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住民票・印鑑登録証明書の
発行を一時停止します
マイナンバー制度の導入に伴う住基
システムの準備作業のため、住民票の
写しおよび印鑑登録証明書の休日の発
行業務を終日停止します。
ご理解ご協力をお願いします。
◆業務休止日 10月３日(土)
４日(日)

問

市民課 43-8196

浄化槽設置事業費補助金の
申請受付は終了しました
平成27年度の浄化槽設置に係る補助
金の申請受付は、予算額に達したため、
終了しました。

問

市生活環境課 43-8234

10月から防災無線の朝のチャイ
ム放送は午前７時に統一します
防災無線の朝のチャイム放送の時刻
を10月1日(木)から市全域で朝７時に
統一します。お寄せいただいたご意見
については、市ホームページをご覧く
ださい。
防災行政無線については、市役所消
防交通課が運営しています。ご意見・
ご要望などについては、市役所消防交
通課までご連絡ください。

問

市消防交通課 43-2119
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スマート国勢調査
国勢調査が始まります

公共下水道工事について

案内

大町地内の公共下水道工事を実施します。工事期間中は、
全面通行止(夜間開放)の交通規制を行います。ご理解ご協
力をお願いします。
1/3

◆工事期間 9月上旬～平成28年１月下旬まで
◆工事内容 公共下水道本管および接続管布設工事
平成26年度施工箇所の舗装復旧工事
◆工事場所 大町地内

インターネットでの回答が
できるようになりました

◎眠れない、アルコールの問題があ
る、疲れがとれない

◆電話相談日時 ９月15日(火)
午前８時30分～午後５時15分

問

問

市福祉課 43-8352

市上下水道課 44-5311

市企画課 43-2113

指定ごみ袋の引換について
平成27年度指定ごみ袋引換券は、取扱店におい
て、必ず引換期間内に交換してください。
「引換券②」は9月30日(水)が引換期限となり
ます。期限内に引き換えをお願いします。
市生活環境課 43-8289

生ごみ処理機購入補助金について
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・機械式処理機を購入した方に補
助金を交付しています。
補助金を希望する方は、印鑑、通帳、領収書、
仕様書を持参の上、市役所生活環境課までお越し
ください。

問

◎元気が出ない、気分が落ち込む、感
情が不安定になる、物忘れが多く
なった

※秘密は厳守します

野外焼却は禁止

問

こころの健康についてお悩みの方、
電話相談を受け付けます。

◎どこへ相談すればよいかが分からな
い

国勢調査員証を持った統計調査員が調査資料の
配布のため、お伺いします。
今回の国勢調査では、インターネットでの回答
を推進しています。パソコンやスマートフォンな
どから回答することができます。ご理解ご協力を
お願いします。
皆さまから提出していただく調査の内容は、統
計法に基づき調査関係者が他に漏らすことは厳し
く禁じられており、秘密は保護されます。安心し
て回答してください。

問

相談

◎本人や家族、高齢の方の様子の変化
に悩んでいる

案内

◆インターネット回答期間
９月10日(木)～20日(日)
◆調査票での回答 ９月下旬～10月中旬

こころの電話相談

市生活環境課 43-8289

家庭ごみ、雑草、枝・葉、野菜くず、店舗や会社から出
たごみを、野外で燃やしていませんか。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。
【野焼きの問題点】
・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。
【市民の皆さまへのお願い】
・ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却炉による焼却
もやめてください。
・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

こころの健康相談
こころの問題について、本人はもちろ
ん、家族など周囲の人も気軽に相談でき
る窓口です。皆さんの悩みに専門家が対
応します。
カウンセラーによる、こころの健康相談
◆日時 毎月水曜日 ※不定期開催
午後１時～５時(予約制)
(偶数月は１回、奇数月は２回
実施)
◆場所 市役所 第二庁舎 ３階
小会議室
精神科医による、こころの健康相談
◆日時 予約制
※予約時に、日程調整します
◆場所 市役所内会議室

