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報 

水道メーターの交換に 

ご協力ください 
 
 水道メーターは、計量法により８年ごとの交換が

義務付けられています。有効期限が満了する前に、

新しい水道メーターに交換する作業を行います。ご

協力ください。 
 
◆作業期間 平成28年１月まで 

◆場所 市内全域 

◆交換対象 平成19年４月～平成20年３月までに 

      取付けしたもの(対象者に通知あり) 

◆委託業者 第一環境株式会社(市の指定給水装置工 

      事事業者) 

      ※作業員は、身分証明書を携帯してい 

       ます。 

◆注意事項 

 ・メーター交換作業中は、一時的に水道が使用で 

  きなくなります。   

 ・不在中でも交換のため、敷地内に入ります。   

 ・交換後、濁り水や空気による白い水がでること  

      があります。少し水を流してから使ってくださ 

      い。 

 ・交換工事代金の負担はありません。 
  

問 市上下水道課 44-5311 

インターネット公売(不動産)に 

参加してみませんか 
 

市では，インターネット(ヤフー株式会社提供)に

よる不動産公売を実施します。 
 
◆申込期間 ５月 27 日(水)午後１時 

       ～６月 11 日(木)午後 11 時 

◆入札期間 ６月18日(木)午後１時 

       ～25日(木)午後１時 

◆場所 Yahoo!オークション内のページ 

    ( オークション > 官公庁オークション >   

              下妻市インターネット公売)           

      http:/koubai.auctions.yahoo.co.jp/ 

      iba_shimotsuma_city  

◆公売不動産 売却区分番号 妻 27-１ 

       見積価額 6,400,000 円 

公売保証金 640,000 円 

       (土地)下妻市下妻字横町丁 58 番１ 

       宅地 615.67 ㎡ 

       ５月 27 日(水)午後１時～     

       Yahoo!オークション内のページで 

       物件情報を見ることができます。 
 
問 市収納課  43-8274 

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、申請期限までに市役所税務課までお越しください。 
 
◆減免の対象・要件  障害のある方本人の物、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 ６月１日(月)まで ※期限厳守 

◆持物 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。 

    ※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。 

◆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。 
 

問 申 軽自動車の減免   市税務課 43-2294 普通自動車の減免 筑西県税事務所 24-9190 

      障害者手帳について 市福祉課 43-8352 

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 

生計を一に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 

生計を一に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 

生計を一に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 

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 

水道加入分担金の一部を減免します 
 
◆期限 平成28年３月末日まで 

◆対象 新規加入申込者、口径変更(増径)申込者 

◆加入分担金 新たな水道加入者が支払う負担金で  

       す。水道施設を整備する費用の一部  

       になります。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※口径変更(増径)とは、既水道加入者が増築、新 

築等で給水管の口径を大きくすること。納付済 

の加入分担金との差額が発生します。 

※工事費は、加入者負担。工事は、市の指定工事業

者に依頼してください。 
 

問 市上下水道課  44-5311 

ゴーヤの苗を無料配布します 
 

◆日時 5月25日(月)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・名前を明記の上、環境保全に 

                関するアンケートに答えてください｡ 
 

問 市生活環境課 43-8234 

案 内 市立図書館蔵書点検等による休館情報 
 
 市立図書館では、蔵書の状況や紛失資料等の調査

のため、５月21日(木)～６月１日(月)まで集中的に

休館し、図書館内にあるすべての資料についての点

検作業を行います。 
 
※休館日でも図書の返却のみ、返却ポストの利用可 

※CDやDVD等AV資料の返却は返却ポスト利用不可 
 

問 市立図書館 43-8811 

http://www.lib.shimotsuma.ibaraki.jp/ 



『手話講座受講者』募集 
 

手話講座は、手話に対する関心を高め、初歩

的な技術を修得し、後には手話通訳者の養成に

つながることを目的に開催します。関心のある

方はぜひご参加ください。 
 

●期日 ５月22日(金)～平成28年３月25日(金) 

