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しもつま 広
報 

｢防災啓発研修会｣開催 
 

茨城県および下妻市では、地域防災の中核となる自

主防災組織の新規結成や活動の促進を図るため、その

中心的な役割を担う防災リーダーの育成を目的とした

研修会を開催します。 
 

◆日時 ２月27日(金)午後１時30分～４時 

◆場所 下妻市民文化会館 

◆参加 どなたでも参加可 
 

問 市消防交通課 43-2119 

『鬼怒川流域交流Ｅボート大会 

～茨城県大会～』参加チーム募集 
 
●日時 5月17日(日)受付 午前8時～ 

※小雨決行、予備日5月24日(日) 

●場所 鬼怒川河川敷[大形橋上流左岸] 

●競技方法 10人による手漕ぎ方式で、予選・決 

      勝300mを競う。タイムトライアル 

      方式一般の部はハンデ戦とする。 

●チーム編成 1チーム10人以上12人以下の登録 

       ※小学校4年生以上。男女混合可。 

●参加費 10,000円  

     ※テント不要チームは8,000円 

     ※責任者を含む小中学生のみのチーム 

      は無料 

●募集チーム数 

 ・一般の部 30チーム 

       (男女混合可。ただし女性5名以上) 

 ・小学生の部 10チーム ※いずれも先着順 

●申込期限 4月10日(金)必着 

      ※参加申込書は、市役所産業振興課 

       もしくは市ホームページからダウ 

       ンロードできます。 
 

問 申 市産業振興課 44-0732 

『下妻市サッカーリーグ』参加チーム募集 
 
市サッカー協会では、平成27年度下妻リーグに

参加する新規チームを募集します。参加資格等を

ご確認の上、お申し込みください。 
 
●参加資格 市内に在住または在勤する方で構成 

      するチーム 

●開催期間 ４月～７月の日曜日(前期) 

      ９月～11月の日曜日(後期) 

●試合方式 総当り戦(H26年度７チーム) 

●参加費 17,000円 

     (市サッカー協会登録費含む) 

●募集期間 ３月13日(金)まで 
 

問 市生涯学習課 45-8997 

｢図書館へ行こう!｣開催 
 
市立図書館では、下妻母親クラブとの共催により、

子どもたち(未就学児)とその保護者の方を対象にした

催し｢図書館へ行こう!｣を開催します。事前申し込みは

不要ですのでお気軽にご参加ください。 
 
◆日時 ２月19日(木)10時30分～正午 

◆場所 市立図書館 ２階 集会室 

◆内容 人形劇＆絵本ライブ 

◆出演 人形劇：筑波大学人形劇団NEU(ノイ) 

    絵本ライブ：NPO法人 ファザーリング 

          ジャパン 

◆共催 市立図書館・下妻母親クラブ 
 

問 市立図書館 43-8811 

『樹木のオーナー』募集 
 

市では、市民参加の公園づくりを目指して、

公園の樹木のオーナーを募集します。あなたの

さまざまな節目の記念に植樹してみませんか。 
 
●内容 市民・企業等の寄付金による公園の 

    植樹 

●対象樹木 砂沼遊歩道の桜10本 

●対象者 市内および市外の個人・法人・団体 

     など 

●寄付金額 一本10,000円 

      (樹木、ネームプレート等の購入 

      費等) 

●募集受付期間 ２月16日(月)～20日(金) 

        午前９時～午後５時 

(予定数に達し次第終了) 

●その他 樹木の所有権は市に帰属し、薬剤散 

     布等の維持管理は市で行う 
 

問 申 市都市整備課 43-8356 

下妻市高齢者等見守りネットワーク事業の 

実施について 
 
市では、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、高

齢者や障害者、児童を地域社会全体で見守る体制づくりを

進めています。そこで、普段これらの方と接することや見

かけることが多い市内の民間事業者や各種団体等と連携し

て、何か異変があった際に早期に発見し、適切な支援につ

なげる｢見守りネットワーク｣づくりを実施することになり

ました。ついては、要支援者の発見・通報から支援に至る

まで、市と連携してご協力いただける事業者・団体等を募

集します。 
 
◆募集要件 事業や業務で各戸訪問、市内巡回する事業者 

      ・団体等で、本事業の趣旨に賛同する市内事 

      業者・団体等 

◆第１回受付期間 ２月16日～27日(土日を除く) 

