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新春歩け歩け大会参加者募集
新春の朝、新鮮な空気の中をみんなで歩いてみま
せんか。ご家族やグループでの参加をお待ちしてい
ます。
◆日時 平成28年１月３日(日)
午前７時花火合図
◇受付 午前７時20分
(事前申込不要)
◇開会式 午前７時50分
◇出発 午前８時
※雨天の場合１月９日(土)
◆場所 下妻市民文化会館前
◆コース 市民文化会館→福田→大宝→坂井→堀篭
→市民文化会館(約8.4ｋｍ)
◆参加条件 ◎健康な方(全コースを完歩できる方)
◎小学生以下は保護者または団体の指導
者が同伴してください。
◆注意事項 ◎歩け歩け大会のため、走ることはご遠
慮ください。その他については、係員
の指示に従ってください。
※参加者には完歩賞を配布

問

市生涯学習課 45-8997

｢まちづくり講演会｣開催

◆日時
◆受付
◆場所
◆講師
◆内容
◆定員

平成28年1月24日(日)午後1時～2時
午後０時30分 (入場無料)
市立図書館 2階 映像ホール
渡 和由 氏(筑波大学准教授)
｢街中広場のプレイスメイキングと７つの場｣
130人(先着順)
※事前申込制(窓口、FAX、メール)
◎詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問 申

市都市整備課 45-8128
Fax43-2945
toshikeikaku@city.shimotsuma.lg.jp

◆対象
放課後、自宅で保育することができない小学校１～６年生
◆市内放課後児童クラブ一覧

１/２枚

スタンプを３つ以上集めると、下妻市観光協会商品
券が当たる懸賞に応募できます。スタンプの台紙は、
1月9日(土)から各神社と市役所で入手できます。
◆開催期間 平成28年1月9日(土)～2月29日(月)
◆応募締切 平成28年3月4日(金)消印有効
◆スタンプ・台紙設置場所
◇宗任神社
節分祭1月11日(月・祝)
◇愛宕神社
節分祭1月31日(日)
◇宗道神社
節分祭2月3日(水)
◇大宝八幡宮 節分祭2月3日(水)
◇下妻神社
節分祭2月3日(水)
◇高道祖神社 節分祭2月21日(日)
◆賞品 下妻市観光協会商品券5,000円分 10人
(スタンプ5か所以上)
下妻市観光協会商品券2,000円分 75人
(スタンプ3か所以上)
※商品券は下妻市観光協会スタンプラリー商品券
取扱い加盟店で利用できます。
◎詳しくは、下妻市観光協会ホームページをご覧
ください。

問

申

平成28年度放課後児童クラブ利用者募集
平成28年度に放課後児童クラブの利用を希望する児童の募集を行います。
放課後児童クラブは、昼間保護者のいない家庭の小学生を対象に遊びを中心とした指導を行っています。

｢しもつませつぶんスタンプラリー｣
開催

街中広場のプレイスメイキングと７つの場
都市空間の魅力の増進として、にぎわいを創り出し
居心地を良くすることは「プレイスメイキング」と呼
ばれます。講演を通じ、魅力あるまちづくりについて
考えてみませんか。
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下妻市観光協会(市産業振興課内)
44-0732
http://www.shimotsuma-kankou.jp/

市・県民税等申告相談

学童クラブ名
下妻小学校児童保育クラブ第一
下妻小学校児童保育クラブ第二
弘徳保育園学童クラブ
いずみ学童クラブ
第一やはた学童クラブ
第二やはた学童クラブ
プレールアフタースクールクラブ
もみの木学童クラブ
騰波ノ江学童クラブ
大形小学校児童保育クラブ
宗道小学校児童保育クラブ
宗道小学校第二児童保育クラブ
豊加美学童クラブとよっこ園

