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住民基本台帳カードに格納する電子証明書の交付が終了します
社会保障・税番号制度(以下、マイナンバー制度)が始まることにより、平成28年１月以降は住民基本台
帳カード(以下、住基カード)の交付が終了し、｢住基カード｣に格納する公的個人認証サービスの電子証明
書の交付も平成27年12月22日(火)午後５時をもって終了となります。
これに代わるものとして、平成28年１月以降は｢個人番号カード｣にデータ形式が変更となった新しい
公的個人認証サービスの電子証明書が標準搭載されて希望者に対し交付されます。
すでにお持ちの｢住基カード｣や電子証明書は有効期限満了日まで利用可能ですが、｢個人番号カード｣お
よび新しい電子証明書は、制度上、即日の交付ができませんので、e-Tax(国税電子申告・納税システム)
による確定申告などをご利用の方は、現在交付されている電子証明書の有効期限をご確認いただき、下記
のいずれかの方法により手続きを行ってください。
ただし、パスワードの変更やロック解除などは従来どおり手続きが可能です。
(１)継続して｢住基カード｣で電子証明書を利用する
12月22日(火)までに、電子証明書の発行・更新手続きを行ってください。
【有効期間】３年 【発行・更新手数料】500円
(２)マイナンバー制度の｢個人番号カード｣で電子証明書を利用する
平成28年１月以降、個人番号カードを取得し、電子証明書を利用してください。個人番号カードを
取得すると電子証明書が標準搭載されています。
【有効期間】５年 【発行手数料】初回無料(予定)
重要
◎｢個人番号カード｣は、法令の定めにより、地方公共団体情報システム機構が交付の申し込みの受
付からカードの作成、公的個人認証サービスの電子証明書の格納までの処理を一括で行った上で
市区町村に送付されます。マイナンバー制度開始後は｢個人番号カード｣の申請が集中することが
予想されるため、市役所市民課窓口での交付が確定申告を行う期間に間に合わない可能性があり
ますので、不安な方は、上記(１)の手続きにより事前に｢住基カード｣の発行・更新手続きを行っ
てください。
◎｢住基カード｣と｢個人番号カード｣を重複して所持することはできません。｢個人番号カード｣を取
得すると住基カードと住基カードに格納されている電子証明書は失効となります。
◎｢住基カード｣の現行の電子証明書も新しい電子証明書も住所・氏名・生年月日・性別に変更が生
じた場合には有効期限に関わらず自動的に失効となります。
マイナンバー制度および公的個人認証サービスについての詳細は、下記のホームページをご覧ください。

問

市民課 43-8196
内閣官房マイナンバー制度コールセンター 0570-20-0178
内閣官房マイナンバー制度ホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
公的個人認証サービスポータルサイト
http://www.jpki.go.jp/

臨時福祉給付金の申請は
お済みですか
「臨時福祉給付金」とは、消費税の引き上げの
際、所得の低い方への負担を緩和するための臨時的
な制度です。まだ申請がお済みでない方は、手続き
をお願いします。

用水路整備工事にご協力を
鎌庭・鬼怒地内において用水路整備工事を実施しま
す。工事期間中は全面通行止めなどの交通規制を実施
しますので、ご理解ご協力をお願いします。
◆工事期間 10月上旬～３月上旬
◆工事箇所 下図のとおり

◆給付対象者
基準日(平成27年1月1日)において下妻市に住
民登録されている方で、平成27年度分市町村
民税(均等割)が課税されていない方。
ただし、課税者に扶養されている場合や、生活
保護制度の被保護者となっている場合などは対
象外。
◆支給額 給付対象者1人につき6,000円
◆申請期限 平成28年1月22日(金)まで
※土日祝日は除く
◆受付場所
市役所 第二庁舎 1階 福祉課 ※10月1日(木)～
※9月30日(水)までは市役所本庁舎1階市民
ホールの特設会場で受付
●給付を装った詐欺にご注意ください
●受付から支給までに審査のための時間がかかり
ます。ご了承ください

問

市福祉課 43-8249

問

市農政課 44-0728

水道メーター交換にご協力を
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実施します。
◆作業期間 平成28年1月まで
◆作業場所 市内全域
◆交換対象メーター
平成19年4月～平成20年3月に取付けしたもの
(対象者には、交換前に個別通知します)
◆委託業者 第一環境株式会社
(下妻市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
・交換作業は30分程度で終了します。作業中は
一時的に水道が使用できません。
・交換のために敷地内に入ります。ご不在時でも
交換します。
・交換後は一時的に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用
してください。
・交換工事代金のご負担はありません

