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しもつま 広
報 

軽自動車税の減免 
 
 市税条例により、一定の要件を

満たす場合、軽自動車税が減免さ

れます。 

 要件にあてはまり、減免を希望

する場合は、申請期限までに市税

務課までお越しください。 
 
◆減免の対象・要件 

障害のある方本人が所有する 

もの、もしくは障害のある方 

と生計を一つにしている方 

(家族)が所有する軽自動車 
 

 ※障害者福祉タクシー利用料金 

  助成を受けている方を除く。 
 
◆申請期限 

５月24日(金) 
 

◆持参する物 

・納税通知書(５月中旬に送付) 

・運転免許証(運転する方) 

 ・障害者手帳等(３月31日まで 

  に交付されたもの) 

 ・車検証 

 ・印鑑 
  
※減免できる車は、普通自動車 

 または軽自動車(バイクも含む) 

 のどちらか一台になります。 

※普通自動車の減免申請につい 

 ては、筑西県税事務所へお問 

 い合わせください。 
 

問 申 
 
 軽自動車の減免について 

  市税務課 内線1347 
 普通自動車の減免について 

  筑西県税事務所 

  24-9190 
 
 ※要件についての問い合わせ 

  市福祉課 内線1574 

【対象となる障害】 

  ※上記の他に戦傷病者手帳をお持ちの方も対象となります。 

   詳しくは、お問い合わせください。 

 

障害の区分 手帳の種別および等級 

視覚障害 身体障害者手帳１級から４級 

聴覚障害 身体障害者手帳２級および３級 

平衡機能障害 身体障害者手帳３級 

音声機能障害 
身体障害者手帳３級(喉頭摘出による音

声機能障害がある場合に限る) 
上肢障害 身体障害者手帳１級および２級 

下肢 

障害 

障害のある方が運転する

場合 
身体障害者手帳１級から６級 

生計を一つする方または

常時介護する方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級 

体幹 

機能 

障害 

障害のある方が運転する

場合 
身体障害者手帳１級から３級および５級 

生計を一つする方または

常時介護する方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級 

乳幼児期以前の非

進行性脳病変によ

上肢機能 身体障害者手帳１級および２級 

移動機能 身体障害者手帳１級から６級 

心臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

じん臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

呼吸器機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

ぼうこうまたは直腸機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

小腸機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

胸かく 

形成術 

による 

胸かく 

の変形 

障害のある方が運転する

場合 
身体障害者手帳１級から３級および５級 

生計を一つする方または

常時介護する方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級 

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫

機能障害 
身体障害者手帳１級から３級 

肝臓機能障害 身体障害者手帳１級から３級 

知的障害者 
療育手帳「 Ａ 」「A」と記載されてい

る方 

精神障害者 
精神障害者保健福祉手帳の障害等級が１

級で、自立支援医療受給者証(精神通院)

または医療福祉費受給者証(マル福)の交

水道加入分担金の一部減免期間を延長します 
 
◆受付期間 平成28年３月末日まで 

◆対象者 上記期間の新規加入申込者および口径変更申込者 

     (４月より口径変更申し込みも対象) 

◆加入分担金 

加入分担金とは、新たに水道に加入する方が支払う負担金

のことです。この加入分担金は、水道施設を整備する費用

の一部になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※工事費は、加入者の負担となります。直接、市の 

