広
報

しもつま

お知らせ版

2015

７

発行◆下妻市役所［〒304-8501 下妻市本城町2丁目22番地］ 編集◆秘書課
市役所へのお問い合わせは 0296-43-2111 www.city.shimotsuma.lg.jp

75歳以上の方の保険証 ～後期高齢者医療被保険者証等の交付について
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案内

◎基準収入額適用申請について
自己負担金の割合が３割と判定された方で、平成26年中の収入が一定以下の方は、申請により、割合が１割
となります。該当する方には個別に通知しますので、指定日に市役所保険年金課へお越しください。
◎後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の交付について
住民税非課税世帯の方には、申請により、1ヶ月に支払う自己負担金(入院時の食事代を含む)が減額される減
額認定証(オレンジ色)を交付します。該当する方には個別に通知しますので、指定日に市役所保険年金課へお
越しください。なお、平成26年度に、減額認定証が交付されている方で、平成27年度も継続して該当する
方には、平成27年度分の減額認定証を被保険者証に同封し、郵便でお届けします。(申請の必要はありません)

後期高齢者医療保険料の納付について
平成27年度後期高齢者医療保険料が確定したことにより、７月中旬に以下の保険料に関する通知書が市から
送付されますので確認してください。
・普通徴収(納付書で納める方)｢普通徴収納入通知書｣が届きましたら、指定の金融機関などで納めてください。
・特別徴収(年金から天引きされる方)｢特別徴収開始通知書｣が届きましたら、10月から天引きされる保険料額
を確認してください。
※年度前半(７・８・９月)を納付書で、年度後半(10・12・２月)を年金からの天引きで納める場合もありま
すので注意してください。
市保険年金課 43-8326

有害鳥獣捕獲のお知らせ
収穫前の梨果実を、ムクドリ・ヒヨドリ・カラスの食害から守る
ため、銃器による捕獲実施します。皆さまのご理解ご協力をお願い
します。
◆期日 7月11日(土)～9月10日(木)まで
◆実施日 ◇8月12日(水)までの毎週火・木・土・日曜
◇8月16日(日)～９月10日(木)までの毎週木・土・日曜
※全日、日の出から日の入りまで実施
◆対象地区 下妻地区全域
※重点地区
上妻・大宝・騰波ノ江・豊加美・高道祖

問

市農政課 44-0729

防災無線のチャイム放送の時刻
について
防災無線の朝のチャイム放送は現
在、下妻中学校区と東部中学校区で朝
６時、千代川中学校区で朝７時に放送
しています。
今 後、市 で は、放 送 時 刻 に つ い て
は、朝７時に統一していく方針です。
ご意見などについて、７月31日(金)ま
でに消防交通課までご連絡ください。

問

70歳未満の方の医療費が高額になった場合、｢限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、医療機
関窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。月ごとの医療費の支払いが高額になる方は｢限度
額適用認定証｣の交付申請をしてください。
また、現在「限度額適用認定証」をお持ちの方も改めて申請が必要ですので、８月以降も引き続き限度額適用
認定証が必要な方は申請の手続きをしてください。
なお、８月以降の認定証は７月21日(火)から受け付けを開始します。
◆自己負担限度額(月額)

◎後期高齢者医療被保険者証の交付について
75歳以上の方(一定の障害のある65歳以上の方を含む)が現在お使いの後期高齢者医療被保険者証は、平成
27年７月31日(金)が有効期限となっています。８月１日(土)から有効となる被保険者証は、７月末に郵便(簡
易書留)でお届けしますので、届きましたら住所や氏名などに誤りがないか確認してください。郵便事情によ
り到着日が異なる場合がありますのでご了承ください。なお、平成27年８月からの自己負担金の割合(１割
または３割)は、平成26年中の所得により判定されますので、変更となる場合があります。

問

70歳未満の方の｢限度額適用認定証｣の申請について

市消防交通課 43-2119

所得による区分
上位所得者
世帯(※２)

一般世帯

適用区分

3回目まで

総所得金額などが901万円を超える

ア

252,600円＋医療費が842,000円を
超えた場合は、その超えた分の１％

140,100円

総 所 得 金 額 な ど が 600 万 円 を 超 え
901万円以下

イ

167,400円＋医療費が558,000円を
超えた場合は、その超えた分の１％

93,000円

ウ

80,100 円＋医療費が267,000 円を
超えた場合は、その超えた分の１％

44,400円

エ

57,600円

44,400円

オ

35,400円

24,600円

総 所 得 金 額 な ど が 210 万 円 を 超 え
600万円以下
総所得金額などが210万円以下(住民
税非課税世帯を除く)
住民税非課税世帯

4回目以降(※１)