問
市生活環境課 43-8234

申

市福祉課 43-8352

国民年金保険料｢10年の後納制
度｣は９月30日まで

チャイルドシートを再利用希望者に 案 内
提供すると奨励金が交付されます

｢10年の後納制度｣は、過去10年間に納め
忘れた国民年金保険料を納付することができ
る仕組みです。
本来、国民年金保険料は２年を経過する
と、時効により納付することができません。
この制度を利用すれば、将来の年金額を増や
すことができます。
｢10年の後納制度｣は、９月30日(水)を
もって終了します。終了後、10月１日(木)か
ら３年間に限り、過去５年間に納め忘れた国
民年金保険料を納付することができる｢５年
の後納制度｣が始まりますが、10年の後納制
度よりも納付できる期間が短く、保険料の加
算額が高くなります。
なお、老齢基礎年金を受給している方など
は、後納制度の利用はできません。
後納制度を利用するには、申し込みが必要
です。詳細は、お問い合わせください。

下妻地区交通対策連絡協議会(下妻市・八千代町)
では、６歳未満の幼児に使用が義務付けられている
チャイルドシート(以下シート)の再利用促進と着用
率向上のため、使用しなくなったシートを再利用希
望者に提供していただくと、奨励金として3,000
円を交付しています。
詳細は、お問い合わせください。

問

国民年金保険料専用ダイヤル
0570-011-050
日本年金機構 下館年金事務所
25-0829

◆対象者 下妻市・八千代町に居住している者
◆対象 奨励金の対象は、対象者が所有するシート
を登録した後に、譲受者に譲渡されたこと
が認められたもの
◆奨励金の額 １件につき3,000円、ただし予算
(下妻ロータリークラブの寄付金)の
終了をもって奨励金交付も終了
◆手続き ①登録用紙に必要事項を記入し、各市町
役場の交通担当係に提出
②シートを譲渡したら、奨励金交付申請
書に必要事項を記入し、各市町役場の
交通担当係に提出
③審査終了後奨励金交付(振込)
◆責任 シートの提供・受け渡しおよび、その後の
使用などすべてにおいて、本協議会および
シート譲渡者は一切の責任を持たないもの
とし、また、いかなる場合も問われないも
のとします。

問
不動産取得税について
土地や家屋を売買、贈与、交換などにより
取得したときや、家屋を新築などにしたとき
は、不動産取得税が課税されます。
税額は、課税標準額(固定資産課税台帳に登
録されている価格または固定資産評価基準に
より評価し決定した価格)に、土地または住宅
を取得された場合は３パーセント、同じく住
宅以外の家屋を取得された場合は４パーセン
トをそれぞれ乗じた額です。
ただ し、宅 地および宅地評価土 地を平成
30年３月31日までに取得した場合は、課税
標準額が２分の１に軽減されます。
なお、住宅や住宅用土地を取得した方は、
一定の要件のもとで税額が軽減される場合が
あります。
詳細は、お問い合わせください。

問

茨城県筑西県税事務所
24-9197

課税第二課

市消防交通課 43-8309
八千代町役場 48-1111

農地の利用状況調査を実施します
９月下旬～12月上旬までの期間、市内の農地を対
象とした農地利用状況調査を実施します。
この調査は、農地の有効利用を図るために、荒廃
農地などの実態把握を行うものです。地区担当の農
業委員が地域を巡回して調査を行うため、調査時に
皆さんの所有地に入る場合もあります。ご理解ご協
力をお願いします。
農地の耕作を放棄すると、雑草の繁茂、病害虫の
発生、有害鳥獣の繁殖などの原因となる恐れがあり
ますので、耕起、草刈り、除草などを行い、適正な
管理をお願いします。

問

市農業委員会事務局 45-8991
市農政課
44-0729

農地賃借料情報について

案内

平成27年の農地の賃貸借における賃借料(10a当たり)は、次のとおりです。
地区名
下妻
大宝
騰波ノ江
上妻
総上
豊加美
高道祖
蚕飼
宗道
大形
下妻市平均

田
平均額
13,500
12,700
14,900
12,200
16,600
14,900
16,000
17,400
15,600
13,200
14,900

