
～２月２日から加入受け付けを開始します～ 

 
平成21年度分の県民交通災害共済の加入受け

付けを行ないますので、加入される方は担当窓口

へ直接お申し込みください。 
 

◆担当窓口 

◇下妻地区  

  市民安全課(市役所本庁舎２階) 

 ◇千代川地区 

   くらしの窓口課(市役所千代川庁舎) 
 
◆加入に必要なもの 

◇会費 大人(高校生以上)  900円 

     子ども      500円 

◇県民交通災害共済加入申込書 
 
※チラシは１月末頃、生活環境課・税務課合同に 

 よる封書で郵送します。 

なお、世帯員氏名が記載された電算打出しの加 

入申込書は配布しません。 

※小中学生は学校での一括加入になりますので、 

 個別の申し込みは不要です。 
 
◆共済期間 

４月１日(水)～平成22年３月31日(水) 
 
※４月１日以降の申し込みは、共済期間が申込日 

 の翌日からになりますので、ご注意ください。 
 
◆対象となる事故 

共済期間中に日本国内の道路上を運行中の自動 

車・バイク・自転車等の接触、衝突、転落、転 

覆などの事故にともなう人の死傷。 
 
◆交通事故にあったら 

 交通事故にあったとき(自損事故含む)は、すぐ 

 に警察に届け出て、後日、自動車安全運転セン 

 ター所長発行の｢交通事故証明書｣を交付しても 

 らえるようにしてください。 

 (証明書がないと見舞金が制限されます) 
 

問 市民安全課 内線1432 

『第９回市民卓球大会』 

参加者募集 
  
 

●とき 

 ３月８日(日) 

 午前９時開会 

●ところ 

 県立下妻第二高等学校 体育館 

●種目 

 男子ダブルス・女子ダブルス 

 ※男女混合の場合は、男子ダブルス 

  の部に出場 

●参加資格 

 市内在住・在勤および近隣市町村の 

 卓球愛好者(小学生以上で年齢を問 

 わないペア) 

●試合方法 

 予選リーグ後、順位別決勝トーナ 

 メント 

●参加費 

 １ペア 2,000円(当日徴収) 

 ※中学生以下は、1ペア 600円 

●申込方法 

 スポーツ振興課にある申込書に記入 

 のうえ、お申し込みください。 

●申込締切 ２月12日(木) 

●その他 

 ・申し込み多数の場合には、後日人 

  数制限をお願いする場合がありま 

  す。 

・当日、傷害保険に加入しますが、 

 保険給付以外の大会中の事故等に 

 ついては、主催者は責任を負えま 

 せんのでご了承ください。 

 

申 市スポーツ振興課 

   (千代川庁舎内) 

   〒304-8555[鬼怒230] 
 

問 市卓球協会(藤本) 

   44-3359 

平成21年度 

介護保険料(65歳以上の方)の 

減免申請について 
～２月１日から受け付けします～ 
 

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は、前年の合計

所得金額(地方税法の規定による)や世帯の状況に応じて設

定されます。 

所得の低い方や無収入の方は低い保険料が適用されます

が、下記に該当する方は、介護保険料の減免制度が適用と

なりますので申請してください。 

なお、平成21年度の介護保険料の納付書等は、7月に

郵送にてお届けする予定です。 

 

【対象者】 

 介護保険料の所得段階が第1段階(生活保護者を除く)・ 

 第2段階・第３段階の方で、次の減免基準をすべて満た 

 す方 
 
【減免基準】 

・世帯員全員が市民税非課税であること。 

・世帯員全員に地方税法の規定による所得がないこと。 

・世帯の年間収入金額が93万円以下であること。 

 (世帯員が2人以上のときは、93万円に世帯主を除く 

  世帯員１人につき28万円を加算した額) 

・市民税課税者に扶養されていないこと。 

・市民税課税者と生計を共にしていないこと。 

・資産等を活用してもなお生活が困窮している状態にあ 

 ること。 

・原則として、減免前の保険料に未納がないこと。 

・預貯金等の総額が、100万円以下(2人以上の世帯の 

 場合は、150万以下)であること。 
 

【減免対象保険料】 

 減免申請した日において、納期限が過ぎていない保険料 
  
 《申請期限》 

  特別徴収の方(年金から介護保険料が天引きされる方)   

    2月13日(金) 

  普通徴収の方(納付書で介護保険料を納める方)      

    7月24日(金) 

  ※申請期限を過ぎると、対象保険料の減免額は本来の 

   減免額より減額されますのでご注意ください。 
 
【減免額】 

・第１段階、第２段階の方 

  納付すべき保険料の2分の１の額 

・第３段階の方 

納付すべき保険料の3分の１の額 

 

