
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、知的、身体または精神に障害のある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 
 
 ※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 
 
 

問 申 市福祉事務所 内線1573 

等級 月額(児童１人につき) 
1級 50,550円 

2級 33,670円 
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ウォーキング大会を開催します 
 

春の筑波山や小貝川を眺めながら、ご家族やお友

達と一緒に元気に歩いてみませんか。 
 
◆日時 

 ３月６日(日) 

  受付 ９時 

  開会式 ９時15分 

  出発 ９時30分 
 

※小雨決行。荒天の場合は13日(日)に延期。 
 
◆集合場所 やすらぎの里しもつま 

      ふるさと交流館 ｢リフレこかい｣ 
 
◆コース ・５kmコース 

     ・７kmコース 
 
◆主催 蚕飼地区まちづくり推進委員会 
 
◆協賛 ローカル線でゆく人と川の交流圏づくり 

    協議会 
 

問 リフレこかい 30-0070 

『春休み いけ花体験教室』 

参加者募集 
 

春のお花たちと一緒に、お友達・ご家族ですてき

な時間を楽しんでみませんか。 
 
●日時 ３月26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 新聞紙、タオル 

     ※はさみ、器のある方は持参可 

●申込期限 ３月７日(月) 
 

問 申 下妻市華道文化協会(曽根) 

      ・Fax44-3664 

 または、お知り合いの華道文化協会の 

 先生に申し込み可 

消費生活講演会を開催します 
 
◆日時 ３月５日(土)午後1時30分～3時 

◆会場 千代川公民館 視聴覚室 

◆内容 ｢成年後見制度｣について 

講師 (社)成年後見センター・リーガルサポート  

   茨城支部 司法書士 澤邉 宏 氏 

◆主催 下妻市消費生活センター 
 
◎事前申し込みは不要。直接会場にお越しください。 
 

問 市商工観光課 内線2634 

『第５回ふれあい農業体験』 

参加者募集 
 

暖かな春に向けて、屋外で土や 

緑に触れてみませんか。 
 
●日程 Ａコース ３月13日(日)ジャガイモ ほか 

   Ｂコース ４月10日(日)トウモロコシ ほか 

   Ｃコース ５月８日(日)サツマイモ ほか 

●時間 午前10時30分～午後２時(昼食休憩含む) 

●内容 種まきや苗の植付け 

    ※収穫時には収穫体験あり。 

●定員 各コース20名程度 

●参加費 各コース１名につき1,000円(昼食付き) 
 
※汚れてもよい服装で、手袋、長靴等は各自用意 

 してください。 
 

問 申 ビアスパークしもつま 30-5121 

◆手当の額～平成23年度手当額～ 

        

 

 
 

 ※手当は、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)の手当が支給停止になります。 
 
《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。 

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 

自立支援医療(精神通院)をご存じですか 
 
 自立支援医療(精神通院)とは、精神科の病気で、一定の症状があ

るために継続して通院する必要がある場合、かかった医療費の自

己負担分の一部を公費で負担する制度です。 

これにより、自己負担額は、原則医療費の１割(一定所得以上は

対象外)となります。また、世帯の所得の状況に応じて負担上限額

が定められ、負担が軽減されます。 
 
◆対象者 

 市内に居住し、精神科通院を必要としている方(統合失調症や 

 うつ病、てんかんなどの精神症状により継続治療をしている方) 