※1 過去12カ月以内に同じ世帯で４回以上の高額療養費の支給を受けた場合
※2 上位所得者世帯とは、国民健康保険税の算定の基礎となる総所得金額などが600万円を超える世帯にな
ります。
なお、所得の申告をされない方がいる場合も上位所得者世帯とみなされます。
※保険外診療分および食事代金などについては、高額療養費の対象外です。
※限度額適用認定証の交付を受けていない場合も、従来どおり医療機関での支払い後に、市役所窓口で高額療
養費の支給申請をすれば支給を受けることができます。
※国民健康保険税の納付状況および世帯の申告の有無などにより、限度額適用認定証を交付できない場合があ
ります。
※１つの世帯で、同月内に21,000円以上の自己負担額を２回以上支払い、合算して自己負担限度額を超えた
場合も高額療養費の対象となります。この場合は、市役所窓口において高額療養費の支給申請をする必要が
あります。
◆限度額適用認定期間 ８月１日(土)(申請月の初日)～平成28年７月31日(日)
◆申請に必要なもの
①保険証
②印鑑(ゴム印不可)
③窓口に来る方の本人確認できるもの(運転免許証など)
※現在｢国民健康保険限度額適用認定証｣をお持ちの方は持参してください。
※別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要になります。

問

申

市保険年金課 45-8124

古布の出し方について
古布で出せるものは、洋服・肌着・シャツ・タオル・カーテンなどです。洗濯をし、よく乾かしてから、市
指定袋以外の中身が分かる透明な袋に入れて出してください。
古布は少しでも濡れるとリサイクルできなくなってしまいます。雨天時や後に雨が降りそうな場合には、次回
の収集日に出してください。
なお、屋根がある集積所であっても収集・運搬時に濡れてしまいますので、次回の収集日に出してください。

問

市生活環境課 43-8289

住民税非課税世帯の方の入院時の
食事療養費の減額について

道路への倒木・枝の張り出しに
ご注意

保険診療で入院する場合の食事代は、診療や薬にか
かる費用とは別に一食あたり260円の定額負担となっ
ています。
住民税非課税世帯の方には、申請により食事療養費
が減額になる｢標準負担額減額認定証｣を交付しますの
で、該当する世帯の方は、申請してください。
なお、現在｢標準負担額減額認定証｣をお持ちの方も
改めて申請が必要ですので、８月以降も引き続き認定
証が必要な方は申請の手続きをしてください。８月以
降の認定証は７月21日(火)から受け付けをします。

道路や歩道への倒木、枝の張り出しにより、通
行の障害になっている箇所が見受けられます。こ
れらに起因して、車両や歩行者に事故が発生した
場合には、樹木の所有者は責任を問われることが
あります。

区分
一般世帯の方
住民税非課税世帯の方
90日までの入院
(過去１年間で90日を超える入院)

一食あたりの負担額
260円
210円(160円)

◆標準負担額減額認定期間
８月１日(土)(申請月の初日)
～平成28年７月31日(日)
◆申請に必要なもの
①保険証
②印鑑(ゴム印不可)
③窓口に来る方の本人確認できるもの
(運転免許証など)
※申請日現在で過去１年間の入院日数が90日を超え
ている方は、入院日数が確認できるものを持参
(医療機関の領収書など)
※現在｢標準負担額減額認定証｣を持つ方は持参
※別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要で
す。

問

申

案内

◇道路・歩道へ樹木が張り出している
◇枯れ木・折れ枝などによる通行障害がある。
または、その恐れがある
◇竹林の繁茂による通行障害がある。または、
その恐れがある
上記のような状態が見られる土地または樹木の
所有者の皆さんには、樹木の伐採または枝下しな
どをお願いします。なお、強風や大雨の後は、特
に注意してください。
【作業時の注意事項】
◇電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴
う場合があるので、事前に東京電力または、
NTT東日本に連絡し、立会いのもとで行って
ください。
◇通行車両、自転車および歩行者の安全を確保し
てください。
◇樹木からの転落防止に十分配慮してください。
【その他のお願い】
◇国道・県道については、茨城県常総工事事務
所にお問い合わせください。
◇当市に住んでいない土地の所有者について
は、親戚や知人の方からお知らせください。

問

市保険年金課 45-8124

県常総工事事務所 道路管理課
0297-42-2505
市建設課
45-8125

不法投棄110番

停電事故防止のお願い

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。

近年、送電線に農業用ビニールなどが付着する
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、たいへん危険です。強風や突
風の予報が出た場合は、事前に使用中の農業用ビ
ニールなどを今一度、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。
大規模な停電事故は多くの皆さまのご迷惑とな
るばかりでなく、場合によっては人命にかかわる
ほどの影響がでてしまいます。ご理解ご協力をお
願いします。

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
43-8234
※休日や夜間は、下妻警察署
43-0110

問

東京電力 茨城カスタマーセンター
0120-995-332

スズメバチの刺傷事故を防ぐため

野外焼却は禁止

スズメバチは、むやみに人をおそうわけではな
く、害虫を含む多くの虫を捕食することで生態系
の安定に役立っています。スズメバチを正しく理
解し、安全な森林散歩に役立てましょう。

野外焼却(野焼き)は｢廃棄物処理法｣で一部の例外を除
いて禁じられており、罰則規定(５年以下の懲役または
1,000万円以下の罰金)があります。

◆巣はどんなところに多いか
切株や土中、茂みのなか、木のうろのなか
◆危ない時期
夏から秋にかけて働きバチが多くなり、攻撃性
が高くなります。働きバチは越冬せず、巣は再
び使われません。
◆ハチに刺されたら
毒を吸い出す、傷口を冷やす、処方薬を使う
※アンモニアや尿を塗るのは効果がないばかり
か有害です。
◆危険なハチ毒アレルギー
全身的な症状(吐き気、頭痛、腹痛など)が出たら
危 険な状況 です。 血圧低 下や意識 を失うアナ
フィラキシーショックでは１時間以内に死亡す
る例があるので、救急医療を受けなければなり
ません。
◆森林に出かける心がけ
・白や黄色の服装、帽子を着用(黒は、真っ先に
攻撃対象になる)
・匂いに気をつける(化粧品や清涼飲料水に警報
フェロモンの成分が含まれる)
・ひとりで森林に入らない