主な受入れ先
下妻小
下妻小
豊加美小・下妻小
総上小
大宝小
大宝小
高道祖小
上妻小
騰波ノ江小
大形小
宗道小
宗道小
豊加美小

募集期間
1月12日～2月19日
同上
1月5日～2月12日
1月12日～2月12日
1月5日～2月12日
同上
1月5日～2月12日
1月5日～2月1日
1月5日～2月28日
1月5日～2月26日
1月4日～2月12日
1月5日～2月12日
1月5日～2月12日

◎入所決定が先着順のクラブもあります。お早めにお申し込みください。
◆利用料 1か月5,000円。ただし、長期休暇中の３・７・12月は6,000円、8月は8,000円となります。
入会金や保険料などについては、各クラブにご確認ください。

問

申

各放課後児童クラブ(上記参照)

ひとり親家庭平成28年度小学校
新入学児童に入学祝品を贈呈します
茨城県母子寡婦福祉連合会から、ひとり親家庭
(母子家庭、父子家庭、養育者家庭)の新入学児童
に入学祝品(学用品)を差し上げます。
該当する児童を持つひとり親家庭で祝品を希望
する保護者の方は、市役所子育て支援課へお子さ
んの氏名、性別、生年月日、保護者名、住所を平
成28年1月29日(金)までにお申し込みください。

問

茨城県母子寡婦福祉連合会
029-221-7505

申

市子育て支援課
45-8120

平成28年２月から始まる平成27年分の申告相談の
期間をお知らせします。日程表および申告相談時間な
ど、詳細は｢お知らせ版平成28年１月10日号｣に掲載
します。

農業委員の選出方法が変わります

<千代川会場>※土日祝日を除く
◆日時 平成28年２月10日(水)～18日(木)
◆場所 市役所 千代川庁舎 1階 ホール
<下妻会場>※土日を除く
◆日時 平成28年２月19日(金)～３月15日(火)
(２月28日(日)のみ休日相談実施)
◆場所 市役所 第二庁舎３階 大会議室

平成28年４月１日から施行される農業委員会法
の改正に伴い、農業委員の選挙制度や議会推薦・
団体推薦による選任制度が廃止され、市町村長が
議会の同意を得て任命する制度に改正されます。
このため、例年12月に農業調査員を通して配布
していた農業委員会委員選挙人名簿登載申請書
は、平成27年度から配布しません。

問

問

市税務課 43-8192

電話番号
44-3704
44-3704
43-2515
43-6630
45-0150
43-0910
30-5075
43-6821
44-3998
44-7944
45-1053
44-7320
44-6759

市農業委員会事務局 45-8991

使用済農ポリ回収を有料で行います
使用済農業用ポリエチレン(農ポリ)の回収を有料
で行います。
なお、農ポリを搬入する場合は｢産業廃棄物処理委
託契約｣の締結が必要となります。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。
◆回収日 平成28年1月20日(水)
午前9時～午後3時
◆回収場所 JA常総ひかり 千代川野菜集出荷所
◆回収費用 20円/kgを回収日に徴収
◆回収できる使用済農ポリの種類
１．農業用ポリエチレンフィルム(農ポリ)
２．農業用ポリオレフィン系フィルム(農ＰＯ)
３．農業用酢酸ビニルフィルム(農サクビ)
４．育苗箱(ただしキチンと束ねた状態に限る)
５．肥料空袋など
◆回収できないもの
畦シート、不織布(パオパオなど)、マイカ線など
◆分別と仕分け
１．農ポリ、農PO、農サクビ、肥料空袋ごとに分
別梱包してください。
２．土砂、作物残さ、留金などの金属、竹片、木片
などを除去してください。
適正な荷姿でないもの、異物の混入しているものは
回収できませんので、ご注意ください。

問

市農政課 44-0729

水道加入分担金の一部を減免します

｢水道パネル展｣開催

年末年始のごみ直接搬入日(クリーンポート・きぬ)

