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しもつま 広
報 

軽自動車税の減免について 
 
 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。 
 
◆減免の対象および要件 ・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(ご家族)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26日(月) ※期限厳守 

◆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。 

 

<軽自動車の減免について>     <普通自動車の減免について>        <要件について> 
  
問 申 市税務課  内線1347  問 申  筑西県税事務所  24-9190 問 市福祉課 内線1574 

◆対象となる障害 

※また、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級までの各級 
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級までの各級 
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級までの各級 

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級までの各級および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級までの各級 

乳幼児期以前の非進行性 
脳病変による運動機能障害 

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級までの各級 

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級までの各級および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級までの各級 

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級までの各級 
肝臓機能障害 身体障害者手帳１級から３級までの各級 
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)の交付を受けている方 

案 内 

休日在宅当番医の変更 
     
｢救急医療体制一覧｣に掲載の休日在宅当番

医が下記のように変更になります。 
   

【変更前】５月25日(日)宇津野医院 

     ６月1日(日)菊山胃腸科外科医院 
             
【変更後】５月25日(日)菊山胃腸科外科医院 

     ６月１日(日)宇津野医院 
 

問 市保健センター 43-1990 

水道加入分担金の一部を減免します 
 
水道加入促進のために、加入分担金の一部を減免しま

す。期間限定となりますので、この機会にぜひ、安心、安

全な水道に加入をお願いします。 

 

◆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 

◆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。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 

区分 給水管口径 減免前(税込) 減免後(税込) 

新設 

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

ゴーヤの苗を無料配布します 
 

 市では、夏の節電対策の一環として｢緑の

カーテン｣に取り組みます。ご希望の方に

は、ゴーヤの苗を無料で配布します。 
 

●日時 5月29日(木)午後３時～５時  

    ※苗が無くなり次第終了 

●場所 市役所本庁舎 南側の花壇 

    (育て方講習会の後、苗を配布) 

●配布について 先着順にて150世帯分  

        (1世帯当たり苗2本) 

●協力 STOP!温暖化エコネットしもつま 

    ※住所・名前を明記のうえ、環境 

     保全に関するアンケートにお答 

     えいただきます。 
 

問 市生活環境課  
  内線1423・1424 
 

『まちづくり女性スタッフ』メンバー募集 
～人にやさしい夢のあるまちづくりに 

 参加してみませんか～ 
 

●応募資格 男女共同参画の推進に関心のある、市内に居 

      住または勤務する20歳以上の女性の方で、毎 

      月１回平日(活動日)に参加できる方。  

      ※議会の議員、公務員でない方。 

●活動内容 市政についての調査・研究 

      市内公共施設等の見学 

      市長への提言書提出 

●任期 ２年(平成26年委嘱の日～平成28年3月まで) 

●定員 15名以内 

●申込期限 ５月28日(水) 
 

問 申 市民協働課 内線1314 

農用地区域からの除外申出を 

受け付けます 
 
農振農用地を農地以外の目的で使用する場

合申請が必要です。 
 
◆受付  ６月２日(月)～30日(月) 

◆申請書類 お問い合わせください 

      ※下妻市ホームページからもダ 

       ウンロードできます。 
 

問 申 市農政課 内線2621・2612 

案 内 

募 集 



歯のなんでも電話相談 
 

ふだん、歯医者さん 

に聞けないこと・入れ 

歯のこと・子供さんの 

歯の悩み・インプラン 

ト・矯正・口臭の悩み 

・顎関節症・歯周病・ 

ブラッシングの仕方・ 

料金のことなど、歯に関する悩みや質問を無

料で電話相談します。 

 匿名でも結構ですので、お気軽にお電話く

ださい。茨城県保険医協会歯科医師がご相談

に応じます。 
   
◆日時 ６月８日(日)午後２時～５時 

◆受付電話番号 029-823-7930 
        029-835-0737 
◆回答者 歯科医師 

◆相談料 無料 

◆主催 茨城県保険医協会 
 

問 茨城県保健医協会  029-823-7930 

ごみのクリーンポート直接搬入について 
 
 家庭から出るごみ(粗大ごみ含む)はクリーンポート・き

ぬへ直接搬入できます。 
 
◆ごみ処理手数料  

 家庭から出たごみ：10㎏につき139円 

 事業所・店舗などから出たごみ：10㎏につき200円 

 ※消費税別途 

 ※搬入の際10㎏未満でも10㎏相当の料金がかかります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆搬入日時 

