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しもつま 広
報 

受付地区 受付日  

 6月15日(水) 下妻①地区 下妻甲、乙、坂本新田、本城町、小野子町、本宿町、大木新田 

  16日(木) 下妻②地区 下妻丁、戊、田町 

  17日(金) 下妻③地区 下妻丙、砂沼新田、石の宮、長塚 

  18日(土) 全地区   

  19日(日) 全地区   

  20日(月) 上妻①地区 黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ヶ瀬、前河原、関本下 

  21日(火) 上妻②地区 赤須、柴、半谷、大木、南原 

  22日(水) 大宝地区 大宝、北大宝、平川戸、横根、坂井、比毛、堀篭、大串、平沼、福田、下木戸 

  23日(木) 騰波ノ江地区 若柳、神明、下宮、数須、筑波島、下田、中郷 

  24日(金) 総上地区 小島、二本紀、今泉、中居指、古沢 

  27日(月) 豊加美地区 加養、新堀、亀崎、樋橋、肘谷、谷田部、山尻、柳原、袋畑 

  28日(火) 高道祖地区  高道祖 

  29日(水) 蚕飼、大形地区  大園木、鯨、鎌庭、別府、皆葉、五箇、村岡 

  30日(木) 宗道地区  田下、下栗、本宗道、鬼怒、宗道、渋田、見田、唐崎、長萱、伊古立、原、羽子 

児童手当の現況届をお忘れなく 
 

児童手当は、毎年、養育状況や所得の確認をするために、６月中に現況届を提出することになっています。

対象となる方には６月上旬に通知を送付しますので、同封の現況届に必要事項を記入の上、下記の申請受付日

に提出してください。未提出の場合は、６月分以降の手当が受けられなくなります。 
 

◆受付場所 市役所本庁舎 １階 市民ホール(税務課前) 

 

◆受付時間 午前９時～11時、午後１時～４時 

 

◆持ち物 

◇同封の現況届      ◇印鑑(ゴム印不可) 

◇健康保険証の写し(受給者のもの)  

 ※保険証のコピーの余白部分を切り取らずにお持ちください(下妻市国民健康保険加入者は不要) 

◇受給者とその児童が別居の場合、その児童の属する世帯の住民票謄本(マイナンバー記載のもの) 

◇平成28年１月２日以降に下妻市に転入の方は、平成28年度(平成27年分)児童手当用所得証明書(平成28

年１月１日現在の住民登録地の市区町村から発行します。配偶者の方が扶養に入っていない場合は、配偶

者の方の児童手当用所得証明書も必要です) 

◇所得の申告をされていない方は、前年中の所得が分かる書類をお持ちください。(例：平成27年分源泉徴収

票など) 
 
◆受付日  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ※混雑を緩和するために地区ごとに申請受付日を指定していますので、できる限り指定の日にお越しくださ 

  い。指定日に都合の悪い場合は、別の申請受付日でも申請できます。やむを得ず、6月25日(土)および26 

  日(日)に提出される方は、休日窓口業務担当者にお渡しください。(書類に不備のないようにお願いします) 

 
問 市子育て支援課 45-8120 

福受給者証(マル福)が新しくなります 
～ひとり親・重度心身障害者～ 
 

(要件を満たす方には受給者証を郵送します) 
 

現在ご使用の福医療福祉費受給者証は有効期限が 

６月30日までとなっています。マル福支給要件を 

満たし、制度に引き続き該当する方には、新しい福 

受給者証を６月20日頃に郵送します。 
 
≪窓口での更新が必要な方≫ 

保険年金課窓口での手続きが必要な方には、個別 

に通知しますので、手続きをお願いします。 

 ・所得の確認ができない方(住民税未申告者、転   

  入者など) 

・受給者証の記載内容に変更がある方(被保険者 

 証の変更など) 