 ※入院には適応されません。 
 
◆申請に必要なもの 

 ・自立支援医療用診断書 ※用紙は市役所にあります。 

 ・受給している方の世帯全員の保険証の写し 

 ・年金を受給している方は年金額がわかる証書や振込通知書  

 ・印鑑  

 ・平成21年1月以降下妻市に転入した方は、従前住所地が発行 

  した世帯全員分の課税(非課税)証明書が必要になります 
 
◎自立支援医療とは別に障害者手帳(精神保健福祉手帳)の申請手続 

 きもできますので、ご相談ください。 
 

問 申 市福祉事務所 内線1573 

障害者の自立『働く力』支援を 

応援してください！ 
 
 茨城県では、平成19年度から福祉施設で 

働く障害者の｢工賃倍増5カ年計画｣をスター 

トさせ、更に22年4月には企業・事業所と 

福祉作業所を繋ぐための県の共同受発注セン 

ターを開設しました。 
  
《企業・事業所・諸団体の 

        皆さまへのお願い》 

 障害者の雇用だけではなく、軽作業・清 

 掃作業等の発注や業務委託によっても、 

 障害者の自立に寄与していただけます。 

 また、発注促進の税制もご利用いただけ 

 る場合がありますので、同センターをお 

 気軽にご利用ください。 

より多くの障害者の『働く力』が社会に 

活用され、彼らの社会参加と自立が一層 

促進されるよう、ご支援をお願いします。 
 

問 社団法人 茨城県心身障害者福祉協会 

   (共同受発注センター) 

   029-244-7461 

  休日の住民票・印鑑証明書発行を 

  一時休止します 
 
 電算システム機器の入替えをおこなうため、住

民票および印鑑証明書の発行を一時休止します。 
 
 ◆発行休止日 ３月19日(土)～21日(月・祝) 
 

 問 市民課 内線1414 

と ん 汁 の

サービスや

参 加 賞 も 

あります！ 

案 内 

案 内 

募 集 



相 談 

公民館おはなしの会／３月 
 
◆日時 ３月19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 

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ので、

お気軽にお越しください。 
 
◆日時 ３月８日(火)午後１時～３時 

◆場所 下妻公民館１階 和室 
 

問 市福祉事務所 内線1574 

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。 

 皆さん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 

          (13日は４時まで) 

      ※休館日 ３月７日(月) 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

引越しによる水道の使用開始・ 

中止のご連絡は、お早めに 
 
 引越しのご予定がある場合は、入居・退去日の５日

前までにご連絡をお願いします。特に３月・４月は、

引越しの件数が多いため、余裕を持って、ご連絡くだ

さい。 
 
◆受付時間 

 月～金曜日 午前８時30分～午後５時 

 第1・３・５週の土曜日 午前９時～12時 

 ※祝日、年末年始を除く。 
 

問 (連絡先) 第一環境(株)下妻事務所 

       (下妻市上下水道徴収業務委託業者) 

       45-1211 

ふれあいパーティを開催します 
  
【つくば会場】 

◇日時 3月20日(日)午後１時30分～５時 

          (受付１時～) 

◇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] 

◇対象者 

 Aコース 男性、女性共45歳までの方  各20名  

  Bコース 男性、女性共46歳以上の方  各15名 
 
【古河会場】 

◇日時 3月21日(月・祝)午後１時30分～５時 

          (受付１時～) 

◇場所 とねミドリ館[古河市前林1953-1] 

◇対象者 

  Aコース 男性、女性共45歳までの方  各20名  

  Bコース 男性、女性共再婚者・再婚者希望の方   

        各15名 
 
【下妻会場】  

◇日時 3月26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 男性、女性共45歳までの方  各20名  
 
◆参加費 男性5,000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 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 