問

市上下水道課 44-5311

東日本大震災に係る
｢被災者再建支援金｣の申請期間の延長
東日本大震災において、｢全壊｣「半壊」｢大規模半
壊｣の罹災証明を受けた皆さまにお知らせします。｢被
災者再建支援金｣の申請期間が、平成28年4月10日ま
で延長となります。
支援金は被災者再建支援制度によるもので、この制
度は、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた
世帯に支援金を支給し、生活の再建を支援するもので
す。
支援金は、「基礎支援金」として全壊世帯・解体世
帯および長期避難世帯に100万円、大規模半壊世帯に
50万円が支給され、この額に「加算支援金」として
住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合
は100万円、賃借する場合は50万円がそれぞれ加算
される仕組み(金額はいずれも世帯人数が複数の場
合、単数世帯は各3/4相当の金額)となります。
詳細は、市役所福祉課までお問い合わせください。

問

市福祉課 43-8249

自分の農地は自分で守りましょう
ご注意ください
1『農地の整地や造成をしてやる』といわれても安易
に農地を貸すのはやめましょう。
また、農地の埋立てを他人まかせにすると、建設
残土や廃棄物などで埋立てられる場合があり、次
のような被害がおよぶ恐れがあります。
①有害物質混入による悪臭、地下水汚染による飲料
水や農作物の汚染
②コンクリートがらなどの混入により、機械による
営農困難
③無秩序な埋立てによる隣接地への雨水・土砂の流
出
２ 万が一、廃棄物が投棄された場合、土地を貸した人
にも責任が問われるばかりでなく、近隣にも迷惑が
かかります。また、原状回復にも莫大な費用がかか
ります。
３ 農地の埋立てを業者に依頼する場合は、信頼のあ
る業者を選定し、事前に埋立てに使う土や埋立て
後の形状・覆土などを十分に確認しましょう。ま
た、万が一の場合に備え契約書等に明記するのが
望ましいでしょう。
無断転用は罰せられます
農地に許可などを受けずに、土砂などの埋立て・盛土な
どを行なった事業者、工事の請負人または土地所有者
は、農地法に違反することになります。茨城県から事の
中止、原状回復などの命令がなされる場合や懲役・罰金
の罰則適用があります。
【違反転用に対する処分（農地法第51条）】
<※違反転用>
３年以下の懲役または300万円以下の罰金 (法人は１億
円以下の罰金)
【罰則（農地法第64条 ・ 第67条）】
農地の埋立て・盛土を行う際は、必ず事前に、お近くの
農業委員または農業委員会事務局にご相談ください。

問

市農業委員会事務局 45-8991

返しきれない借金
一人で悩まず相談してみませんか
地域の皆さまからの相談を受け付けています。一人で悩
まず、まずはお電話ください。相談は無料です。
◆借金の返済にひとりで悩んでいませんか
029-221-3190 午前8時30分～午後4時30分
◆だまされないで、詐欺的な投資勧誘
(未公開株、社債、ファンド)
029-221-3195 午前8時30分～午後5時
※平日のみ(正午～午後１時を除く)

問

財務省関東財務局 水戸財務事務所
029-221-3188

JICAボランティア
「体験談＆説明会」開催

使用済小型家電の
リサイクルにご協力を

10月は飼い主マナー向上
推進月間

開発途上国で活動するJICAボランティア
についての説明会を行います。ボランティア
には技術系・教育系・スポーツ系など、さま
ざまな職種があります。

携帯電話などの小型家電は、希少金属(レ
アメタル)などが含まれており、再生利用可
能なリサイクル品です。不要となった対象の
小型家電はごみとして出さずに、使用済小型
家電回収ボックスへ入れてください。

◆犬はつないで散歩させましょう
犬を放すことは法律や条例に違反すること
はもちろん、動物嫌いな人を不快や不安な
気持ちにさせます。おとなしい愛犬も、道
路や公園で放すことは慎みましょう。

◆対象品目 17品目
携帯電話・PHS、ビデオカメラ、デジタ
ルカメラ、携帯用ゲーム機器、携帯音楽
プレーヤ、電子辞書、カーナビ、ACアダ
プタ、卓上計算機、ICレコーダ、ヘアド
ライヤー、電子体温計、CD･MDプレー
ヤ、電気アイロン、電気かみそり、電話
機、ラジオ

