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しもつま 広
報 

認知症介護家族交流会 

「つどい」を開催します 
 
交流会は、認知症の方をかかえる介護者同士

が、悩みや介護の方法を話し合い、耳を傾けあう

場所です。認知症の人と家族の会愛知県支部代表

尾之内直美氏を迎えての研修もおこないます。 
 
◆日時 ７月１日(月)  

    午後１時30分～３時30分 

    毎月１回(原則として第１月曜日) 

◆場所 市役所第二庁舎３階 中会議室 

◆対象者 認知症の方を介護中のご家族の方 

◆参加費 無料(飲物代等実費負担の場合あり) 

※事前申込不要。当日直接会場に 

 お越しください。 
 

問 市介護保険課 地域包括支援センター  
   内線 1543・1544 

未熟児養育医療制度の申請窓口変更 
 
４月から未熟児養育医療の担当窓口が県から市へ変更にな

りました。 
 

◆未熟児養育医療制度とは… 

 身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児の  

 入院中の医療費患者自己負担を公費で負担する制度です。 

◆下妻市担当窓口  

 市保健センター 
  

問 市保健センター 43-1990 

不妊治療費助成事業が始まりました 
 
下妻市では、平成25年度から体外受精および顕微授精に

よる不妊治療を受けられた夫婦に対して、経済的負担の軽減

を図るため、医療保険が適用されない治療費の一部助成を開

始します。 
 
◆対象となる治療 

体外受精および顕微鏡受精(保険適用外の特定不妊治療) 

◆助成内容 

平成25年度茨城県不妊治療費助成事業の補助金交付決定

を受けたご夫婦に対し、1回の治療に要した費用のうち、

5万円を限度に助成します。助成回数は1年度あたり2回を

限度とし、通算5年間助成します。 

◆対象者 

   下記の要件をすべて満たしている方 
  ・法律上の婚姻をしている方 
  ・夫婦の双方またはいずれか一方が助成金の交付を申請  

 する日の1年以上前から引き続き市内に住所を有している方 

・特定不妊治療以外に妊娠が望めないと医師が判断している方 

・茨城県不妊治療費助成金の交付決定を受けていること 

・市税の滞納がないこと 
 

問 市保健センター 43-1990 

｢介護保険負担限度額認定証｣申請受付 
 
介護保険では介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保

健施設・介護療養型医療施設)入所者およびショートステイ利

用者の居住費(滞在費)・食費は原則自己負担となっています

が、平成25年度市民税が非課税世帯の方等は自己負担が軽減

されます。申請により｢介護保険負担限度額認定証｣を交付し

ますので申請をお願いします。なお、平成24年度に認定を受

けている方も毎年申請が必要になります。 
 
◆減額認定期間  

 ７月１日(月)～平成26年６月30日(月) 

◆受付期間  

 ６月10日(月)～ 

 ※８月以降申請の場合、認定期間は申請月からです。 
 

問 申 市介護保険課 内線1536・1537 

有害鳥獣捕獲をおこないます 
 
収穫前の果実や野菜をカラス・ドバトの食害から

守るため銃器による捕獲を茨城県猟友会鬼怒支部千

代川分会の協力により実施します。 
 
◆期間 ６月26日(水)まで 

    ※日の出～日の入 

◆対象地区 千代川地区全域 

<重点地区>別府、皆葉、五箇、村岡 
 

問 市農政課 内線2622 

住基ネット業務の一時休止 
  
 機器入れ替えのため、市民課の窓口でおこなって

いる住基ネット業務(住基カードの発行等)を終日休

止します。 
 
◆業務休止日 ６月25日(火) 
 

問 市民課 内線1414 

住民票・印鑑登録証書の発行停止  
 
 住民基本台帳法の一部改正によるシステム準備作

業のため、住民票の写しおよび、印鑑登録証明書の

発行業務を終日停止します。 
 
◆発行停止日 ７月７日(日) 
 

問 市民課 内線1414 

下妻市住宅リフォーム資金補助事業 

市民の方を対象に住宅リフォーム工事

の一部を補助します 
 

◆対象 

・平成25年６月１日以降に着工、平成26

年３月15日までに完成の工事が対象。 

※東日本大震災による修繕工事は対象外と

なるため、｢下妻市被災住宅等復旧資金利

子助成補助事業｣をご活用ください。 

・消費税を除いた工事費が10万円以上の工 

 事が対象。補助率は10％、補助金の上限 

 は10万円。 

・申請された補助金の総額が予算に達した 

 ら、受付終了。 

◆その他 

その他の補助要件については、｢申請の手引

き｣または市ホームページをご覧ください。

なお、｢申請の手引き｣、申請書様式は、市

役所総合案内(本庁舎)および産業振興課(千

代川庁舎)にあります。 

  