・支給要件が変更になる方 
 
≪対象となる方≫ 

◆ひとり親 

・18歳未満の児童および20歳未満の障害児、高 

 校在学者を監護している父子家庭の父とその 

   子および母子家庭の母とその子 

・父もしくは母が重度障害者である父子もしくは 

 母子など 

・父母のいない児童。その児童を養育している配 

 偶者のない男子および女子または婚姻したこと 

 のない男子および女子 
 

◆重度心身障害者 

・身体障害者手帳１・２級に該当の方 

・身体障害者手帳３級に該当の方で、その障害名 

 が心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・膀胱・直腸・小 

 腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能 

 障害とされる方 

・療育手帳の判定がＡまたはAの方 

・障害基礎年金１級の方 

・身体障害者手帳３級の方で、かつ療育手帳の判 

 定がBの方 

・特別児童扶養手当１級の方 

※65歳以上で一定の障害のある方は、後期高齢 

 者医療制度への加入が必要となります 
 
※受給には所得制限があり、非該当となる場合が   

 あります 

 

問 市保険年金課 45-8124 

６月１日～７日は｢水道週間｣です 
 
６月１日(水)～７日(火)は｢水道週間｣です。厚生

労働省、都道府県、市町村の水道事業所などによっ

て、｢じゃ口から 安心とどけ 未来まで｣をスロー

ガンに実施されます。 

毎日の暮らしに欠かすことのできない、ライフラ

インとして重要な水道について、この機会に考えて

みませんか。 

水道事業は使用者の皆さまからの水道料金で運営

されている事業です。より一層の給水サービスの向 

上を図るため、皆さまのご協力をお願いします。 
 

問 市上下水道課 44-5311 

住民基本台帳ネットワーク業務の 

一時休止のお知らせ 
 

住基ネット更新作業のため、市役所市民課また

はくらしの窓口課で行っている下記の業務を一時

休止します。ご不便をお掛けしますが、ご理解・

ご協力をお願いします。 
 
◆業務休止日時 ６月８日(水)終日 

◆休止する業務 

◇マイナンバーカード(個人番号カード)の交付、 

 暗証番号変更など 

◇公的個人認証サービスの電子証明書の発行、 

 失効など 

◇住民票の写しの広域交付 

◇住民基本台帳カードおよびマイナンバーカー 

 ドを利用する特例の転入・転出 
 

問 市民課 43-8196 

経済センサス-活動調査実施 

～インターネットでの回答ができます～ 
 

経済センサス-活動調査では、インターネットに
よる回答を推奨しています。 

この調査は、すべての事業所および企業が対象

になります。統計調査員証と従事者用腕章を身に

付けた統計調査員が、調査のため訪問しますの

で、ご協力をお願いします。 
 
※インターネットでの回答期間  

 ５月20日(金)～６月７日(火) 

※調査票での回答 ５月下旬～６月上旬 
 

問 市企画課 43-2113 



個人住民税は原則特別徴収（給与天

引き）により納めていただきます 
 

特別徴収とは、事業主が毎月の給与を従業員に 

支払う際に税金を天引きし、市町村に納める制度 

です。 

地方税法上、所得税を源泉徴収している事業主 

は、アルバイトなどを含むすべての従業員から個 

人住民税を特別徴収する必要があります。茨城県 

および県内全市町村では、納税者間の公平性、納

税者の利便性等の確保を図るため、特別徴収実施

を徹底する取組を行っていますので、ご理解ご協 

力をお願いします。 
 

問 県市町村課 029-301-2481  

    市税務課  43-8192 

 

関東高等学校自転車競技大会による交

通規制案内 
 

関東高等学校自転車競技大会が、つくば市北部で

開催されます。大会開催に伴い、国道125号およ

び408号などの一部が通行止めとなります。大会

当日、コース付近を通行する方は、規制看板などに

従い迂回をお願いします。 
 
◆主催 関東高等学校体育連盟 

     茨城県教育委員会 

◆共催 つくば市 

◆開催日時 ６月12日(日)午前８時～正午 

◆開催場所 つくば市北部  

      つくば市特設ロードコース 
 

問 つくば市 市民部スポーツ振興課 国体推進室 

029-883-1111(内線2331) 