問

市生活環境課 43-8234

運転免許センター直行バス

｢わかば号｣運行
関鉄パープルバス株式会社では、平成26年か
ら下妻駅を経由する運転免許センターへの直行バ
スを運行しています。乗換なしでスムーズに移動
できますので、ぜひ、ご利用ください。予約は不
要です。
◆運行期間(季節運行)
◇7月21日(火)～9月30日(水)
◇平成28年2月1日(月)～4月15日(金)
※上記期間の平日運行
(運転免許センター休業日は運休)
◆バス停留所(市内)
長塚、下妻駅、騰波ノ江駅入口
◆主な運行ルート
古河駅～下妻駅～下館駅～運転免許センター
◎各停留所では運転免許センター行きは乗車の
み、帰りは降車のみの利用となります。時刻
表・運賃などはホームページ参照

問

関鉄パープルバス株式会社 30-5071
http://kantetsu.co.jp/green-bus/

案内

・火災の原因になります。
・煙、灰、すす、悪臭、有害物質などの発生により、ご
近所の方の生活環境や健康を損なうことがあります。
・ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却炉による焼却
も禁止されています。
・家庭から出るごみは市指定のごみ袋に入れ、各地区の
集積所に出していただくか、クリーンポート・きぬへ
直接搬入してください。
・会社や店舗から出るごみは事業系一般廃棄物として処
理してください。
・産業廃棄物は専門の処理業者に依頼してください。

問

市生活環境課

43-8234

自衛官募集

募集

一般曹候補生
◆受付期間 ８月１日(土)～９月８日(火)※必着
◆応募資格 18歳以上27歳未満の者
(平成元年４月２日～平成10年４月１日
までに生まれた者）
◆試験期日 一次試験日 ９月18日(金)～19(土)の
指定する１日
二次試験日 10月８日(木)～14日(水)
の指定する１日
航空学生(海上・航空)
◆受付期間 ８月１日(土)～９月８日(火)まで※必着
◆応募資格 18歳以上21歳未満の者
(平成７年４月２日から平成10年４月１
日までに生まれた者)
◆試験期日 一次試験日 ９月23日(水)
二次試験日 10月17日(土)～22日(木)
の指定する１日
自衛官候補生
◆応募資格 18歳以上27歳未満の者
(平成元年４月２日から平成10年４月１
日までに生まれた者)
◆試験日 男子９月20日(日)女子９月27日(日)
◆場所 霞ヶ浦駐屯地(予定)
◆その他 身分 特別職国家公務員(自衛隊員)
【給与の一例】入隊の３か月後 ２士
159,000円／月
※試験会場は申込時に問い合わせください。

問

自衛隊茨城地方協力本部 筑西地域事務所
22-7239
www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/
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花火大会の特設会場について

７月18日(土)に砂沼サンビーチがオープンします。
オープニングイベントもありますので、ぜひご来場くだ
さい。

市心身障害児者福祉推進協議会では、｢第49回
しもつま砂沼花火大会｣の際に、障害児者が観覧
できる特設会場を用意します。楽しい夏のひとと
きを過ごしませんか。

問

市都市整備課 43-8356
砂沼サンビーチ 43-6661

夏休み環境学習企画

『エコネット塾』参加者募集
｢エコネット塾｣は、地球温暖化問題をみんなで考え、
環境保全の意識を高めあっていく学習講座です。
遊覧船に乗り、湖が汚れてしまう原因などの学習を体
験型で実施します。きれいな水を自然に戻して環境に配
慮した行動を取り入れましょう。
◆日時 ８月９日(日)
午前９時
午前10時
～午前11時10分
午前11時40分
～午後０時30分
午後０時30分
～１時30分
午後２時～３時
午後４時

申

『イルミネーション事業』
企画・運営団体募集

募集

｢冬のしもつま｣の夜景を楽しんでもらえるよ
うなイルミネーションイベントの企画・運営を行
う団体を募集します。
◆募集期間 ７月13日(月)～8月14日(金)
◎詳細は、下妻市観光協会ホームページ参照

問 申 下妻市観光協会(市産業振興課内)
44-0732
http://www.shimotsuma-kankou.jp/

事前学習

霞ヶ浦環境科学センター

『夏休み１日図書館員』募集

昼食

ラクスマリーナ(土浦市)

｢夏休み１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。

水質調査体験
霞ヶ浦環境科学センター
下妻市役所解散

◆日時 ８月20日(木)21日(金)のいずれか
各日とも午後１時～４時
◆定員 各日４人(申し込み多数の場合は抽選)
◆対象 市内在住・在学の小学４～６年生
◆内容 本の貸出・書庫の見学・本の紹介ポップ
づくりなど
◆申込方法 ８月２日(日)までに、電話または市
立図書館窓口にて受付