◆連携協定締結式 ３月下旬予定 
 

問 申 市介護保険課  45-8123 
     市福祉課    43-8352 
     市子育て支援課 45-8356 

｢砂沼をきれいにする運動｣に参加しましょう 
 
市民の憩いの場、砂沼の清掃をおこないま 

す。｢下妻のシンボルである砂沼｣をきれいに 

保つため、ボランティア活動として皆さんの 

積極的な参加をお願いします。  
 

◆日時 ３月８日(日)午前８時～９時  

    ※小雨決行。雨天中止。 

    ※午前７時に防災無線で放送 

◆内容 砂沼周辺のごみ収集 
 
<注意点> 

・収集したごみは絶対に燃やさず、決めら 

 れた集積所に出してください。 

・ビンのかけら等でケガをしないようにし 

 てください。 

・沼内のごみは、危険ですので取らないで 

 ください。 

・清掃用具、軍手などは、各自でご用意く 

 ださい。 

・図面の●印の所にごみ袋を用意します。 

 袋に書いてあるとおり、可燃物、不燃物 

 に分けて袋に入れてください。 
 

 ★印の所がごみ集積所になります。これ以 

 外の場所は車が入れません。ご協力くださ 

 い。 
 

問 市生涯学習課 45-8995 

『春休み 一日図書館員』募集 
 
市立図書館では｢春休み 一日図書館員｣を募集しま

す。図書館員だけが入れる書庫や本の貸出だけでない

図書館の裏側のお仕事を体験してみませんか。 
 

●日時 ３月27日(金)午前の部 午前9時～正午 

          午後の部 午後1時～4時 

●定員 各部4名(申し込み多数の場合は抽選) 

●対象 市内在住・在学の小学4・5・6年生 

●内容 本の貸出・書庫の見学・しおり作成など 

●申込方法 3月10日(火)までに電話または市立図 

      書館窓口で申し込み 
 

問 申 市立図書館 43-8811 

案 内 

募 集 

募 集 

募 集 



自動車は県内のナンバーにしましょう 
 

自動車税は県の重要な財源となっています。転居

などで茨城県に転入された方は、住民登録とあわせ

て所有される自動車について県内のナンバー(水

戸・土浦・つくば)に変更するようお願いします。 
 

問 <登録に関するお問合せ> 
土浦自動車検査登録事務所  

050-5540-2018 
<納税に関するお問合せ> 

茨城県筑西県税事務所(収税第二課)  

24-9190 

『予備自衛官補(一般・技能)』募集 
 
●種目 一般 陸上 約1,400名 

    技能 陸上 約 200名 

●資格 一般 18歳以上34歳未満の者 

技能 18歳以上で国家免許資格等を有す 

   る者(資格により53歳未満～55歳 

   未満の者) 

●受付期間 １月８日(木)～３月24日(火)必着 

●試験期日 ４月10日(金)～14日(火) 

●合格発表 ５月15日(金) 

●待遇 教育訓練招集手当：日額7,900円 

●その他 所定の教育訓練終了後、予備自衛官とし 

     て任用 
 

問 自衛隊筑西地域事務所 ・Fax22-7239 

｢環境学習フェスタ」開催 
 
霞ケ浦環境科学センターでは、茨城県が実施する湖

上体験スクールやセンターが行う講座等を体験した県

内の児童による環境学習発表会を行います。当日は、

環境学習発表会のほか、研究室の一般公開や楽しく学

びながら作る工作教室などを用意しています。 
 

◆日時 ２月28日(土) 

    各日 午前10時～午後３時30分 

◆場所 茨城県霞ケ浦環境科学センター 

◆催事内容 

 ・センター研究室一般公開 

 ・工作教室(勾玉、入浴剤づくり等) 

