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しもつま 広
報 

平成27年4月からの国民年金保険料は 

｢月額15,590円｣です 
 
 国民年金第１号被保険者および任意加入被保険

者の平成27年4月から平成28年3月までの国民

年金保険料は、｢月額15,590円｣となります。 
 
【国民年金保険料の納め方】 

｢納付書(現金)払い｣｢口座振替納付｣｢クレジッ

トカード納付｣があります。 

口座振替またはクレジットカードでの納付を希

望する場合は、年金手帳、通帳、金融機関届印、

クレジットカードを持参し、振替を希望する金融

機関、日本年金機構下館年金事務所、市役所国民

年金担当窓口(本庁舎・保険年金課、千代川庁

舎・くらしの窓口課)のいずれかに申し出くださ

い。 
 
※クレジットカード納付の手続きは、金融機関で  

 は取り扱っていません。 
 
～受け取る年金額が増える「付加保険料」の 

 納付もおすすめです～ 
  
 希望により、月々の定額保険料に月額400円

の付加保険料をプラスして納めると、将来の老齢

基礎年金に付加年金が加算されます。加算される

付加年金の額は「200円×付加保険料を納めた

月数」で計算され、2年以上受け取ると、支払っ

た付加保険料以上の付加年金が受け取れるため大

変お得です。 
 
※国民年金基金へ加入している方は、申し込み 

 ができません。 

※付加保険料の納付については、申し込みが必 

 要です。詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 日本年金機構下館年金事務所 
     25-0829 

市保険年金課 45-8124 

国民年金保険料の納め忘れは 

ありませんか～後納制度をご利用ください～ 
  
後納制度とは、過去10年以内に国民年金保険料

の納め忘れの期間がある方が、平成27年９月30

日までに限り、国民年金保険料を納めることがで

きる期間を過去2年から10年に延長できる制度で

す。 

 この後納制度を利用することにより、将来受け

取る年金額が増額・年金受給資格が得られる場合

があります。 
 
◆申請日の属する年度から起算して過去３年を超 

 える期間の保険料を納付する場合は、加算金が 

 加わります。 

◆60歳以上で、老齢基礎年金を受給している方は 

 対象になりません。 
 
◎後納制度により保険料を納付するためには事前 

 に申し込みが必要になります。詳しくは、お問 

 い合わせください。 
 

問 日本年金機構下館年金事務所 
   25-0829 
   国民年金保険料専用ダイヤル 

   0570-011-050 

水道料金・下水道料金の支払い 

は口座振替が便利です 
 
 口座振替にすると、支払いに行く手間
が省けて、大変便利です。また、支払いを

忘れてしまうこともありませんので、安心

です。手続きも簡単ですので、ぜひ口座振

替をご利用ください。 
 
◆口座振替日  

 毎月25日 

 ※金融機関が休業日の場合、翌営業日 

   になります。 

◆取扱金融機関  

 常陽銀行本支店、筑波銀行本支店 

 茨城県信用組合本支店 

 結城信用金庫本支店、中央労働金庫 

 常総ひかり農業協同組合、ゆうちょ銀行 

◆申し込みの手続きは、上記取扱金融機 

 関窓口にて、行ってください。 
 
※詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市上下水道課 44-5311 

引越しによる水道の使用開始 

中止のご連絡はお早めに 
 
 引越しの予定がある場合は、入居、

退去日の５日前までに連絡をお願いし

ます。特に３月・４月は引越しの件数

が多いため、余裕を持って連絡してく

ださい。 
 
◆受付時間  

 月～金曜日  

  午前８時30分～午後５時 

 第１、第３、第５週の土曜日 

  午前９時～正午 (年末年始を除く)    

 ※日・祝日、第２・第４土曜日は 

  受付不可 
 

問 第一環境㈱下妻事務所  
   45-1211 
    (下妻市上下水道徴収業務委託業者) 