     0280-87-7085  

詐欺・窃盗にご注意ください 
 

近、東京電力の社員などを装った詐欺・窃盗事件が 

発生しています。 

 東京電力や関係会社の職員は｢勤務証｣を携帯していま 

すので、必ずご確認ください。不審に思われるときは、

すぐにお近くの東京電力までお問い合わせください。 
 
《主な犯行の手口》 

・集金員を装い、｢電気ご使用量のお知らせ(検針票)｣ 

 を使って、電気料金を支払うよう要求する。 

・ブレーカー調査などの名目でお客さま宅に上がり 

 込み、隙をみて金品を盗む。 

・事前のお知らせもなく東京電力を名のって訪問し、 

 漏電調査などの名目で器具の修理や取り替えをお 

 こない、多額の請求をする。 

・東京電力の名を語り、オール電化住宅へのリフォー 

 ムや太陽光発電設備の設置などの契約を締結させ、 

 多額の請求をする。 

・当社社員を装い、指定口座に現金を振り込むよう 

 要求する。(いわゆる「振り込め詐欺」) 等 
 

問 東京電力株式会社 茨城カスタマーセンター 

   0120-995-332 

予防接種～ポリオワクチン～ 
 
◆日時 ３月15日(火)受付 午後２時～２時30分 

◆場所 下妻保健センター 

◆持参する物 受診券、予診票(責任を持って記入してください) 

       母子健康手帳 

       体温計(体温は接種会場で測ってください)  

◆該当者 生後３か月から90か月(７歳６か月)未満で、２回の 

     投与が済んでいない子 

     ※ポリオワクチンは免疫をつけるため、２回の投与が 

      決められています。 

     ※BCG接種(医療機関で接種)を先に受けましょう。 
 
【接種間隔に注意しましょう】 

 ・ポリオの１回目と２回目の間隔は、６週間以上あける。 

 ・ＢＣＧ、ポリオ、麻しん風しん混合を受けた場合、次の接 

  種は、27日以上あける。 

 ・三種混合、日本脳炎、インフルエンザを受けた場合、次の 

  接種は、６日以上あける。 
 
※おたふくかぜ、水ぼうそう、突発性発疹にかかった場合、治って 

 から４週間以上あけないと予防接種を受けることができません。 

※受ける前には｢予防接種と子どもの健康｣などをよく読んで、予 

 防接種の効果や副反応について十分理解し納得してから受けま 

 しょう。 
 

問 市保健センター 43-1990 

図書館映画会／無料 
 
《ライブラリーシアター》 

◇日時 ３月15日(火)・19日(土)午後２時～ 
◇上映作品 ｢ホーム・スイートホーム｣(2008年/日本/111分) 

 
様々な暮らしの中の、それぞれの人生・・・ひとりの老人を 

めぐる心温まる家族愛のドラマ。 

 人の命はやさしく、人の絆はあたたかい。元オペラ歌手、山 

 下宏(75歳)は痴呆症である。部屋でも街頭でも、力の限り歌 

 い徘徊する毎日。取り巻く息子夫婦と孫娘たちの苦悩と軋轢 

 は限界に達し、ある決断をする。それは岩手のグループホー 

 ム｢おばんでがんす｣の前に宏を置き去りにすることだった。 
 

《子ども映画会》 

◇日時 ３月26日(土)午後２時～ 

◇上映作品 ｢いばら姫／なし売り仙人／つぐみのくちばしの 

      王子／宝島｣(60分) まんが世界昔ばなしより 
 

◆場所 市立図書館 映像ホール 
 

問 市立図書館 43-8811 

自動車は県内のナンバーに！     
 
 自動車税は、茨城県の重要な財源となっています。 

 転居などで茨城県民になった方は、住民登録手続き

とともに、所有している自動車についても水戸・土

浦・つくばナンバーに変更していただき、本県への納

税をお願いします。 
 

問 筑西県税事務所 収税第二課 24-9190 

   (自動車の変更登録について) 

茨城運輸支局 土浦自動車検査登録事務所 

050-5540-2018 

子どもゆめ基金助成事業 

『ちびっこ探検学校ヨロン島』 

参加者募集 
 
●期間 3月27日(日)～4月2日(土)  

    6泊7日 

●場所 鹿児島県大島郡与論町 

●内容 

 さまざまな野外活動を通して、仲間と 

 助け合い、積極的にチャレンジする心 

 を養う。また、言語や習慣を超えて友 

 情を深め、国際感覚を身に付ける第一 

 歩とする。 

●説明会 東京ほか全国８か所にて開催 

●定員 日本人小学生200名 

    在日外国人小学生110名 

     (小学2年生～6年生) 