問 市産業振興課 内線2633・2634 

防災行政無線の保守点検について 
 
６月10日(月)～19日(水)まで下妻地区において防災行

政無線の点検をおこないます。点検は音声を出さずにお

こないますので、点検期間中は日中、防災ラジオの電源

が入ったり切れたりを繰り返しますが故障ではありませ

んのでご注意ください。 
 

問 市消防交通課 内線1435 

７月 参議院議員通常選挙予定 
～棄権することなく大切な一票を投じましょう～ 
 
◆投票時間 午前７時～午後８時 

◆投票所 市内31か所   ※郵送される入場券に記載あり 

     (注意)一部投票所が変更となります。 

◆期日前投票のできる期間と場所 

 ◇期間 投票日の16日前から投票日の前日まで 

 ◇時間 午前８時30分～午後８時 

 ◇場所 市役所本庁舎１階市民ホール 

     千代川庁舎１階ホール 
 

問 市選挙管理委員会(総務課内) 内線1242・1243 

若者による『期日前投票立会人』募集 
 
７月に予定されている参議院議員通常選挙の｢期日前投

票立会人｣を募集します。期日前投票立会人とは、期日前

投票所において、投票事務の執行が公正におこなわれて

いるかを立ち会う人をいいます。 
 
●対象者 選挙権を有し、原則として20歳代の方 

●募集人数 延べ64名  

      ※期日前投票期間(投票日の16日前から 

       投票日の前日まで)各日４名。募集期間 

                     終了後、市選挙管理委員会で決定 

●報酬 日額9,500円(昼食付) 

    ※報酬は口座振込としますので、お申込みの 

     際、振込先口座の登録をお願いします。 

●申込方法 印鑑を持参のうえ、選挙管理委員会へ 

      申し込み 

●申込期限 ６月21日(金) 
 

問 市選挙管理委員会(総務課内)内線1242・1243 

献血にご協力を！ 
 
◆日時 ６月25日(火)  

    午前９時30分～午後３時30分 

◆場所 市役所本庁舎１階市民ホール 

 ※献血カード(または手帳)のある方は持参 
 

問 市保健センター 43-1990 

６月の納税 
 
◆税目 市県民税   

◆納期限および口座引落日 ７月１日 

 

ご利用ください、便利で確実な口座振替納付。 

コンビニエンスストアで税金の納付が出来ます。 

クレジットカードで税金の納付が出来ます。 

案 内 

案 内 

案 内 

募 集 



『酒類販売管理協力員』募集 
 
関東信越国税局では、スーパーマーケット、コンビニ

エンスストア、酒販店などへの買い物の機会を利用し

て、お酒売場の未成年者飲酒防止のための表示状況等を

確認し、税務署に連絡していただく｢酒類販売管理協力

員｣を募集しています。 
 

●応募方法等  

 国税庁ホームページをご覧ください。 

 【http://www.nta.go.jp】 
        

問 水戸税務署 酒類指導官 029-231-4323 

自動車税の納税はお済みでしょうか 
  
 平成25年度の自動車税の納期限は、５月31日(金)で

す。納期限を過ぎると、納税額のほかに延滞金もあわせ

て納めていただくことになります。 

納めていただけない場合には、財産(預金、給与、自

動車・不動産など)の差押など、滞納処分をおこなうこ

とになりますので、ご注意ください。納税がお済みでな

い方は、至急納めていただくようお願いします。 
 
※詳しくはお問い合わせください。 
  

問 茨城県筑西県税事務所 収税第二課  24-9190 

｢ライフプランニング実践講座｣講演会 
～いま、伝えたい 十年介護で学んだこと～ 
 
◆日時  7月7日(日)午後1時～3時 

    (受付12時30分～) 

◆場所 レイクエコー茨城県鹿行生涯学習センター 

    茨城県女性プラザ 多目的ホール 

◆講師 町 亞聖 氏(元日本テレビアナウンサー) 

◆定員 308名(先着順受付) 