平成２７年度 固定資産税について 
 
【納期限について】 

 平成2７年度固定資産税｢第１期｣または｢全納｣の納期限

は、４月30日(木)となります。納税通知書・課税明細書お

よび納付書は４月中旬に発送する予定です。 

平成27年度は３年に一度の評価替えが実施されますが、

固定資産の価格の変動に対応し、均衡のとれた価格に見直

すことにしています。 
 
《平成2７年度 各期の納期限》 

第１期 ４月30日(木) 

  第２期 ７月31日(金) 

  第３期 11月30日(月) 

  第４期 12月25日(金) 

※納税通知書・課税明細書は再交付できませんので大切 

 に保管してください。 
 
【縦覧について】 

 固定資産税の納税者は、他の土地や家屋の価格との比較

を通じて自分の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断す

るため、課税対象となる市内の土地および家屋の価格が記

載された縦覧用帳簿を縦覧することができます。 
 

◆縦覧期間 ４月１日(水)～30日(木) 

      ※土・日・祝祭日の閉庁日を除く 

◆縦覧時間 午前８時30分～午後５時15分  

◆縦覧場所 市役所税務課(市役所本庁舎1階) 

◆縦覧できるもの 土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等 

         縦覧帳簿 

◆縦覧対象者 下妻市内に所在する土地、家屋の固定資産 

       税の納税者、同居の親族納税管理人、代理 

       人(代理人の場合は委任状が必要) 

 ※土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋の、両資 

  産の納税者は両方の縦覧帳簿を見ることができます。 

◆持参するもの 運転免許証や健康保険証等の本人確認で 

        きるもの、委任状(代理人の場合) 
 

問 市税務課 43-8193  

指定ごみ袋の引換について 
  
平成26年度指定ごみ袋引換券は3月

31日までが引換期間となります。期限

間近となっていますので、必ず引換期間

内に交換するようご注意ください。 
 

問 市生活環境課  
   43-8289  

案 内 

案 内 

個人住民税特別徴収（給与天引き）の 

徹底について 
 

特別徴収とは、事業主が毎月の給与を従業員に支払う際

に税金を天引きし、市町村に納める制度です。 

地方税法上、所得税を源泉徴収している事業主は、アル

バイト等を含むすべての従業員から個人住民税を特別徴収

する必要があります。 

茨城県および県内全市町村では、納税者間の公平性、納

税者の利便性等の確保を図るため、平成27年度から、特別

徴収実施を徹底する取組を行いますので、ご理解・ご協力

をお願いします。 
 

問 市税務課 43-8192  



｢まちなかお化け屋敷2015｣開催 
 
 まちなかお化け屋敷実行委員会では、中心

市街地の活性化を図るため、市街地の空き店

舗を活用してウォークスルー型のお化け屋敷

を実施します。 

 入場料金の一部は、地元商店街で利用可能

な金券として還元しますので、気軽に来場し

てください。 
 
◆開催期間 ３月26日(木)～31日(火) 

      午後２時～８時 

◆場所 伊勢甚ジャスコ跡地北側空き店舗 

    [下妻乙339-2] 

◆入場料 大人(中学生以上) 500円 

     子ども       300円 

◆後援 下妻市、下妻市教育委員会 
 

問 まちなかお化け屋敷実行委員会(斯波) 
   090-9392-1200 

新しい出会いを探してみませんか 
 
<つくば会場> 

 ※ベルサポート設立10周年記念事業  

 婚活セミナー＆出会いパーティー開催 

 森川 友義 氏(早稲田大学国際教養学部教授)の 

 ｢素敵な恋愛と結婚に結びつく７つの秘訣｣ 

◇日時 3月22日(日)  

◇場所 ホテルグランド東雲 

◇内容 ▶セミナー  

     午後１時～２時30分 

    ▶出会いパーティー  

     午後２時40分～４時30分 

     (グループ分けします) 

◇対象者 どなたでも参加可能 

◇参加費 男性4,000円 女性2,000円 

      ※セミナーのみ参加1,000円 

       (婚活以外の方も参加可能) 
 