午後7時～9時 毎週金曜(全40回) 

●場所 千代川公民館 視聴覚室 

●定員 20人程度 

●受講料 無料(ただし、新テキスト代3,000円 

               は自己負担) 

●主催 下妻市聴覚障害者協会(下妻市･社会福祉 

            協議会委託事業) 

●期限 ５月15日(金)まで 
 

問   申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

「オレンジカフェ～認知症カフェ～」開催 
  
認知症に関する不安や悩みを、気軽に相談がで

き、楽しく交流ができる場所です。 
  
◆日時 毎月第３火曜日  

    午後１時30分～３時30分 

◆場所 千代川公民館レストハウス 

◆参加費 １人100円(お茶・おやつ代) 
 

問 申 市介護保険課 43-8264 

市民法律教室・法律相談会 
  
◆日時 ６月７日(日)午後０時30分～受付開始 

    ・午後１時～２時  

     法律教室「分かりやすい遺言相続」 

    ・午後２時15分～４時 法律相談会 

     ※相談内容は遺言・相続以外の法律相 

      談も承ります。 

◆講師 太田 亮介 氏【司法書士・行政書士】 

◆場所 八千代町農村環境改善センター 

◆参加費 無料 

◆定員 40人(先着順) 
 

問 太田司法書士行政書士事務所  

   48-9107 

全国農地ナビがスタートしました 
 
 農地法の改正により、農地台帳および農地地図の公

表が法定化されました。 

 ４月１日～農地に関する基本情報をインターネット

(｢全国農地ナビ｣http://www.alis-ac.jp/)でみること

ができます。インターネットがみられない場合は、農

業委員会の窓口で閲覧の請求等ができます。 
 

問 市農業委員会  45-8991  

『交通遺児育英会奨学生』募集 
 

交通遺児育英会では、保護者等が道路における交通

事故で死亡したり、著しい後遺障害のため働けなく

なった家庭の生徒に奨学金を貸与して進学援助を行い

ます。 
 

●学校別応募資格  

 (1)高等学校・高等専門学校奨学生 

  ◇在学応募 現在、高校・高専に在学している生徒   

  ◇予約応募 平成28年４月に高校・高専に進学予  

                       定の中学３年生    

    ◇採用方法   書類審査で決定 

    ◇募集期限 在学募集  平成28年１月29日(金) 

             第１次予約募集 ９月30日(水) 

               第２次予約募集 平成28年２月29日 

                                               (月) 

(2)大学・短期大学奨学生  
 
   ◇在学応募 現在、大学・短大に在学している学生 

  ◇予約応募 平成28年４月に大学・短大への進学 

        予定者  

  ◇採用方法 書類審査、奨学生選考委員会の選考 

  ◇募集期限 在学募集 11月10日(火) 

          第１次予約募集 ９月11日(金) 

          第２次予約募集 平成28年１月29日 
               (金) 

(3)大学院奨学生 
 
  ◇在学応募 現在、大学院に在学している学生 

  ◇予約応募 平成28年４月に大学院進学予定者  

  ◇採用方法   書類審査、奨学生選考委員会の選考    

  ◇募集期限   在学募集   ６月10日(水) 

        予約募集 平成28年１月29日(金) 
 

(4)専修学校・各種学校奨学生 
 
   ◇応募資格 国の省庁の認可または都道府県知事  

                     の認可を受けた専修学校専門課程及び 

                     これと同等の各種学校並びに専修学校 

                     高等課程で、修業年限１年以上の課程 

                     に在籍している生徒(無認可校や予備 

                     校の生徒は不可) 

   ◇在学応募 現在、専修学校・各種学校に在学して 

         いる生徒 

   ◇予約応募 平成28年４月に専修学校各種学校に 

                       進学予定の者    

   ◇採用方法 書類審査のうえ決定           

   ◇募集期限 在学募集 11月10日(火) 

           予約募集 平成28年２月29日(月) 
 