◆フンは持ち帰りましょう
散歩の時に持ち帰ったフンは、臭いや衛生
面に配慮をして｢もえるゴミ｣で出してくだ
さい。

◆日時・場所
◇10月12日(月)午後２時
(開場 午後１時30分～)
つくばサイエンス・インフォメーション
センター 大会議室
◇10月18日(日)午後２時
(開場 午後１時30分～)
イオンタウン守谷 2階 コミュニティー
ルーム
※申込不要、参加無料、入退場自由

問

JICA青年海外協力隊事務局 募集課
03-5226-9813
jicavolunteer-boshu@jica.go.jp
http://www.jica.go.jp/volunteer/

はかりの定期検査を実施します

◆使用済小型家電回収ボックス設置場所
市役所本庁舎、市役所千代川庁舎、市立図
書館、下妻公民館、千代川公民館、大宝公
民館、千代川運動公園ふれあいハウス、勤
労青少年ホーム、働く婦人の家、ふるさと
博物館、ビアスパークしもつま、ほっとラ
ンド・きぬ、夢工房・おおぞら、イオン
モール下妻、ホームセンター山新下妻店、
熊倉電気

取引または証明に使用するはかりは、２年
に１回定期検査を受けなければなりません。
定期検査を実施しますので、最寄りの会場で
受検してください。

問

◆日時・場所 ※どちらの会場でも受検可
◇11月16日(月)～18日(水)
午前10時30分～正午、午後1時～３時
市役所 本庁舎 東側倉庫
◇11月19日(木)
午前10時30分～正午、午後1時～３時
市役所 千代川庁舎 北側車庫
◆当日持参するもの
◇手数料
はかりによって料金は異なります。
1台当たり520円～3,000円程度
◇はかり
分銅・おもりも持参してください
◇受検通知ハガキ
前回の受検者には、検査日までに郵送
します

緑のカーテン

問

茨城県指定定期検査機関
一般社団法人 茨城県計量協会
029-225-7973
市産業振興課 45-8993

市生活環境課 43-8289

◆のら猫へのえさやりはみんなの迷惑です
野良犬・野良猫への無責任なえさやりは、
餌付けをしている人が飼い主とみなされ、
そのいたずらの責任はえさをやっている者
が負わなければなりません。
また、野良犬・猫を地域に寄せ付ける原因
になるので、飼い犬の食べ残したえさはす
みやかに片付けましょう。
◆猫は屋内で飼いましょう
猫は、屋内飼養に努めましょう。
※猫の所有者は(省略)ふん尿の放置の防止な
ど周辺の生活環境の保全のため、その所
有する猫の屋内での飼養に努めなければ
ならない。(茨城県動物の愛護および管理
に関する条例：第5条の2)

問

市生活環境課
43-8234

つるの株分けを体験してみよう
ゴーヤやアサガオなどのつる性植物で窓
を覆う、緑のカーテンが普及しています。
来夏の温暖化対策の準備として琉球アサ
ガオの株分けを体験してみませんか。

ごみ集積所の利用・管理

◆日時 10月8日(木)午後3時集合
◆場所 市役所 本庁舎 南側の花壇
◆内容 西洋アサガオのつるを切って増や
す『株分け』を参加者全員で作業
します。作った鉢は各家庭で冬越
させ、来夏に定植しましょう。
◆配布 ポットを一人あたり5個まで
(参加人数により変更あり
※予約不要.。当日、現地集合
※土を扱う作業のため、汚れても
よい服装でお越しください

ごみ集積所は、収集後の清掃や資源回収用
コンテナの出し入れなど、ご利用の皆さんで
ルールを決めて管理されています。
また、ルールが守られていないため、回収
されなかったごみについても、利用者または
管理者に分別や袋の入れ替えなどの対応をお
願いしています。
既存のごみ集積所を利用する際は、ご近所
の方々や集合住宅の管理会社、大家や不動産
屋へお問い合わせください。
決められた場所以外のごみ集積所に無断で
出した場合、不法投棄になりますのでご注意
ください。

問

問

市生活環境課 43-8234

市生活環境課 43-8289

しもつま

広
報

お知らせ版

No.2

2015

９

25

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

2/3

胃バリウムセット健診、胃バリウム検診の
予約受付開始

防災訓練の中止

胃バリウムセット健診は、｢健康診査｣と｢胃バリウム検診｣が同
時に受けられる健診です。両方ご希望の方は、ぜひ｢胃バリウム
セット健診｣を予約し、快適に健診をお受けください。
平成28年3月までの健診は、これで最後となります。
◆予約受付期間 10月１日(木)～30日(金) ※定員次第締切