 ・体験教室(水質浄化の仕組み 

  おもしろ実験教室) 

 ・サイエンスラボ 

  (貝の浄化能力を探る) 

◆入場料 無料 
 

問 霞ケ浦環境科学センター環境活動推進課 
   029-828-0961 Fax029-828-0967 
       http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/ 

平成26年分確定申告について 
 
所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を

次のとおり設置します。 
 
◆期間 ２月12日(木)～３月16日(月) 

    午前９時～午後４時 ※土日を除く 

    ※スピカ申告会場の開設期間中は、下館 

     税務署庁舎では申告相談を行っていま 

     せん。 

    ※申告書の作成には時間を要しますので 

     お早めにお越しください。 

◆場所 スピカビル６階 コミュニティプラザ 
  
 ◇確定申告会場は大変混雑するため、長時間待    
  つ場合あり 

◇国税庁ホームページ｢確定申告書等作成コー 

 ナー｣利用で、自宅等で確定申告書の作成がで 

 きますので、書面で印刷して送付・e-Taxで 

 送信(事前準備が必要)のいずれかで提出 
 

問 下館税務署 24-2121 
   ※自動音声が流れたら｢０｣番を選択 

Part1. 確定申告等の際の障害者控除対象者の認定書を交付します 
 
年齢65歳以上の方で、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、確定申告及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、その調査記録等をもとに障害者控除

対象者認定基準により審査・判定を行い、該当する場合には｢障害者控除対象者認定書｣を交付していますので、

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については、その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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆認定基準日 所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介

護認定結果の｢認定調査票｣または｢主治医意見書｣をもとに認定します。 

◆受付 市役所介護保険課(申請者の印鑑持参) 
 

問 認定書関係…市介護保険課 43-8338 税控除関係…市税務課 43-8192 

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 
屋内での生活は概ね自立しているが、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。 
何らかの症状を有するが、日常生活は家庭内および社

会的にほぼ自立している。 

Part.2 確定申告等の際のおむつ代の 

     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

領収書と一緒に、医師が発行する｢おむつ使用証明書｣

が必要となります。 

 介護保険の要介護等の認定を受けている方について

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｣でも認められていますので、必要な方は申請をし

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 

 の発行ができない場合があります。 
 
◆受付 市介護保険課(申告者の印鑑を持参) 
 

問 確認書関係…市介護保険課 43-8338 
   税控除関係…市税務課    43-8192 

心身に障害をお持ちの方へ 

自動車税・自動車取得税の 

減免制度があります 
 

茨城県では、身体障害者手帳、精神障害者保健福

祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳の交付を受けてい

る方で、障害等級や自動車の所有者等が一定の要件

を満たす場合には、障害をお持ちの方のために使用

する自動車に係る自動車税および自動車取得税を減

免する制度を設けています。 

減免申請は管轄の県税事務所において年間を通じ

て受付していますが、下記の日程でお住まいの市町

村等に減免申請の受付窓口を設置します。 
 
◆日時 ２月27日(金) 

    午前10時～正午、午後１時～４時 

◆場所 市役所第二庁舎 ３階 中会議室 

    (注)新車、中古車新規登録に係る減免や自 

    動車取得税の減免については、登録日から 

    30日以内に管轄の水戸または土浦県税事務 

    所自動車税分室でお願いします。 

◆必要書類 

 ・障害者手帳(原本) 

 ・納税義務者の印鑑(認印可) 

 ・運転者の運転免許証(コピー可・免許証両面) 

 ・自動車の車検証または納税通知書 

 ・生計を一にすることを示す書類(住民票等) 

 ※減免の要件により手続きに必要な書類が異な 

  りますので、下記の県税事務所まで必ずお問い 

  合わせください。 
 
◎詳しくは、茨城県総務部税務課ホームページ参照 
  

問 筑西県税事務所 24-9190 

瓦チップの配布について 
 
瓦チップの無料配布は平成27年３月26日(木)を

もって終了となります。期限が近づいてきましたの

で配布を希望する方はお早めにご利用ください。 
 
◆配布時間 毎週木曜日 午後１時～３時 

◆配布場所 下妻市リサイクルセンター 

      (クリーンポート・きぬ南側) 