問  申 公益財団法人 交通遺児育英会 奨学課 

              03-3556-0773 

              http://www.kotsuiji.com 

『あしなが育英会奨学生』募集 
 

保護者が病気等で死亡、またはそれが原因で著

しい後遺障害のため働けない家庭の子どもたち

に、奨学金を貸与して進学援助を行っています。 
 

●申込期限 

 高校奨学金(在学募集) 前期5月20日(水)まで  
                                 後期９月30日(水)まで 
 高校奨学金(予約募集) 前期７月31日(金)まで 
                                 後期12月15日(火)まで 
 大学奨学金(予約募集) ６月30日(火)まで 
                     

問 申 あしなが育英会 奨学課 

     03-3221-0888   

   http://www.ashinaga.org 

「就学に関する説明会・懇談会」開催 
  

発達に遅れが見受けられる未就学児を抱える保

護者に対して行われる説明会と懇談会です。 
 
◆日時 ６月４日(木)午前10時～正午 

◆場所 下妻市役所 第二庁舎 中会議室 

◆内容 就学説明および既就学児の保護者を交 

     えた懇談会 

◆参加者 市内在住で発達に遅れが見られる未   

     就学児および既就学児の保護者ほか 

◆参加数 20人程度 

◆その他 乳児、児童等の兄弟がいる保護者に対 

               する託児あり 
 

問 NPO法人茨城県ポーテージ協会   

   080-3348-1820 (谷島) 

ひまわりサンSUNプロジェクトについて 
 
   ひまわりを育ててくれる市内の個人・団体には、ひ

まわりの種を無料配布します。 
 
◆期間 ５月11日(月)～29日(金) 

    ※各施設が休みの日を除く 

◆場所 市役所本庁舎１階市民ホール・市役所都市整 

            備課・市役所千代川庁舎くらしの窓口課・下  

    妻市立図書館  

    ※申込時に住所・氏名等を記入 

    ※1,000袋種が無くなり次第終了 

     (一世帯2袋まで) 

◆参加条件 ・市内で実施できる方  

      ・種まき～開花後まで、一通り管理でき 

       る方 

        ・種以外に管理に必要な物を準備できる 

       方 

◆品種 キッズスマイル(プランターで育成可能) 

◆種まきの時期 ５月24日(日)前後に種まきをお願い 

        します。(開花時期統一のため) 
 

問 市都市整備課 45-8128 

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１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１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 

案 内 

ヒナを拾わないでください 
 

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くこともできます。 
 
Q．人がヒナを育てることはできますか？ 

A．生きる知恵を身に付けなかったヒナは、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 43-8234 

案 内 

募 集 

相 談 

http://www.kotsuiji.com/
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スプレー缶・カセットボンベ・ライターの 

出し方について 
 

スプレー缶やカセットボンベの安全な出し方にご

協力ください。全て｢不燃ごみ｣となりますので、資

源ごみ用コンテナには入れないでください。 
 
【スプレー缶】 

風通しが良く火の気のない屋外で｢シュー｣っとい 
う音がしなくなるまで噴射ボタンなどを押し、ガ  
スを出し切り穴を空けてください。 
 

【カセットボンベ】 
中身が残っている場合、振ると｢シャカシャカ｣と  
音がします。カセットコンロでお湯を沸かすなど 
して使い切ってください。どうしても使い切れな 
いときは、風通しが良く、火の気のない屋外で中 
身を出し切り穴を空けてください。 

 
【ライター】 
 風通しが良く、火の気のない屋外で操作レバーを  
 押し下げたままテープや輪ゴムで固定します。そ  
 の際に火がついたら消してください。ガスの噴出 
 音が聞こえなければ、炎調整レバーをプラスの方 
 に動かしてください。その状態のまま付近に火の 
 気のない、風通しの良い屋外に１日放置してくだ 
 さい。 
 