◆参加費 無料 
 

問 申 レイクエコー 0299-73-2300 
     (月曜日を除く午前9時～午後９時） 

｢福祉・介護職場就職相談会｣ 
 
◆開催日時 ６月12日・７月10日・８月21日 

９月11日・10月９日 
※原則毎月第２水曜日(８月:第３水曜日) 

午後1時～３時30分 

◆会場 結城市社会福祉協議会相談室 

市役所駅前分庁舎内(しるくろーど３階) 

◆相談内容 求職に関する相談、求人に関する相談 

        福祉の仕事・資格等の相談 

◆対象者 福祉の職場や就職等に関心のある方 

     学生、求人事業所の方 

     福祉の仕事・資格取得に関心のある方 
      

問 申 茨城県社会福祉協議会 

     茨城県福祉人材センター 

      029-244-4544 
       ※事前予約制(相談日の前日まで) 

『スムーズな会話の運び方』参加者募集 
  
●日時 6月25日(火)午後1時～3時 

●場所 茨城県女性プラザ男女共同参画支援室 

    (いばらき就職支援センター内) 

    ※お車で来場の際は、県三の丸庁舎駐車場を 

     ご利用ください。 

●内容 緊張せずにプレゼンテーションをするための 

    秘訣を、プロのアナウンサーが伝授します。 

●講師 髙信 桂子氏 

          (IBS茨城放送番組パーソナリティ他) 

●定員 30名(先着順受付) 

●参加費 無料 
 

問 茨城県女性青少年課女性プラザ男女共同 

   参画支援室 029-233-3982 

｢甲種防火管理再講習会｣ 
 
◆日時 ８月８日(木)午後１時～４時 

◆場所 古河市中央運動公園総合体育館会議室 

◆費用 1,700円(テキスト代)  

    ※申請受付時に徴収 

◆定員 70人 

◆受付期間 ７月８日(月)午前８時30分～ 

      (定員になり次第締切) 

      ※印鑑持参 
 ※特定防火対象物(収容人員300人以上)の甲種防   
  火管理者は、受講後５年以内に再講習が必要。 
 

問 申 古河消防署予防係 0280-47-0120 
     下妻消防署予防係 43-1551 
     坂東消防署予防係 0297-35-2129 

「警備業務技能講習会」 
 
◆対象  

 ・下妻市または近隣市町村在住の55歳以上で公共職 

  業安定所に求職登録をし、ハローワークカードを 

  お持ちの方 

  ※書類選考し、就職意欲の強い方を優先的に決定 

 ・趣味・教養のための申込でない方                                                      

◆時間 7月12日～23日  

    午前９時30分～午後４時30分 

(土・日・祝祭日を除き、面接会を含む全７日

間出席できる方) 

◆内容 警備業務全般(施設警備・交通誘導等)および 

    救急法基礎講習 

    ※講習最終日(7月23日)、面接会を開催 

◆場所 常総市シルバー人材センター  

◆費用 無料(会場までの交通費・昼食は自己負担) 

◆定員 20人(申込者が定員の半数以下の場合、中止 

    することがあります) 

◆申込方法 ハローワークカードおよび運転免許証 

      など本人が確認できるものを持参 

◆申込期限 6月28日(金)(延長の場合あり) 

      午前９時～午後５時(土・日曜日を除く) 
 

問 申 下妻地方広域シルバー人材センター  
     44-3198 

『看護職員再就業支援研修』 

参加者募集 
  
○講義研修  

 結城看護専門学校において、７～８月に5日  

 間実施(無料託児施設有・12歳まで) 

○実務研修  

 医療機関において、技術研修を実施 

 (５日または10日間コース・医療機関は希望  

 で選択) 

○雇用一体型試用研修  

 希望の医療機関で働きながら研修ができる勤 

 務条件等は相談に対応可。研修期間は最大 

 6か月、研修後はそのまま就業可  

※上記研修の組み合わせは自由 

●費用 無料(教材費等一部負担有) 
 

問 茨城県看護協会財団結城看護専門学校内 

   (船山・上野)  

33-1922(月曜日を除く) 

｢ふれあいパーティ｣を開催します 
 
<つくば会場> 

○日時 7月20日(土)  

    午後1時30分～４時30分(受付 午後１時～) 

○場所 ホテルグランド東雲 

○対象者 Aコース  

     男女とも20代・30代の方 各15名 

       Bコース  

               男女とも40代・50代の方 各15名 

<下妻会場> 

○日時 7月27日(土)   