※事前に生活環境課へ申請書(認印必要)の提出が必要

※申請書は生活環境課備え付け、または市ホーム 

 ページ(くらし・手続きのお知らせ→瓦チップの提 

 供について)よりダウンロード可能 

※搬出作業は各自で行ってください。機材等の貸し 

 出しも不可 

※事業目的への使用の場合は配布不可 

※瓦チップがなくなり次第終了 
 

問 市生活環境課 43-8289  

募 集 

案 内 

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


高道祖地区排水処理施設使用料 

(後期分)の納入について 
 
３月２日(月)は高道祖排水処理施設使用

料(後期分)の納期限ですので、期限内の納

入をお願いします。口座振替の場合は、事

前の預金残高のご確認をお願いします。 
 
◆納入場所 納入通知書記載の金融機関 

      市役所会計課 

      くらしの窓口課 
 

問 市農政課(千代川庁舎) 45-8992 

農業委員会委員選挙人名簿の 

縦覧を行います 
 
◆縦覧期間 ２月23日(月)～３月９日(月) 

      午前８時30分～午後５時 

◆縦覧場所 市役所本庁舎 ２階 

      選挙管理委員会事務局 

※土・日曜日は休日日直窓口 

 (本庁舎1階市民課) 
 

問 市選挙管理委員会 43-2115 

結婚相談会 
 
結婚を希望される方のあらゆるご相談にお答えしま

す。親御さんだけでも大丈夫です。 
 
◆日時 ３月８日(日)午前10時～午後１時 

◆場所 千代川公民館 1階 ホール 

◆相談費用・登録料 無料  

 ※プロフィール作成希望の方は身上書、写真(L判)を 

  持参 

◆申込期限 ３月４日(水)まで 

◆後援 八千代町、常総市、下妻市 
 

問 申 県西地域第２ブロック 
     マリッジサポーター 

     090-8891-1893(塚越) 
     090-2439-9529(篠崎) 
     090-6956-2178(松永) 

｢ときめき婚活いちご狩りパーティー｣開催 
 
◆日時 ３月８日(日)午前11時～午後３時30分 

(受付 午前10時30分～) 

◆場所 ビアスパークしもつま 

◆対象者 40歳以下の独身男・女 各16名 

◆参加費 男性6,000円 女性1,800円  

◆申し込み 先着順 

◆後援 いばらき出会いサポートセンター、筑西 

    市、下館巴ライオンズクラブ 
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 
     25-2678 

『臨時職員』募集 
 

●職種 用務員・施設管理人(臨時職員) 

●人員 ２名 

●業務内容 施設の管理、受付業務、館内外清掃等 

      全般 

●応募資格等 健康な方、施設の受付業務、雑用務 

       ができる方 

●勤務地 大宝公民館 

●勤務時間 午前８時30分～午後５時15分 

      (昼休み60分) 

  週３日勤務(休日勤務有り、交替制) 

●賃金等 時給賃金制 

 時間単価 850円  

 賞与・通勤手当なし 

 社会保険なし・雇用保険加入 

●雇用期間 平成27年4月1日～9月30日 

(勤務状況により更新あり) 

●試験内容 面接 日時 ３月11日(水) 

         ※時間は別途連絡  

 場所 千代川庁舎 ２階 会議室 

●申込期限 ２月26日(木)まで 

●提出書類 履歴書 

●書類提出先 千代川公民館 

       ※書類持参 
 

問 千代川公民館 44-3141 
※休館日(月曜日・祝日を除く) 

『臨時職員』募集 
 
●募集職種 学校安全環境整備員 

●募集人員 ７名 

●業務内容 学校の環境整備、児童生徒の安全確保 

      教職員の業務補助 

●応募資格等 普通自動車第一種免許 

健康に自信のある方 

●勤務地 市内いずれかの小中学校(複数校兼任あり) 