水道加入促進のために、加入分担金の一部を減免し
ます。期間限定となりますので、この機会にぜひ、安
心、安全な水道に加入をお願いします。

水道の仕組みや役割、必要性を知ってもらうた
めに、水道パネル展を開催します。

《年末年始のクリーンポート・きぬへのごみの直接搬入》

◆受付期間 平成28年３月31日(木)まで
◆対象者 上記期間の新規加入申込者および口径変更
申込者
◆加入分担金
加入分担金とは、新たに水道に加入する方が支払う
負担金のことです。
この加入分担金は、水道施設を整備する費用の一部
になります。
区分

新設

給水管口径
13㎜
20㎜
25㎜
30㎜
40㎜
50㎜
75㎜

減免前(税込)
120,000円
180,000円
280,000円
380,000円
630,000円
950,000円
2,050,000円

減免後(税込)
115,000円
170,000円
270,000円
370,000円
620,000円
940,000円
2,040,000円

100㎜

3,600,000円

3,590,000円
口径変更差額より
5,000円減免

◆展示期間
平成28年１月9日(土)～21日(木)
◇平日
午前９時～午後９時
◇土日祝 午前９時～午後５時
※1月12日(火)、18日(月)は休館
◆展示場所 市立図書館 ２館 ギャラリー

問

浄化槽をお使いの方へ
浄化槽は微生物などの働きを利用して生活排水を
きれいにする装置ですが、下記の点検・検査が必要
です。

｢しもつまプレミアム商品券｣の使用期限が近づい
ています。12月31日(木)の使用期限を過ぎた商品券
は無効になります。取扱店舗にて期間内に使用して
ください。

問

問

口径増各種

－

※工事費は、加入者の負担となります。工事を依頼す
る際は、必ず市の指定を受けた業者に依頼してくだ
さい。
◎詳しくは、お問い合わせください。
水道水は、皆さんが安心して使えるよう、水質基準
に基づき、専門の検査機関で、厳しい検査を行ってい
ます。

問

市上下水道課 44-5311

しもつまプレミアム商品券

使用期限は12月31日(木)まで

市産業振興課 45-8993

茨城県生活環境部環境対策課
029-301-2966
市生活環境課 43-8234

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
◆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
◎詳細は、市役所秘書課までお問い合わせください

搬入時間

搬入可能ごみ

午前9時～正午、午後1時～4時30分

可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ

12月30日(水)～平成28年1月3日(日)は搬入不可、年始は平成28年1月4日(月)から通常どおり搬入可

◇上記期間は混雑が予想されますので、早めに搬入してください。
◇可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみは必ず分別してください。
◇ごみ搬入時の車両は、構内渋滞および事故防止のため、2ｔ積載車までとし、
必ずシートなどをかけてください。

市上下水道課 44-5311

◆保守点検とは
浄化槽内の点検調査を行い、放流先が不衛生にな
らないように消毒剤を補充します。
◆清掃内容とは
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。
◆法定検査とは
浄化槽からきれいな水が放流されているかを検
査します。使用開始から3～8か月以内に初め
の検査を行い、その後は毎年1回受ける必要があ
ります。
※法定検査を受けていないご家庭には、県から受
検指導文書が送付されます。また、県から委嘱
された「水質保全監視員」が受検指導に伺う場
合があります。
◎一括契約システムをご利用ください
上記の検査などを一括して契約できる｢一括契
約システム｣があります。お申込みは、現在契
約されている保守点検業者、清掃業者または(公
社)茨城県水質保全協会へ
※ 単独処 理浄化 槽を使用 されて いる方 は、合併
処理浄化槽へ。
単独処理浄化槽は、トイレの汚水のみを処理しま
す。合併処理浄化槽に転換することで、水の汚れ
の量をおよそ８分の１に減らせます。

増径

搬入可能日
12月25日(金)～29日(火)

問

下妻市民文化会館
小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター

年末のくみ取りはお早めに

年末年始休館日について

年 末 は、く み 取 り ( 特に浄 化 槽 ) の 依 頼が 集 中
し、応じきれない場合があります。
早めに許可業者に依頼してください。ご理解ご
協力をお願いします。