問 申 市介護保険課 

     内線1536・1537 

『千代川ふれあいスポーツフェスタ』 

参加チーム募集 
～だれにでもできるビーチボールバレー大会～ 
 
●日時 2月22日(日) 

    午前８時30分 開会式 

    午前９時    試合開始 

●場所 市立千代川体育館 

●種目 

 ①女子の部 

 ②男女混合の部(常時女子2名以上プレー) 

 ③シニアの部(50歳以上、男女の制約なし) 

 ※ジュニア(小学生)の部は３月１日のジュニアCUP大会で 

  行ないます。(申込み別途) 

●試合方式 ブロック別リーグ戦 

●参加資格 千代川地区に在住・在勤・在学している方 

●チーム編成 

 ・小学校区内の方４名以上で編成したチーム 

   (従来どおり行政区内で編成したチームも大歓迎) 

 ・千代川地区内の事業所で編成したチーム 

●参加費 １チーム1,000円 

●申込締切 ２月４日(水) 

●申込方法 地区のスポーツ推進員または千代川運動公園事務所 

      にある申込書に記入のうえ、参加費を添えてお申し 

      込みください。 

●主催 千代川ふれあいスポーツフェスタ実行委員会 

 

問 千代川運動公園 43-8110 ※月曜日除く。 

    ふるさと博物館臨時休館日 
 

ふるさと博物館では、収蔵資料の燻蒸作業(害虫やカ

ビの駆除)を行なうため、臨時休館となります。 
 
 ◆休館日 ２月10日(火)～15日(日) 

       ※12日(木)は通常休館日 
 

問 (臨時休館中) 
 
  ふるさと博物館仮事務所(生涯学習課内) 

  内線2835 

 生涯学習ボランティア講師募集！ 
  

市教育委員会では、市民のさまざま学習活

動を支援・指導してくださるボランティア講

師を募集します。 

詳細については、お問い合わせください。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 

      千代川公民館 44-3141 

案 内 

募 集 



健 康 

市内の催し 

図書館おはなし会／２月 
 

市立図書館の2月の｢おはなしの花たば(おはなし

会)｣は次のとおりです。 

参加は自由ですので、お気軽にお越しください。 
 
●とき ２月14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 

図書館へ行こう！ 
 

市立図書館では、お母さん(お父

さん・おじいちゃん・おばあちゃ

んも可)と子どものための催し物｢図

書館へ行こう｣を行います。 

皆さまのご来場をお待ちしてい

ます。 
 
●とき 

 ２月18日(水) 

 午前10時30分～11時30分 

●ところ 

 市立図書館２階 映像ホール 

●内容 

 童謡(松浦先生) 45分間 

 パネルシアター(あおむしクラブ)      

          10分間 

●共催 市立図書館 

    下妻母親クラブ   
 

問 市立図書館 43-8811 

第２回医療現場とともに考える市民公開講座 
～脳卒中！その時あなたは、そして介護は・・・～ 
 
◆日時 2月15日(日)午後１時30分～4時30分 開場1時 

    ※講演開始前に健康相談等を行ないます。 

◆会場 千代川公民館 ホール 

    ※入場無料。当日会場にお越しください。 

◆内容 

 《講演》 

  ◇｢脳卒中予防と治療の 前線」 

    講師 筑波メディカルセンター病院 

       脳神経外科部長 小松 洋治 先生 

  ◇｢今、救急の現場は・・・講話と実演」 

    講師 下妻消防署 救急救命士 外山 繁 氏 

  ◇｢脳卒中の介護と看護」 

    講師 ルーエしもつま 看護部長 澤辺 しげ子 氏 

《その他》   

  ◇情報提供コーナー 

    健康情報に関する展示、健康料理レシピ配布 

  ◇健康相談コーナー 

    血圧・体重・体脂肪率測定、栄養・健康相談 
 

問 真壁医師会 24-8788 

がん予防講座 
～胃がん・大腸がんを学ぼう～ 
 

胃がんは、かかる率は低下してきました

が依然として日本人に多いがんであり、大

腸がんは食生活の欧米化で年々増加、今後

も増加が予測されています。 

予防・検診そして治療のことなど学んで

みませんか。 
   
◆日時 ２月８日(日) 

    午後２時～３時30分 

    (受付 午後１時30分～) 