問 市生活環境課 43-8289 

５月31日は市民清掃デーです 
 
◆日時 ５月31日(日)午前８時から ※小雨決行 

    荒天の場合は６月７日(日)に延期します。  

    防災無線放送あり 

◆対象ごみ ｢缶・びん・紙くず｣など 

      ※会社や店舗から出たごみ、産業廃棄 

       物は除く 

◆ごみ袋の配布方法 

 ・市民の方 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 市生活環境課までご連絡ください。 

◆ごみの分別 燃えるごみ、燃えないごみに分けて 

       ください。 

◆ごみの収集 実施当日ごみの収集は行いません。 

       ※収集したごみは収集日に地域の集 

        積所に出してください。 

◎当日の都合がつかない場合、実施日前後の週末等 

   に自主的な取組みをお願いします。 
 

問 市生活環境課 43-8289 

「税務職員採用試験」開催 
 
◆試験内容 高等学校卒業程度 

◆申込方法 ◎原則インターネット申込み 

       次のアドレスへアクセスし、説明に 

       従い入力する。http://www.jinji- 

       shiken.go.jp/ juken.html 

◆申込期間 ６月22日(月)午前９時～７月１日(水) 

      ◎インターネット申込みができない場 

                      合は郵送または持参希望する第1次  

                      試験地を管轄する人事院各地方事  

                      務局に提出  

        ※受付期間６月22日(月)～６月24 

        日(水) 

                      ※6月24日(水)の通信日付印有効 

◆受験資格 ①４月１日において高校または中等教 

                     育学校を卒業した日の翌日から起算  

                     して３年を経過していない者および 

       平成28年３月までに高校または中 

       等教育学校卒業見込みの者 

      ②人事院が上記①に挙げる者に準ずる 

                     と認める者 

◆試験日 第1次試験 9月6日(日) 

               第2次試験 10月14日(水)～23日(金) 

           のいずれか第1次試験合格 

           通知書で日時指定 

◆合格者発表日 第1次試験合格者 10月８日(木) 

        最終合格者 11月17日(火) 
 

問 人事院人材局 試験課 03-3581-5311            

平成２６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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※｢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 
 

(２)公開請求の処理状況 

 

 

 

 

 

 

(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) 

 
 

人権擁護委員による 
全国一斉特設人権相談 
  

人権擁護委員は、人権侵犯の被害者の救済や人権

相談の実施等、地域住民の皆さんに人権について関

心を持ってもらえるようにさまざまな啓発活動を

行っており、｢全国一斉特設人権相談｣を行います。 
 

◆日時 6月5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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市福祉課 43-8246 

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) 

 

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 

市長公室 １ １ 自治会関係 

総務部 １ １ 施設関係 

市民部 １ １ 証明書関係 

保健福祉部 １ １ 社会福祉関係 

経済部 － －  

建設部 － －  

会計課 － －   

小計 ４ ４   

教育委員会 １ ２ 学校関係 

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 ５ ６   

公開請求処理件数 6 
公開決定の件数 ２ 
部分公開決定の件数 ３ 
非公開決定の件数(非公開決定の

うち、文書不存在の件数) 
  １(０) 

取下げ － 

不服申立ての件数 －(－) 

問 市総務課 43-2116 

開示請求処理件数 ３ 
開示決定の件数 ２ 
部分開示決定の件数 １ 
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 －(－) 

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 

市長公室 － －  

総務部 ー ー  

市民部 ２ ３ 証明書関係 

保健福祉部 ー ー  

経済部 － －  

建設部 － －  

会計課 － －   

小計 ２ ３   

教育委員会 － ー  

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 ２ ３   

案 内 

案 内 相 談 

内田  博   44-4271 

須藤 澄子  43-0556 

稲葉 春美  43-3375  

飯塚 榮子   44-1050 

武井  守   43-0765  

横田 芳宏  43-2515 

藏持  薫     43-4312 

横倉 和夫  44-3349 



写真展｢写真を撮る楽しみ方それは…｣ 

押し花展｢初夏の陽ざしのなかで｣開催 
  

◆日時 ５月19日(火)～６月７日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※６月７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 