水道水の漏水点検をお願いします 
 

ご自宅の水道管などから漏れた水は、無駄になる

だけではなく、お支払いする水道料金も多額になっ

てしまいます。第一止水栓から蛇口までは、個人の

管理財産です。できるだけ早期に漏水を発見するた

めにも、ご家庭で定期的に点検をお願いします。 
 
＜漏水は下記手順により発見できます＞ 

①家にある全ての蛇口を閉める。(トイレの水が流

れていないことも確認)②水道のメーターボックス

のふたを開け、メーターのパイロット(下図参照)を

しばらく見る。③パイロットが回転しているとき

は、水道のメーターから蛇口までの間のどこかで漏

水している可能性があります。④漏水しているとき

は、メーターボックス内にある止水栓を閉めてか

ら、すみやかに市の水道指定工事業者に連絡し、修

繕をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※漏水修繕などの緊急工事であっても、必ず市の指

定を受けた業者による工事をお願いします 

◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市上下水道課  44-5311 

水道と井戸水等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。                                                                           

 

◎水道水と井戸水等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。                             

×  

(井戸水)       (水道水)      

○  

(井戸水)       (水道水)      

＜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等に流れ込んだ

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＞ 

市役所上下水道課に連絡するとともに、下妻市指

定給水装置工事業者に依頼し、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 

『下妻市民ミックスソフトテニス大会』 

参加者募集 
 
◆日時 ６月26日(日)午前８時30分集合 

    ※雨天の場合７月３日(日) 

◆場所 市営柳原球場テニスコート 

◆試合種目 一般社会人の部 

◆参加資格 ◇市内在住 

      ◇在勤の社会人 

      ◇下妻市ソフトテニス連盟に加入し 

       ている方 

◆試合方法 男女混合ペアのダブルスによるリー 

                  グ戦もしくはトーナメント戦 

◆参加料 １チーム 2,000円 

◆申込締切 ６月12日(日) ※期日厳守 
 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟  

     090-4835-5226(市川) 

｢母親大会｣開催 
 
◆日時 ６月５日(日) 

    午前10時～午後４時30分 

    ※受付 午前９時30分～ 

◆場所 結城市民文化センター アクロス 

◆講演 高遠 菜穂子 氏 

    ｢イラクから見る日本｣ 

～暴力の連鎖の中で考える平和憲法～ 
◆協力 県西地域母親大会実行委員会 

 

問 下妻地域母親連絡会 

 43-6488(笠島) 43-6294(村上) 

募集職種 保育士(臨時職員) 
募集人員 2人 
業務内容 保育業務 
応募資格など 保育士資格を有する人 
勤務地 下妻市立下妻保育園または、きぬ保育園 

勤務時間 

午前8時30分～午後5時15分(昼休み60

分) ※週5日勤務(土日休日は休み) 

※業務のローテーションにより勤務時間に  

 変動あり 

賃金など 

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

雇用期間 
7月1日～9月30日  
※7月～9月の夏季期間(お盆は除く) 

※更新なし 
試験内容 面接 ※日時については後日連絡 
募集期限 6月20日(月)まで 
提出書類 履歴書(写真貼付)・保育士証の写し 

募集職種 売店スタッフ(臨時職員) 
募集人員 6人 
業務内容 砂沼サンビーチ直営売店での販売業務 
勤務地 砂沼サンビーチ 

勤務時間 
午前8時30分～午後5時15分(休憩60分) 
※ローテーションによる週5日勤務(土日休日 

   勤務有) 

賃金など 

時給賃金制 
時間単価＠850円 
賞与・通勤手当なし 
社会保険加入なし・雇用保険原則加入あり 

雇用期間 7月15日～8月31日 
試験内容 面接 ※日時については後日連絡 
募集期限 6月20日(月)まで 

提出書類 
履歴書(写真貼付)  

※未成年者は保護者の同意書を提出してくださ 

 い 

『臨時職員』募集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

問 市総務課 43-2120 

『臨時職員』募集 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

問 市総務課 43-2120 

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 
 

問 申 市秘書課 43-2112 
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おはなし会/６月 
 

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 ６月11日(土) 