 第1・3・5土曜日、日曜日、祝祭日は搬入できません。 
 
【ご注意】 

 ・搬入の際は、透明または半透明の市販の袋を使用し、 

  可燃と不燃の区別をしてください。 

 ・木の枝・幹などは、長さ2ｍ以内、太さ15cmまでと 

  なります。木の枝等はひもで、トタン板などは針金で 

  人が車から積み下ろしできる程度に縛ってください。 

 ・搬入できる車両は2t車(車検証記載の最大積載量)まで 

  となります。必ず荷台をシート等で覆ってください。 

 ・ごみによっては数量が制限されるものや搬入できない 

  ものもありますので、事前にお問い合わせください。 
 

問 クリーンポート・きぬ 43-8822 
市生活環境課 内線1425・1426 

搬入できる日 時間 搬入できるごみ 

毎週 

平日 
月～金 

午前9時～正午 

午後1時 

 ～4時30分 

可燃・不燃 

粗大 

毎月 

第２ 
土 

午前9時～正午 

午後1時～4時 

可燃・不燃 

粗大 

毎月 

第４ 
土 不燃・粗大 

生ごみ処理機購入補助金 
～ごみの減量化にご協力ください～ 
 
市では、生ごみの減量化と堆肥化の促進を

図るため、生ごみコンポストや機械式処理機

を購入した方に助成をしています。 

 

◆補助金額 

１)コンポスト ：購入金額の1/2   

 上限 3,000円(1世帯2基まで) 

２)機械式処理機：購入金額の1/3   

 上限20,000円(1世帯1基まで) 

◆申請手続(必要書類等) 

補助金交付申請書(生活環境課)、領収書・仕 

様書(カタログ可)、印鑑、通帳(口座振込先 

の分かるもの) 

◆申込期限 購入後20日以内 

 ※機械式処理機とは、一般的に電気で生ご 

  みの水分を飛ばし、堆肥化・ごみの減量 

  をおこなうものです(乾燥式)。主に屋内で 

  使用するもので、その他にもバイオマス 

  式、ハイブリッド式などがあります。電 

  気店、ホームセンター、大型店舗等でお 

  買い求めいただけます。 
 

問 市生活環境課 内線1425・1426 

『あしなが育英会奨学生』募集 
 

 あしなが育英会では、保護者などが病気や災

害、自死などで死亡、またはそれが原因で著し

い後遺障害で働けなくなった家庭の子どもたち

に、奨学金を貸与して進学援助をおこなってい

ます。 
 

<高校奨学金(在学募集)>  

申込期限 前期募集：5月20日 

     後期募集：9月30日 

<高校奨学金(予約募集)>  

 申込期限 前期募集：７月31日 

      後期募集：12月15日 

<大学奨学金(予約募集)>  

 申込期限 ６月30日 
                     
申し込み締め切り後になって奨学金を希望す

る場合は、あしなが育英会に問い合わせくださ

い。なお、出願に必要な書類は各学校に送付し

ております。 
 

問 あしなが育英会奨学課 
 03-3221-0888(直通) 
 0120-77-8565(フリーダイヤル) 