◆主催 フォトクラブ光風会 

    堀江とし子と仲間たち 

    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 

｢甲種防火管理新規講習会｣開催 
 
◆日時 ７月15日(水)、16日(木) 

      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1953-1] 

◆テキスト代 4,650円 ※申請受付時に徴収 

◆定員 120人 ※定員になり次第締切 

◆申請受付 ６月８日(月)８時30分～ ※印鑑持参 
 

問 申 下妻消防署 予防係 43-1551    

『シルバー人材センター』会員募集 
 
 市内に在住のおおむね60歳以上、健康で働く意

欲のある方を募集しています。一般家庭・民間事業

所・公共団体等から引き受け、就業機会を提供して

います。｢入会説明会｣を実施しています。お気軽に

ご相談、お問い合せください。 
 

問 下妻地方広域シルバー人材センター   

    44-3198 

『ボーイスカウト１日体験参加者』募集 
 
 野外ゲームやハイキング(関所俳句)など、楽しい

活動に参加できます。動きやすい服装で来てくだ

さい。※雨天時は、内容が変更になる場合があり

ます。変更の場合は、随時お知らせします。 
 
●日時 ６月７日(日)午前９時～正午 
●場所 砂沼広域公園 観桜園 芝広場 

●募集対象 小学３～５年生 

●参加費 200円(保険料など) 

●持ち物 水筒、マイカップ 

●申込期限 ６月１日(月)まで 
 

問 申 ボーイスカウト下妻１団 

     43-6269(須藤) 

｢わんぱく相撲 下妻場所｣開催 
 
◆日時 ６月13日(土) 

    午前９時～午後０時30分頃 

    (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・筑西市の小学生男子 

◆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人は、県 

                  大会への出場権を獲得 

     ・県大会での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 

090-9369-0134(関) 

『ガールスカウト体験』大募集 
 

 ガールスカウトは｢少女と若い女性が責任ある世

界市民として、自ら考え、行動出来る人となる」

ことを目指して活動しています。 
 

●日時 ５月24日(日)午前10時～正午 

●場所 小貝川フラワーフェスティバル会場   

    (小貝川ふれあい公園)  

●内容 クラフト作り、自己肯定感を高めるプロ 

            グラムほか 

●参加対象者 小学６年生まで 

●参加費 無料 

     ※参加希望者は当日会場に直接来場 
 

問 ガールスカウト茨城県連盟42団〈下妻〉   

  43-8328(飯塚) 

『第二種電気工事士受験対策(技能)』 

受講生募集 
 
●日時  ７月４日(土)、５日(日) 

     午前９時～午後５時(計２日間) 

●申込方法 筑西産業技術専門学院のホームペー 

                  ジから、または往復はがきにセミ 

                  ナー名、氏名、年齢、住所、電話番 

                  号、職業を記入し郵送 

●定員 15人(申込者が定員を超えた場合は抽 

                    選) 

●申込締切 ６月１日(月)(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 
 

問 申 茨城県立筑西産業技術専門学院  

     在職者訓練担当 24-1714 

[筑西市玉戸1336ｰ54] 

下妻小学校児童保育クラブ 

『支援員』募集 
 
●勤務日・時間 毎週月～金曜日 
                        午後３時～６時 ※相談可 

●募集人員 若干名 

●対象 子ども好きで60歳までの健康な方(支援

員経験者・保育士・教員資格等の資格保

持者歓迎) 

●給与 時給800円(研修期間あり) 

●申込方法 電話申込み(正午～午後３時まで) 

●申込期限 ６月30日(火)まで 

●その他 面接時に履歴書持参 
 

問 下妻小学校児童保育クラブ 44-3704 

｢ときめき婚活パーティー｣ 

｢笠間焼絵付体験｣参加者募集 
 
●日時 ６月14日(日) 

    午後１時20分～４時30分 

    (受付 午後０時50分～) 

●場所 笠間工芸の丘[笠間市笠間2388-１] 