◆場所 下妻市保健センター 

◆内容 

 ｢胃がん・大腸がんの 新情報｣ 

  ～胃がん・大腸がんの 

     予防・検診・治療など～ 

  講師 菊山胃腸科外科医院 

     院長 菊山 成博 先生 

◆申込締切 2月５日(木) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

公民館おはなしの会／２月 
 

２月の「公民館おはなしの会」は、第９回公民館

まつりの｢体験おはなしの会｣として開催します。 

ぜひ親子でご参加ください。   
 
●とき ２月21日(土)午後1時30分～ 

●ところ 千代川公民館 図書室 
 

問 下妻公民館 43-7370 

第9回公民館まつり 
 

下妻・千代川・大宝公民館および各地区館教室の１年間の成果を発

表する｢公民館まつり｣を開催します。 

皆さまのご来場をお待ちしています。 
 
●日時 ２月21日(土)・22日(日)午前９時～午後４時 

●会場 千代川公民館[千代川庁舎敷地内] 

●内容 

《発表会》 

・２月21日(土)午前9時30分～正午 

  下妻童謡、騰波ノ江童謡、ダンス入門、親子リトミック、よさ 

  こい踊りを楽しむ、子どもストリートダンス、レクリエーショ 

  ンダンス 

・２月22日(日)午前10時～午後３時 

  カラオケ入門 ※友情出演あり。 
 
《作品展示》 

フラワーアレンジメント、トールペイント、コンテナガーデン寄せ 

植え、絵手紙、日本画入門、パッチワーク、書に親しむ(書道)、陶 

芸、竹工芸、生花、筆ペン習字、手編み、ちぎり絵 
 
《体験コーナー》 

簡単お菓子作り(要予約)、お茶を楽しみましょう(要予約)、 

トールペイント(要予約)、 

ダンス入門、手編み、筆ペン習字、 

公民館おはなしの会(午後1時30分～2時30分) 
 
事前予約 

 

  ◇対象者 市内在住・在勤・在学の方 

  ◇申込期間 １月27日(火)～2月10日(火) 

  ◇申込方法 電話または来館にてお申し込みください。 

  ※簡単お菓子作り教室は、小学４年生以上ですが、保護者同伴 

   であれば小学１年生から可。 

  ※材料準備の都合上、直前のキャンセルは材料費をお支払いいた 

   だくこともあります。 

  ※応募者が少ない場合、体験開催を取りやめる場合もあります。 
 

《その他》 

公民館図書室の古本・古雑誌の無料配布等 

 

問 申 下妻公民館 43-7370 千代川公民館 44-3141 

 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

●とき  

 ２月17日(火)・21日(土)午後２時～ 

●上映作品 

 ｢居酒屋｣(1956年/フランス/115分) 

 監督 ルネ・クレマン  

 出演 マリア・シェル フランソワ・ペリエ 他 

【あらすじ】 

貧困にあえぎ、卑怯で狡猾で自堕落な男たちに苦 

しめられ、転落の宿命をたどる薄幸の女の人生を、 

「禁じられた遊び」の名匠、ルネ・クレソン監督が 

冷徹なリアリズムで描くフランス文学映画の名作で 

ある。 

初公開(1956年10月)当時、日本のマスコミは言い 

知れぬ感動に包まれ、こぞって大絶賛。ほとんどす 

べてのベスト・テンのトップを独占した。 
 
●ところ 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

文化庁委嘱事業 

『日本舞踊子ども教室』 

成果発表会 
 

平成20年度に、着物の着方・正

座・礼の仕方から学び、日本舞踊

の初歩を体験学習してきた子供達

の成果発表会を開催します。 

５年間実施して、今年が 後の

成果発表です。 

皆さまのご来場をお待ちしてい

ます。 

 

 

●とき 

 ２月８日(日) 

 午後１時30分～３時 

 (午後１時開場) 

●ところ 

 千代川公民館 ホール 

 [千代川庁舎敷地内] 

 ※入場無料 

 

問 西崎幸樹舞踊研究所(鯨井) 

   44-2548 

教室 日時 講師 定員 内容 材料費 

簡単お菓子 

作り 

21日(土) 

13:30～16:00 
為我井 幸子 16名 ロールケーキ 200円 

お茶を楽し

みましょう 

22日(日) 

10:00～12:00 

12:30～14:00 
増田 啓子 30名 

おいしいお菓子

と抹茶の体験 
300円 

トール 

ペイント 

22日(日) 

10:00～12:00 

13:00～15:00 
三輪 絹代 10名 

ミニティッシﾕ

ケースにお花 
1,800円 
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『第50回外国人による日本語弁論大会』出場者募集 
 

世界の人々に日本語で意見を発表する場を提供することにより、

日本や国際社会のあり方をお互いに考え合うことを目的として弁論

大会を開催します。 

その模様はＮＨＫテレビで放送されるほか、出場者のスピーチは

中学校、高等学校の教科書にも利用されています。 
 
●日時 ５月30日(土)午後１時30分～ 

●場所 函館市民会館 

●演題 自由(7分以内) 