   Fax 03-3221-7676 

   E-mail：shougaku@ashinaga.org 

       http://www.ashinaga.org 

『茨城県育英奨学生 

(在学採用・緊急採用)』募集 
 

茨城県では、高校生等を対象とした茨城県育

英奨学生を募集しています。募集要項での在学

採用者の募集期限は5月23日(金)までです。 
 

問 申 県教育庁高校教育課管理担当 
      029-301-5245 『第二種電気工事士受験対策(技能)』 

受講生募集 
 

●実施日 ７月4日(金)午後６時～９時 
７月5日(土)、6日(日)午前9時～午後４時  

計3日間 

●申込方法 ホームページから申し込むか、往復はがきに 

      ｢セミナー名・氏名・年齢・住所・電話番 

      号・職業｣を記入して郵送。 

●定員 15名 ※定員を超えた場合は抽選 

●申込期限 6月2日(月)までに必着 

●受講料 2,980円 

●その他 受講決定者は決定通知に記載する指定日に来 

     院し、受講手続きが必要です。 
 

問 申 県立筑西産業技術専門学院 24-1714 

「親と子のよい歯のコンクール」開催 
 
◆対象者 ・健康な歯をお持ちの母子・父子 

     ・満３歳～６歳(平成20年４月２日～平 

      成23年４月１日までの間に生れた未 

      就学の幼児)のお子さんとその母親また 

      は父親 

 ※なお、茨城県歯科医師会は、｢脱タバコ宣言｣を 

  おこない、タバコ対策を積極的に推進していま 

  すので、喫煙習慣のある親は対象外とします。 

 ※本コンクールで入賞歴がある方の再応募はご遠 

  慮願います。 

●応募方法 親子の氏名、生年月日、郵便番号、住 

      所、電話番号、かかりつけ医院または 

      最寄りの歯科医院を記入し、はがきか 

      Faxで申し込みください。申し込まれ 

      た方には口腔診査票を送付しますので 

      歯科医師会会員の歯科医院で口腔診査 

      を受けてください。 

 ※歯科医院の診査の際、親子の顔写真(前歯が見え 

  ている笑顔の写真)をお持ちください。 

●応募期間 ６月20日(金)までに必着 

●入賞者 最優秀１組、優秀４組 

     ※入賞者は、｢23回茨城県民歯科保健大 

      会｣11月16日(日)の席上で表彰 
 

問 申 茨城県歯科医師会  

     029-252-2561  
     Fax029-253-1075  

[〒310-0911 水戸市見和2-292  

 茨城県歯科医師会8020事業係] 

案 内 

募 集 

募 集 

相 談 

公務員を騙る還付金詐欺にご注意を 
 
下妻警察署管内で、市役所職員等の公務員を

騙り、｢税金や医療費を還付する｣と言葉巧みに

ATMで現金を振り込ませようとする電話が多

数かかってきています。 

 市役所職員等が電話でATMに行かせたり、

現金を振り込ませるようなことは絶対にありま

せん。そのような電話は振り込め詐欺ですの

で、一人で悩むことなく、警察や家族に相談

し、被害に遭わないようにしましょう。 
 

問 下妻警察署・下妻地区防犯連絡員協議会  
   43-0110  

｢甲種防火管理新規講習会｣開催 

 
◆日時 ７月10日(木)、11日(金) 

午前10時～午後４時50分 

◆場所 古河市生涯学習センター総和(とねミドリ館) 

    [古河市前林1953番地１] 

◆受講料 4,300円(テキスト代を含む) 

※申請受付時に徴収します。 

◆定員 120人 

◆申請受付 ６月９日(月)８時30分～ 

      ※印鑑持参・定員になり次第締切 

 

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 

mailto:shougaku@ashinaga.org
http://www.ashinaga.org
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しもつま 広
報 

写真展｢それぞれの視点でとらえた 

写真展｣と押し花展｢花と遊ぶ｣ 

を開催します 
  
写真展では幻想的な自然空間、人々の自然とのた

わむれなど、心が温まる作品を、押し花展では旅先

で出会った草花やお庭に咲く花、記念日の花などそ

れぞれの花への想いを込めた作品を展示します。 
 
◆日時 ５月21日(水)～６月８日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※８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 

◆入館料 無料 

◆主催 全日本写真連盟下妻支部 

    押し花ファンタジーの会 

    小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
 
撮影会｢花の撮影会（花を美しく撮ろう）｣ 

を開催します 
 
写真展開催期間中に｢花の撮影会(花を美しく撮ろ

う)｣を併せて開催いたします。花の撮影をとおして写

真撮影の楽しみを分かち合いませんか。当日は、写

真撮影の質問・疑問にもお答えしますのでお気軽に

ご参加ください。 
 
◆日時 ５月31日(土) ※雨天順延 

    午前９時～正午 

◆参加費 無料 ※撮影機材は自由(初心者歓迎) 

◆受付 ネイチャーセンターにて当日受付 

◆主催 全日本写真連盟下妻支部 

    小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 
 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター  
   45-0200 

ふるさと博物館 

｢展覧会｣を開催します 
  
 下記の予定で、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 

◆場所 ふるさと博物館 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 作品 

５月28日(水)～ 
  ６月１日(日) 