下妻市民文化会館
◆年末年始休館日 12月28日(月)
～平成28年１月４日(月)
小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター
◆年末年始休館日 12月28日(月)
～平成28年１月４日(月)

問

市秘書課 43-2112

下妻市民文化会館
43-2118
小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター
45-0200

放送大学『平成28年度４月入学生』募集
放送大学では、平成28年度第1学期(4月入学)の学
生を募集しています。放送大学はテレビなどの放送
やインターネットを利用して授業を行う通信制の大
学です。心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科
学など、幅広い分野を学べます。
◆出願期間 第1回 平成28年２月29日(月)まで
第2回 平成28年３月20日(日)まで
◆その他 資料を無料で配布
◎お気軽に放送大学茨城学習センターまでご請求く
ださい。放送大学ホームページでも受け付けてい
ます。

問
問 申

クリーンポート・きぬ 43-8822

放送大学茨城学習センター
029-228-0683
http://www.sc.ouj.ac.jp/center/ibaraki/

◆し尿の受入業務休止期間
12月29日(火)～平成28年1月3日(日)

問

し尿処理施設｢城山公苑｣
0297-43-7221

『新春だよ！初笑い!
笑いヨガ＆大抽選会』
◆日時 平成28年1月11日(月・祝)
午前10時～午後7時
◆場所 ほっとランドきぬ 館内ロビー
◆対象 当日館内を利用した方
◆料金 入館料のみでイベントに参加可
大人600円、65歳以上300円、
小中学生200円
◆内容
◇新春初笑い 笑いヨガ 【先着50名】
午後2時～３時(午後１時30分～受付開始)
◇大抽選会
〈景品例〉
・トレーニングジム １時間プライベートレッ
スン券
・お子さま限定トランポリンを使える券
その他、豪華景品多数

問

ほっとランド・きぬ 30-4126

広
報

しもつま

お知らせ版

No.２

2015

１２

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

25

江連八間土地改良区総代総選挙

霞ヶ浦用水土地改良区総代総選挙

江連八間土地改良区の総代総選挙が次のとおり
行われます。

平成28年２月18日(金)をもって任期満了となる
霞ヶ浦用水土地改良区の総代総選挙を行います。

◆選挙期日 平成28年１月28日(木)

２/２枚

◆投票時間 午前８時30分～午後４時
◆投票場所 市役所 本庁舎１階 市民ホール

砂沼エントランス(仮)造成工事にご協力を
砂沼新田地内において砂沼エントランス(仮)造成工事
を実施します。ご協力をお願いします。
なお、造成工事の実施に伴い車両の通行ができなくな
りますので、あらかじめご了承ください。
◆工事期間 12月～平成28年３月下旬
◆工事箇所 図のとおり(砂沼新田地内)

砂沼

｢かるた大会｣開催
市立図書館では「かるた大会」を開催します。
参加賞もありますので、ぜひご参加ください。
◆日時 平成28年１月17日(日)
午前10時30分～正午(受付 午前10時～)
◆場所 市立図書館
◆対象 5歳～小学6年生
◆申込方法 図書館カウンターまたは
電話申込

問

申

◆立候補届出期間
平成28年１月21日(木)～22日(金)
午前８時30分～午後５時
◆立候補届出場所 市役所 本庁舎３階 大会議室
◆選挙すべき総代の数
第３選挙区(上妻地区)
７人
第４選挙区(下妻地区・総上地区) ７人
第５選挙区(豊加美地区)
６人
第６選挙区(宗道地区)
９人
第７選挙区(蚕飼地区)
４人