●勤務時間 午前８時～午後４時45分(休憩60分) 

      (勤務地により変更あり) 

●賃金等 時給賃金制 

       時給単価＠850円 

  賞与・通勤手当なし 

  社会保険・雇用保険加入あり 

●雇用期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日  

●試験内容 面接 ３月11日(水) 

         ※時間は別途連絡 

場所 市役所千代川庁舎 ２階 会議室 

●申込期限 ２月27日(金)まで 

●提出書類 履歴書 

●書類提出先 市役所千代川庁舎 １階 

       市教育委員会 学校教育課 
 

問 市学校教育課 45-8994 

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３日(火)午後１時～３時 

◆場所 下妻公民館１階和室 
 

問 市福祉課 43-8352 
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しもつま 広
報 

『徴収嘱託員』募集 
 

●職種 国民健康保険税および市税等の徴収事務 

●人員 1名 

●応募資格等 ・おおむね60歳までの徴収事務に意 

        欲のある方 

  ・普通運転免許を有する方 

●勤務内容・時間  臨戸訪問による税の徴収 

 納税者と面会できる時間帯に訪 

 問 

●報酬 基本報酬 月額80,000円 

能率報酬 徴収額の3～4％ 

●嘱託期間 平成27年4月1日～平成28年3月31日 

●試験内容 面接 ※日時は別途連絡  

                  場所 下妻市役所本庁舎 3階 会議室 

●募集期間 2月20日(金)まで 

●提出書類 履歴書、運転免許証の写し 

●書類提出先 下妻市役所本庁舎 2階  

       総務課 人事係  

       ※書類を持参 
 

問 市総務課 43-2120 

『臨時職員』募集 
 
●募集職種 不法投棄・廃棄物回収(臨時職員) 

●募集人員 2名 

●業務内容 ごみの不法投棄パトロールと回収業務 

●応募資格等 普通運転免許を有する人 

●勤務地 下妻市役所 生活環境課 

●勤務時間 午前9時～午後4時(昼休み60分) 

週3日勤務 

●賃金等 時給賃金制 

 時間単価＠850円  

 賞与・通勤手当なし 

 社会保険なし・雇用保険なし 

●雇用期間 平成27年4月1日～9月30日 

(勤務状況により更新有り、ただし雇用 

期間は最長1年間) 

●試験内容 面接 日時 ※日時は別途連絡  

      場所 下妻市役所本庁舎 3階 会議室 

●募集期間 2月20日(金)まで 

●提出書類 履歴書 

●書類提出先 下妻市役所本庁舎 2階  

       総務課 人事係  

       ※書類を持参 
 

問 市総務課 43-2120 

広報「しもつま」 

わがやのにんきものコーナー 

掲載希望者募集 
～お子さんの写真を掲載してみませんか～ 
 
◆対象年齢 市内在住の１歳～３歳のお子さん 

◆掲載内容 写真およびメッセージ 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市秘書課 43-2112 

募 集 

募 集 

相 談 



『嘱託職員』募集 

 募集職種 利用者支援専門員(嘱託職員) 保育士(嘱託職員) 調理員(嘱託職員) 衛生作業員(嘱託職員) 主任介護支援専門員(嘱託職員) 
募集人員 1名 1名 1名 1名 1名 

業務内容 
教育・保育施設利用に関する相談・助

言等 
保育業務 保育園における給食調理業務 清掃作業業務 

包括支援センターにおける主任介護支

援専門員業務 

応募資格

等 

パソコン操作のできる人(Word、Excel

等) 
普通運転免許を有する人 

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 

フォークリフト免許を有する人 

主任介護支援専門員の資格を有する人 

普通運転免許を有する人 

勤務地 子育て支援課 下妻市立下妻保育園またはきぬ保育園 下妻市立下妻保育園 下妻市リサイクルセンター 介護保険課(地域包括支援センター) 