｢千代川ちぎり

絵クラブ｣ 

ちぎり絵展 
ちぎり絵 

人権擁護委員による 

全国一斉特設人権相談 
 
 全国人権擁護委員連合会では、来る6月1日を中

心に｢全国一斉特設人権相談｣を実施し、全国的に

人権擁護委員制度の周知を図ります。茨城県人権

擁護委員連合会でも｢人権擁護委員の日｣にちな

み、特設人権相談を実施します。地元の人権擁護

委員が人権問題等でお困りの方の相談を受け付け

ます。なお、下妻市には、市長から推薦されて法

務大臣が委嘱した次の人権擁護委員がいます。 
 
◆日時 6月6日(金)午前10時～午後3時 

◆場所 下妻公民館 2階 学習室 

◆人権擁護委員 

稲葉 春美 43-3375  
飯塚 榮子 44-1050 
須藤 澄子 43-0556  
内田  博   44-4271 
武井  守   43-0765  
横田 芳宏 43-2515 
藏持  薫   43-4312  
横倉 和夫 44-3349 

 

問 市福祉課 人権推進室  内線1583・1584 

『はつらつエクササイズ教室』 

参加者募集 
 

●日にち ６月11日・18日・25日 

     ７月２日・９日・23日 

     ８月１日・８日 

●時間 午前10時～11時30分 

●場所 下妻公民館 大会議室  

●講師 下妻スポーツクラブ 田村 光絵 氏 

●内容 エアロビクス・骨盤エクササイズ 

●対象 市内在住・在勤の方 

●定員 50名 

●参加費 １人68０円 

     ※保険代として事前徴収 

●持ち物 ヨガマット(バスタオル等) 

     室内履き、タオル、飲み物 

●申込方法 電話または生涯学習課へ来庁して 

      お申込みください。 

●申込期限 ６月４日(水) 

      ※定員になり次第締切 
 

問 申 市生涯学習課  
      内線2834 

猫が周りに迷惑をかけていませんか 
 

～愛猫は室内で飼いましょう～ 

自由気ままだからといって猫を外へ出すこと

は、ふん尿やいたずらで周りの迷惑となり、近

所トラブルの原因になることもあります。 

近所への気遣いのため｢猫は室内飼養｣をお願い

します。 
 

～のら猫にえさをやらないで～ 

のら猫にエサをやっている人は『飼い主』とみ 

なされ、無計画に増える猫によるいたずらの責 

任を負わなくてはなりません。室内で飼えない 

猫にはえさをやらないでください。 
 

問 市生活環境課 内線1423・1424 

ヒナを拾わないで！ 
～手を出す前に野鳥を知ろう～ 

 
春から初夏にかけては、野鳥の子育ての季節で

す。ヒナは羽ばたく練習中で、地面にいるヒナを

親鳥は見守っています。そういったヒナを親から

引き離す｢誘拐｣をしないでください。 
 

Q：ねこに襲われないですか？ 

A：野生生物が生き延びるのはわずかで、死んだ 

  鳥が食物になってほかの生物の命をささえて 

  いるのが自然の摂理です。心配であれば、近 

  くの茂みの中に置いておきます。 
 

Q：人がヒナを育てることはできますか？ 

A：人にえさをもらい、生きる知恵を身に着けな 

  かったヒナは、自然に放しても生きていけま 

  せん。また、勝手に野鳥を飼うことは鳥獣保 

  護法に違反します。 
 

 希少種など、そのままにしておけないと判断さ 

 れる場合は、市に相談してください。 
 

問 市生活環境課 内線1423・1424 

犬はつないで散歩させましょう 
 
犬を放すことは法律や条例に違反することはもち

ろん、動物嫌いな人を不快や不安な気持ちにさせま

す。どんなにおとなしいくかわいい犬でも、道路や

公園で放すことは慎みましょう。 
 
犬を制御(コントロール)できていますか 

散歩中、犬が綱を強く引いたり虚勢を張っている

のは、飼い主との主従関係ができていない場合にみ

られる行動であり、動き回る犬を抑えられないこと

は放していることと同じです。伸びるリードを使用

する際は、特に周囲に配慮が必要です。 
 

問 市生活環境課 内線1423 

『季節のハイキング』参加者募集 
 
<日光滝尾古道と社寺めぐり> 

●日時 ５月25日(日)午前７時出発 

●集合場所 市総合体育館北側駐車場 

●参加費 平成26年度 

     クラブ会員 １人1,800円  

     非会員   １人2,300円 

     ※共にバス代、雑費、保険料等含む 

●定員 40名 ※定員になり次第締切 

●対象 付き添いなく１人でハイキングのでき

る方 

●申込方法 会費を添えてお申し込みください 

●態度決定 午前６時に各自サンドレイククラ 

      ブにご確認ください。 
 

問 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2834 
   ※当日の問合せは、サンド 

          レイククラブまでご確認 

          ください。 

案 内 

案 内 

募 集 

相 談 



『連盟杯争奪ビーチボールバレー大会』 

参加者募集 
 
●日時 ６月15日(日)午前８時30分 

●場所 市総合体育館・大宝公民館ほか 

●種目 ・一般男女混合の部 

・一般男女混合シニアの部 

 (男子のみ50歳以上) 