  指定工事業者に見積を依頼してください。 

 ※工事を依頼する際は、必ず市の指定を受けた業者 

  に依頼してください。 
 
◎ 詳しくは、お問い合わせください。 
 
◇水道水は、皆さんが安心して使えるよう水質基準に基づき、 

   専門の検査機関で、厳しい検査をおこなっています。 
 

問 市上下水道課 44-5311 

肺がんドックの受診料を 

補助します 
  
 医療機関で肺がんドックを受ける方に受診料 

の２分の１(限度額15,000円)を補助します。  
 
◆対象者 

 ・下妻市に住民登録をしている方 

 ・受診日に40歳から74歳までの方 

 ・平成25年12月27日までに受診可能な方 

 ・喫煙指数(１日の喫煙本数×喫煙年数)が 

  600以上の方 

 ・医療機関で肺がんドックを受診する方 

 ・市税を滞納していない方 

 ・前年度に助成を受けていない方 

◆受付日 

 ５月８日(水)午前９時～ 

◆定員 

 30名 ※定員になり次第締め切ります。 

◆検診内容 

・CT(コンピューター断層撮影)を中心とした 

 胸部レントゲン、喀痰細胞診など肺がん関 

 連検査が対象になります。 

・検診ではなく健康保険の適用を受けた検査 

 料は対象外。 

◆手続き等の手順 

①印鑑、健康保険証を持参のうえ、下妻保健 

 センター窓口でお申し込みください。 

②病院・医院等で検診を受ける。 

③受診後、20日以内に病院・医院等が発行 

 した領収書原本、印鑑、口座番号(受診者 

 本人名義)のわかるものを持参し、補助金 

 の申請をしてください。 
 

問 市保健センター   
       43-1990 

区分 給水管口径 減免前(税込) 減免後(税込) 

新設 

13ｍｍ 120,000円 115,000円 
20ｍｍ 180,000円 170,000円 
25ｍｍ 280,000円 270,000円 
30ｍｍ 380,000円 370,000円 
40ｍｍ 630,000円 620,000円 
50ｍｍ 950,000円 940,000円 
75ｍｍ 2,050,000円 2,040,000円 
100ｍｍ 3,600,000円 3,590,000円 

増径 口径増各種   口径変更差額より 
5,000円減免 

下水道の利用人数変更届け 
 
 下水道に接続し、井戸水・共同水道等を使

用している方は、家族の人数の変更により使

用料が変わる場合があります。 

転居・出生・死亡届等を出しても、下水使

用人数は自動的に変更になりませんので、家

族の人数に変更があった方または井戸水等の

使用を中止した方はご連絡ください。  

 

問 市上下水道課 44-5311 

災害時要援護者名簿登録を受け付けています 
 
 市では災害時に支援が必要となる在宅の方を「災害時要援

護者」として、登録の希望を受け付けています。登録した方

については、一人ひとりの避難支援計画を策定し、市、民生

委員児童委員、自治区長等の支援者が平時から共有する事で

災害時の安否確認や避難支援に活用します。 

 支援を希望する方は、消防交通課(本庁舎)、くらしの窓口

課(千代川庁舎)のいずれかで所定の用紙に希望の意向を記入

してください。後日、民生委員児童委員が確認に伺います。 
 
《登録対象者》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市消防交通課  内線1434・1435 

１ 70歳以上の1人暮らしの方 

２ 40歳以上の寝たきりの方 

３ 緊急通報システムを設置している方 

４ 介護保険要介護３以上の方 

５ 身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている方 

６ 療育手帳（ A ・A）の交付を受けている方 

７ 精神保健福祉手帳(1・2級)の交付を受けている方 

８ 旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種身体障害者 

９ 1～8以外で、自力で避難する事が困難な方 

案 内 

案 内 



案 内 

母子家庭等自立促進講習会 

医療事務講座講習会を実施します 
 
◆対象者 母子家庭の母および寡婦 

     (以前受講した者を除く) 

※母子家庭等となりおおむね７年以内で 

 全日程出席でき、今後就労を希望して 

 いる方。 

◆受講期間 ６月９日～11月17日の日曜日 

      (22日間) 

午前10時～午後４時 

◆講習会場 県立母子の家 母子福祉センター 

◆募集人員 24名程度 

◆受講料 自己負担6,000円(教材費等) 

※ボランティア行事用保険料は原則とし 

 て講習会初日に全額納付。 

 なお、所得301万円以下の方には 

 修了後に交通費の一部を支給します。 

◆託児 有り(2歳児以上) 

    ※無料 

     (所得に応じ自己負担がかかる場合あり) 

◆受講手続 子育て支援課にある申込書およびＡ４ 

      原稿用紙に受講したい理由・参加動機 

      を記入のうえ、お申し込みください。 

      ※定員を超えた場合は作文選考。 

◆申込期限 ５月25日(土) ※消印有効。 
 

問 申 県立母子の家 母子福祉センター 
     029-221-8497 

 〒310-0065水戸市八幡町11-52 

     ※申込書について 

      市子育て支援課 内線1595 

小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 合同展示会を開催します 
 
Part１ 押し花展「花と遊ぶ」 

     「それぞれの視点でとらえた写真展」 
  
◆日時 ５月１日(水)～20日(月) 