ふるさと博物館からのお知らせ

朝のチャイム放送は朝７時

９月10日の大雨により、浸水被害を受けたため
しばらくの間、休館します。

10月1日(木)より、午前のチャイム放送の時
刻は午前７時に統一になります。
お間違いのないよう、お願いします。

問

市ふるさと博物館 44-7111

問

市消防交通課 43-2119

問

道の駅しもつま 30-5294
ビアスパークしもつまホームページ
http://beerspark.com/

Happyポピープロジェクト
～花のまちしもつまの代表ポピーで花いっぱいHappyいっぱい～

ポピーを育ててくれる市内の個人・団体にはポ
ピーの種を無料配布します。お家のお庭やベラン
ダ、学校や会社の花壇など、みんなで下妻市の春
をポピーで彩りませんか。
◆種の配布期間 10月１日(木)～30日(金)
※各施設が休みの日を除く
◆配布数 1000袋
※1世帯５袋、１団体・１事業所10袋
※申込時に住所・氏名などを記入
※種が無くなり次第終了
◆場所 市役所 本庁舎１階 市民ホール
市役所 第二庁舎2階 都市整備課
市役所 千代川庁舎1階 くらしの窓口課
市立図書館
◆参加条件 ◇市内で実施できる方
◇開花後まで、管理できる方
◇管理に必要な物を準備できる方
◆品種 シャーレーポピー
※プランターなどでも育成可
◆種まきの時期 10月中～下旬

問

市都市整備課 45-8128

要予約
12月
４日(金)
５日(土)

ビアスパークしもつまからのお知らせ
９月10日の大雨により、浸水被害を受けたため
しばらくの間、休館します。
休館にともない、宿泊も利用できません。
※現在、予約システムは、休止しています
※復旧状況は、随時ホームページに更新します

場所
受付時間

日程

市立図書館おはなし会/10月

下妻保健
センター
①午前
8時～
②午前
９時～
③午前
10時～

内容・対象者
(平成28年3月31日現在の
年齢)
●胃バリウムセット健診
(健康診査＋胃バリウム検診)
30～39歳(保険証不問)
40～75歳未満(国保加入者)
●健康診査のみ
39歳以下(保険証不問)
40～75歳未満(国保加入者)

健(検)診
料金

自己
負担額

12,419
円

2,000
円

7,559
円

1,500
円

4,860
円

500
円

●胃バリウム検診のみ
30～75歳未満(保険証不問)

参加は自由です。お気軽にお越しください。
※健診日当日に75歳以上になる方および社会保険加入者はお問
い合せください 。
◎ご希望であれば、次の検診も一緒に受診できます

「おはなしの花たば」
◇日時 10月10日(土)
午前10時30分～11時30分
午後２時～３時

検診項目
肺がん・結核検診

「にちようびのおはなし会」
◇日時 10月25日(日)
午前10時30分～11時30分
◆場所 市立図書館 児童室(おはなしコーナー)

問

市立図書館 43-8811

月

火

水

500円

1,728円

300円

１

２

３

問

７

８

９

10

11

12

13
休館

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28
休館

29

30

31

※10月12日(月)は、祝日のため午前９時～午
後５時まで開館
※10月13日(火)は、臨時休館日
※10月28日(水)は、館内整理日のため休館

問

3,240円

土

６

25

500円

金

５
休館

19
休館
26
休館

2,376円

木

４

18

1,404円

市立図書館 43-8811

申

市保健センター 43-1990

任期満了に伴う下妻市議会議員一般選挙が
行われます
◆投票日時 12月６日(日)午前７時～午後６時
※午後６時で投票所が閉鎖します。ご注意ください
◆立候補予定者説明会
◇日時 10月27日(火)午後１時30分～
◇場所 市役所 本庁舎３階 大会議室
※説明会では、立候補に必要な届出書類などを交付します。
立候補予定者は必ず出席してください（代理出席可）

問

問

市選挙管理委員会 43-2115

市消防交通課 43-2119

不法投棄110番
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
と接触しないでください

問

自己負担額
39歳以下 700円
40～64歳 300円
65歳以上 無料

※健康診査のみ希望の方は、11月28日(土)の集団健診でも予約
なしで受診可能
◆受付時間 午前9時30分～11時30分、午後1時30分～３時

市立図書館開館カレンダー/10月
日

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)