●対象者 40歳以下の独身男女 各16人 

●参加費 男性6,000円 女性1,800円 
 

問 NPO法人メドウルミートクラブ 

   25-2678 

   [筑西市稲野辺568-5] 

新しい出会いを探してみませんか 
 
〈つくば会場〉 

◆日時 ６日18日(木)  

    午後７時～９時 

◆場所 つくば山水亭 

◆対象者 独身男女30代・40代 各15人程度 

◆参加費 男性4,000円 女性2,000円 
 
〈結城会場〉   

◆日時 ６月20日(土)  

      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 独身男女 45歳以下 各20人程度 

◆参加費 男性4,000円 女性2,000円 
  
〈境会場〉 

ティータイム(ケーキ＆ドリンク付き) 

◆日時 6月28日(日)  

    午後３時10分～４時30分 

◆場所 レストラン クラコフ 

◆対象者 独身男女30代限定 各８人まで 

◆参加費 男性4,000円 女性2,000円 
 
◎開催日３日前までにお申し込みください。定  

   員になり次第締切。当日のキャンセルや 

   無断欠席はキャンセル料(1,000円) 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート(月曜休み) 

       0280-87-7085 

ビーチボールバレー大会 

『連盟杯争奪参加者』募集 
 
●日時 ６月７日(日)午前８時30分～ 

●場所 千代川体育館・大宝公民館ほか 

●種目 ・一般男女混合の部 

・男女混合シニアの部(男子のみ50歳以上) 

・一般女子の部 

※年齢は大会当日を基準 

●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(締め切り後の返却不可) 

●参加方法 下記まで所定用紙と参加費を持参して

申込み 

●申込場所 市役所生涯学習課(千代川庁舎２階)  

      下妻市総合体育館 ※月曜日を除く 

●申込期限 ５月22日(金)午後５時まで 

●組合せ抽選会 ５月30日(土)午後７時～ 

        下妻公民館で実施 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟 

090-4074-6659(山本)  

案 内 

募 集 募 集 

｢さつき・盆栽展示会｣開催 
   
◆期間 ５月29日(金)～31日(日) 

◆場所 下妻公民館 
 

問 下妻地方盆友会  

       090-4627-1818(久保田) 

案 内 



肺がんドックの補助について 
 
 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。 
 

◆申込受付 ５月15日(金)～ 
 
◆対象者 

・下妻市に住民登録をしている 

・受診日当日に40歳から74歳まで  

・12月25日までに受診可能 

・喫煙指数(1日の喫煙本数×喫煙年数) 

 が600以上 

・医療機関で肺がんドック受診者 

・市税を滞納していない 
 

◆定員 先着20人(定員になり次第締切) 
 
◆検診内容 CT(コンピュータ断層撮影)を中 

      心とした胸部レントゲン・喀痰 

       細胞 診などの肺がん関連検査。 

                ※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上、下妻市保  

   健センター窓口で申込み後、医療機関で 

 検診を受診。※検診費用は自己負担 

②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)が分かるものを持参し、

補助金の申請をしてください。 
 

問 市保健センター 43-1990  

農用地区域の除外・編入の申出を 

受け付けます 
 
 農業振興地域整備計画の変更にかかる申出を

下記のとおり受け付けます。 
 
◆受付期間 ６月１日(月)～30日(火) 

◆場所 市役所農政課(千代川庁舎) 

◆申請書類 お問い合わせください。 

      (市ホームページからもダウンロー 

      ド可) 

※平成28年度の農用地区域の除外・編入申出 

 受付については、農業振興地域整備計画の見 

 直しのため受付しません。計画変更を考えて 

 いる方は、平成27年度中にお願いします。 
 

問 市農政課 45-8992 

｢食品取扱者の保菌検査(検便)｣ 

について 
 
◆日時・場所 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

※１ 対象地区以外の受付可能 

※２ ８月12日、９月23日の水曜日は受付不可 

◆検査当日持参するもの 

 ｢食品衛生責任者自主管理記録簿｣ 

 ｢検査検体(検便)｣および｢検査申込書｣ 

◆検査手数料等 

 検査機関  公益財団法人茨城県総合健診協会 

   検査項目  赤痢菌・サルモネラ属菌・腸管出血性  

        大腸菌O157  

 検査手数料 800円(税込) 