体験
学習
帰着

市生活環境課

43-8234

問

申

下妻市商工会 43-3412 FAX43-3168 ホームページhttp://www.shimotsuma.or.jp/

｢夏休みワークショップ｣開催

問 申

市立図書館 43-8811

案内

今年も「夏休みワークショップ」を実施します。｢宿題おたすけマン！｣に加え、企画展｢わくわくふしぎ発
見！！｣の関連事業としてワークショップ｢葉っぱのスタンプでエコバッグをつくろう！｣を開催します。
｢宿題おたすけマン！｣は、講師の先生にアドバイスをもらいながら、夏休みの宿題であるお習字やポスター
が楽しく制作できるワークショップです。また、｢葉っぱのスタンプでエコバッグをつくろう！｣は夏休みの楽
しい体験ができるワークショップです。
「宿題おたすけマン！」
日時

下妻市役所本庁舎東側に
集合、バスを利用

遊覧船

◆申込資格 市内で営業している小売店、飲食店、サービス業、建設業など
(金融業、または公序良俗に反する風俗業など事業者は除く)
◆申込方法 ｢取扱事業所申込書｣に必要事項を記入し、下妻市商工会へ直接申し込みください。※FAX可
※申込書は、市または下妻市商工会ホームページからダウンロードできます。
◆申込期間 ◇一次募集 ７月21日(火)まで
◇二次募集 随時 ※一次募集以降、９月30日(水)まで

市福祉課 43-8352

出発

◆定員 40人※先着順
◆対象 市内在住・在勤の方
※小学3年生以下は保護者同伴
※未成年者のみの参加は保護者の同意書が必要
◆参加費 1,000円※昼食代
◆申込締切 ７月24日(金)午後5時まで

問

案内

◆日時 ８月１日(土)午後７時30分～
※荒天時２日(日)開催
◆対象者 市内在住の障害児者および家族の方
◆場所 下妻市福祉センター砂沼荘庭園・ウッド
デッキ(株)茨城富士駐車場
※障害者手帳を確認します。

問

募集

下妻市商工会では、９月１日(火)から市内の取扱店で利用できる
｢しもつまプレミアム商品券｣の販売に伴い、商品券の取扱事業者を募集中です。

砂沼サンビーチオープン

◆営業期間 ７月18日(土)～８月31日(月)
◆オープニングイベント
◇７月18日(土)時空戦士イバライガーショー
(午前11時～、午後２時～)
◇７月20日(祝)しもんChuステージ
(午前11時～、午後２時～)
※荒天などにより閉園となる場合があります。また、イベ
ントは時間の変更や中止となる場合があります。

『しもつまプレミアム商品券取扱事業者』募集

習字

ポス
ター

場所

７月30日(木)
〈小学３～４年生部門〉
午前10時～正午
〈小学５～６年生部門〉
午後１時30分～３時30分

７月31日(金)
午後１時30分～３時30分

ふるさと
博物館講座室

ふるさと
博物館講座室

講師
柳華舟先生(書家)
助手の先生方

名和和男先生(デザ
イン)
美術の先生方

対象・人数

持ち物

市内小学生
３～６年生
各25人

書 道 セ ッ ト、半 紙 20 枚 程 度、
新聞紙、学校で配布される夏休
みの宿題一覧

市内小学生
１～６年生
40人

クレヨン(低学年)、絵の具セッ
ト(絵の具・筆・筆洗器・パレッ
ト)、画用紙(学校で指定された
大きさ)、鉛筆、消しゴム、古タ
オル、新聞紙、学校で配布され
る夏休みの宿題一覧

※習字は夏休みの宿題一覧(学校配布)を見て書く文字を考えてくる
※ポスターについては夏休みの宿題一覧(学校配布)をみて何を描くか考えてくる
｢葉っぱのスタンプでエコバッグをつくろう！｣
日時

場所

講師

８月５日(水)
午後１時30分～３時30分

ふるさと博物館
講座室

ミュージアムパーク茨城県
自然博物館 小幡和男先生

対象・人数
市内小学生
１～６年生
30人

持ち物
タオル、水筒、
参加費100円※当日集金

※｢葉っぱのスタンプでエコバッグをつくろう！｣は低学年参加者の保護者同伴可
◎全日程、汚れても良い服装で参加してください。
◆応募方法 往復ハガキに希望のワークショップ名・住所・電話番号・学校名・学年・氏名・を記入
◇応募先 [〒304-0056 下妻市長塚乙77番地]下妻市ふるさと博物館
◇締切 ７月20日(月)まで※必着
◆注意事項 ①応募できるワークショプは１人いずれかひとつ
②ハガキ１枚で１人の応募
③電話受付不可
④宿題おたすけマン！は｢夏休み宿題一覧｣(学校より配布)の中から１つ選択
⑤申し込みが定員を超えた場合は、抽選により決定

問

ふるさと博物館 44-7111

『壮年ソフトボール大会』
参加チーム募集

募集

◆日時 ９月６日(日)※予備日９月13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
② ①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(下妻市ソフトボール連盟登録
チーム)
5,000円(下妻市ソフトボール連盟未登
録チーム)
◆申込方法 所定の申込用紙を７月22日(水)まで
に下記へ送付※必着
[〒304-0017 下妻市筑波島
1101-1]小島 浩二
※当連盟登録チームには、参加申込
書を送付します。
上記以外のチームは、問い合わせ後
に参加申込書を送付します。
【代表者会議】
◆日時 ７月25日(土)午後６時30分～
(受付 午後６時～)
◆場所 下妻公民館 学習室
◆その他 参加費は、代表者会議当日徴収