最高金額
18,000
18,000
20,000
22,000
22,000
22,000
18,000
22,000
25,000
20,000

最低金額
9,000
3,500
9,000
4,500
5,000
2,000
9,000
13,500
4,500
4,500

データ数
2
78
84
118
147
127
48
70
139
67

地区名
下妻
大宝
騰波ノ江
上妻
総上
豊加美
高道祖
蚕飼
宗道
大形
下妻市平均

平均額
6,500
6,200
8,200
12,100
16,600
19,900
18,900
10,000
10,100

畑
最高金額 最低金額
賃借情報なし
9,000
5,000
9,000
5,000
17,770
4,700
18,000
5,000
22,000
4,500
賃借情報なし
22,000 10,000
22,000 10,000
13,500
7,000

データ数
0
6
29
50
29
25
0
18
23
14

(単位：円)

平成27年1月～7月農地利用集積計画集計より

・情報は、賃借料の目安として提供するものです。
・データ数は、集計に用いた筆数です。
・賃借料を物納支給(玄米)としている場合は、１俵(60ｋｇ)当たり9,000円に換算しています。
・金額は算出結果を四捨五入し、100円単位としています。
・下妻市平均は、全地域の金額をデータ数により平均した値です。
・水利費などの経費支払いは相対となっています。

問

市農業委員会事務局

45-8991

農地の埋立て・盛土などを行う際には
事前に許可が必要です
大切な農地を守るために、農地の埋立てに関する取り扱いが定め
られています。
農地からの良質の土や建設残土などを使い、農地の利用価値を高
めるために埋立てをする場合は、許可などが必要です。(単に残土処
分を目的として行うものではありません)
◆農地改良協議 【農業委員会総会での同意が必要】
◇事業期間 耕作に支障のない時期に行い、おおむね６ヵ月以内
に工事を完了する(農地復元に必要な時期を含む)
◇面積 3,000㎡未満(それ以上は一時転用あつかい)
◇高さなど 原則、隣接地との高低差は50㎝以下とし、掘削は行
わないこと
◇土質 原則、市内または隣接市町の農地からのもの
◇その他 改良後は、農地として利用すること
◆農地転用許可(一時転用)【茨城県知事の許可が必要】
◇転用期間 １年以内(農地復元に必要な時期も含む)
◇面積 転用期間内に農地への復元可能なもの
◇高さなど 原則、隣接地との高低差は50㎝以下とし、掘削は行
わないこと
◇土質 建設発生土と同等以上であること(改良土、ストックヤー
ドの土は不可)
◇その他 転用期間後は、農地として利用すること
※埋立ての高さや土質などに基準があります。ご相談ください

問

市農業委員会事務局 45-8991

就農相談会

｢新農業人フェアin
いばらき｣開催
｢農業を始めたい｣｢農業法人
などに就職したい｣方のための
相談会です。求人のある農業
法人などが、20数社、地域の
就農支援協議会、農業の専門
学校、JAやハローワークなど
が出展してさまざまな就農相
談に対応します。
◆日時 10月18日(日)
午後１時～４時
◆場所 イーアスつくば
２階イーアスホール
◆その他 予約不要
入場相談料無料
服装自由

問

公益社団法人
茨城県農林振興公社
029-239-7131
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インフルエンザ予防接種を一部助成します

No.2

2/3

案内

～小児・６５歳以上の方～
◆対象接種期間 10月１日(木)～平成28年１月31日(日)
◆接種対象者および助成金額
対象者
接種日に65歳以上の方(※)
【小児】生後６ヵ月～13歳未満の方
【小児】13歳～中学３年生相当年齢の方