◆検便容器等の配布場所 

 ①常総保健所  

      [常総市水海道森下町4474]  

  0297-22-1351 

   ②茨城県総合健診協会県西センター  

  [筑西市関本分中37-1]  

  0296-20-3480 

      ※①､②以外では検便容器等の配布・検査の受付  

         は行いません。 
 

問 県常総保健所 衛生課 0297-22-1351  

受付日時 場所 
対象地区

※１ 

６月９日(火) 

午後１時30分～３時 

下妻市千代川 

保健センター 

千代川 

地区 

６月17日(水) 

午前10時～11時30分 
下妻市保健センター 下妻市 

６月22日(月) 

午後１時30分～３時 
下妻市保健センター 下妻市 

毎週水曜日(※2) 

午後１時～２時30分 

常総保健所庁舎内 

常総食品衛生協会 全地区 

お知らせ版４月10日号から追加情報あり 

高齢者肺炎球菌予防接種の一部を助成します～65歳以上の方～ 

 

市では、高齢者肺炎球菌予防接種について、接種費用の一部を助成しています。接種希望者は、下記の市内

実施医療機関または市外の協力医療機関で受けてください。市外の協力医療機関については事前に保健セン

ターにお問い合わせください。※お知らせ版４月10日号掲載記事から接種できる医療機関が増えました。 
 
◇接種できる市内医療機関一覧 ※追加医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇対象接種期間 ～平成28年３月31日(木) 
 
◇接種対象者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇助成額 3,000円(一人１回のみ)※定期接種、任意接種も同額 

※接種費用は医療機関の設定金額によって異なりますので、各医療機関にお問い合   
 わせください。「医療機関設定金額」－「市の助成金3,000円」＝「自己負担金」 
※接種券を持参しないと、助成が受けられません。   

問 市保健センター 43-1990 

医 療 機 関 名 電話番号 医 療 機 関 名 電話番号 

 浅田医院 44-3957  とやまクリニック 30-5010 

 宇津野医院 45-0311  中山医院 43-2512 

 軽部病院 44-3761  平間病院 43-5100 

 菊山胃腸科外科医院 44-2014  古橋医院 44-2792 

 湖南病院 44-2556  古橋耳鼻咽喉科医院 45-0777 

 坂入医院 43-6391  三津山クリニック 48-9131 

 砂沼湖畔クリニック 43-8181  渡辺クリニック 43-7773 

 とき田クリニック 44-3232  ※加倉井皮膚科クリニック 30-5007 

高齢者肺炎球菌 対象者 

 定期接種 

 ※法律に定められて  

  いる予防接種 

過去にこのワクチン接種を受けていない方で、 

※H28年3月31日現在の年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85

歳、90歳、95歳、100歳の方 

※接種日に60歳以上65歳未満で心臓・じん臓・呼吸器の機能または

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者で身体

障害者手帳１級を取得している者であって、医師から予防接種を

受けることが必要と認められた方。 

任意接種 

 ※法律に定められて  

  いない予防接種 

※過去５年以内にこのワクチン接種を受けていない方で、 

接種日に65歳以上の定期接種以外の方。 
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しもつま 広
報 

自己所有山林の整備を希望する方へ 

平地林の整備・保全を支援します 
 

市では、県が導入した森林湖沼環境税を利用し、平地

林や里山林の整備と保全を目的とした｢身近なみどり整備

推進事業｣を行い、山林整備を希望する方を募集します。 
 
●募集内容 自己所有山林の整備 

 ※整備に当たっては、市と森林所有者の森林保全に関 

      する協定を結ぶ等、一定要件が必要となりますので 

      詳しくはお問い合わせください。 
 

問 市農政課 45-8992 

案 内 

案 内 