問

下妻市ソフトボール連盟
090-1808-7250(髙村)
ssa_sports@yahoo.co.jp

『はつらつエクササイズ教室参加者』募集
普段、運動をする機会の少ない方、体重増加が気
になる方、キックボクササイズでストレスを解消し
ましょう。初心者大歓迎。
◆日時 ８月４日、11日、18日、25日
９月８日、15日、29日、
10月６日
全日火曜日開催 午後７時～８時30分
◆場所 千代川公民館 ホール
◆講師 池上靖幸 先生
◆内容 キックボクササイズ
◆受講対象 市内在住・在勤の方
◆募集人数 30人
◆参加費 1人680円※保険料
◆持ち物 室内履き、タオル、飲物、
ヨガマット(バスタオルなど)
◆申込締切 ７月24日(金)※定員になり次第締切
◆申込方法 生涯学習課(千代川庁舎)へ参加費を添
えてお申込みください(電話にて仮申し
込みを受け付けます)
◎動きやすい服装でご参加ください

問

申

市生涯学習課 45-8997

｢まちなかお化け屋敷2015(夏)｣ 案 内
開催

犬・猫に名札を付けよう

◆開催期間 ７月21日(火)～８月31日(月)
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)600円、子ども400円

ペットの身元表示は、法律で飼い主の努力義
務とされています。これを受け、茨城県獣医師
会では、災害や事故、迷子など不測の事態に遭
遇した際の犬・猫の身元表示として、マイクロ
チップの埋込みを推進し、｢マイクロチップデー
タ登録助成事業｣並びに｢マイクロチップ埋込み
助成事業｣を実施します。
ご自身のペットに装着して
みてはいかがでしょうか。

問

まちなかお化け屋敷実行委員会
090-9392-1200

｢下妻地方家族会｣開催

マイクロチップ助成事業を行います

◆日時 ７月25日(土)午後５時30分～８時30分
(受付 午後５時～)
◆場所 ORANGE CAFÉ(筑西市)
◆対象者 40歳以下の独身男女各16人※先着順
◆参加費 男性6,000円 女性1,800円

期
間
頭
数

問

内
容

申

NPO法人メドウルミートクラブ
25-2678

新しい出会いを探してみませんか
<結城会場>
◇日時 ８月９日(日)午後１時30分～４時30分
(受付 午後１時～)
◇場所 結城市民文化センターアクロス
◇対象 独身男女45歳～65歳まで 各20人程度
◇参加費 男性4,000円 女性2,000円
<つくば会場>※平日夜開催※20代女性参加歓迎
◇日時 8月20日(木)午後７時～９時
(受付 午後６時30分～)
◇場所 つくば山水亭
◇対象 独身男女30代・40代の方 各15人程度
◇参加費 男性4,000円 女性2,000円
<下妻会場>※20代女性参加歓迎
◇日時 ８月23日(日)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 独身男女30代・40代の方 各15人程度
◇参加費 男性4,000円 女性2,000円
<境会場>～カレー作り＆出会いパーティー～
◇日時 ８月30日(日)午前11時～午後3時
(受付 午前10時30分～)
◇場所 茨城県立さしま少年自然の家
◇対象 独身男女20代・30代の方 各15人程度
◇参加費 男性4,500円 女性2,500円
◆参加費 各日とも当日徴収
◆申込開始 随時

問

申

NPO法人ベル・サポート(月曜休)
0280-87-7085

家族の中に精神障がいを持つ家族の交流会を二ヶ
月に１度開催しています。悩みを打ち明け、病気や
福祉制度について勉強しませんか。
事前の申し込みは不要です。初めての方でも気軽
にご参加ください。お互いに支え合って元気を出し
ましょう。
◆日時 偶数月の第４日曜日 午前10時～正午
◆場所 下妻地方地域活動支援センター 菜の花
(常総市石下文化センター裏)

問

ときめき婚活パーティーと夏祭り神輿観覧

問

データ登録助成事業
４月１日～助成頭数
終了まで

埋込み助成事業
７月１日～助成頭数
終了まで

県内犬猫先着1,000頭

県内犬猫先着1,000頭

動物病院から送付され
た｢マイ クロ チッ プ動
物ID 登録 申込書｣ につ
い て、日 本 獣 医 師 会
(AIPO)への登録手続き
および登録料1,000円
を助成

飼い主が茨城県内に在
住し、実施期間内に獣
医師会会員動物病院に
てマイクロチップの埋
込みを実施した犬猫１
頭につき2,000円を助
成

公益社団法人 茨城県獣医師会事務局
029-241-6242

募集
『親子ふれあい１泊研修事業参加者』
募集
社会福祉法人茨城県母子寡婦福祉連合会で
は、県内市町村母子家庭のお母さんとお子さん
が広く地域を超えての交流と楽しい体験が出来
る｢１泊研修事業｣の参加者を募集しています。
母子ともに参加希望する方は、県母子寡婦福
祉連合会へ連絡してください。
◆実施期間 ９月19日(土)午後２時
～20日(日)午後1時まで
◆実施場所 県立児童センター こどもの城
◆定員 80人(定員を超えた場合は各市町村会長
の推薦する世帯とします)
◆参加費 １世帯500円※現地集合現地解散
◆申込期限 ８月21日(金)まで
※詳細につきましては、参加者決定後、各自に
連絡します。