助成金額(１回につき)
2,000円
1,000円
1,000円

助成回数
１回
２回
１回

※60歳以上65歳未満の方のうち、心臓、じん臓、または呼吸器の機能に障害を有する方
およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する方を含む
【接種日に65歳以上(※)の方について】
◆対象者には９月末に接種券を送付します。必ず送付された接種券と保険証を医療機関に持参し接種を受
けてください。接種券を持参しないと、公費助成が受けられません。
◆実施医療機関は下記の市内指定医療機関および市外の協力医療機関になります。
◆今年度65歳を迎える方で10月１日以降の誕生日の方は、誕生日以降に接種した場合のみ助成の対象と
なりますのでご注意ください。
【小児について】
◆１歳未満の乳児については、十分な免疫をつけることが困難とされていますので、接種を希望する保護
者の方は、医師とよくご相談ください。
◆実施医療機関は下記の市内指定医療機関です。接種券はありませんので、医療機関に予約の上、保険
証・母子健康手帳を持参し接種を受けてください。
◆市外医療機関での接種を希望する方は、手続き方法が異なりますので、必ず事前に保健センターにお問
い合わせください。
【市内指定医療機関一覧】
医療機関名
浅田医院
宇津野医院
加倉井皮膚科
クリニック
軽部病院
菊山胃腸科外科医院
坂入医院
砂沼湖畔クリニック
とき田クリニック

問

電話番号
44-3957
45-0311

高齢者
○
○

30-5007

小児
○
○
小学生
以上可

44-3761
44-2014
43-6391
43-8181
44-3232

1歳以上可
○
○
○
×

○
○
○
○
○

○

医療機関名
下條整形外科
とやまクリニック
中山医院
平間病院
古橋医院
古橋耳鼻咽喉科
医院
三津山クリニック
渡辺クリニック

市保健センター 43-1990

休日在宅当番医が変更になります
【変更前】
【変更後】
9月23日(水)菊山胃腸科外科医院 → 9月23日(水)中山医院
9月27日(日)中山医院
→ 9月27日(日)菊山胃腸科外科医院

問

市保健センター 43-1990

電話番号
43-3666
30-5010
43-2512
43-5100
44-2792

小児
小学生以上可
○
○
○
1歳以上可

高齢者
○
○
○
○
○

45-0777

○

○

48-9131
43-7773

○
1歳以上可

○
○

先着２００人限定

献血にご協力を
お願いします

夜間健診を実施します
日中、仕事や家事で忙しく時間が取れない方のために夜
間健診を実施します。
予約制となります。先着200人限定となりますので、ご
希望の方はお早めにお申し込みください。
◆対象者 <平成28年３月31日現在の年齢>
◇40～75歳未満の下妻市国民健康保険加入者
◇39歳以下の方
(健康保険の種類にかかわらず受診可能)
※社会保険の被扶養者、後期高齢者医療保険に
ご加入の方はお問い合せください。
◆健診日時 9月24日(木)午後３時～７時
※番号札は、午後２時30分～
◆場所 下妻保健センター
◆実施項目・自己負担額
健診項目
特定健診、基本健康診査＋
心電図検査、眼底検査、
貧血検査
胸部レントゲン
前立腺がん検診
(40歳以上男性)
肝炎ウイルス検査
(40歳以上の未実施者)
大腸がん検診(３0歳以上)

健診料金

自己負担額

8,240円

1,500円

1,404円

39歳以下 700円
40～64歳 300円
65歳以上
無料

2,376円

500円

3,240円

500円

1,728円

300円

献血は最も身近なボランティア。あなた
のわずかな時間で救える命があります。
◆日時 10月１日(木)
午前10時～午後４時
◆場所 下妻市役所 本庁舎１階
市民ホール
※400ml献血を優先させて頂きます
※献血カードのある方は持参してください

問

市保健センター

10月2日(金)に予定していた５ヵ月児
健診の日程が変更となりました。
◆日程 10月５日(月)
◆場所 下妻保健センター
◆受付時間 午後１時15分～１時30分
(番号札は午後1時～)
◆対象者 平成27年4月生まれの児

問

問

みんなであそぼう

市保健センター 43-1990

『読み聞かせのためのワークショップ』
受講生募集

募集

◆日時 10月17日(土)午後1時～４時
(受付 午後０時30分～)
◆講師 藤田 加奈子 氏
(フリーアナウンサー、元茨城放送アナウンサー)
◆場所 市立図書館 ２階 映像ホール
◆定員 40人
※図書館カウンターまたは電話での申し込み