<つくば会場>※平日夜開催 

◇日時 3月26日(木)午後７時～９時 

◇場所 つくば山水亭 

◇対象者 男女とも 30代・40代の方 

     各20名程度 

◇参加費 男性4,000円 女性2,000円 
 
<結城会場> 

◇日時 3月29日(日)午後１時30分～４時30分 

◇場所 結城市民文化センターアクロス 

◇対象者 Aコース 男女とも 30代・40代の方 

         各20名程度 

           (20代の女性も参加可) 

       Bコース 男女とも 50代・60代の方  

            各15名程度 

◇参加費 男性4,000円 女性2,000円 

 ※参加費は全て当日徴収 
 
◆申込開始 随時 

◆後援 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(月曜休) 
       0280-87-7085  
     E-mail：info@bell-support.net 

軽自動車(四輪)の税額変更 

について 
 
 平成27年度の軽自動車税(四輪)につい

て、平成27年３月31日までに登録した車

については旧税率で課税、平成27年４月１

日(当日)に登録した車については平成27年

度から新税率で課税、平成27年４月２日以

降に登録した車については平成28年度から

新税率で課税になりますので、登録の際は

ご留意ください。 
 

問 市税務課 43-2294 

気軽に卓球を楽しみませんか  
 
 自宅の片隅にミニ卓球場を設置しました。

マシンもありますので、一人でも楽しめま

す。空いているときならいつでも構いませ

ん。利用料は不要ですので気軽にお越しくだ

さい。 
 
◆場所 下妻市宗道170-5 杉山守宅 

    [宗道駅のすぐ東側] 
 

問 杉山守宅(杉山) 080-5865-6343 

｢大輪石塚家文書と吉田用水末流｣ 

講演会開催 
 
吉田用水は、末流ほど用水の確保に苦しん

できました。特に渇水期には深刻な対応を迫

られたに相違ありません。今回の講演では、

そのような問題を少しでも明らかにしていき

たいと考えています。 
 
◆日時 ３月29日(日) 午後２時～４時 

◆場所 常総市大花羽公民館 

◆講師 佐野 俊正 氏・生井 敏夫 氏 

(吉田用水三百年史編さん委員会専門 

委員) 
 

問 吉田用水土地改良区 
   48-0029 Fax48-0465 

｢ソフトボール連盟総会および 

 会長旗争奪大会代表者会議｣開催 
 
《総会》 

◆日時 ４月５日(日)午後６時 

◆場所 千代川公民館 ホール 
 
《会長旗争奪ソフトボール大会代表者会議》 

◆日時 ４月５日(日)総会終了後 

◆場所 千代川公民館 ホール 

◆登録資格 市内在住・在勤で19歳以上 

(平成27年度に19歳になる者も可 

 ただし高校生は不可) 

 ◆登録用紙 総会終了時に配布 

◆登録料等 年間登録料 5,000円(予定) 

大会参加費 3,000円(予定) 

総会時に集金 
   

問 市ソフトボール連盟(小島)  
   090-4452-2225(午後６時以降) 

事務局(電子メールアドレス)  

ssa_sports@yahoo.co.jp(連盟専用) 

『平成２７年度上期 認定農業者』募集 
～認定農業者になりましょう～ 
 
認定農業者制度とは、自らの農業経営を向上

していこうという意欲のある農業者が立てた計

画を市が認定し、その実現に向けて支援措置を

講じていこうとするものです。 

認定農業者になると、県・市関係機関から重

点的に支援を受けられます。これから規模拡大

をお考えの方は、ぜひお問い合わせください。 
 

●申込期間 ３月23日(月)～４月17日(金) 

●認定の基準(５年後の目標) 

 ①年間労働時間が、主たる従事者１人あたり 

  2,000時間以内 

 ②年間農業所得が、主たる従事者１人あたり 

  580万円以上 

●認定農業者への主な支援 

 ・低利資金の融資 

 ・農業者年金の保険料の国庫補助(青色申告を 

  して40歳未満の方) 