午前10時30分～11時30分 

     午後２時～３時 
 
 ｢あかちゃんのためのおはなし会｣ 

 ◇日時 ６月15日(水)  

 午前11時～11時30分 

 ◇対象 ０～２才児(保護者同伴) 
 

「にちようびのおはなし会」 

◇日時 ６月26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 

検診名 検査内容 条件 自己負担金 
子宮がん

検診 
子宮頸部検査 20歳以上の女性 1,000円 

乳がん 

検診 

視触診＋超音波検査 
30 歳 ～ 39 歳、

41歳以上の奇数

年齢 
1,500円 視触診＋Ｘ線検査 

(ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ)2方向 
40 歳 ～ 48 歳 の

偶数年齢 
視触診＋Ｘ線検査 
(ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ)1方向 

50歳以上の偶数

年齢 

乳がん・子宮がん医療機関検診受診券の 

発行について 
 

医療機関検診は、市が発行する受診券を持って病院・医院

などで検診を受ける方法です。 

 

◆申込期間・受診期間  

 ６月１日(水)～平成29年２月28日(火) 

◆検診機関 

《子宮がん検診》茨城県医師会登録の医療機関で受診 

《乳 が ん 検 診 》市が委託している医療機関で受診 

◆受診対象者・自己負担額    

 自己負担金を医療機関窓口でお支払い下さい。 

  

 

 

   

 

 

 
 
              
 
 
 ※平成29年３月31日現在の年齢 

 

◆申込方法 

①下妻保健センター窓口へ直接申請に来てください。 

②その場で受診券を発行します。 

◇受診の際に受診券がない場合は補助の対象とはなり 

 ません。 

 ◇集団検診(10月～12月に実施)と医療機関検診の両

方を受診することはできません。どちらか一方にお

申し込みください。集団検診の詳細はお知らせ版７ 

  月10号に掲載の予定です。 

◇無料クーポン券に該当する方は、こちらの受診券は 

 必要ありません。 

無料クーポン券該当者には、５月末にクーポン券を 

個別に送付しますので、同封の資料をよく読んで手 

続きしてください。 
 

問 市保健センター 43-1990 

詩集『くさぶえ』作品募集 
 

わらべうた・あそびランドでは、子どもたち

の心情を育てるために、詩集｢くさぶえ｣を発行

しています。49集の発行にあたり作品を募集

します。たくさんの作品をお待ちしています。 
 
◆募集作品 

 ◇口頭詩 幼児(１～５歳児) 

 ◇自由詩 小・中学生 

 ◇表紙絵 幼児(１～５歳児) 

  ※表紙絵は画用紙たて書き(A４サイズ) 

◆締 切 日 ６月30日(木) 

◆そ の 他  

   作品の著作権については、わらべうた・あそ 

 びランドに帰属します。 
 
 

問 申 市生涯学習課 45-8995 

楽しく運動☆野菜をたべよう  

『クッキング＆らくらくエクササイズ』 

参加者募集 
 

無料で、エアロビクスと野菜たっぷりの食事が体

験できる、お得な教室です。 
 
◆日時 ６月24日(金)午前９時30分～午後１時 

◆内容  

  
 ◇手軽なエクササイズ 

  (インストラクターによる運動) 

 ◇ヘルシーな食事(簡単な調理と試食) 

◆受付時間 午前９時15分～９時30分 

◆定員 25人(予約制) 

◆対象 市内在住、74歳以下の男女 

◆参加費 無料 

◆その他  

 ◇動きやすい服装、室内靴、調理用エプロン、バ 

  ンダナ、水分補給できるものをお持ちくださ 

  い。 

 ◇味噌汁の塩分濃度測定を実施します。(味噌汁 

  の汁のみ、20cc程度をお持ちください) 

◆申込締切 ６月13日(月) 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

会場 運動指導士 調理指導 
千代川公民館 
ホール・調理室 

飛田 みつゑ 氏 
管理栄養士、食

生活改善推進員 

エンジョイ！ウォーキング 
 

さわやかな風をうけながらウォーキングを楽しみま

せんか。今回はサンビーチから砂沼球場、観桜苑、砂

沼大橋をめぐるコースです。 
 
◆日時 ６月14日(火) 