            午後1時30分～４時30分(受付 午後１時～) 

○場所 ビアスパークしもつま 

○対象者 男女とも 30代・40代の方 各20名 

<つくば会場> 

○日時 7月28日(日)   

            午後1時30分～４時30分(受付 午後１時～) 

○場所 筑波ハム 

〇対象者 男女とも 20代・30代の方 各20名 

 

◆参加費 男性4,000円 女性1,000円(当日徴収) 

◆申込開始 随時 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 
     0280-87-7085 

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 
 
仕事をお探しの方のために、就職相談・キャリア

コンサルティングから就職紹介まで、一貫したサー

ビスを提供しています。 

 

◆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 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) 
 

問 いばらき就職支援センター 県西地区センター 
  (筑西合同庁舎内)  

  22-0163 23-3811 
  【いばらき就職支援センター(ジョブカフェ 

   いばらき)ホームページ】 

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

｢オープンキャンパス｣を開催します 
 
◆日時 6月24日(月)、７月24日(水)、8月1日(木) 

    8月29日(木)、9月24日(火)、10月24日(木) 

午後1時～ 

◆訓練科 電気工事科、機械システム科※要事前申込 

◆定員 各回各科5名 
 

問 申 筑西産業技術専門学院 24-1714 

｢学校公開｣開催 
 
◆日時 6月26日(水)午前9時30分～12時10分 

◆会場 茨城県立下妻特別支援学校  

◆対象 どなたでも授業参観できます。 

◆内容 小・中学部、高等部の授業公開 

◆申込方法 Faxにてお申込みください。 

      ※下妻特別支援学校ホームページ｢学校 

       公開｣から申込用紙のダウンロード可 
 

問 下妻特別支援学校(教育相談係)  
44-1800 Fax43-9174 

案 内 

案 内 

募 集 相 談 
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『男子only＆女子onlyビーチボールバレー 

大会』参加チーム募集 
 
◆日時 ７月14日(日)午前８時30分 

◆会場 下妻市総合体育館・大宝公民館体育館 

◆種目 一般男子の部 

一般女子ヤングの部 

一般女子ミドルの部(40歳以上) 

一般女子シニアの部(50歳以上) 

◆参加条件 参加者全員スポーツ傷害保険加入 

監督を含め７名まで 

(監督も選手として出場可) 

◆費用 1,500円 ※締切後の返金はしません 

◆申込方法 申込用紙にメンバーを記入し、 

      お申し込みください。 

◆申込期限 ６月28日(金) 

◆組合せ抽選会  ７月４日(木)午後７時 

                 下妻公民館(チーム代表者出席) 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟事務局(山本) 
    44-3153  090-4074-6659 

申 市生涯学習課(千代川庁舎二階) 
 市総合体育館 ※月曜日を除く 

 受付 午前８時30分～午後５時 

『市民ステージ』参加団体募集 
 
●日時 ７月14日(日)午前10時～12時 

●場所 砂沼サンビーチイベントステージ 

●内容 市内で活動する団体に発表の場を提供    

    ※詳細は募集要項参照 

※個人・市外の団体は参加できません。 

●募集要項 下記問合せ窓口または市ホームページで 

      入手してください。 

●募集期間 ６月10日(月)～21日(金) 

●申込方法 募集要項の参加申込書によりお申し込み 

      ください。      

問 申 市都市整備課 内線1725 

『地元産品販売者』募集 
 
●期間 ７月13日(土)～９月１日(日) 

●場所 砂沼サンビーチ入口前広場 

●対象者 市に関係する公共的・公益的団体および 

     市内事業所(農家等を含む) 

●出店料等  

 占用利用料(１日あたり) 平日１㎡あたり100円 

 土・日曜日、祝日、お盆期間 １㎡あたり200円 
 ※売上額に応じ出店料がかかります。その他、出店条件 

  等がありますので、詳しくはお問い合わせください。 

 ※応募多数の時は抽選になる場合もあります。 

●受付期間 ６月19日(水)～21日(金) 
 

問 砂沼広域公園管理事務所 43-6661 

『文化祭体験学習希望団体』募集 
 

●実施日 11月２日(土)～３日(日) 

●対象 参加希望する展示・発表団体で、市文化祭

の参加条件を満たし、来場する方が参加で

きる体験学習を実施できる団体 

●助成額 実施内容によって決定(上限あり) 