 ・畑作物の直接支払交付金 

  (数量払・営農継続支払) 

・米・畑作物の収入減少影響緩和対策 

 (ナラシ対策) 
 

問 市農政課(千代川庁舎) 44-0729 

ペットボトルの 

リサイクルについて 
 
資源ごみとして回収したペットボトル

は、境町にあります遠東石塚グリーンペッ

ト株式会社においてリサイクルが行われて

います。使用済みペットボトルを原料とし

て、新たなペットボトルを作る“ボトルto

ボトル”リサイクルが行われ、海外へ輸出

するのではなく、国内において資源循環が

なされています。 

貴重な資源の有効活用のため、さらなる

リサイクルにご協力をお願いします。 
 

問 市生活環境課 43-8289  

古布の出し方について 
 

古布は雨や雪に濡れてしまうとリサイクルができ

なくなってしまいます。雨や雪が降っている場合や

降りそうなときは、次回の収集日に出すようにご協

力をお願いします。 
 

問 市生活環境課 43-8289  

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  

案 内 

募 集 

募 集 

mailto:info@bell-support.net
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自動車税の減免制度について 
 

茨城県では、心身に障害のある方ご自身が使用

(所有)する自動車、障害のある方のために生計を一

にする方が使用(所有)する自動車、障害のある方の

ために常時介護される方が使用する自動車につい

て、一定の要件を満たす場合、申請により自動車税

を減免する制度を設けています。 

減免の対象となる自動車は障害者の方１人につき

１台(軽自動車を含む)です。 

減免の要件、申請方法、申請の期限など手続きの

詳細については、県税事務所までお問い合わせくだ

さい。 

 なお、軽自動車については市税務担当課へお問い

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 

『大好き いばらき ネットワーカーしもつま』 

会員募集 
 
ネットワーカーしもつまでは、活力と魅力あふ

れる｢下妻づくり｣とやさしさとふれあいのある｢茨

城づくり｣に関心があり、共に活動していただける

会員を募集しています。体験入会も受け付けてい

ますのでお気軽にご連絡ください。 
 
●応募資格 下妻市内に居住している20歳以上の 

      地域づくりに関心のある方 

●活動内容 地域イベントへの協力参加、ポケッ

トパーク(鬼怒川大形橋沿い)の清掃

および除草作業など 

●申込方法 入会希望者、興味がある方は下記 

      へ連絡 ※申込みは随時募集 

 ※｢大好き いばらき｣については、HP参照 

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

問 申 市民協働課 43-2114 

平成27年度 

『茨城県警察官採用試験』受験者募集 
 
◆試験区分、採用予定人員および受験資格 

※上記資格以外に欠格事項および身体基準あり。

詳しくは、警察官採用試験広報HP、警察署・交

番・駐在所で配布している受験案内を確認して

ください。 

◆第１次試験日 5月10日(日) 

        教養試験、論(作)文試験 

◆申込期限等 

 ・郵送または持参の場合 4月14日(火) 

 《郵送・持参先》茨城県警察本部警務課採用係 

                  最寄りの警察署・交番・駐在所 

 ・インターネットの場合  4月13日(月)午後５時 
 
◎下妻警察署では採用試験説明会を開催します。 

 説明会の詳細、採用試験については、お問い合 

 わせください。 
 

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 
98名程度 

昭和61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

人若しくは平成28年３月31日

までに卒業見込みの人又は人事

委員会がこれと同等と認める人 

女性 

警察官Ａ 
20名程度 

男性 

警察官Ｂ 
20名程度 昭和60年４月２日から平成9年

４月１日までに生まれた人で、

警察官Ａの受験資格(学歴部分)