・女子ヤングの部 

・女子ミドルの部(40歳以上) 

・女子リーダーの部(50歳以上) 

※年齢は大会当日を基準とします 

●参加資格 市内在住在勤者およびこれに準ず 

      るチーム(スポーツ保険加入者) 

●参加費 1,500円  

     ※締め切り後の返却はしません。 

●申込方法 所定の用紙に参加費を添えて、下

記まで申し込みください。 

●申込期限 ５月23日(金)午後５時 

●組合せ抽選会 ５月31日(土)午後７時から下 

        妻公民館でおこないますの 

        で、チーム監督者は必ず出席 

        してください。 
 

申 市生涯学習課(千代川庁舎) 内線2833  
   市総合体育館 43-7296  

※月曜日を除く 

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

『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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※同じ名前のコース名は、内容が同じです。都合のよい日を選んでく 

 ださい。 

●場所 下妻公民館 視聴覚室 

●受付時間 午前９時～午後５時 

●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400円(テキスト代含む) 

●申込方法 下妻公民館に直接来館または電話で申し込み。 

      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５講座まで 

●申込期限 ５月22日(木)～ ※定員になり次第締切 

●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。Windows７、Office2013中心の授業となります。 

(旧パソコンは補足説明) 
 

問 申 下妻公民館 43-7370 ※休館日(月曜日、祝日)を除く 

開催日 
午前の部 

(午前９時～正午) 
午後の部 

(午後１時～４時30分) 
コース名 コース名 

６月15日(日) ① エクセル(表計算)入門 ⑧ パソコン初めて 
６月28日(土) ② エクセル基礎 ⑨ ワード(文章作成)基礎 
７月５日(土) ③ エクセルで家計簿 ⑩ ワードで表作成 
７月13日(日) ④ エクセルで請求書など ⑪ ワードで絵入り文章 

などⅠ ７月27日(日) ⑤ エクセルで名簿作成 ⑫ 
８月９日(土) ⑥ エクセルで健康管理など ⑬ ワードでデジカメ 

写真 ８月24日(日) ⑦ エクセル実務編 ⑭ 

｢オレンジカフェ～認知症カフェ～｣開催 
 
オレンジカフェとは、認知症について知り、不安や悩みを気軽に相談

ができ、 楽しく交流できる場所です。毎月実施した｢認知症家族介護

交流会(つどい)｣は｢オレンジカフェ｣に移行されました。 
 
◆日時 5月20日(火)午後１時30分～３時30分 ※毎月第3火曜日  

◆対象  どなたでもご参加ください。     

  〈以下のような方にお勧めします〉 

  ・ご自分が、身近な方が認知症かもと不安・悩みがある方 

  ・認知症について相談したい方・介護体験談を聞きたい方 

  ・認知症のある方とのかかわり方を知りたい方 など 

◆場所 千代川公民館レストハウス 

◆参加費 1人100円(お茶代) 
 
 ※参加希望の方・質問のある方は、下記へご連絡ください。 
  

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

『下妻オープンテニス大会』 

参加者募集 
 
●日時 ６月29日(日)  ※予備日７月６日(日) 

●場所 砂沼サンビーチテニスコート 

    (ハードコート５面) 

●種目 男子ダブルスＡクラス(16組) 

    男子ダブルスＢクラス(16組) 

    女子ダブルス(16組) 

    ※各クラスともに先着順 

     定員になり次第締切 

●参加資格 男子Ａクラス、女子→オープン 

      男子Ｂクラス→過去県大会出場 

      者、オープン大会・市民大会ベ 

      スト４以上の方(シングルス、ダ 

      ブルス共)は、Ｂクラスへの出場 

       はできません。ただし、ペアの合 

       計年齢が110歳以上の場合は可 

                 とします。 

●集合時間 (男子)８時30分までに集合 

       (女子)９時 30分までに集合 

※雨天順延の態度決定 ７時30分  

 雨天の場合の問い合わせ先： 

 (広瀬) ℡090-9834-2641 

●試合方法 トーナメント方式、６ゲーム 

      マッチ(６-６タイブレーク) 