    午前9時30分～11時30分 ※受付9時～ 

◆集合場所 砂沼サンビーチ 玄関前 

◆内容  

 砂沼遊歩道のウォーキング(約３㎞) 

 茨城県ウォーキング協会の指導者のもと楽しく 

 ウォーキングを続けるためのコツを学びます。 

◆対象者 下妻市民の方 

◆持ち物  

 帽子・タオル・飲み物・雨具・リュック・健康保険 

 証・歩きやすい服装と履きなれた靴 

◆参加費 無料 

◆申込先 下妻保健センター  

◆申込締切 6月10日(金) 

◆共催 サンドレイククラブ 

※駐車場はサンビーチ駐車場をご利用ください 

※雨天時は下妻市立総合体育館で実施しますので、上 

 履きをご持参ください 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

市立図書館 映画会/６月 
 
《子ども映画会》 

 ◇日時 ６月12日(日)午後２時～ 

 ◇上映作品 世界名作劇場 ピーターパンの冒険 

       (2001年/90分) 
 
《図書館映画会》 

◇日時 ６月25日(土) 午後１時30分～ 

◇上映作品  

 グローリー 

 (1989年/アメリカ/日本語吹替え/91分) 

◇内容  

 南北戦争の光と影。アカデミー賞３部門に輝いた  

 感動作。 
 
◆場所 市立図書館 2階 映像ホール 

 

【図書館公式HP】 

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

【図書館公式SNSｱｶｳﾝﾄ】 

 twitter：@shimotsuma_lib LINE：@bhh5718l 

 

問 市立図書館 43-8811 

 

日 月 火 水 木 金 土 

  

  
    １ ２ ３ ４ 

５ 
６ 

休館 
７ ８ ９ 10 11 

12 
13 

休館 
14 15 16 17 18 

19 
20 

休館 
21 22 23 24 25 

26 
27 

休館 
28 

29 

休館 
30     

市立図書館 開館カレンダー/６月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６月29日(水)は、館内整理日のため休館 

 

【図書館公式HP】 

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

 
問 市立図書館 43-8811 



｢狩猟免許試験ならびに更新のための適

性検査および講習｣開催 
 
◆狩猟免許試験 

 ※新たに狩猟免許を受ける方対象 

 
 
 

 

 

 

 

◆狩猟免許更新 

※狩猟免許の更新を受ける方対象 

 ６月30日(木)県西地区(下妻市含む) 

◎詳細は、お問い合わせください。 
 

問 県西県民センター 環境・保安課  

   0296-24-9127 

日にち 種類 

６月28日(火) 

７月17日(日) 

８月28日(日) 

網猟・わな猟 

第一種銃猟 

第二種銃猟 

12月８日(木) わな猟のみ 

１月14日(土) わな猟のみ 

｢茨城県調理師試験｣開催 
 
◆願書受付 

◇日時 ７月14日(木)、15日(金) 

     午前９時～正午、午後１時～５時 

◇場所 県常総保健所 

◆試験日時 

   ◇日時 10月８日(土) 

     午後１時30～３時３０分 

   ◇場所 茨城大学水戸キャンパス 

       茨城県立医療大学 

◆受検資格 

中学校卒業以上などの学歴で、飲食店営業、魚介 

類販売業、そうざい製造業などでの調理業務従事 

期間が２年以上の職歴を有する方 

◆その他 

製菓衛生師試験を受験希望の方は、下記にお問い 

合わせください。 
 

問 県常総保健所 衛生課 0297-22-1351 
 

≪調理師試験予備講習会について≫ 
 

◆予備講習会(２日間) 

 ◇日時 ９月10日(土)午前９時～午後５時 

     ９月11日(日)午前９時～午後５時 

 ◇場所 坂東市立岩井公民館 

 