●応募方法 

 次の①～④を郵送してください。 

  ①所定の申込用紙 

  ②カセットテープまたはCDに録音したスピーチ 

  ③スピーチ原稿およびそのコピー2部 

  ④顔写真2枚 

●応募締切 4月9日(木)午後5時必着 

 

問 申 財団法人国際教育振興会 03-3359-9620  

     〒160－0004[東京都新宿区四谷1-21]  

     ホームページ http://www.nichibei.ac.jp 

税理士による 

還付申告無料相談 
  
 関東信越税理士会下館支部では、各税

理士事務所において、無料で還付申告相

談および簡易な申告書の作成を行ないま

す。 
 
◆相談日 

 ２月12日(木)・13日(金)・23日(月) 

 午前10時～午後4時 

◆対象者  

(１)年金を受けている方 

(２)給与所得者で医療費控除を受けよ 

  うとする方 

(３)年の途中で退職または就職した方 
 
※相談を希望される方は、事前に 寄り

の税理士事務所に電話にて予約をして

ください。(時間厳守) 
 

問 関東信越税理士会下館支部 

   55-0647 

「防犯ボランティアパトロール」 

研修会 
 
◆日時 ２月18日(水) 

    午後１時30分～2時30分 

◆会場 市立図書館２階 映像ホール 

◆対象者 

・防犯ボランティアパトロール登録者 

・登録はしていないが、防犯ボラン 

 ティアパトロールの活動に関心のあ 

 る方 

◆内容 

｢地域の安全確保と防犯対策について｣ 

講師 下妻警察署生活安全課長 

   齊藤 修 氏 

◆申込方法 

参加者氏名、帽子番号(登録者のみ)、 

連絡先を電話または電子メールにて 

ご連絡ください。 
 

問 申 
 
 市民安全課 内線1433 

 E-mail    

  anzen@city.shimotsuma.lg.jp 

『観光ボランティアガイド』募集 
 

観光協会では、市を訪れた観光客の皆さんに対して、本市の素晴

らしい歴史や文化、自然、産業などを広く紹介し、地域の温かい

「おもてなしの心」を伝え、案内をしていただく観光ボランティア

ガイドを募集します。 

 市の観光や文化財等に関心があり、その魅力を多くの人に紹介す

る意欲のある方をお待ちしています。 
  
●応募条件 18歳以上の市内在住・在勤者で、観光ガイドのでき 

      る方(無償) 

●募集人員 20名程度 

  ※先着順。定員になり次第締め切ります。 

  ※後日、ボランティアガイド養成講習会等(無料)の開催を予定 

   しています。 

●申込方法 商工観光課(千代川庁舎)にある申込書に記入のうえ、 

      お申し込みください。 
 

問 申 市観光協会事務局(商工観光課内) 内線2633  

特別児童扶養手当をご存知ですか 
 

特別児童扶養手当とは、精神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。 

この手当は、児童扶養手当・児童手当・障害福祉児童手当と

の併給が可能です。 

※申請をしなければ支給されませんのでご注意ください。 
 
◆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 
 
 ※次の場合は受給する資格がありません。 

  ・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 

  ・児童が障害による公的年金を受けることができるとき 

  ・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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※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。 
 
◎詳細については、お問い合わせください。 
 

問 申 市福祉事務所 内線1573 

等級 
月額(児童１

人につき) 
1級 50,750円 

2級 33,800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月から翌年7月ま 

で)手当の支給が停止されます。 

平成２１年度 

『いばらき女性特派員』募集 
 
 県では、女性の視点を取り入れ、県

民参加の開かれた広報活動を推進する

ため、｢いばらき女性特派員｣を募集し

ます。 
 
●活動内容 

 ・県の主要事業や施設等を取材し、 

  その結果を広報紙で発表 

・会議(活動説明会、意見交換会)等

に出席 

●任期 

 ４月～平成22年３月までの１年間 

●募集人員 ４人 

●応募資格 

 ・県内在住で、満20歳以上の女性 

   (4月1日現在) 

 ・公務員や議会の議員でない方 

 ・取材先の要望する日時に応じて取 

  材できる方(平日の日中が主) 

・自分で取材先に移動できる方 

  (県内全域が取材範囲) 

●謝礼等 年間謝礼 12万円 

●応募方法  

 必要書類を郵送またはFaxにて送付 

 してください。 

 また、県ホームページから様式をダ 

 ウンロードし、Eメールでの送信も 

 可能です。 

●応募締切 

 ２月27日(金) 

 ※当日消印、送信有効。 

 

問 申 
 
 県広報広聴課 

  029-301-2128  

  Fax029-301-2168 

 〒310-8555 

 ［水戸市笠原町978-6] 