に該当しない人(平成27年10月

１日から勤務可能な人に限る) 
女性 

警察官Ｂ 
5名程度 

『茨城県ゆうあいスポーツ大会』 

参加者募集 
 
心身に障害を持つ方を対象にしたスポーツ大会で

す。参加希望者はお申し込みください。 

 また、座席に空席が出た場合は、事業所から参加

される選手の保護者も送迎します。ただし、心身障

害児者が優先のため、申し込み締め切り後の連絡と

なります。 
 
●日時 ５月24日(日)、6月６日(土) 

    開会式  午前10時(集合 午前9時30分) 

●予備日 ５月31日(日) 

     陸上競技、フライングディスク 

※レクリエーション競技および屋外団 

 体競技は、荒天の場合は中止 

●場所 笠松運動公園、ひたちなか市総合運動公   

    園(バスケットボール・バレーボール・ 

    サッカー)、水戸グリーンボール(ボウリン 

    グ) 

●申込期限 ３月16日(月) 
 

問 市福祉課 43-8352 

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、フライ

ン グ デ ィ ス

ク・ボウリン

グ 

バスケット

ボール、ソフ

トボール、バ

レーボール、

サ ッ カ ー、

フットベース

ボール 

大玉おくり・

お菓子取り徒

競走など 

開催日 

5月24日(日) 

水泳以外 
６月６日(土) 

水泳 

５月24日(日)  

会場 笠松運動公園 

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27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 

笠松運動公園、その他  

枝垂れ桜の咲き誇る中 

歴史的街並の探索をしませんか 
  
下妻いいとこ案内人の会では、下妻初の国登録

文化財となる宮裏両樋周辺を散策する「旧江連用

水分水溝 宮裏両樋 国登録文化財 記念ウォー

キング」を開催します。 

 明治に建造されたレンガ堰の宮裏両樋や江戸時

代に水運で栄えた宗道河岸などを観光ボランティ

アガイドとともに散策します。  
 
●日時 ３月29日(日) 

    ①午前10時～ ②午後１時～ 

●コース 市役所千代川庁舎をスタート・ゴール

とし宮裏両樋や宗道河岸等を巡る約

４㎞(約１時間半) 

●定員 40名(各時間とも20名) 

●参加費 10０円(保険・資料代) 

●申込方法 電話にて申し込み 
 

問 申 下妻いいとこ案内人の会事務局 
     (産業振興課内) 44-0732 

自殺防止 

つながる“わ”・ささえる“わ”  

茨城いのちの絆キャンペーン実施中 
 

３月は自殺防止月間です。県内の１年間の自

殺者数は約600人という深刻な状況です。つら

いこと・苦しいことはひとりで抱えず、悩みを

相談しましょう。あなたには相談できる人がい

ます。 
 
○茨城いのちの電話 

 つくば 029-855-1000 
     (毎日24時間) 

 水戸  029-350-1000 
     (毎日午後１時～８時) 

 フリーダイヤル 0120-738-556 
 (毎月10日午前8時～翌日午前8時) 

○いばらきこころのホットライン 

 (祝日・年末年始休) 

 平日 029-244-0556 
 (午前9時～正午/午後１時～４時) 

  土日フリーダイヤル 0120-236-556 
 (午前9時～正午/午後１時～４時) 
 

問 茨城県障害福祉課精神保健グループ  

   029-301-3368  

地域生活支援事業 

障害者移動支援・障害者日中一時 

障害者訪問入浴について 
 
下記の事業を平成27年度において利用を希

望される障害児者の方は、福祉課にて申請手続

きをおこなってください。 

問 市福祉課 43-8352 

サービスの種類 内容 

障害者移動支援

事業 

屋外での移動が困難な障害者に

対し、外出のための移動支援を

行います。 

障害者日中一時

支援事業 

障害者の日中における活動の場

所を確保し、日常的に介護して

いる家族の就労支援、一時的な

休息を図ります。 

障害者訪問入浴

サービス事業 

入浴に介助を必要とする在宅の

障害者に対し、その居宅を訪問

し浴槽を提供し入浴の介護及び

身体の清拭を行います。 

案 内 

募 集 

募 集 

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