検診料金

10月４日(日)に予定していた防災
訓練は、台風18号に伴う災害対応の
ため、中止します。
旧東部中学校跡地での訓練は平成
28年度に実施します。
ご理解ご協力をお願いします。

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

国勢調査を実施しています
国勢調査は、統計法に基づき日本
に住んでいるすべての人・世帯を対
象とする国の最も重要な統計調査で
す。
国勢調査員証を持った統計調査員
が各世帯をお伺いしています。調査
にご理解ご協力をお願いします。
提出していただく調査票の内容
は、統計法に基づき調査関係者が他
に漏らすことは禁じられており、秘
密は保護されますので、安心してご
記入ください。

問

市企画課 43-2113

｢グラウンドゴルフ大会」開催
◆日時 11月５日(木) ※雨天順延
午前８時30分～午後０時30分
◆場所 ほっとランド･きぬ
グラウンドゴルフ場
◆参加資格 下妻市、八千代町、常総市、
筑西市に在住、または在勤の方
◆募集人員 216人(１組９人で24組)
３人１組で申し込みください。
◆参加方法 ほっとランド・きぬのフロント
で参加申込書を記入の上、３人
１組で参加料を添えて提出して
ください。
◆申し込み 10月８日(木)
午前９時～先着順に受付
(１人で３組まで)
◆参加費 １人500円
(１組３名 計1,500円)
※グラウンドゴルフ場利用料・
スポーツ保険料を含む
◆競技方法 24ホールストロークマッチプ
レー
◆表彰 個人賞、参加賞などあり
◆組合せ 申し込みの３人を３組組み合わせ
て、１組９人でプレー

問

ほっとランド・きぬ 30-4126

『フレンドリーカップテニス
トーナメント』参加者募集
◆日時 10月18日(日) 午前８時30分集合
午前９時試合開始(予定)
◆場所 砂沼サンビーチ テニスコート
◆参加費 3,000円(１組) ※当日集金
◆種目 ミックスダブルス
◆試合形式 トーナメント方式
(コンソレーション有り)
全試合６ゲーム先取
(ノーアドバンテージ)
◆募集組数 32組(64人) ※定員次第締切
◆申込方法
参加 者の氏 名( フルネー ム) 、代表 者の 住
所、電話番号、所属名を明記の上、メール
またはファックスで申込
※電話での申込不可
Eメール sff@seinenbu.jp
Fax 43-3168

問

砂沼フレンドリーフェスティバル
実行委員会 (市商工会内)
43-3412(稲葉)

スポーツの秋 体力測定イベント

「THE・体力測定」開催
～あなたの体年齢は何歳ですか？～
◆日時
◆場所
◆対象
◆料金

10月12日(月)午前10時～午後7時
ほっとランドきぬ 館内フロント前
5～89歳
入館料のみでイベントに参加可能
大人600円
65歳以上300円
小中学生200円
◆内容 ◇｢専門のカラダスキャンマシンを使っての
測定｣
(基礎代謝量、体脂肪率、内臓脂肪量、筋
肉率など)
※当日受付、申込
※結果をもとにトレーニングジムスタッフ
が、カウンセリングを行いますので、お
気軽にご相談ください
◇｢体力測定をしてみよう｣
体力測定
(握力、柔軟性、腹筋、背筋力など)
※内容は変更する場合があります
◇水着やトレーニングウェアの大セール
◇ぶるぶるダイエットマシン、乗馬マシン
足ツボマッサージマシンなどの無料開放

『女性が輝く社会をつくるために～
フランスの男女平等から学ぶ～』
男女共同参画ネットワーク講座開催
◆日時 11月14日(土)
午後２時～３時30分
(開場 午後１時30分～)
◆場所
茨城県県南生涯学習センター
多目的ホール(土浦市)
◆講師
Dora Tauzin(ドラ トーザン) 氏
エッセイスト・国際ジャーナリスト
NHKテレビ「フランス語会話｣出演
著書
「ママより女」
「フランス人は年をとるほど美しい」
◆入場料 無料
◆定員 450名