勤務時間 
午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み60分) 

午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み60分) 

午前8時30分～午後4時30分 

(昼休み60分) 
午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み60分) 

午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み60分) 

賃金等 

月額賃金制 

基本賃金 176,200円(上限) 
※年齢により異なる 

賞与・通勤手当の制度あり 

社会保険加入・雇用保険加入 

月額賃金制 

基本賃金 181,800円(上限) 
※年齢により異なる 

賞与・通勤手当の制度あり 

社会保険加入・雇用保険加入 

月額賃金制 

基本賃金 159,100円(上限) 
※年齢により異なる 

賞与・通勤手当の制度あり 

社会保険加入・雇用保険加入 

月額賃金制 

基本賃金 242,000円(上限) 
※年齢により異なる 

賞与・通勤手当の制度あり 

社会保険加入・雇用保険加入 

月額賃金制 

基本賃金 244,000円(上限) 
※年齢により異なる 

賞与・通勤手当の制度あり 

社会保険加入・雇用保険加入 

雇用期間 

平成27年4月1日～平成28年3月31日 

(勤務状況により更新有り、ただし雇用

期間は最長3年間) 

平成27年4月1日～平成28年3月31日 

(勤務状況により更新有り) 
平成27年4月1日～平成28年3月31日 

(勤務状況により更新有り) 

平成27年4月1日～平成28年3月31日 

(勤務状況により更新有り、ただし雇用

期間は最長3年間) 

平成27年4月1日～平成28年3月31日 

(勤務状況により更新有り) 

試験内容 

募集期間 2月20日(金)まで 

提出書類 
履歴書 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・資格を証明するものの写し 

履歴書・主任介護支援専門員研修修了

証明書の写し 

書類提出 下妻市役所本庁舎2階 総務課 人事係 43-2120 ※書類持参 

                                         面接 日時：日時は別途連絡  

          場所：下妻市役所本庁舎 3階会議室 

『臨時職員』募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市総務課 43-2120 

募集職種 一般事務(臨時職員) 一般事務(臨時職員) 一般事務(臨時職員) 用務員(臨時職員) 調理員(臨時職員) 
募集人員 1名 1名 1名 1名 1名 

業務内容 一般事務 一般事務 収納業務の事務補助 保育園用務職 
保育園における給食調理業務 

(アレルギー食への対応) 

応募資格

等 

パソコン操作のできる人 

(Word、Excel等) 

パソコン操作のできる人 

(Word、Excel等) 

パソコン操作のできる人 

(Word、Excel等) 

健康に自信のある人 

普通運転免許を有する人 
栄養士または調理師免許を有する人 

勤務地 税務課 総務課 収納課 下妻市立きぬ保育園 下妻市立下妻保育園 

勤務時間 
午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み60分) 

午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み60分) 

午前8時30分～午後5時15分 

(昼休み60分) 

午前8時30分～午後4時30分 

(昼休み60分)  
午前9時～午後1時 

賃金等 

  

時給賃金制 

時間単価 850円 

賞与・通勤手当なし 

社会保険なし・雇用保険加入 

時給賃金制 

時間単価 850円 

賞与・通勤手当なし 

社会保険加入・雇用保険加入 

時給賃金制 

時間単価 850円 

賞与・通勤手当なし 

社会保険加入・雇用保険加入 

時給賃金制 

時間単価 850円 

賞与・通勤手当なし 

社会保険加入・雇用保険加入 

時給賃金制 

時間単価 850円 

賞与・通勤手当なし 

社会保険なし・雇用保険加入 

雇用期間 
平成27年4月1日 

～平成27年5月31日(更新なし) 

平成27年4月1日 

～平成27年9月30日 

(勤務状況により更新有り、ただし雇用期

間は最長1年間) 

平成27年4月1日 

～平成27年9月30日 

(勤務状況により更新有り、ただし雇用

期間は最長1年間) 

平成27年4月1日 

～平成27年9月30日 

(勤務状況により更新有り、ただし雇用

期間は最長3年間) 