      ※コンソレ有り。申し込み数に 

       より変更有。 

●参加費 １ペア3,000円、高校生は1,000円 

●表彰他 上位入賞者に表彰あり 

     全員に参加賞あり 

●申込期限 ６月15日(日)まで 

      ※申込用紙に必要事項を記入し、 

       参加費を添えてお申し込みくだ 

       さい。 
 

問 申 下妻市テニス連盟(宮本) 
     44-2805 

｢さつき・盆栽展示会｣を開催します 
 
◆開催日 ５月29日(木)午後３時 

      ～６月１日(日)午後４時 

     ※さつき苗木(100本)お一人様１本 

      限定プレゼント 

◆場所 千代川公民館 
 

問 下妻地方盆友会(久保田) 
   090-4627-1818 

『婚活応援交歓会』 

参加者募集 
 
●日時 ６月８日(日) 

    午前10時30分～午後２時 

●場所 結城市立公民館 

●対象者 45歳以下の独身者がいる 

     ご家族の方 先着20名 

     ※希望で本人の参加も可能 

●参加費 3,000円/１人 

     (昼食・飲み物・お土産含む) 

●申込期限 ５月17日(土)まで 

●協賛 結城市 
 

問 申 いばらきマリッジサポーター 
     県西地域活動協議会 

     下妻地区担当(塚越)  

     090-8891-1893 

『壮年ソフトボール大会』 

参加チーム募集 
 
●日時 ６月29日(日)  

    ※予備日：７月６日(日) 

●場所 小貝川ふれあい公園ソフトボー 

    ル場 

●参加資格 ①下妻市に在住または在勤 

       する35歳以上の者で構成 

       するチーム 

②①に該当する場合、連合 

 チームでの参加も認める 

●参加費 3,000円 
 
<代表者会議> 

○日時 ６月７日(土) 

    受付 午後６時～ 

     会議 午後６時30分 

 ○場所 下妻公民館 ２階 小会議室 

 ○その他  

  ①参加費(１チーム3,000円)は、代表

者会議当日に納めてください。 

  ②申込用紙を希望するチームは，問 

   合せ先電子メールに申込用紙希望 

   の旨をお知らせください(必ずパソ 

   コンの電子メールアドレスから送 

   信してください)。 

問 下妻市ソフトボール連盟(稲葉)  
   090-7210-5400 
   ssa_sports@yahoo.co.jp 

｢わんぱく相撲 下妻場所｣開催 
 
◆日時 ６月15日(日)午前９時～正午頃 

    (受付 午前８時30分) 

◆場所 大宝八幡宮 相撲場 

◆対象 下妻市・八千代町の小学生男子 

◆その他 ・個人戦(各学年)と学校対抗戦(４～ 

      ６年生で構成３人チーム) 

     ・４～６年生の個人戦の上位４名は 

      県大会への出場権を獲得 

     ・県大会でも成績上位者は全国大会 

      へ(両国国技館) 

 

問 申 一般社団法人 下妻青年会議所(内田)  
      090-4054-8636 

案 内 

募 集 

mailto:ssa_sports@yahoo.co.jp
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しもつま 広
報 

平成２５年度 

情報公開・個人情報保護制度の実施状況について 
 
 市では、公正で開かれた市政の推進と個人の権利利益の保護に取り組んでいます。 
 
１ 情報公開 

(1)公開請求の状況 

(2)公開請求の処理状況 

 

 

 

 

 

 

 

※｢公開請求件数｣は、提出された公開請求書の件数 

※｢公開請求処理件数｣は、公開請求に対する決定書の

件数 
 
(3)不服申立ての状況 

  (かっこ内は前年度からの継続分で外数) 

 

 

 

実施機関名 
公開請求 

件数 
公開請求 
処理件数 

公開請求 

の内容 
議会 － －   

市
長
部
局 

総務部 ４ ５ 

行政機構関係 

委託契約関係 

自治会関係 

防災関係 
市民部 － －   
保健福祉部 １ １ 保育関係 
経済建設部 － １ 防災関係 
会計課 － －   
小計 ５ ７   

教育委員会 ３ ７ 
学校関係 

施設建築関係 

委託契約関係 
選挙管理委員会 １ ２ 参議院選挙関係 
公平委員会 － －   
監査委員 － －   
農業委員会 － －   
固定資産評価 

審査委員会 
－ －   

計 ９ 16   

公開請求処理件数 16 
公開決定の件数 ５ 
部分公開決定の件数 ９ 
非公開決定の件数 

(非公開決定のうち、文書不存在

の件数) 
２(２) 