申

市立図書館 43-8811

市保健センター 43-1990

あそびの交流会を実施します

市立図書館では、茨城県立図書館との共催による｢読み
聞かせのためのワークショップ｣を開催します。読み聞か
せに興味のある方、ボランティア活動を始めた方など、お
申し込みをお待ちしています。

問

43-1990

５ヵ月児健診の日程変更
について

◆申込期間 9月18日(金)まで ※定員になり次第締切
◆申込方法 電話または下妻市保健センター窓口にて申し
込みください。

申

案内

子育て中の皆さん、いつもどこでお子さ
んを遊ばせていますか。親子そろって、広
い場所で思いっきり体を動かしてみません
か。
ベテランママや先輩ママに育児の相談を
したり、友達ママ同士で情報交換をした
り、そんな広場に遊びに来ませんか。
◆日時 10月７日(水)
午前10時30分～正午
(受付 10時～10時30分)
◆場所 千代川緑地公園
(千代川庁舎となり)
※雨天の場合は、千代川公民館
◆参加費 無料
◆内容 ミニミニ運動会
手形スタンプコーナー

問

市保健センター 43-1990

『大好き いばらき
ネットワーカーしもつま』
会員募集

募集

ネットワーカーは、大好きいばらき県民運動
の地域推進員です。住みよい茨城づくりのため
に、現在、約1,300人が県内全市町村で活動し
ています。
一緒に活力と魅力あふれる｢下妻づくり｣をし
てみませんか。体験入会もできます。
◆活動内容 ポケットパークの定植・除草・清
掃、花とふれあいまつりでの募金
活動、Eボート出場、ふるさと連
合渡御でのクリーン運動、大好き
いばらきキャンドルナイト など
◆応募資格 市内在住の20歳以上の方

問

申

犬・猫の避妊・去勢手術
助成事業について

案内

不幸せな命を生み出さないための放浪犬・猫の発
生防止対策の一環として、犬・猫の避妊・去勢手術
助成事業を実施します。

｢精神障害者家族教室」開催
同じ悩みを持つ家族同士が集まって、お互
いの体験を話し合ったり、医療や福祉制度に
ついて情報交換したりして、みんなで元気を
分け合いませんか。

◆期間 ９月１日(火)～ ※先着1,000頭終了まで

◆日時 ９月14日(月)午後２時～４時
(受付 午後１時30分～)

◆助成内容 避妊去勢手術助成
１頭につき2,000円

◆場所 八千代町保健センター

◆助成対象 県内に在住する犬・猫の飼い主
対象動物は、平成27年9月1日以降に
茨城県内の動物病院で避妊・去勢手術
をした犬・猫

問

市民協働課 43-2114
※「大好きいばらき」については
ホームページをご覧ください
http://www.daisuki-ibaraki.jp/

公益社団法人
茨城県獣医師会事務局
029-241-6242
※かかりつけの動物病院へ直接お問い合わせく
ださい。

◆対象

統合失調症や躁うつ病など、慢性的
な精神疾患患者の家族

◆内容 ◇ミニ学習会
｢社会復帰、就労のための支援に
ついて｣
【講師】社会復帰施設 指導員(予定)
◇ミーティング

案内

～人と動物が共生する地域社会の実現～
9月20日(日)～26日(土)は動物愛護週間｢飼
う前も、飼ってからも考えよう｣です。
茨城県では、9月1日(火)～30日(水)を動物
愛護月間｢人と動物が共生する地域社会の実現｣
としています。
動物を飼うことは、動物の命を預かることで
す。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるよ
うにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさ
ないようにする責任があります。
人と動物がともに生きていける社会の実現に
は、飼い主のモラルとマナーが必要です。
◆飼い主の方へ 守ってほしい5か条

<つくば会場> ※20代女性も参加可 ※平日夜開催
◇日時 10月８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30～40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>クッキー作り＆出会いパーティー
◇日時 10月17日(土)
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20～30代の方 各10人程度
◇参加費 男性5,000円 女性3,000円
<境会場> ※平日昼開催
◇日時 10月28日(水)
午後１時30分～４時30分
(受付 午後１時～)
◇場所 境町文化村公民館
◇対象 独身男女35～45歳の方 各10人程度
◇参加費 男性4,000円 女性2,000円