平成27年4月1日 

～平成27年9月30日 

(勤務状況や園児数等により更新を判断) 

試験内容 

募集期間 2月20日(金)まで 

提出書類 履歴書 履歴書・資格を証明するものの写し 

書類提出 下妻市役所本庁舎2階 総務課 人事係 43-2120 ※書類持参 

                                           面接 日時：日時は別途連絡  

                                              場所：下妻市役所本庁舎 3階会議室 

募 集 



放送大学『４月生』募集 
 
放送大学では、平成27年度第1学期(4月入学)の学

生を募集しています。放送大学はテレビ等の放送やイ

ンターネットを利用して授業を行う通信制の大学で

す。心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学な

ど、幅広い分野を学べます。 
 

●出願期間 3月20日(金)まで 

●その他 資料を無料で配布 

     ※放送大学ホームページでも受付中 
 

問 申 放送大学茨城学習センター 

      029-228-0683 

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、知的または身体に

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。 

※この手当と児童扶養手当、児童手当、障害児福祉 

 手当と併給可能。ただし、この手当は申請をしな 

 ければ支給不可 
 
◆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 

(注)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 

 

【手当の額について】 

             ※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～翌年７月まで)手当の

支給が停止されます。 
 
【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。 
 

 

問 市福祉課 43-8352 

等級月額 (児童１人につき) 
1級 49,900円 

2級 33,230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 

『春のお楽しみ行事食!(料理講座)』 

参加者募集 
 
在宅福祉サービスセンターあおぞらの協力会員研修

会にて料理講座を開催します。あおぞら協力会員に関

わらずどなたでも参加できますので、関心のある方は

ぜひお申込みください。 
 

●日時 ３月12日(木)午前10時～午後１時 

●場所 下妻公民館 調理室 

●参加費 500円 

●定員 20名程度 

●申込期限 ３月５日(木) 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142  

ネットフェンス改修工事に 

ご協力をお願いします 
  
北大宝・若柳地内において用水路沿いのネットフェ

ンス改修工事を実施します。工事期間中は全面通行止

め等の交通規制を実施しますので、皆さまのご理解・

ご協力をお願いします。 
 
◆工事期間   2月上旬～3月中旬  

◆工事箇所 図のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問   市農政課 44-0728 

就職・進路の悩みはサポステで解決 
 
カウンセラーとの相談、無料講座の受講、職業体

験等、就職に役立つ情報がもりだくさん。まずは、

相談会に来てみてください。 
 
◆日時 ２月26日(木)午後２時～４時 

３月26日(木)午後２時～４時 

◆場所 勤労青少年ホーム 

◆対象者 就職・進路で悩んでいる15歳～39 

     歳までの若者または保護者・関係者 

◆費用 無料 

◆相談員 いばらき県西若者サポート 

     ステーション相談員 

◆その他 前日までの要予約制 

※現在、県西若者サポステにてMicrosoftOffice 

 2013を使用した初心者向けパソコン講座を開 

 催。詳細はお電話またはホームページ参照 
 

問 申 いばらき県西若者サポートステーション  
     54-6012 

｢がんばっぺ！茨城 企業説明会｣開催 
 

茨城労働局と茨城県は、平成28年3月大学等の卒

業予定者(既卒者含む)を対象に企業説明会を開催し

ます。 
 
◆日時 3月25日(水)、26日(木)午後１時30分～ 

◆場所 ホテルマロウド筑波 

◆申込 事前申込不要 

    ※午前11時～｢就活セミナー｣を開催 
 

問 茨城労働局職業安定課 029-224-6218 

   ハローワーク下妻   43-3737 
 
事業者の方へ 

企業説明会に参加希望の事業所の方は、2月23日

(月)10時 ～ 27日(金)17時までの間に茨城県商工労

働部労働政策課のホームページより申し込みをして

ください。参加申込数が予定数を超えた場合は抽選

となります。 

いばらき就職支援センター 

県西地区センターについて 
 
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(祝日および国 

民の休日、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 
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