問 稲葉克徳(清水屋) 0297-22-1218 

受付月日 受付場所 対象地区 
６月14日(火) 
午後1時30分～午後３時 

下妻保健センター 下妻市 

６月20日(月) 
午前10時～11時30分 

下妻保健センター 下妻市 

毎週水曜日（※１） 
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 

食品取扱者の保菌検査（検便）実施 
 
◆実施日時および場所 

 

 

 

 
 
 

 

 

(※１)８月10日、17日、９月21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｣ 

◆検査手数料など 

 ◇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) 

◆検便容器などの配布場所 

 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 

   ※保健センターでは検便容器等の配布・検査の受付は 

      行っていません 
 

問 県常総保健所 衛生課 0297-22-1351  

身体障害児者生活相談 

補装具巡回相談 
 
 身体障害者相談員が身体障害児者の生活など

全般の相談に応じます。補装具(補聴器・義肢・

装具など)の巡回相談も併せて受け付けますの

で、お気軽にお越しください。 
 
◆日時 ６月７日(火)午後１時～３時 

◆場所 市役所 第二庁舎３階 大会議室 
 

問 市福祉課 43-8352 

  データ登録助成事業 埋込み助成事業 

期間 
4月1日～助成頭数終了

まで 
4月1日～助成頭数終了

まで 
頭数 県内犬猫先着1,000頭 県内犬猫先着1,000頭 

内容 

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

登録手続き及び登録料

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 

犬・猫に名札を付けよう 

マイクロチップ助成事業実施 
 

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｣ならびに｢マイク

ロチップ埋込み助成事業｣を実施します。 

あなたのペットにも装着してみてはいかがでしょう 

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 公益社団法人 茨城県獣医師会事務局  

       029-241-6242 

発達障がいや知的障がいのある人達が、 

地域で当たり前に暮らすために 

～これからの障害福祉サービスは・・～ 
 
◆日時 ７月３日(日)午前10時～正午 
 
◆場所 しもだて地域交流センター アルテリオ 
 
◆会費 会員無料、会員外500円(資料代) 
 
◆講師 島袋 武 氏 

            ※知的障がいを併せもつ自閉症の男性の父 

     親・土浦市手をつなぐ育成会会長 
 
◆内容  

 知的障がいや発達障がいのある人達が地域で当たり 

 前に暮らすためにはどのようにしたらいいのか茶話 

 会方式で話し合い 

 

問 茨城県自閉症協会(青年・成人期部会) 

 080-6559-1594(大島) 

｢ひきこもり家族教室｣開催 
 

同じ悩みを持つ家族同士が集まって、ご本人

への対応を一緒に考えたり、お互いの体験を話

し合ったりして、少しでも良い回復がはぐくめ

るよう、開催している教室です。 
 

◆開催日 

 ６月２日(木)、７月８日(金)、８月４日(木)、 

 ９月８日(木)、10月６日(木)、11月10日 

 (木)、12月８日(木)、平成29年１月12日 

 (木)、２月２日(木)、３月９日(木)  

◆時間 午後１時30分～３時30分 

◆内容 ミニ学習、グループミーティング 

◆会場 県常総保健所 １階 小会議室 

◆参加費 無料 
 

問 県常総保健所 健康指導課  

   0297-22-1351 

｢行政無料相談｣開催 
 
 行政について、お困りになっていることはあ

りませんか。行政書士が無料でご相談に応じま

す。予約は不要ですので、ぜひご利用くださ

い。 
 
◆日時 ６月７日(火)午後１時～４時30分 

◆場所 市役所 千代川庁舎 １階ロビー 

◆相談料 無料 

◆相談内容 農地の宅地転用と建設許可、建設 

      業許可と指名願、産業廃棄物収集 

        運搬業などの営業許可、会社設 

                  立、相続など 
 

問 無料相談担当(関) 44-3956 

「下妻母親クラブ 親子まつり」開催 
 

等身大の人形劇団バクによる『みにくいあひるの

こ』を上演します。 

ママ達の≪癒しの場≫と称し、ハンドマッサージ・

カードリーディング・リンパマッサージなども予定

中。あおむしクラブによるパネルシアターもありま

す。子育て中のみなさん、ご家族皆さんで楽しい時間

を一緒に過ごしませんか。ちまたで話題の『陽だま 

りマルシェ』も来てくれます。 

 