問

申

※普段トレーニングをしてる方はもちろん、これから
運動を始めようとしてる方も気軽に参加できます

問

ほっとランド・きぬ 30-4126

『市長杯・下妻市民グラウンドゴルフ大会』
参加者募集
◆日時 10月28日(水)午前８時30分
※雨天の場合、29日(木)
◆場所 千代川緑地公園
◆参加資格 60歳以上の市内在住・在勤者
１組３人以上
◆試合方法 個人戦
32ホールストロークマッチプレー
◆参加費 １人500円
◆申込方法 ３人以上のグループ単位で、参加費を持
参の上、下記まで申し込みください
◆申込先 市役所 千代川庁舎 １階 生涯学習課
千代川運動公園ふれあいハウス
◆申込締切 10月14日(水)午後５時まで

問

下妻市グラウンドゴルフ協会
43-4045(大山)

レイクエコー
0299-73-2300
Fax0299-73-3925

｢難病フェスタ2015｣開催

「元気いばらき就職面接会」開催
若年者や離職者などの求職者を対象とした｢元気いばら
き就職面接会｣を開催します。
事前予約不要ですので、履歴書を複数枚ご用意の上、ぜ
ひご参加ください。
◆開催日時 10月29日(木)午後１時20分～３時30分
(受付 午後１時)
◆開催場所 つくば市役所 2階201会議室
◆対象者 若年者(学生を除く)や離職者など求職者
◆参加企業数 約20社(予定)

問

茨城県労働政策課 雇用促進対策室
029-301-3645
http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/
rodo/h27mensetu/

｢求職者・労働者向け総合労働セミナー｣
開催
正社員を目指している人や仕事と家庭の両立を目指して
いる人などへ、茨城労働局職員が労働法や求職活動の進め
方など最新の情報を説明します。
◆日時
1回目 11月24日(火)午前10時～正午
2回目 平成28年２月４日(木)午前10時～正午
◆会場 茨城労働局２階 会議室[水戸市宮町1-8-31]
◆定員 各回30人 ※先着順で定員になり次第締切
◆参加費 無料

茨城県難病団体連絡協議会では毎年、
県民の方への啓発事業として｢難病フェス
タ｣を行っています。

問 申

◆日時 10月24日(土)
午後０時30分～４時
(受付 正午～)

｢リウマチ教室｣開催

◆場所 茨城県総合福祉会館
コミュニティホール
[水戸市千波町1918]
◆内容 ◇講演｢難病患者の口腔ケア｣
渡辺歯科医院 渡辺 進 氏
◇患者体験発表(腎臓病、潰瘍
性大腸炎、クローン病)
◇朗読 佐藤淑子 氏 他
◇トランペット演奏
◇医療など相談コーナー
◆参加費 無料

問 申

茨城県難病団体連絡協議会
029-244-4535

茨城労働局企画室 029-224-6212

◆日時 10月17日(土)午後1時～4時30分
(受付 午後0時30分）
◆場所 ふれあいの里「ひまわりの館」
[石岡市大砂10527-6 ]
◆内容
◇医療講演
｢皮膚トラブルでお困りですか～皮膚科かかりつ
け医の勧め～｣
筑波大学附属病院 皮膚科 沖山奈緒子 氏
｢関節リウマチの病因と治療～最近の話題～｣
筑波大学附属病院
膠原病リウマチアレルギー内科 梅田直人 氏
◇その他 療養相談、足と靴の相談
◆参加費 無料

問

日本リウマチ友の会茨城支部
080-3698-3223(小野)

しもつま
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保育所入所の申し込み受付開始

就学時健康診断

平成28年４月から、お子さんを保育所に入所希望
される方の申込受付を開始します。
入所申込書は市役所子育て支援課で配布していま
す。定員を超える申込があった場合には、入所調整を
行います。入所の決定は、先着順ではありません。
勤務先などが市外にあるなどの理由で、市外の保育
所をご希望される場合には、お早めに市役所子育て支
援課までお問い合わせください。

平成28年４月に、小学校へ入学するお子さんの
健康診断を実施します。
当 日は、着 脱の し やす い 服装 でお 越 しく ださ
い。髪の長いお子さんは、まとめておいてくださ
い。詳細は、市教育委員会から保護者に通知しま
す。