●参加費 羽田空港発 139,000円 

●申込期限 3月７日(月) ※先着順。 
 

問 申 財団法人 

     国際青少年研修協会 

     03-6459-4661 

測量作業にご協力を！ 
 

大木地内において、測量作業を実施します。 

作業中は、道路に面する土地に立ち入る場合があり

ますので、ご協力をお願いします。 
 
◆作業期間 ２月下旬～３月下旬 

◆作業箇所 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市建設課 内線1717 

案 内 案 内 

募 集 

期間 展覧会名 作品 

３月５日(土) 

 ～13日(日) 
フォトクラブ 

 ｢歩
あゆみ

｣写真展 
写真 
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『下妻市グラウンドゴルフ協会』 

会員募集 
 
●入会資格 市内在住・在勤の方 

●会費 年間2,000円  

    ※スポーツ保険(別途800円)は 

     希望者のみ加入 

●活動内容 

《定期練習》 

 日時 毎週水曜日 午後１時～３時 

    ※雨天の場合は翌日 

  場所 千代川緑地公園内(千代川公民館南側) 

 《競技会》 

  月例会(6月、9月、12月、2月の年４回) 

  市長杯・市民グラウンドゴルフ大会 

             (10月予定) 

●その他 クラブ・ボールは、当協会で用意 

     します。 

●申込方法 入会申込書に必要事項を記入の 

      うえ、年会費を添えてお申し込 

      みください。 

●申込期限 ３月20日(日) 

      ※締め切り後も随時受付します。 
 

申 千代川運動公園ふれあいハウス 

受付時間 午前８時30分～午後５時 

※月曜日を除く。 
 

問 下妻市グラウンドゴルフ協会(飯村) 

   43-4506 

国税専門官採用試験 
 
【受験資格】 

 ・昭和57年４月２日から平成２年４月 

  １日生まれの者 

 ・平成２年４月２日以降生まれの者で 

  次に掲げるもの 

  (１)大学を卒業した者および平成24 

     年３月までに大学を卒業する見 

     込みの者 

  (２)人事院が(１)に掲げる者と同等の 

     資格があると認める者 

【試験日】 

 第１次試験 ６月12日(日) 

 第２次試験 ７月19日(火)～26日(火) 

       のいずれか１日 

  ※大学卒業程度の試験 

【試験地】 

 第１次試験 高崎市、さいたま市他 

 第２次試験 さいたま市他 

【採用予定数】約850名(全国) 

【申込先】希望する第１次試験地を所轄 

     する国税局または国税事務所 

【申込期間】４月１日(金)～14日(木) 

      ※当日消印有効。 
 

問 関東信越国税局 人事第二課 

   048-600-3111 

『自衛官』募集 

種目 一般曹候補生 

予備自衛官補 

一般 技能(衛生甲・乙、語学1・2級、

自動車整備、情報処理、通信、電

気、建設等の国家資格を有する者)  

受付期間 

第１回 受付中～5月6日(金)必着 
第２回 8月1日(月)～9月9日(金)必着 

第１回 受付中～４月6日(水)必着 
第２回 7月19日(火)～10月5日(水)必着 
※第1回で採用定数に達した場合、第2回は実施しない場合 

 があります。 

応募・受験 
(資格) 

平成24年4月1日現在、18歳以上27歳未満の

者(昭和60年4月2日から平成6年4月1日まで

の間に生まれた者) 