◆日時 ６月５日(日)午前９時～午後３時 

◆場所 市福祉センター 砂沼荘 

◆対象 市内在住の未就学児とその家族、子育てに携 

      わる方など 

◆内容  

 ◇グループディスカッション 午前９時～正午 

 ◇風船で遊ぼう 午前10時～正午 

 ◇赤ちゃんとのお出かけ相談(授乳服の試着あり) 

  午前10時～午後３時 

 ◇オープニング・劇 午後１時～２時30分 

 ◇癒しの場・チェキ工作 正午～午後３時 

  ※癒しの場は各先着順です。当日、受け付けでお 

   申し込みください 

 ◇陽だまりマルシェ 正午～午後３時 ※雨天中止 

◆参加費 無料(一部有料) 

◆その他 ゴミはお持ち帰りください。 

 

問 下妻母親クラブ 090-1128-2486(酒寄) 

 



ひまわりサンSUNプロジェクト 
 

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 ６月１日(水)～30日(木) 

    ※各施設が休みの日を除く 

◆配布場所  

 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 

※申込時に住所・氏名等を記入 

※750袋。種が無くなり次第終了(１世帯５ 

 袋、１団体10袋まで) 

◆参加条件  

 ◇下妻市内で実施できる方 

 ◇種まきから開花後まで管理できる方 

 ◇種以外(プランター、土等)に管理に必要な 

  物を準備できる方 

◆品種 サニーキッズ 

    ※背丈約120㎝、40日～50日で開 

     花。プランターなどでも育成可能 

◆種まきの時期  

 6月18日前後に種まきをお願いします(開花 

 時期を８月上旬～中旬に統一するため) 
 

問 市都市整備課 45-8128 

｢さつまいも定植大会｣開催 
 
鬼怒フラワーラインに1,500本のさつまいも

を植えます。美味しいさつまいもを収穫する

ために、ご自分の手で植えてみませんか。ぜ

ひご参加ください。 

※参加する方は軍手、長靴をご持参ください 
 
◆日時 ６月12日(日)午前９時～ 

◆場所 鬼怒フラワーライン 

◆主催 花と一万人の会 
 

問 市都市整備課 43-8356 

『しもつま砂沼の花火大会』記念花火募集  
 

しもつま砂沼の花火大会で、打ち上げ玉に願い事を書い

た記念花火を打ち上げます。誕生記念、健康祈願などの記

念やお祝いまたは告白、仲間内や同窓生一同で花火大会の

中で貴方だけの記念花火を打ち上げてみませんか。 
 

◆日時 

 8月6日(土)午後7時30分～9時(予定)  

 ※当日、雨天の場合は順延７日(日)もしくは打ち上げ時 

  間が早まる場合があります 

◆場所 下妻市砂沼湖上 

◆記念花火代 ２万円～ 

◆申込締切日 ６月10日(金) 

◆その他 

 ◇しもつま砂沼の花火大会特別観覧席をご用意します。 

◇昨年に引き続き、全花火提供者の中から抽選で土浦全

国花火競技大会(桟敷席)へのご招待を実施します。 
 

問 申 下妻市商工会事務局 43-3412 

初夏の一日   

下妻の歴史的街並み再発見の探索をしませんか 

｢第４回下妻街並みウォーキング｣開催 
 
 大宝八幡宮とその周辺エリアを散策する｢第４回下妻街

並みウォーキング｣を開催します。歴史ある大宝八幡宮及

び周辺を当会ガイドがご案内します。大宝八幡宮あじさい

神苑では約300種以上のあじさいを楽しめます。皆さまの

ご参加をお待ちしています。 
 
◆日時 ６月19日(日)  

    ①午前9時30分～ ②午前10時30分～  

    ③午後１時～ 

◆コース 大宝八幡宮と周辺散策の約90分 

◆募集人数 75人 ※各時間25人まで 

◆参加費 200円(資料・保険代など) 