問

申

茨城県常総保健所 健康指導課
0297-22-1351
Fax0297-22-8855

がんばれ子育て応援講座

がんばれ子育て応援講座の第１弾として、
｢ママのためのヨガ｣を２回コースで開催しま
す。
子育てを頑張っているお母さん、たまには
お子さんと離れてヨガでリフレッシュしませ
んか。
託 児も 受け 付け ています 。ど ちら か 1日
だけの参加も可能です。

◆参加費 各日とも当日徴収
◆申込開始 随時

問

問

問

NPO法人ベル・サポート(月曜休)
0280-87-7085

募集

『ママのためのヨガ』参加者募集

◆日時 10月9日(金)、23日(金)
午前10時～正午
◆場所 砂沼荘
◆募集人員 20人(先着順)
◆参加費 無料
◆申込締切 10月1日(木)
◆その他 託児あり(要予約)
※ヨガマットは無くても大丈夫です

申

～スカウトたちと野外炊飯を楽しみませんか～
◆日時 ９月26日(土)午前10時～午後３時30分
◆場所 ビアスパークしもつま内
バーベキュー場 芝生広場
◆内容 ｢下妻市の特産品を使っての野外炊飯
～キーマカレー作り～｣
はんごう炊飯が体験できます。その他クイズ
ラリーなど実施予定
◆参加対象 小学1～６年生の男女
◆参加費 200円(保険料、おやつ代)
◆申込締切 9月18日(金)

問

ガールスカウト茨城県第42団(下妻)
43-8328(飯塚)

｢日本ペースメーカー友の会
茨城県支部講演会｣開催
｢秋の学習講演会｣を開催します。会員以外の方も参
加できます。

１．動物の習性などを正しく理解し、最後まで
責任をもって飼いましょう
２．人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかける
ことのないようにしましょう
３．むやみに繁殖させないようにしましょう
４．動物による感染症の知識をもちましょう
５．盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかに
しましょう
市生活環境課 43-8234

案内

◆参加費 無料
※電話またはファックスによる申し込み

新しい出会いを探してみませんか
動物愛護月間について

｢DAYSキャンプinビアスパーク｣
開催

申

下妻市社会福祉協議会
44-0142

◆日時 10月４日(日)午後１時30分～
(受付 午後０時30分～)
◆場所 坂東市立岩井図書館会議室
◆講師 小石沢 正 氏
(茨城西南医療センター病院副院長)
◆演題 ｢心臓と血管の病気について｣
◆会費 500円(資料代) ※付添いの方は無料

問

申

日本心臓ペースメーカー友の会茨城支部
0297-83-6199(栗山)

｢秋の山野草展｣開催
下妻市自然愛護協会の会員が丹精込めて育てた、身
近な山野草を約300点展示します。秋の公園の散策を
兼ねて、ぜひご来館ください。入館無料。
◆日時 ９月25日(金)～９月27日(日)
午前９時～午後４時30分
※９月27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

問

小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター
45-0200
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地域の活性化および市街地の再生によるにぎわいのある街づくりを目標に事業を推進している、砂沼周
辺地区都市再生整備計画事業の拠点の一つ｢交流広場(仮)｣内に整備予定の｢エクストリームスポーツ広場
(兼 調整池)｣のデザイン(設計)ワークショップメンバーを募集します。
※詳細は、市ホームページをご覧ください
◆任期 最初の会議～平成28年３月31日(木)
◆会議回数 ３回程度(平日の夜開催、初回は10月初旬開催予定)
◆募集人数 ８人程度(選考結果は応募者全員にお知らせします)
◆対象者 不問(ただし、未成年の参加には保護者の同伴が必要)
◆応募方法 市ホームページより申込書をダウンロードし、住所・氏名など必要事項を記入して、都市整
備課に持参もしくは、郵送、Fax、またはメールにてご応募ください。
(市役所都市整備課の窓口でも、申込書を配布しています)
◆応募締切 ９月24日(木)まで