問

申

社会福祉法人
茨城県母子寡婦福祉連合会
029-221-7505

案内

下妻地方家族会 0297-42-1712

｢出張相談｣開催

相談

心の病について相談したい、対人関係で悩んでい
る、生活リズムを整えたい、部屋の掃除や洗濯がう
まくいかない、福祉サービスについて知りたい、働
きたいけど何から始めたらよいかわからないなど､お
気軽にご相談ください。精神保健福祉士や専門職員
が相談に応じます。ご本人はもちろん、ご家族の方
もご利用ください。
◆日時 ８月６日(木)
◇相談時間 午前10時～正午(30分程度)
◇予約時間 ①午前10時～
②午前10時30分～
③午前11時～
④午前11時30分～
◆場所 市役所 第二庁舎 小会議室
◆費用 無料
※予約制ですので、前日までにご連絡ください。

問

地域活動支援センター煌(きらめき)
0297-30-3071

｢ハローワークにおける
看護の仕事相談会｣開催
看護の仕事に就きたいが、なかなか希望の場所が
ない、ブランクがあり、職場復帰に自信がないな
ど、困りごとはありませんか。
茨城県ナースセンターの看護職選任就業相談員が
相談に応じます。
◆日時 10月５日(月)午後１時～３時
平成28年２月15日(月)午後１時～３時
◆場所 筑西ハローワーク

問

茨城県看護協会 茨城県ナースセンター
029-221-7021(電話相談専用ダイアル)
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『下水道いろいろコンクール』

募集

作品募集
９月10日～16日は｢茨城県下水道促進週間」で
す。市では、促進週間にともない、下水道に対する
理解を深めてもらうため、｢下水道いろいろコン
クール｣を実施します。作品の応募をお待ちしてい
ます。
◇絵画・ポスター部門
B４～A２判以内とし、ポスターの場合は必ず
｢９月10日下水道の日｣の文字を入れること。
◇書道部門
課題 小学１～３年生 ｢下水どう｣
小学４～６年生 ｢下水道の役割｣
中学生
｢下水道と環境｣
◇作文部門
400字詰め原稿用紙(縦書き)で、小学１～３年
生は２～３枚以内、４～６年生は３～４枚以
内、中学生は４～５枚以内、作品は自筆のみ。
※パソコンの使用不可
◇新聞部門
B４判またはA３判～模造紙大以内とし、用紙
の片面に新聞形式で制作し、紙面の半分以上
を下水道の特集としてください。応募単位
は、学校、学級、グループ・個人など不問。
◎上記４部門については、小中学生が対象。
各学校でのとりまとめになります。
◇標語部門
標語記入用紙または官製ハガキ１枚に作品１
点とし、１人１作品のみとします。
住所・氏名・ふりがな・年齢・職業・電話番
号を明記の上、下記までお送りください。
※一般公募については、標語部門のみ
[〒304-0056 下妻市長塚乙89-1]
◆募集締切 ９月３日(木)まで

問

申

No.３

募集職種
募集人員

10

飲酒運転根絶

業務内容

３/３

飲酒運転時の死亡事故率は、飲酒をしていない時の死
亡事故率に比べ約９倍と高くなっており、さらに酒酔い
運転時となると死亡事故率は約18倍にも跳ね上がりま
す。
夏はお盆の帰省や野外でのバーベキューなどで飲酒の
機会が増える時期です。｢少しの距離｣や｢少しの量｣でも
飲酒したらハンドルを握るのは絶対にやめましょう。
◆県内市町村別の年間飲酒事故発生件数
(人口10万人当たり)
１
２

神栖市
八千代町

18.1件
18.0件

３
４
５

土浦市
小美玉市
下妻市

10.6件
9.7件
9.2件

◆酒酔い運転をすると・・・
◇５年以下の懲役または100万円以下の罰金
◇違反点 35点免許取消(欠格期間３年)
◆酒気帯び運転をすると・・・
◇３年以下の懲役または50万円以下の罰金
◇違反点 0.25mg/ℓ未満 13点免許停止(90日)
0.25mg/ℓ以上 25点免許取消
(欠格期間２年)
飲酒している者に車を貸したり、飲酒している者が運
転する車に同乗するのも厳禁です。一人ひとりが｢飲酒
運転を絶対にしない、させない｣という強い意志を持
ち、飲酒運転を根絶しましょう。
下妻警察署 43-0110

パソコン操作のできる方
(Word、Excel)

勤務地

市民課

勤務時間

午前８時30分～午後５時15分
(昼休み 60分)

賃金

時給賃金制
時間単価850円
賞与・通勤手当なし
社会保険・雇用保険加入

試験内容
募集期間
提出書類

履歴書

雇用期間

問

申

家庭でお使いの包丁は切れますか。ご近所の方の包丁も一緒にお持ちください。
切れる包丁で楽しい料理をしましょう。

問

下妻市社会福祉協議会 44-0142

保育業務
保育士資格を有する人
下妻市立下妻保育園または
きぬ保育園
午前8時30分～午後5時15分
(昼休み 60分)