 E-mail koho3@pref.ibaraki.lg.jp 

案 内 

募 集 



募 集 

村岡地内において、集

落排水路整備事業にとも

なう測量を実施します。 

 測量を実施するにあた

り、測量業者が整備計画

路線に隣接する土地等に

立ち入ることがあります

ので、ご協力をお願いし

ます。 
 
■調査期間 

 １月下旬～２月中旬 

■路線測量 

 右図のとおり 
 

問 市農地整備課 

   内線2617 

測量にともなう土地立ち入りにご協力ください 

募集職種 衛生作業員 建設作業員 保育士 調理員 調理員 

募集人員 1名 1名 2名 1名 1名 

業務内容 清掃作業業務 道路補修等 保育業務 保育園給食調理業務 学校給食調理業務 

応募資格等 
普通運転免許を有する人 

フォークリフト免許を有する人 

大型特殊自動車運転免許 

車両系建設機械運転技能講習修了者 
保育士資格を有する人 栄養士または調理師免許を有する人 普通運転免許を有する人 

勤務地 市リサイクルセンター 市役所建設課 市立下妻保育園またはきぬ保育園 市立下妻保育園またはきぬ保育園 市内小中学校 

勤務時間 

1日8時間 週40時間勤務 

午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み 45分)   

1日8時間 週40時間勤務 

午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み 45分)   

1日8時間 週40時間勤務 

午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み 45分)   

1日7時間 週35時間勤務 

午前8時30分～午後4時30分 

(昼休み 60分)   

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   

賃金等 

月額賃金制 

基本賃金 238,000円 (上限) 

 ※年齢により異なります 

  賞与・通勤手当の制度あり 

  社会保険・雇用保険加入 

月額賃金制 

基本賃金 244,000円 (上限) 

 ※年齢により異なります 

  賞与・通勤手当の制度あり 

  社会保険・雇用保険加入 

月額賃金制 

基本賃金 181,800円 (上限) 

 ※年齢により異なります 

  賞与・通勤手当の制度あり 

  社会保険・雇用保険加入 

月額賃金制 

基本賃金 154,100円 (上限) 

 ※年齢により異なります 

  賞与・通勤手当の制度あり 

  社会保険・雇用保険加入 

月額賃金制 

基本賃金 132,100円 (上限) 

 ※年齢により異なります 

  ８月は賃金に減額あり 

  賞与・通勤手当の制度あり 

  社会保険・雇用保険加入 

雇用期間 
4月1日～平成22年3月31日 

(ただし、期間更新する場合あり） 

4月1日～平成22年3月31日 

(ただし、期間更新する場合あり） 

4月1日～平成22年3月31日 

(ただし、期間更新する場合あり） 

4月1日～平成22年3月31日 

(ただし、期間更新する場合あり） 

4月1日～平成22年3月31日 

(ただし、期間更新する場合あり） 

試験内容 

面接 

日時 ２月24日(火) 

   時間は別途連絡 

場所 市役所本庁舎3階会議室 

面接 

日時 ２月24日(火) 

   時間は別途連絡  

場所 市役所本庁舎3階会議室 

面接 

日時 ２月24日(火) 

   時間は別途連絡  

場所 市役所本庁舎3階会議室 

面接 

日時 ２月24日(火) 

   時間は別途連絡 

場所 市役所本庁舎3階会議室 

面接 

日時 ２月26日(木) 

   午後1時30分～ 

場所 千代川庁舎2階第３会議室 

募集期限 ２月13日(金) ２月13日(金) ２月13日(金) ２月13日(金) ２月13日(金) 