●募集団体数 ４団体程度 

        ※定数を超えた場合は、協議後、申

込団体に結果をお知らせします。

場合によっては、助成対象になら

ない場合もあります。 

●申込方法 市文化祭実行委員会事務局にある様式

に記入のうえ、お申し込みください。 

●募集期間 ６月10日(月)～28日(金) 
 

問 市文化祭実行委員会事務局(市生涯学習課)  
   内線2835 

『文化祭』参加団体募集 
 
市文化祭実行委員会では、今年度の文化祭に参加す

る団体を募集します。 
 

●文化祭期間 10月27日(日)～11月20日(水) 

集中展示期間 11月１日(金)～３日(日) 

(下妻・千代川会場ともに)       

●募集期間 ７月１日(月)～19日(金) 

●募集内容 <発表>千代川会場での発表のみ 

       <展示>下妻会場または千代川会場での展示 

●申込方法 生涯学習課(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(郵送可) 
 ※今年度の下妻会場発表については、日程がすでに 

  決定しています。 
 

問 申 市文化祭実行委員会事務局(市生涯学習課)  
       内線2835 

｢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。 

              

 

 

  

 
 
 

◆開館時間 午前９時～午後４時30分   

      ※６月23日(日)午後４時まで 

       ７月７日(日)午後３時まで     

◆休館日 ６月24日(月)は定期休館日 

     25日(火)・26日(水)は臨時休館 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 展示作品 
６月20日(木) 

 ～23日(日) ｢グループ叢
そう

｣絵画展 洋画 

期間 展覧会名 展示作品 
６月29日(土) 

～７月７日(日)  ｢陶芸クラブ｣作陶展 陶芸 

犬・猫に名札を付けよう！ 

マイクロチップデータ登録の助成をします 
  
 茨城県獣医師会では、災害や迷子など、不足の事

態に遭遇した際の身元表示として犬や猫へマイクロ

チップ装着を推進しています。 
 
◆期間 5月15日(水)～助成頭数終了まで 

◆頭数 先着1,000頭 

◆内容 登録料1,000円を負担します。 
 

問 公益社団法人 茨城県獣医師会事務局 

 029-241-6242 

スマートライフを始めよう 
 

健康的に体重を減らすために、食事を中心とした 

講座を5回コースで行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

◆会場 下妻市保健センター 

◆参加料 無料 

◆対象者 市内在住。減量したい20歳～65歳の方 

◆募集定員 15名 

                  ※５回全部に参加できる方を優先する 

       が、1回のみの参加も可。 

      ※１回目の医師の講話は50名まで募集。 

◆申込期限 ６月28日(金) ※定員になり次第締切 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

  日時 内容 

  
１ 

7月１日(月) 
午後１時30 

   ～3時 

｢生活習慣病について｣ 

川井クリニック(つくば市) 

理事長 川井紘一 先生 

  
２ 

7月16日(火) 
午前10時 

 ～12時 

減量に役立つ食事の工夫① 

・栄養バランスの確保とカロリー 

 制限のコツ 

・食事日誌をつけてみよう 

  
３ 

7月30日(火) 
午前10時 

 ～12時 

減量に役立つ食事の工夫② 

  
４ 

8月12日(月) 
午前10時 

 ～12時 

リバウンドしない体になる工夫① 

運動の話   

  
５ 

8月26日(月) 
10時～12時 

リバウンドしない体になる工夫② 

低カロリーメニューの紹介 

外食の取り方 

『公民館教室』受講生募集 
 

●日程 

 

 

 

 

 
 

※日程は、都合により変更になることがあります。 

※応募者が少ない場合は、教室開講を取りやめることもあります。 
 
●会場 働く婦人の家 

●対象者 原則として市内在住または在勤の初心者の方。 

●参加費 500円(教材料費は実費個人負担) 

     ※開講式の際納入してください。なお、中途退講されても返金はできませんのでご了承ください。 

●申込方法 本人が働く婦人の家へ来館、または電話でお申し込みください。 

●申込期間 ６月11日(火)～25日(火) ※定員になり次第締切。 
 

問 申 働く婦人の家(小倉) 43-7929 受付 火・木・土曜日の午前９時～午後５時  
                       ※休館日(月曜日と祝日の翌日)を除く 