    午前９時～午後４時30分 

     ※20日(月)は午後３時まで 

※休館日 ７日(火)・13日(月) 

◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１ 

     ※入館無料 

◆共催 全日本写真連盟下妻支部 

    押し花ファンタジーの会 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 45-0200 

記念講演会を開催します 
 
◆日時 ５月12日(日) 午後２時30分～４時 

◆場所 下妻公民館２階 大会議室 

◆内容 ｢しゃぼん玉｣の歌に込めた雨情のこころ 

講師 野口 不二子 氏(雨情の直孫) 

共演 戸来 和子 氏(ピアノ) 

   大峰 陽子 氏(ソプラノ) 

◆参加費 無料(事前申し込み不要) 
 

問 下妻市文化団体連絡協議会 43-3418 

Part２ 押し花展「五月の風」  

     写真展「四季感じるままに」 
  
◆日時 ５月21日(火)～6月９日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

     ※６月９日(日)は午後３時まで 

◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１ 

     ※入館無料 

◆共催 フォトクラブ光風会 

    堀江とし子と仲間たち 

文学講演会を開催します 
 
◆日時 ５月12日(日) 

    午後１時40分(総会終了後) 

◆場所 ふるさと博物館 講座室 

◆内容  

 「作品鑑賞『堰の戸・その他』」 

  講師 横瀬 隆雄 氏 

     (茨城高専名誉教授) 

◆参加費 無料 
 

問 横瀬夜雨記念会事務局(横瀬) 
   44-4663 

ふれあい川越散策ツアーをご一緒に 
 
◆期日 ５月18日(土)  

◆行程 午前8時30分八千代町中央公民館前     

    →午前8時45分下妻市役所千代川庁舎前 

    →川越着～散策・昼食等～ 

    →午後５時15分下妻市役所千代川庁舎前 

    →午後５時30分八千代町中央公民館前 

◆対象者 20歳～45歳未満の未婚の男・女各15名 

◆申込期限 ５月９日(木)締め切り後も受付ます。 

      ※希望者多数の場合は抽選      

◆参加費 男性4,000円 女性：無料 

◆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 きぬ結婚支援センター 

 

問 申 八千代町中央公民館前乗車の方(野口)  
     090-8585-3309 
       下妻市役所千代川庁舎前乗車の方(秋葉)  

     090-7223-2295 

ふれあいパーティー 
 
【土浦会場】 

 ※霞ヶ浦遊覧＆出会いパーティー 

◇日時 ５月19日(日) 

    午後１時30分～３時30分 

    (受付１時～) 

◇場所 ラスクマリーナ 

    [土浦市川口2-13-6] 

◇対象者 男女とも 30・40代の方  

          各20名 

◇参加費 男性5,000円 

     女性2,000円 
 
【つくば会場】※平日夜開催 

◇日時 ５月23日(木)午後７時～９時 

    (受付６時30～) 

◇場所 つくば山水亭 

    [つくば市小野崎254] 

◇対象者 男女とも 30・40代の方  

          各15名 

◇参加費 男性4,000円 

     女性1,000円 
 
【下妻会場】 

◇日時 ５月25日(土) 

    午後１時30分～４時30分 

    (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・40代の方  

          各20名 

◇参加費 男性4,000円 

     女性1,000円 
 
◎参加費は当日徴収。 
 
◆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 

『下妻市民ゴルフ大会』参加者募集 
 
●日時 ６月４日(火)午前７時32分スタート予定 

●場所 岩瀬桜川カントリークラブ 

●競技方法 18ホールストローク競技 ／ペリア方式  

      オール６インチ、完全ホールアウト 

●競技区分   ・一般の部(ネットおよびグロス) 

        ・シニアの部(60歳以上の部：グロス) 

        ・レディースの部(グロス) 

        ・アトラクション 

        ・団体戦(上位３団体：１団体上位５人のネット合計) 

●参加費 3,000円(連盟未登録者は4,000円) 

               その他プレー費として当日6,500円 

●対象者 市内在住・在勤の方 

●申込期間   ５月１日(水)～14日(火) 