 取下げ － 

 不服申立ての件数 －(－) 

問 市総務課 内線1228 

実施機関名 
開示請求 
件数 

開示請求 
処理件数 

開示請求 

の内容 
議会 － －   

市
長
部
局 

総務部 － －   
市民部 １ １ 証明書関係 
保健福祉部 － －   
経済建設部 － －   
会計課 － －   
小計 １ １   

教育委員会 － －   
選挙管理委員会 － －   
公平委員会 － －   
監査委員 － －   
農業委員会 － －   
固定資産評価 

審査委員会 
－ －   

計 １ １   

２ 個人情報保護 

(1)開示請求の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※｢開示請求件数｣は、提出された開示請求書の件数 

※｢開示請求処理件数｣は、開示請求に対する決定書 

 の件数 

 

 (2)開示請求の処理状況 

 

 

 

  

 

 

 

(3)不服申立ての状況 

  (かっこ内は前年度からの継続分で外数) 

 

開示請求処理件数 １ 
開示決定の件数 １ 
部分開示決定の件数 － 
不開示決定の件数(不開示決定

のうち、文書不存在の件数) － 

取下げ －  

 不服申立ての件数 －(－) 

案 内 

自動車税は納期限までに納めましょう 
 
 自動車税は、毎年４月１日現在の所有者また
は使用者の方に課税されます。 

納税通知書が届きましたら、６月２日(月)ま

でに納めましょう。金融機関・郵便局のほかコ

ンビニでの納付もできます。 

 なお、身体障害者等の方で一定の要件を満た

す場合は、申請により自動車税を減免する制度

があります。 

ただし、受付期間は納期限(６月２日)までと

なっていますので、ご注意ください。詳しくは

筑西県税事務所におたずねください。 
 

問 茨城県筑西県税事務所 収税第二課  

   24-9190 

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 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 

停電事故防止のお願い 
 
近年、送電線に農事用ビニール等が付着する

事故が多発しております。大規模停電事故につ

ながる可能性が高く、大変危険です。大規模な

停電は、多くの皆様へのご迷惑となるばかりで

なく、場合によっては人命にかかわるほどの影

響が出てしまいます。 

 強風や突風の予報が出た場合は、事前にご使

用中の農事用ビニール等を今一度点検するな

ど、舞い上がり(飛散)防止にご協力をお願いし

ます。 
 

問 東京電力茨城カスタマーセンター  

   0120-995-332 

｢記念講演会｣を開催します 
 
下妻市文化団体連絡協議会では、記念講演会

を開催します。皆さん奮ってご来場ください。 
 
◆日時 ５月24日(土)午後２時30分～4時 

◆場所 下妻公民館 ２階 大会議室  

◆講師 木内 幸男 氏 

 ※学校法人常総学院副理事長、高校野 

  球指導者(全国制覇３回) 

 テーマ：｢若い力と六十年｣ 

◎参加費、事前申込は不要です。 
 

問 下妻市文化団体連絡協議会  43-3418 

いばらき就職支援センター 

県西地区センターについて 
 
いばらき就職支援センターでは、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。

また、事業所からの求人申込(求人情報)を随時お受け

し、センター利用者に提供させていただくほか、ホー

ムページでも広く公開しています。 
 
◆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) 

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/ 
  

問 いばらき就職支援センター 県西地区センター 
22-0163・23-3811 

案 内 

ひとり親家庭の父・母のための 

｢パソコン初級就業支援講習会｣開催 
 
◆日時 7月5日(土)、12日(土) 

    午前９時～午後４時 

◆場所 茨城県立産業技術短期大学校併設水戸産業 

    技術専門学院 

◆内容 パソコンの基礎知識およびワード・エクセ 

    ルの基本操作の習得 

◆定員 10名程度 ※託児付き(要予約) 

◆申込期限 6月2日(月)～20日(金) 

◆自己負担額 1,000円 
 

問 申 茨城県母子家庭等就業・自立支援センター 

     029-233-2355 
E-mail shienboshi@ibaboren.or.jp 

http://www.jobcafe-ibaraki.jp/
mailto:shienboshi@ibaboren.or.jp