問

市立図書館 43-8811

下妻市選挙管理委員会 43-2115

市立図書館 おはなし会/１月
工事箇所

市立図書館

問

市都市整備課 45-8128

｢親子スキーツアー｣開催
◆日時 平成28年２月13日(土) ※雨天決行
午前５時出発、午後７時帰着予定
◆集合場所 市総合体育館北側駐車場
◆会場 会津高原 だいくらスキー場
◆参加費 ※リフト券、用具などレンタルは別料金
大人4,000円、中学生3,000円、小学生2,500円
◆募集人数 40人 ※定員になり次第締切
◆申込締切 平成28年２月４日(木)
◇会費を添えて市役所生涯学習課へ申し込み。申し込
みの際は、印鑑が必要です。
◇申込書は、市役所本庁舎１階総合案内および千代川
庁舎2階生涯学習課にあります。ホームページから
もダウンロードできます。

問

サンドレイククラブ 43-0174(井上)
市生涯学習課
45-8997

市立図書館 開館カレンダー/１月

問

◆募集人員 若干名
◆対象者 子ども好きで60歳までの健康な方(支
援員経験者・保育士・教員資格などを
お持ちの方歓迎)

火

水

木

金
１
休館

土
２
休館

３
休館

４
休館

５

６

７

８

９

10

11

12
休館

13

14

15

16

19

20

21

22

23

◆勤務時間
平日開所時間(午後３時～６時)のうち３時間程
長期休暇開所時間(午前８時～午後６時)のうち
６～７時間程
※勤務時間については相談可

26
休館

27
休館

28

29

30

◆給与 時給850円

24
31

※１日(金)～４日(月)まで休館
※10日(日)、11日(祝)は午前９時～午後５時開館
※12日(火)は、臨時休館日
※26日(火)、27日(水)は館内整理日のため休館

問

市立図書館 43-8811

『シルバー人材センター嘱託職員』
募集

問

就労などで家庭に保護者のいない小学生を対象
に、遊びを中心とした保育を行っています。

月

18
休館
25
休館

下妻市選挙管理委員会 43-2115

◆申込期間 随時

学童クラブ「支援員」募集

日

17

問

◆業務内容
シルバー人材センター事業に係る事務処理など
(現場職あり)
※会員への仕事の手配および連絡調整業務
◆雇用期間
平成28年４月１日～平成29年３月31日
(勤務良好の場合更新あり)
◆採用人数 １人
◆応募資格 ①下妻市、八千代町に住民登録を有
する者(平成27年12月１日現在)
②普通自動車免許取得者、パソコン操
作可能な者(ワード、エクセルなど)
◆就業時間 月～金曜日
午前８時30分～午後５時15分
◆給与など シルバー人材センター給与規程によ
る(社会保険完備)
◇60歳未満 176,200円
◇60歳以上 142,700円
◆応募方法 必要書類をシルバー人材センター事
務局に提出
◇受験申込書
(所定の様式、自筆、写真添付)
◇履歴書
(所定の様式、自筆、写真添付)
※申込用紙はシルバー人材センター事務局にあり
◆受付期間 平成28年１月７日(木)～22日(金)
◆面接試験日 申込者に後日連絡します。

参加は自由です。お気軽にお越しください。
<おはなしの花たば>
◇日時 平成28年１月９日(土)
午前10時30分～11時30分
午後２時～３時
<にちようびのおはなし会>
◇日時 平成28年１月24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)

◆選挙期日 平成28年２月８日(月)
◆投票時間 午前８時30分～午後４時
◆投票場所 市役所 本庁舎１階 市民ホール
◆立候補届出期間
平成28年２月１日(月)～２月２日(火)
午前８時30分～午後５時
◆立候補届出場所 市役所 本庁舎３階 中会議室
◆選挙すべき総代の数 ７人
◆選挙人名簿の縦覧
平成28年１月４日(月)～８日(金)
霞ヶ浦農業用水管理センター

◆勤務地 宗道小学校児童保育クラブ(下妻市福
祉センター シルピア別館内)

◆申込方法
履歴書を宗道小学校児童保育クラブに持参して
ください。後日、面接の連絡をします。

申

宗道小学校児童保育クラブ
45-1053(平日午後３時～６時)

申

下妻地方広域シルバー人材センター
44-3198