◆保育所入所資格基準
保育所に入所できるお子さんは、次の理由により、
家庭内での保育ができない児童(０歳～小学校就学
前)が対象となります。
◇保護者が家庭外で仕事をしているとき、または家
庭内で家事以外の労働に従事し、児童の保育が
できない場合
◇保護者が出産、病気、心身障害者等の場合
◇長期にわたり常時病人や心身障害者の介護をして
いる場合
◇災害(火災、風水害、地震など)を受け、その復旧
にあたっている場合
◇保護者が日中求職活動、就学により児童を保育で
きない場合
◇児童虐待、育児放棄、DVの状態にある場合、ま
たはその恐れがある場合
◆申込できる保育所
◇下妻保育園、きぬ保育園、法泉寺保育園、大宝保
育園、西原保育園、もみの木保育園
◇市外の公立保育所および認可保育所
◇小規模保育施設
◆入所申込期間
◇第１次選考
10月１日(木)～12月15日(火)
◇第２次選考
12月16日(水)～平成28年２月15日(月)
◇第３次選考
平成28年２月16日(火)～３月７日(月)

問

申

学校名
下妻小学校
大宝小学校
騰波ノ江小学校
上妻小学校
総上小学校
豊加美小学校
高道祖小学校
宗道小学校
大形小学校

問

受付時間
午後1時～
午後1時～
午後1時30分～
午後１時～

午後1時～
午後1時～
午後1時30分～
午後１時～

市学校教育課 44-0740

オレンジカフェは、認知症に関する不安や悩み
を、同じ体験をしている人や認知症に詳しい人に
気軽に相談ができ、楽しく交流できる場所です。
◆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)

申

◆日時 10月29日(木)午後０時50分受付開始
◆場所 市役所 本庁舎３階 中会議室
◆公売不動産
売却区
分番号
妻
27-2
妻
27-3
妻
27-4

所在

地
目

地積
（㎡）

見積価額

公売保証金

赤須

田

4,078

1,470,000 円

150,000 円

下宮

田

4,137

1,620,000 円

170,000 円

大木

田

1,982

690,000 円

70,000 円

※妻27-4は、大宝沼地区土地改良事業地内です
(一時利用地指定面積1,724㎡)
※中止になる場合もあります。事前にお問い合わせくだ
さい
※田畑などの農地の公売に参加するためには、下妻市農
業委員会の発行する買受適格証明書が必要になりま
す。申請期限は、10月13日(火)まで
※詳細は、市役所収納課で公売広報を無料配布していま
すので、ご覧ください

問

市収納課 43-8274

午後1時～

｢オレンジカフェ～認知症カフェ～｣
開催

問
市子育て支援課 45-8120

日程
10月9日(金)
午後1時30分～
10月15日(木)
午後1時30分～
10月16日(金)
午後2時～
10月6日(火)
午後1時30分～
10月21日(水)
午後1時30分～
10月7日(水)
午後1時30分～
10月21日(水)
午後1時30分～
10月22日(木)
午後1時45分～
10月7日(水)
午後1時30分～

不動産公売に参加してみませんか

市介護保険課 43-8264

平成28年度
新規採用下妻市職員
『保育士・幼稚園教諭』
追加募集
◆受験資格
昭和51年４月２日以降に生まれた人で、保
育士資格および幼稚園教諭免許の両方を有
する人(平成28年３月31日までに取得見込
みの人を含む)
※採用後は、保育園または幼稚園の勤務と
なります
◆採用予定人数 1人
◆試験詳細
試験区分

試験日

第１次試験

11月22日(日)

第２次試験

平成28年
１月６日(水)

試験内容
教養試験(択一)
適性検査
専門試験(択一)
作文試験
面接試験

◆受付期間 ９月10日(木)～10月14日(水)
※土日祝日を除く
◆受付場所 市役所 本庁舎 2階 総務課
※詳細は、平成27年度下妻市職員採用試験
実施要項(追加募集)を市役所総務課で受領
するか、またはホームページをご覧くだ
さい

園児募集(私立幼稚園・認定こども園)
平成28年４月から、お子さんを私立幼稚園または、
認定こども園に入園希望する方の入園願書受付を開始し
ます。
◆入園願書受付開始 10月１日(木)～
◆園児募集園 下妻小友幼稚園、認定こども園ふたば文
化、認定こども園下妻いずみ幼稚園
◆入園資格
◇満３歳児 平成28年４月２日以降に
満３歳になる幼児→４年保育
◇３歳児 平成24年４月２日
～平成25年４月１日生まれ→３年保育
◇４歳児 平成23年４月２日
～平成24年４月１日生まれ→２年保育
◇５歳児 平成22年４月２日
～平成23年４月１日生まれ→１年保育
◆入園手続
入園願書は、各園に用意してあります。各園により募
集内容が異なります。詳細は直接お問い合わせくださ
い。
※見学希望や質問などは、各園に直接お問い合わせくだ
さい