●申込方法 参加費を持参のうえ、お申込みください。 
 

申 市生涯学習課(千代川庁舎) 受付 午前８時30分～午後５時 
 

問 下妻市アマチュアゴルフ連盟 
   (内山)090-3006-2633  (野村)090-7199-5077 

『協力会員養成講座』参加者募集 
 
｢ファミリーサポートセンター｣・｢在宅福祉サービスセンターあお

ぞら｣の協力会員養成講座を開催します。空いた時間で活動できる

〝有償ボランティア″を始めてみませんか。 

●参加費 無料 

●定員 20名程度 

●申込期限 ５月23日(木) 

●その他 なるべく全講座の出席をお願いします。 

     動きやすい服装でおこしください。 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

開催日 内容(講師) 時間 会場 
５月30日 

(木) 
ファミサポ・あおぞらって何？(社協) 
乳幼児の関わり方(保健センター) 午前10時 

～12時 

下妻公民館  

学習室 
６月７日 

(金) 掃除の豆知識(ダスキン) 
千代川公民館  

視聴覚室 
６月14日 

(金) 
幼児安全法＆健康生活支援講習 
(日本赤十字社) 

午前9時 

～12時 
下妻公民館  

学習室 

募 集 

『古河市中央公園陸上教室』参加者募集 
 
●日時 ５月25日(土),６月22日(土)、７月20日(土)、 

８月10(土)、９月21日(土)、10月５日(土)、11月23日(土) 

    ※全７回教室、午前10時～12時(雨天中止) 

●募集定員 小学生 計60名 

      (１・２学年30名、３・４学年15名、５・６学年15名) 

●費用 無料 

●申込方法 ５月14日(火)午前９時 受付開始 

※午前８時30分～９時まで整理券を配布(時間厳守)。 

 同意書の記入があるため、代理受付は不可。 
 

◎受付時に定員超過の場合、その場で抽選。申込みは、直接保護者が来館。 
 

問 古河市中央運動公園総合体育館  
     0280-92-5555(午前９時～午後５時) 
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６月２日は市民清掃デーです 
 
◆日時 ６月２日(日)午前８時～ 

     ※小雨決行。 

      荒天の場合、６月９日(日)に延期。 

防災無線により放送します。 
 

 ◎自治区や企業の行事等により、当日の都合  

  がつかない場合は、実施日前後の週末等に  

  自主的にお取組みをお願いします。 
 

◆清掃対象ごみ 

 道路、広場等に散乱しているかん、びん、 

 紙くずなど 

 ※会社や店舗のごみや産業廃棄物は除く。 
 
◆ごみ袋の配布方法 

 《市民の方》 

  市指定ごみ袋を、自治区長を通じ各世帯に   

  配布します。 

《企業の方》 

 生活環境課にご相談ください。 
 

◆ごみの分別  

 燃えるごみ(紙くず等)、燃えないごみ(かん、 

 びん、金属、ガラス等)に分けてください。 
 
◆ごみの収集 

 実施当日、ごみの収集はしません。 

※拾ったごみは、｢ごみ収集カレンダー｣の 

 収集日にあわせ、地域の集積所に出して 

 ください。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

『パソコン教室～前期～』受講生募集 
 
 パソコンの初心者からスキルアップを目指す方を対象に、 

パソコン教室を開催します。 
  
●日時 

※同じ名前の講習は、内容が同じです。 
 
●場所 下妻公民館 視聴覚室 

●受講資格 原則として市内在住・在勤の方 

●定員 各講座 20名 

●参加費 １講座 300円(テキスト代含む) 

●その他 

 ・原則としてパソコンの持ち込みはせず、視聴覚室のパソコ  

  ンをお使いください。 

 ・Windows Vista、Office2007中心の授業となりますが、 

  Office2010、2013の説明もします。 

  (2007以外のバージョンは補足的に説明) 

●申込開始 

 ５月７日(火)より受付開始。 

 ※定員になり次第締め切ります。 

 ※原則としてエクセル(表計算)、ワード(文書作成)合わせて 

  １人10講座程度まで。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 
     受付 午前９時～午後５時 