8月1日～9月30日
※8月～9月の夏季(お盆除く)
※更新なし
面接※日時は後日連絡
7月21日(火)まで ※必着
履歴書・保育士証の写し

主任介護支援専門員(嘱託職員)
1人
包括支援センターにおける主任介
護支援専門員業務
・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
介護保険課
(地域包括支援センター)
午前8時30分～午後5時15分
(昼休み 60分)
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・雇用保険加入
～平成28年3月31日
(雇用開始日は要相談、勤務状況
により更新有り)
面接 ※日時は後日連絡
－
履歴書・主任介護支援専門員研修
修了証明書の写し

農業大学校入学生募集
農業の実践力を養います。大学への編入資格も得ることができます。
◆募集
学科名
農学科
畜産学科
園芸学科
研究科

募集人員
40
10
30
10

受験資格
高校などを卒業した者また平成27年6月29日平成28年３月
に卒業もしくは修了見込みの者
農業大学校卒または短大など卒以上もしくは卒業見込みの者

修業年限
２年
２年
２年
２年

専攻コース
普通作・露地野菜・果樹
施設野菜・花き
作物・園芸・畜産

◆願書受付・入学試験
試験区分
推薦入試
※研究科以外
前期
一般入試
※研究科以外 後期

願書受付期間

試験日

９月30日(水)～10月15日(木)

10月27日(火)

11月16日(月)～12月8日(火)
平成28年２月 ５日(金)～2月24 日(水)

12月16日(水)
平成28年3月4日(金)

11月16日(月)～12月８日(火)

12月16日(水)

選抜方法
小論文
口述試験(個別面接)
筆記試験
口述試験(個別面接)
筆記試験
口述試験(個別面接)

◆授業料など
入学試験手数料(2,200円)、入学料(5,650円)、授業料(年118,800円)、自治会費ほか
学科１年生は全寮制(１人食費月額約30,000円)、学科２年生および研究科は希望入寮制

問

◆日時 7月24日(金)午後１時～３時

保育士(臨時職員)
２人

市総務課 43-2120

一般入試(研究科)

｢刃物研ぎボランティア｣開催

募集

時給賃金制
時間単価1,000円
賞与・通勤手当なし
社会保険・雇用保険加入

８月１日～９月30日
※勤務状況により更新有り、但
し、雇用期間は最長で平成28
年3月31日
面接※日時は後日連絡
7月21日(火)まで ※必着

市上下水道課 44-5311

◆場所 JA常総ひかり高道祖支店

一般事務(臨時職員)
２人
一般事務(マイナンバー制度関連
業務および窓口業務など)

応募資格

案内

大丈夫だと思うのは妄想
ハンドルを握れば車は暴走

問

下妻市役所『臨時職員』、『嘱託職員』募集

茨城県立農業大学校 入試事務局 029-292-0010

水道と井戸水の管が直接接続されていませんか
ご自宅の給水管と井戸水・共同水道などの管が直接接続
されていませんか。これは、｢クロスコネクション｣とい
い、水道法により、固く禁止されています。また、バルブ
を設置し、水道水と井戸水などを必要に応じて、切り替え
て利用している状態も該当します。

×
(水道水)

(井戸水)

(水道水)

(井戸水)

◎水道水と井戸水などを併用して利用している場合は、図
のように必ず、配管を別にしてください。
〈なぜ、禁止されているのか〉
ご自宅の給水管と井戸水などの管が直接接続されている
と、バルブの故障、誤った操作や突然の事故により、井
戸水などが水道本管へ逆流することがあります。
もし、井戸水などが汚染されていた場合、汚染された水
が水道本管に流れこみ、水道水が汚染され、広範囲に健
康被害が生ずるなど重大事故につながる危険性がありま
す。また、反対に大量の水道水が井戸に流れ込んだ場
合、多額の水道料金が請求されることがあります。場合
によっては、法律により罰せられることもあります。
〈給水管と井戸水などの管が直接接続されている場合〉
上下水道課に連絡するとともに、指定給水装置工事業者
に依頼し、すみやかに、水道の給水管から井戸水などの
管を切り離してください。切り離したことが確認できる
までの間、水道を一旦停止しますので、水道の利用は、
できません。

問

市上下水道課

44-5311

｢排水設備主任技術者試験
および講習会｣開催

案内

〈主任技術者試験〉
◇日時 10月22日(木)
午後１時30分～３時30分
◇申請手続 受験申込書に写真２枚、履歴
書、住民票抄本、卒業証明書、
資格証明書、振込受付証明書を
添付して申し込み。
〈講習会〉※受講なしでの試験受験可
◇日時 ９月17日(木)
午後１時30分～４時30分
◇内容 下水道一般、下水道関係法令、主
任技術者制度、排水設備の設計・
施工など
◆場所 ホテルマロウド筑波
◆手数料 各2,000円
◆申込期限 ８月17日(月)まで
※試験、講習会共通
◎受験資格・申込書・振込用紙の配布、詳細は
ホームページまでお問い合わせください。