問 申

下妻小友幼稚園
44-2810
認定こども園ふたば文化
44-2346
認定こども園下妻いずみ幼稚園 43-6630

問

申

市総務課 43-2120
[〒304-8501
下妻市本城町二丁目22番地]
http:/www.city.shimotsuma.lg.jp
/index_sub.html

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１～３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

警察の相談ダイヤル ＃９１１０
茨城県警察県民安心センターでは、さまざま
な相談を受け付けるために、専用の警察相談ダ
イヤルを設置しています。
110番は緊急通報ダイヤルとなりますので、
相談には警察相談ダイヤルをご利用ください。
また、女性警察官による女性専用の相談電話
も常設し、DVやストーカーなど、女性が被害に
遭いやすい事件の相談も受け付けています。
◆利用方法
警察相談ダイヤル
＃9110
(市外局番なし。携帯電話、PHSからも利
用可)
029-301-9110
(ダイヤル回線、IP電話)
※土日、祭日、夜間は警察本部代表電話
029-301-0110
※利用には通話料金が発生します

｢これから10年元気になれる
企業と地域社会｣講演会開催

下妻市自治振興公社の職員採用試験

ジャーナリスト嶌信彦氏が、税を考える週間記
念行事で、地域を元気にさせるポイントを講演し
ます。
TBSテレビ朝ズバなどのコメンテーターを務め
る他、現在もBS-TBS「グローバルナビ・フロン
ト」など数多くの番組に出演中。数年前まで白鴎
大学の教授としても地域に密着して活躍して来ら
れました。
現在の少子高齢化の中で、県西地域社会を元気
にするためのヒントを講演していただきます。

◆採用時期 平成28年４月１日～

◆日時 11月５日(木)午後２時～
◆会場 ダイヤモンドーホール(筑西市)
◆演題 「これからの10年 元気になれる企業と
地域社会」
◆受講料 無料
◆一般募集人員 100人

問 申

◆女性専用ダイヤル
029-301-8107(24時間体制)
女性警察官による相談専用電話です。
利用は女性の方に限ります。
このほかにも、各警察署内に｢総合相談係｣を
設置して相談に対応しているほか、交番・駐在
所でも対応しています。

問

下妻警察署警務課 総合相談係
43-0110

一般社団法人下館法人会
0296-22-2806

10月１日(木)は「土地の日」です。
それに伴い、不動産鑑定士が不動産の価格
などの相談に無料でお応えします。

◎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

｢司法書士法律相談会｣開催
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。
◆日時 10月３日(土)午前10時～午後３時
◆相談場所 下妻公民館
◆相談内容

問

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

茨城司法書士会 029-225-0111

◆応募資格など
応
募
資
格
特
記
事
項

一般社団法人
茨城県不動産鑑定士協会
029-246-1222

(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。

不動産鑑定士による
「無料不動産相談会」開催

◆日時・場所
◇つくば会場 10月１日(木)
午前10時30分～午後１時30分
イーアスホール ホールＡ
[つくば市研究学園５丁目１９番]
◇水戸会場 10月２日(金)
午前９時30分～正午
茨城県開発公社１階 1-E会議室
[水戸市笠原町978-25]
◇日立会場 10月５日(月)
午前10時～正午
日立シビックセンター５階 501号室
[日立市幸町1-21-1]
※事前予約不要。当日、会場で申込受付
※受付は各会場、終了30分前まで

法の日

◆職種および採用人員 事務職 正職員１人

〈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。

※詳細は、試験実施要項をご確認ください

問

申

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]

「しもつまプレミアム商品券」の追加販売を行います
市内の取扱加盟店で利用可能な「しもつまプレミアム商品券」を4,000セット追加販売します。
※先着順
◆販売金額 １セット10,000円(1,000円券が12枚の12,000円分商品券)
１人１回につき５セットまで(代理人の購入不可)
◆販売日時 10月11日(日)午前９時～午後５時 ※売り切れ次第終了
◆販売場所 砂沼サンビーチ・エントランス[下妻市長塚乙4-1]
◆対象者 市内在住または在勤、在学の方
◆使用期限 12月31日(木)まで
｢いばらきKids Clubカード｣｢いばらきシニアカード｣の利用で、１セットのみ8,000円で購入可
※9月の販売および他市町村でカードを使用して購入した場合は適用外です
※当日は｢いばらきKids Clubカード｣｢いばらきシニアカード｣の交付は行いません

問

市産業振興課 45-8993