18歳以上34歳未満の

者 
18歳以上で国家免許資格等を有

する者(保有する技能に応じ53歳

～55歳未満) 
年齢計算期日 第1回 7月1日 第2回 12月18日 

試験期日 

第1回 5月21日(土) 
第2回 9月17日(土) 
※平成2４年3月高等学校卒業予定者の 

 試験は、第2回となります。 

第１回 ４月15日(金)～18日(月) 
第２回 10月14日(金)～17日(月) 
※それぞれ1日を指定されます。 

試験種目 

第1次試験 
 筆記試験 択一式(国語、数学、英語、作文) 
 適性検査 
第2次試験(第1次試験合格者のみ) 
 口述試験、身体検査 

・筆記試験 

  (国語、社会、数学 

   理科、英語、作文) 
・口述試験(個別面接) 
・適正検査、身体検査 

・筆記試験(小論文) 
・口述試験(個別面接) 
・適正検査、身体検査 

初任給等 
159,500円(学歴・職歴等により異なる) 
(平成22年4月1日現在) 

教育訓練召集手当 日額7,900円(参加日数分を支給) 

教育訓練召集旅費 

問 
防衛省自衛隊 筑西地域事務所 22-7239 ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 
募集コールセンター 0120-063792 

『第13回茨城県ゆうあいスポーツ大会』参加者募集 
 
●日時 5月22日(日) 

開会式 午前10時 

●集合時間 午前9時30分 

●場所 笠松運動公園   

●申込期限 ３月15日(火) 

 

問 申 市福祉事務所 

     内線1573 

        1574 

競技 個人競技 団体競技 レクリエーション競技 
内容 陸上、水泳、卓球 

ボウリング 
フライングディスク 

サッカー、バレーボール 
バスケットボール 

ソフトボール 
フットベースボール 

大玉おくり 

お菓子取り徒競走など 

対象者 県内に居住または県内の施設、学校または職場

に在籍している年齢13歳以上の知的障害を有す

る者(平成23年4月1日現在) 

県内に居住または県内の施

設、学校または職場に在籍

している心身障害児者 

ソフトボール連盟の登録・会長旗大会の申し込み 

および総会の開催 
 
【連盟登録・会長旗大会申し込み】 

◆会費 年間登録費 7,000円 

     大会参加負担金 5,000円 

◆大会日程 ４月10日(日)・17日(日) 

      ※予備日24日(日) 

◆参加資格 

 市内在住・在勤の19歳以上の方で構成されたチーム 

  ※平成23年度に19歳になる方も可。(高校生不可) 

  ※二重登録は禁止。 

◆申込方法 ３月10日(木)の代表者会議時 

 ◆その他 

  会長旗大会参加申込書は昨年度のものに準じて作成 

  してください。なお、申込用紙が必要な場合は、下 

  記の電子メールアドレスにお知らせください。 
 
【総会および代表者会議(抽選会)】 

・日時 ３月10日(木)午後７時 

・場所 下妻公民館２階 学習室 
 
※総会終了後に会長旗大会の抽選会等をおこないます 

 ので、必ず出席してください。 

 ※登録者名簿には、登録者のユニホームナンバー・ 

  現住所・生年月日を必ず記載してください。 

 ※第32回市長杯の大会誌(平成22年度のもの)を持参。 
 

問 下妻市ソフトボール連盟(稲葉) 

   090-7210-5400 

   E-mail  ssa_sports@yahoo.co.jp 

茨城県警察官採用試験～第1回～ 
 
◆採用区分等 

 

    

    

   

 

 

    

  ※上記資格以外に欠格事項および身体基準があります。 

   詳しくは、茨城県警察ホームページまたは県内の警察署・ 

   交番・駐在所で配布している受験案内をご確認ください。 

◆試験日 

 第1次試験 5月8日(日) 教養試験、論文試験 

第2次試験 第1日目 身体検査、体力検査、適性検査 

6月4日(土)・5日(日)のいずれか1日 

第2日目 集団討論、個別面接 

7月11日(月)～15日(金)のいずれか1日 

◆申込方法および申込期限  

・郵送または持参の場合 4月13日(水) 

茨城県警察本部警務課採用係 

 〒310-8550 水戸市笠原町978-6 

または、県内の警察署 

・インターネットの場合 4月11日(月)午後5時 

茨城県警察ホームページ 

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

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 80名程度 昭和57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

24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 17名程度 

募 集 