教室名 内容 日時 時間 定員 
健康 

運動 
ゴムバンドを使って肩こり・腰痛等

いろいろな体の痛みの軽減及び予防

のための運動方法を学びましょう。 

７月４日・18日・８月29日・９月26日 木曜日  
午前９時30分 

～11時30分 

20名 

10月24日・11月21日・12月19日 

１月16日・２月６日・27日 
絵手紙 心のこもった四季折々の絵手紙を書

いて、お友達等に送ってみません

か。 

７月25日・８月29日・９月26日・10月24日 木曜日 
午後１時30分 

～３時30分 

15名 

11月28日・12月12日・12月19日 

１月23日・２月６日・２月13日 

案 内 

募 集 

募 集 



『ときめき婚活七夕まつりパーティー』 
 

●日時 ７月７日(日) 

    午前11時30分～午後３時30分 

    (受付 午前11時～) 

●会場 ORANGE CAFÉ LOG  

●対象者 40歳以下の独身男・女 

               各15名※先着順 

●参加費 男性6,000円 女性1,800円 
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ    
       25-2678 

『母親大会in守谷』参加者募集 
 
大会テーマ 

 ｢憲法をいかし、いのちと平和が大切にされる社会を！｣ 

●日時 ６月23日(日)   午前10時～午後４時 

    分科会 午前10時～ 

    全体会 午後１時30分～ 

●場所 茨城県立守谷高等学校 

●講演  ｢未来への伝言 -空より高く-｣ 落合 恵子 氏  
 

問 申 茨城県母親大会実行委員会  

     029-824-8949 
     守谷・つくばみらい母親大会実行委員会 

     080-3342-5217 

｢くらしの安心安全セミナー｣ 
—これからの豊かな人生設計— 
 
◆日時 ７月６日(土)  

    午後１時～４時50分 

◆内容  

 第一部 映画｢エンディングノート｣ 

 第二部 ｢リタイアメントにおける金 

     と“こころ”～どのように 

     暮らし、何を伝える～｣ 

     講師 川田 陽一 氏 

 第三部 ｢エンディングノートの 

     書き方～生きた証を“こと 

     ば”に～｣ 

◆会場 筑西市アルテリオ１階集会室 

◆定員 80名 ※先着順 

◆費用 無料 
 

問   申  日本FP協会茨城支部  

              029-302-5320 
     (月～金曜日 午前10時～午後５時) 

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間 
 

法務省と全国人権擁護委員連合会は、｢いじめ｣や児

童虐待など、子どもをめぐる様々な人権問題に積極的

に取り組むことを目的として、悩みを持ったお子様や

保護者の方からの相談に応じます。 

 秘密は守られますので、安心してご相談ください。 
 

◆期間 ６月24日(月)～30日(日) 

◆時間 午前８時30分～午後７時 

    (土曜日・日曜日は午前10時～午後5時) 

◆相談員 法務局職員・人権擁護委員 
 

問 水戸地方法務局・茨城県人権擁護委員連合会 

0120-007-110(全国共通フリーダイヤル) 

不法投棄１１０番！ 
 
産業廃棄物の不法投棄(散乱・埋め立て・積み上

げ・焼却)、違法な土砂による盛土などを見かけた

ら、情報提供をお願いいたします。 

※危険ですので、投棄をしている者とは接触しないで

ください。 
 

問 県不法投棄110番(フリーダイヤル) 
       0120-536-380 

県不法投棄対策室 029-301-3033 
県西県民センター環境・保安課 24-9127 
市生活環境課 内線1422 
※休日や夜間は下妻警察署 43-0110 

「就職カレッジ」を開催します 
 
◆日時 7月17日(水)・18日(木)・24日(水)・25日(木) 

    8月1日(木)午前9時30分～午後4時30分 

◆会場 県南生涯学習センター 

◆対象者 15歳～概ね39歳の求職者で全日程(5日間) 

     参加できる方  

◆定員 30名 ※事前予約制 

◆参加費 無料 
 

問 申 特定非営利活動法人 雇用人材協会  
     029-300-1738  

『消防官』募集 
 
 茨城西南地方広域市町村圏事務組合では、平成26年４月

１日採用の消防官を募集します。 
 
●採用予定人員 消防職 23名 

●受験資格 

 

 

 
 