     ※休館日(月曜日、祝日)を除く。 

公民館特別講座 『陶芸スキルアップ』受講生募集 
～プロの陶芸家が入門から陶芸技術の応用まで指導します～ 
 
●開催日 ６月から２月の第２・第４土曜日 

  午前９時30分～12時 

●場所 下妻公民館、大宝公民館 

●対象 市内在住・在勤の方 

●募集人員 入門コース ５名  中級コース 15名 

●参加費 １人500円(材料費等は各自負担) 

●申込期間 ５月14日(火)～23日(木) 

       ※申し込み多数の場合は抽選。 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 
     受付 午前９時～午後５時 

     ※休館日(月曜日、祝日)を除く。 

都市計画の変更 
  
市では、平成25年３月19日に次の都市計画の変更をお

こないました。都市計画の図書については市都市整備課

で縦覧できます。 
 
◆名称 

 下妻都市計画用途 

 地域の変更 
 
◆内容 

 つくば下妻第二工 

 業団地区域の用途 

 地域を工業専用地 

 域に変更 

 

 

 

 

 

 
 

問 市都市整備課 内線1725 

野外焼却は禁止！ 
 
 家庭ごみ、雑草、枝・葉、野菜くず、店舗や会社からで

たごみを、野外で燃やしていませんか。野外焼却(野焼き)

は｢廃棄物処理法｣で禁じられており、罰則規定がありま

す。 
 
・火災の原因になります。 

・灰、すす、悪臭、有害物質などの発生により、ご近所の

方の生活環境や健康を損なうおそれがあります。 

・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、各地区の集

積所に出していただくか、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 

『季節のハイキング』参加者募集 
 
《里美・里山滝めぐり》 

 旧里美村(現常陸太田市)には数多くの小さな  

 滝があります。その一部を見ながら歩きます。 

  ・日時 ５月12日(日)午前７時出発 
     
《八方ヶ原のレンゲツツジ》 

 全山に咲くレンゲツツジの中を歩きます。 

 ・日時 ５月29日(水)午前７時出発 
 
●集合場所 市総合体育館北側駐車場 

●参加費 クラブ会員１人1,800円  

        非会員１人2,300円 

(バス代、保険料等含む) 

●募集人数 各コース40名  

      ※定員になり次第締切ります。 

●募集対象 付き添いなく１人でハイキン 

      グの出来る方 

●申込方法 会費を添えて申し込みくだ 

      さい。 

●その他 ①②ともに態度決定午前６時。 

     各自サンドレイククラブに確認。 

 

問 申 サンドレイククラブ(井上)  
     43-0174 

 市生涯学習課(千代川庁舎)  

 内線2833 

図書館おはなし会／５月 
～おはなしの花たば～ 
 
 参加は自由です。お気軽にお越しください。 
 

◆日時 ５月11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 

『身体障害者福祉協会』 

会員募集 
 
身体障害者福祉協会は、障害のある方が

少しでも外出する機会をつくり、心の健康

と生きがいづくりを目指しています。 
 
●募集期間 通年 

●対象者  

 身体に障害のある方で、本会の趣旨に 

 賛同する方(年齢制限なし)。 

●内容    

 総会、クロッケー大会 

 フライングディスク、輪投げ大会 

 卓球の練習および大会参加 

 カラオケ発表会参加 

 県のスポーツ大会参加(陸上競技 

 フライングディスク、卓球、水泳等) 

 視察研修(１泊２日)等 

●年会費  

 1,500円 

 
問 申 市福祉課 内線1574 

開催日 

午前の部        

(午前9時～12時) 

午後の部 

(午後１時～５時) 

コース名 コース名 

5月25日(土) ① パソコンはじめて ⑨ 
ワードで簡単な文書 

6月2日(日) ② エクセル基礎 ⑩ 

6月16日(日) ③ エクセル基礎 ⑪ 
ワードで表作成 

6月29日(土) ④ エクセルで家計簿 ⑫ 

7月6日(土) ⑤ エクセルで請求書等 ⑬ 
ワードで絵入文章Ⅰ 

7月21日(日) ⑥ エクセルで名簿作成 ⑭ 

8月3日(土) ⑦ エクセルで健康管理 ⑮ ワードで 

デジカメ写真 8月25日(日) ⑧ エクセル実務編 ⑯ 

案 内 

募 集 