申

市都市整備課 45-8128

◆採用時期 平成28年４月１日～
◆応募資格など
応
募
資
格
特
記
事
項

3/3

募集

『デザイン(設計)ワークショップメンバー』募集

案内

◆職種および採用人員 事務職 正職員１人

10

交流広場(仮)エクストリームスポーツ広場

問

下妻市自治振興公社の職員採用試験について

(１)高校卒業した者または平成２８年３月までに高校卒業見込みの者で、平成28年４月１日現在において満
30歳未満である者
(２)普通自動車運転免許を有する者
(３)ボイラー技士免許(二級以上)、危険物取扱者免状(丙種以上)いずれかを有する者
採用された場合
(１)ボイラー技士免許(二級以上)と危険物取扱者免状(丙種以上)の双方を取得していただきます
(２)事務においてはパソコン(エクセル、ワードなど)の操作をしていただきます

◆試験期日・他
試験

期日

第１次試験

11月15日(日)

第２次試験

12月中旬頃

内容
①一般教養試験(高校卒程度)
※英語出題なし
②適性検査
①面接
②作文

場所
下妻市民文化会館 ２階 会議室
下妻市民文化会館 ２階 会議室

※応募者数などの理由により、試験日、試験場所などが変更される場合があります
◆応募方法
(１)９月15日(火)から下妻市民文化会館事務所において、試験実施要項および受験申込用紙、 履歴書用紙を
受
交付します。
験
(２)郵便で請求する場合は、封筒の表に｢職員採用試験申込書請求｣と朱書きし、返信用封筒(角型２号の封筒
申
に郵便番号、住所および氏名を明記し、120円分切手を貼ったもの)を同封して、９月29日(火)まで(９
込
月29日(火)までの消印有効)に請求してください。
〈直接持参する場合〉９月15日(火)～10月15日(木)
受
※月曜日および祝日の翌日を除き、受付時間は午前９時～午後５時(土日は午後７時まで受付)
付
〈郵便の場合〉10月15日(木)消印有効
期
封筒の表に｢職員採用試験申込」と朱書きし、所定の提出書類を下妻市自治振興公社(下妻市民文化会館内)
間
に簡易書留により郵送してください。

[〒304-8501 下妻市本城町2-22]

toshikeikaku＠city.shimotsuma.lg.jp
http://www.city.shimotsuma.lg.jp/news.php?category=4&code=1146

※詳細は、試験実施要項をご確認ください

【訂正とお詫び】お知らせ版8月25日号掲載の「市立図書館カレンダー」と「ふるさと博物館カレン
ダー」のうち、第５週の休館日に誤りがありました。お詫びして訂正します。

【訂正後】

【訂正後】

市立図書館開館カレンダー/９月

ふるさと博物館開館カレンダー/９月

日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５

日

月

木

金

土

法の日

１

２

３

４

５

｢司法書士法律相談会｣開催

８

９

10

11

12

６

７
休館

８

９

10

11

12

13

14
休館

15

16

17

18

19

13

14
休館

15
休館

16

17

18

19

24
休館

25

26

20

21

22

23

24

25

26

27

28
休館

29

30

22

23

27

28
休館

29

30
休館

※９月20日(日)～23日(水)は、祝日のため、
午前９時～午後５時まで開館
※９月24日(木)は臨時休館日
※９月30日(水)は、館内整理日のため休館

問

市立図書館 43-8811

問

下妻市自治振興公社 43-2118 [〒304-0064 下妻市本城町三丁目36番地１]

水

７
休館

21

申

火

６

20

問

市ふるさと博物館 44-7111

相談

茨城司法書士会では、｢法の日｣にちなんで無料相談会
を実施します。

｢刃物研ぎボランティア｣
開催

◆相談場所 下妻公民館

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。

◆相談内容 借金、土地・建物、相続、裁判、会社など
に関する相談。これらに関連する登記につ
いての相談

◆日時 ９月25日(金)
午後１時～３時

◆日時 10月３日(土)午前10時～午後３時

◎相談料は無料。事前予約不要
※当日は、都合により会場に行けない方のために、電話
相談も行います。

問

茨城司法書士会 029-225-0111

◆場所 JA常総ひかり上妻支店

問

下妻市社会福祉協議会
44-0142