(注)上記の資格に該当する人であっても、次の一つに該当す 

  る人は受験できません。 

 ・成年被後見人、被保佐人   

 ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまた 

      はその執行を受けることがなくなるまでの人 

 ・日本国憲法施行日以後、日本国憲法またはその下に成 

      立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その 

  他の団体を結成し、またはこれに加入した人 

 ・日本国籍を有しない人 

 ・茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員として懲戒免 

  職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

【身体的要件】 

・身長 おおむね160ｃｍ以上 

・体重 おおむね50ｋｇ以上 

・胸囲 身長のおおむね２分の１以上 

・視力 視力(矯正視力を含む)が両眼で0.7以上、かつ一

眼でそれぞれ0.3以上であること。赤色、青色及

び黄色の色彩の識別ができること。 

・聴力   左右とも正常であること。 
・その他  心身ともに健康で消防官として職務を遂行するた

めに必要な能力と体力があると認められること。 

●申込期間 ７月８日(月)～８月２日(金)消印有効 

●受付時間 午前８時30分～午後５時15分 

      (土・日・祝日を除く) 

●試験日および試験会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第一次試験合格者のみ第二次試験(面接)を実施 
 (10月下旬予定) 
●試験申込書等の請求先 

 消防本部および古河消防署、総和消防署、下妻消防署 

 坂東消防署並びに広域圏内の各消防分署 
 

問 申 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部  

     総務課 0280-47-0124  

『民間防災拠点施設再生可能 

エネルギー導入補助金』募集 
 
茨城県では、災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを

推進するため、災害時に避難所等になりうる民間施設へ再

生可能エネルギー等を導入する事業者の方に、設置費用の

一部を補助します。 
 

●対象施設  

 平常時から地域住民が利用し、県または市が災害時の 

 防災拠点として指定する民間施設 

●対象設備  

 ①太陽光発電設備、風力発電設備、太陽熱利用設備等の 

  再生可能エネルギーと蓄電池を併設して導入する事業 

  (LED照明更新を含めることも可) 

 ②導入済みの再生可能エネルギー設備に蓄電池を導入す 

  る事業 

 ③ ①または②の事業で平成26年2月28日までに完了す 

  る事業 

●補助率 １／２、上限2,000万円 

●募集期限 7月19日(金) 
 

問  茨城県環境政策課 地球温暖化対策室 
   029-301-2939 

女性の権利１１０番 
 
女性に対する暴力や離婚に関する諸問 

題、職場における差別など、女性の権利 

一般に関する無料電話相談を実施します。 
 
●日時 ６月26日(水)午後１時～４時 

●相談方法 電話相談 

●相談受付電話番号  

 029-228-2350 
 029-228-2351 
 

問 茨城県弁護士会 029-221-3501 

ごみの出し方「草・枝葉」 
 
◆指定ごみ袋を使う場合 

草、葉は土を落とし乾かしてから、せん定した木の

枝は短く切って、可燃の袋に入れ、口をしばる。 

(注意) 

草、木の枝等のごみが膨大な量となる場合、全体の

収集に支障が出て、すべて回収できない場合がある

ため、可能な限り複数回に分けて出すか、｢クリー

ンポート・きぬ｣へ直接搬入する。 

◆ごみ処理施設｢クリーンポート・きぬ｣へ直接搬入 

   する場合 

 草は、中の見える袋(市販のもので可)に入れるか、

木の枝類は、長さ2ｍ以下(太さ15ｃｍ以下)に切

り、１人が車から容易に降ろせる程度に束ねる。 

※各地区で除草作業等を実施した場合、草の量が多 

 くなると思われるため、直接｢クリーンポート・ 

 きぬ｣へ搬入してください。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

年齢    資格・免許等 

昭和60年４月２日から 

平成８年４月１日まで

に生まれた人 

高校、短大(高等専門学校、専修学校含

む)、大学を卒業した人、または平成

26年３月卒業見込みの人 

第１次試験日 試験科目・会場・持参品 

 ９月21日(土) 

受付 午前８時～ 

 試験 午前８時30分 

    ～正午終了予定 

[体力試験]  

会場 古河市三和健康ふれあい   

   スポーツセンター 

持参品 受験票、筆記用具 

    運動着、運動靴 

９月22日(日) 

受付 午前８時～ 

 試験 午前８時30分 

    ～午後２時終了予定 

[教養試験・作文・適性検査] 

会場 古河市役所三和庁舎  

   ３階会議室 

持参品 受験票、筆記用具 

案 内 

案 内 募 集 