提出書類 

履歴書 

運転免許証および資格を証明するも

のの写し 

履歴書 

運転免許証および資格を証明するも

のの写し 

履歴書 

保育士証の写し 

履歴書 

栄養士または調理師免許の写し 

履歴書 

調理師免許をもっている方はその

写し 

問 (提出先) 
下妻市役所本庁舎2階 人事課 内線1241 千代川庁舎1階 学校教育課  

内線2812 

（※土・日曜日を除く。午前8時30分から午後5時15分までの間に提出書類を上記の提出先の担当課へご持参ください。） 

『嘱託職員』募集 

水道管布設工事にご協力ください 

高道祖地内において水

道工事を実施します。 

工事期間中は片側交互

通行および通行止め(夜間

開放)を行ないますので、

ご協力をお願いします。 
 
■工事期間 

 1月下旬～３月下旬 

■工事内容 

 水道管布設工事 

■工事箇所 

 右図のとおり 
 

問 水道事業所 

   44-5311 

JA常総ひかり 

高道祖支店 

高道祖市民 

センター 

 工事箇所 

案 内 



確定申告等に必要な 

｢障害者控除対象者認定書｣を交付します 
 

年齢65歳以上の高齢者で、精神または身体に障害のある方につ

いては、障害者手帳等の交付を受けていなくても、障害者に準ず

るものとして市町村長等の認定を受ければ、確定申告および住民

税申告の際の障害者控除の対象となります。 

そのため、介護保険の要介護等の認定を受けている方について

は、調査記録等をもとに審査・判定を行ない、該当する場合には

｢障害者控除対象者認定書｣を交付しますので、必要な方は申請し

てください。 

なお、障害者手帳の交付を受けている方は、手帳により障害者

控除の対象となりますので、申請の必要はありません。 
 

【認定基準】 

【障害者控除額】 

 ◇障害者 所得税27万円 住民税26万円 

 ◇特別障害者 所得税40万円 住民税30万円 

 

申 市介護保険課 ※申請者の印鑑をご持参ください 
 

問 市介護保険課(認定書関係) 内線1532 

   市税務課 市民税係(税控除関係) 内線1342～1346 

認定区分 

障害高齢者の 

日常生活自立度 

(寝たきり度) 

認知症高齢者の 

日常生活自立度 

特別障害者

に準ずる 

１日中ベッド上で過

ごし、排泄・食事・

着替えにおいて介助

を要する。 
 
屋内での生活は何ら

かの介助を要し、日

中もベッド上での生

活が主体であるが、

座位を保つ。 

著しい精神症状や問題行動

あるいは重篤な身体疾患が

見られ、専門医療を必要と

する。 
 
日常生活に支障をきたすよ

うな症状・行動や意思疎通

の困難さが頻繁に見られ、

常に介護を必要とする。 
 
日常生活に支障をきたすよ

うな症状・行動や意思疎通

の困難さがときどき見ら

れ、介護を必要とする。 

障害者に

準ずる 

屋内での生活はおお

む ね 自 立 し て い る

が、介助なしには外

出しない。 

日常生活に支障をきたすよ

うな症状・行動や意思疎通

の困難さが多少見られて

も、誰かが注意していれば

自立できる。 

非該当 

何らかの障害を有す

るが、日常生活はほ

ぼ自立しており、独

力で外出する。 

何らかの痴呆を有するが、

日常生活は家庭内および社

会的にほぼ自立している。 

確定申告等に必要な 

｢おむつ代の医療費控除用書類｣

を発行します 
 
 確定申告や住民税申告の際に、おむつ

(紙おむつなど)代を医療費控除の対象と

する場合は、おむつ代の領収書といっ

しょに、医師が発行する｢おむつ使用証

明書｣が必要となりますが、介護保険の

要介護等の認定を受けている方は、｢お

むつ使用証明書｣の代わりに｢市が主治医

意見書の内容(寝たきり度、尿失禁の有

無等)を確認した書類｣でも認められてま

すので、必要な方は申請してください。 

  

※｢市が主治医意見書の内容を確認した 

 書類｣の発行は、おむつ代の医療費控 

 除を受けるのが２年目以降の方に限り 

 ますので、初めておむつ代の医療費控 

 除を受ける方は、医師の｢おむつ使用 

 証明書｣が必要となります。 

 なお、主治医意見書の内容によって 

 は、確認書の発行が出来ない場合があ 

 ります。 
 
 

申 市介護保険課 

   ※申告者・対象者の印鑑をご持参 

    ください 
 

問 市介護保険課(確認書関係) 

   内線1532 

   市税務課 市民税係(税控除関係) 

   内線1342～1346 

 

下妻警察署・市民安全課からのお願い 
 ～夜間の交通事故にあわないために～ 
 

平成20年中の県内交通事故死亡者は、

210人(前年比+32人)で全国ワースト第6

位、うち夜間の死亡者は、117人となってお

り、市内でも2人が亡くなっています。 

県内では、夕暮れ時に交通死亡事故が多発

していますので、夕方から夜間にかけての道

路では次のことに気をつけましょう。 

 

 ◆車を運転する時は、前走車、対向車な 

  しでのライトの上向き・日没前の早め 

  のライトの点灯と周囲に気を配った運 

  転をしましょう。 

 ◆歩行者・自転車も安全確認や反射材の 

  着用に努め、事故にあわないようにし 

  ましょう。 

 ◆気温低下時の路面凍結に気をつけ運転 

  しましょう。 
 

 一人ひとりが交通ルールを守り、  

  事故にあわないよう気をつけましょう 

 