問

申

市上下水道課 44-5311
http://www.jsdi.or.jp/~kyokai/

農作物の放射性物質検査の一時利用
停止について
◆利用停止期間 ７月21日(火)～８月３日(月)
上記期間で放射性物質検査機器のメンテナン
スを行うため、放射性物質検査を一時利用停止
します。ご理解ご協力をお願いします。

問

農林航空防除実施について

案内

水稲の病害虫防除のためヘリコプターによる航空防除を実施します。ご理解ご協力をお願いします。
◆散布日時 午前５時～10時頃まで(案内飛行 午前４時30分～)
日時

７月
25日
(土)

７月
26日
(日)

地区

散布区域

騰波ノ江・大宝

新橋

宇坪谷、中郷、数須、下田、貝越、下宮、若柳、横根、平川戸、
筑波島、294号バイパス東側

下妻・大宝

大串

田町、円明寺裏、坂井、堀篭、平沼、大串、若柳本田、294号バ
イパス西側

下妻・大宝・上妻・騰波ノ江
上妻

大宝西
桐ヶ瀬

総上・下妻・千代川地区一部

行田

豊加美

樋橋新田
JA下妻カント
リー(古沢)
高道祖
JA千代川カン
トリｰ(四反田)

総上・豊加美
高道祖・大宝
千代川地区

７月
27日
(月)

基地名

伊古立
千代川地区
大形

大串、福田、相原山、大木、半谷、半谷越戸、糸繰川両側
黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ｹ瀬、赤須、前河原
二本紀、今泉、中居指、小島、長塚(食肉センター南側)
千代川地区の一部(下栗、田下・旧294号西側)
加養前、新堀、亀崎、樋橋、肘谷、送電線の南側
古沢、袋畑、谷田部、山尻、柳原、送電線の北側から
国道125号まで、小島、不動宿、新掘北から関東鉄道常総線まで
高道祖全域、比毛から横根間(294号ﾊﾞｲﾊﾟｽ東側)
千代川地区・地方道つくば古河線北側かつ旧294号東側
(下栗・宗道・本宗道・見田・大園木・亀崎)
千代川地区・地方道つくば古河線南側かつ旧294号東側
(原・羽子・原新田・渋田・長萱・唐崎・伊古立・鯨)
千代川地区・大形地域および旧294号西側
(村岡・五箇・皆葉・別府・鎌庭・鬼怒・原)

◆対象病害虫 ウンカ類・カメムシ類、いもち病・紋枯病
◆注意事項
・散布された水田では、農薬が流出しないよう止水措置(7日間)に努めてください。また、散布された水田に
は、１週間程入らないでください。
・洗濯物は、散布中は屋内に取り込んでください。
・用排水、河川での子どもの水遊び、魚釣りは散布後１週間くらいはしないようにしてください。
・薬剤が体に付着した場合は、石けん水で洗ってください。
・養魚池、釣り堀は、深水またはかけ流しの措置をしてください。
・飼料用作物に薬剤が飛散した場合は、1週間ほど経過した後、安全を確認してから給餌してください。
・自動車に薬剤がかかった場合は、できるだけ早く水洗いをしてください。
・水田近くの出荷用作物は、収穫時期をずらすなど、危被害防止にご協力をお願います。

問

茨城県西農業共済組合 損防課 30-2914 実施期間中仮設電話 20-7040

市農政課 44-0729

高道祖排水処理施設使用料の減免申請について

使用済み農ビの回収について

高道祖排水処理施設使用料について、下記の要件のいずれかに該当する場合は使用料の減免を受けることがで
きます。減免を受けるには申請が必要ですので、必要書類を添えて農政課窓口で手続きをしてください。

農業用廃プラスチック適正処理推進協議会では、農業用塩化ビニールフィルム(農ビ)の回収を有料にて行い
ます。
なお、農ビを搬入する場合は｢産業廃棄物処理委託契約の締結｣が必要となりますので、手続きがお済みでな
い排出事業者(農業者)は問い合せ先までご連絡ください。

◆減免の対象要件
要件
合併処理浄化槽を設置し、法に定められた維持管理(保守点検および清掃)を定期的に実施している場合
平成 27 年 1 月 1 日現在で、世帯内に進学や治療により遠隔地に居住されている方がいる場合
生活保護法による被保護世帯

減免の割合
使用料の３分の２
対象者分全額
全額

◆申請に必要なもの

①印鑑 ②｢維持管理報告書｣または｢平成 27 年 1 月 1 日現在で遠隔地に居住していることがわかる書類｣、｢生
活保護受給中であることがわかるもの｣など(いずれもコピー可)
※郵送による申請も受け付けます。申請用紙が必要な方はご相談ください。
◆申請期限 ８月 14 日(金)まで

問

申

市農政課  45-8992

◆搬入日時 ７月27日(月)～７月29日(水)午前９時～午後４時
◆搬入場所 JA常総ひかり千代川野菜集出荷所
◆負担金 5,000円(処分費4,000円＋農家登録料1,000円)
◆荷姿 よく乾燥して泥などをできるだけ落とし、作物の残さ、木片・金属などの異物を取り除き、つづら折
りし、登録番号を記入した農ビのヒモで２箇所縛ってください。
※黒色・シルバー・糸入り・焼けなどによりリサイクルできないもの、異物が混入しているもの、適
正な荷姿でないものは搬入できません。

問

市農政課 44-0729