問 市民安全課 内線1432 

   下妻警察署 43-0110 
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しもつま 広
報 

ペットの排せつ物は 

責任を持って処理してください 
 

犬や猫のふん・尿に関する苦情が市に寄せられています。 

きちんと排せつ物の処理をしているマナーのよい飼い主が

いる一方で、そうではない飼い主がいるために困っている人

がいます。 

ご自分の庭先や、身近な道路・公園がよそのペットのトイ

レにされたら、どのような気持ちがしますか？ 

ペットを飼うからには、他人に迷惑をかけないよう、次の

ことを心がけましょう。 
 

犬の場合・・・ 
①放し飼いはやめましょう！ 

放し飼いにすると、人に危害を加え 

たり、農作物を荒らしたりする危険性があるだけでな 

く、どこでも排せつできてしまいます。 

「犬はつないで飼うこと」が県条例で定められています 

ので、必ずつないで飼い、散歩の時も引き綱をつけてく 

ださい。 

②散歩の時にしたふんは必ず持ち帰りましょう！ 

 ふんを入れる袋などを持ち歩き、ふんをしたら必ず家に 

 持ち帰ってください。 
 

猫の場合・・・ 
①できるだけ、室内で飼いましょう！ 

  環境を整えれば、室内で飼うこともでき 

  ます。 

  外に出す場合、交通事故にあったり、病気をもらったり 

  する危険性があるだけでなく、どこでも排せつできてし 

  まうことを忘れないでください。 

②排せつのしつけをしましょう！ 

  猫用のトイレを設置し、清潔に保ちましょう。 

  きれい好きな猫のトイレを、汚れたままにすると、他の 

  場所で排せつにするようになってしまいます。 
 
※自分の敷地内であっても、ふんを放置すると悪臭がし、 

 ご近所の迷惑になりますので、適切に処理しましょう。 

※避妊・去勢手術をすると、繁殖期の鳴き声や脱走、マー 

 キング(縄張りを主張するためのにおい付け)などの問題行 

 動が減り、飼いやすくなると言われています。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

野生の猿が出没しています 
 

市内に野生の猿が出没しています。 

野生の猿を発見した場合には危険ですから

｢近寄らない、目を合わせない、餌をやらな

い｣の対応をお願いします。 

 また、発見場所・時間等についてご連絡を

お願いします。 

 

問 市生活環境課 

   内線1423 

 

 

案 内 



案 内 「ふれあい文化講演会」を開催します 
 

ふれあいとゆとりある地域づくりに貢献する

(財)げんでんふれあい茨城財団では、生きがいの

ある生活や地域の活性化に資する目的で、講演会

を開催します。 

入場は無料です。ぜひご参加ください。 
 
◆日時 ２月14日(土)午後1時30分～３時 

◆会場 県女性プラザ 多目的ホール 

    [行方市宇崎1389] 

◆内容 演題 ｢明日のこころ」 

講師 小沢 昭一(俳優) 

◆参加対象 県民600人 
 

問 レイクエコーボランティア文化講演会 

   実行委員会事務局(県女性プラザ内) 

   0299-73-2300 

「いばらき水環境フォーラム」を開催します 
 

県では、霞ヶ浦をはじめとする県内の水環境を保

全していくため、市民・企業・行政のパートナー

シップの重要性について考えるフォーラムを開催し

ます。 

ぜひご来場ください。 
 
◆日時 2月５日(木)午後１時～４時 

◆会場 土浦市民会館 大ホール[土浦市真鍋町2-6] 

◆内容 

 ①基調講演 

  ｢市民・企業･行政のパートナーシップのあり方｣ 

 ②パネルディスカッション 

  ｢パートナーシップで進める水環境保全｣ 

 ③環境保全に取り組む市民団体等の活動紹介 

   (ポスター等展示) 

◆入場料 無料 

◆申込方法 

 2月４日(水)までに電話またはFaxにてお申し込み 

 ください。 
 

問 申 
  
 県霞ヶ浦環境科学センター 

 029-828-0961 Fax029-828-0967 

 ホームページ 

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

あたらしい出会いを探してみませんか 
 
 NPO法人ベル・サポートでは、いばらき出会いサ

ポートセンターと共催により、ふれあいパーティを開催

します。 
 
※いばらき出会いサポートセン 

 ターは、県と(社)茨城県労働者 

 福祉協議会が共同で設立した組 

 織です。 
 
【土浦会場】 

 ◇日時 2月１日(日) 

     13:30～17:00(受付12:30～) 

 ◇場所 霞ヶ浦観光ホテル[土浦市川口2-11-31] 

 ◇申込開始 1月5日(月)から  
       
【坂東会場】 

 ◇日時 2月８日(日) 

     13:30～17:00(受付12:30～) 

 ◇場所 ベルフォーレ[坂東市岩井5082] 

 ◇申込開始 1月8日(木)から 
 
【つくば会場】 

 ◇日時 2月15日(日) 

     13:30～17:00(受付12:30～) 

 ◇場所 オークラフロンティアホテル つくば 

     [つくば市吾妻1-1364-1] 

 ◇申込開始 1月15日(木)から 
 
◆募集対象者(男性は抽選) 

Ａコース 男女とも40歳まで 男性15名 女性15名 

 Ｂコース 男女とも40歳以上 男性10名 女性10名 

◆参加費 

 男性4,000円 女性2,000円 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 

     0280-87-7085  

     E-mail info@bell-support.net 

平成21年度 

『県立水戸南高校(通信制課程)』 

生徒募集 
～毎日通学できない方でも学べる通信制～ 
 
●受付期間 

 一般入学  ３月12日(木)～25日(水) 

 編・転入学 ２月16日(月)～20日(金) 

※土・日曜日、祝日を除く午前９時～午後５時。 
 
◎以前に在籍していた高校で修得した単位を生かせ 

 ます。 

 幅広い年代の方が学んでいますので、お気軽にお 

 問い合わせください。 
 

問 申 
 
 県立水戸南高等学校 

 通信制職員室 029-247-4284 

 事務室 029-247-6173 

 ホームページ 

  http://www.mitominami-h.ed.jp/ 

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

ができ大変安全で便利です。 

 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、印鑑を持参し手続きしてください。 
  
◎詳細については、お問い合わせください。 
 

問 筑西県税事務所 収税課 24-9190 

「第５回男女共同参画 

 チャレンジセミナー」を開催します 
 

仕事で築いたものだけでなく、今までに得た経

験(子育て・趣味・地域活動など)を活かして、自

分らしく生きたい！自分の経験や知識を地域社会

に役立てている皆さんの体験談を聞きながら、自

分らしい｢ライフワーク｣を考えるミニシンポ

ジュームを開催します。 

入場は無料です。 

何かにチャレンジしたいとお考えの方、必見講

座です。 
 
◆日時 2月26日(木)午後1時30分～3時30分 

◆場所 県女性プラザ男女共同参画支援室 

    [水戸市三の丸１-７-41] 

 ※お車の方は、県三の丸庁舎駐車場を利用 

  してください。 

◆内容 

《講演》 

 テーマ ｢仲間を見つけて、地域でいきいき｣ 

 講師 常盤短期大学副学長 安田 尚道 氏 

《事例発表》   

 ◇特定非営利活動法人くらし協同館なかよし  

理事長 塚越 教子 氏 

 ◇たまり場・たろう 主宰 小松崎 登美子 氏 

 ◇大塚青壮年同志会 会長 鯉渕 幸治 氏 

◆募集人員 50名(先着順受付) 
 

問 申 県女性青少年課 

     029-233-3982 

電話加入権の公売を実施します 
 
 電話の新規設置や増設をお考えの方は、ぜひこの

機会にご参加ください。 
 
◆日時 ２月26日(木) 

    午前11時～11時10分(入札時間) 

◆場所 筑西県税事務所 

    [筑西市二木成615 筑西合同庁舎内] 

◆持参するもの 

・現金 

・認印 

・身分証明書 

・委任状(代理人の場合) 
  
※都合により、公売が中止になる場合もあります。 
 

問 筑西県税事務所 24-9190 

新春経済講演会を開催します 
 
◆日時 １月29日(木)午後1時30分～3時 

◆会場 市立図書館 映像ホール 

◆内容 演題 「今後の政治・経済の行方」 

   講師 政治キャスター・コメンテイター 

      三反園 訓 氏 

◆定員 130名 

    ※聴講希望の方は、人数・氏名等をご連絡く 

     ださい。 

◆入場料 無料 

◆主催 下妻市商工会、下妻地区電信電話ユーザ協会 
 

問 申 下妻市商工会 本所 43-3412  

『下館建設高等職業訓練校』 

生徒募集 
 
●科目 

 ・建築科(木造建築に必要な建築製図、 

      実技に必要な知識・技能) 

 ・板金科(建築板金に必要な基礎的建築製図・ 

      板金展開法、実技に必要な知識・技能) 

●訓練期間 ３年 

●訓練日 毎月第２・第４の日曜日 

     午前９時～午後３時 

●募集人員 各科とも５～６名 

●費用 年額 １年目   42,000円 

       ２・３年目 15,000円 

●申込締切 ３月20日(金) 

※申込書は訓練校にあります。 
 

問 申 
 
 下館建設高等職業訓練校(飯田) 24-0053 

 〒308-0841[筑西市二木成稲荷塚608-2] 

 

募 集 