◆申込方法 電話申し込み 
 

問 申 下妻いいとこ案内人の会事務局 

     (市商工観光課内) 44-0732 
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しもつま 広
報 

＜１階＞ 
●観光物産販売 
観光物産および農産物の販売・展示を行う。  
 
＜２階＞ 
●カフェレストラン 
砂沼を眺望しながらカフェが楽しめ、下妻市の特産品
などを使用したメニューを味わうことができる。憩い
の場として、また散策の途中にふらりと立ち寄れる。 
 
●展示室・観光情報案内 
下妻市を中心とした観光案内や物産品などの最新の
情報を発信する基地となる。 
 
＜広場＞ 
●エントランスゾーン 
観光交流センター、展望デッキ、砂沼遊歩道への導
入空間。ステージを設置し、イベントのほか、移動
販売、マルシェの開催なども可能な自由空間。 
 

『観光交流センター(仮称：砂沼エントランス)』 

正式名称募集 
 
 市では、砂沼南岸に市街地のにぎわい再生を図ることを目的

とし、その拠点となる施設｢観光交流センター(仮称:砂沼エント

ランス)｣を、平成29年４月オープン予定で整備しています。 

 この施設について、多くの市民や来訪者の方に長く親しめる 

名称を募集します。 
 
◆募集期間 ６月１日(水)～30日(木) ※郵送は当日消印有効 

◆応募資格 市内在住、在勤、在学している方(１人１点まで) 

◆応募方法 所定の様式で下記のいずれかの方法により応募 

      ①電子メール  ②ＦＡＸ  ③郵送  

      ④担当窓口に持参        

◆応募用紙 ◇ホームページからダウンロード 

      ◇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 

                     らしの窓口課にあります。 

◆記載事項 観光交流センター(仮称:砂沼エントランス)の名称 

      および理由など 

      ◎条件 ｢さぬま｣をひらがな表記のまま、名称の 

      一部に必ず入れて応募してください。  

◆発表 広報紙、ホームページで公表します。 

    採用された方には、粗品等を贈呈します。 

◆留意事項  

 ◇作品の内容に一部修正を加える場合があります。 

 ◇作品に関する一切の権利は、下妻市に帰属するものとしま 

  す。 

 ◇作品は返却できません。 

◆観光交流センター(仮称:砂沼エントランス)概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 申 市都市整備課 0296-45-8128  

        FAX 0296-43-2945  

              Eメール toshikeikaku@city.shimotsuma.lg.jp 

 

防災訓練実施 
 
今回は、平成27年９月の水害を踏まえ

た風水害対応の訓練です。避難所開設訓練

では、防災行政無線を使用した避難情報の 

訓練放送を予定しています。 

訓練当日は早朝から、東部中学校区内の

防災行政無線屋外スピーカーで避難情報の

訓練放送が流れます。防災ラジオでは、下

妻地区全域で受信しますが、実際の災害と 

お間違えの無いようお願いします。 
 
◆開催日 6月19日(日)  

◆場所時間  

 ◇メイン会場  

  旧東部中学校跡地  

  午前10時～ 

 ◇避難所  

  東部中学校区内各避難所  

  午前8時30分～ 

◆内容  

 ◇メイン会場  

  本部運営訓練や協力企業・団体のブー 

  ス見学、下妻消防署による起震車体験 

  や陸上自衛隊による炊出し体験など 

◇避難所  

 避難所開設・運営訓練(東部中学校区 

   代表区長・自治区長に参加依頼済み) 
    

◎メイン会場はどなたでも見学できますの 

 で、ぜひご来場ください。 
 

問 市消防交通課 43-2119 

農家の皆さまへ 
 
 農作業機械(トラクター・コンバイン・田

植機など)で作業を行った後は、機械に付い

ている土塊を落としてから道路に出てくだ

さい。 

 道路に土塊が落ちていると、スリップ事

故・転倒事故などの原因になります。やむ

を得ず道路を走行中に土塊が落ちた場合

は、撤去してください。 

 道路走行の安全と快適な環境を保つた

め、ご理解とご協力をお願いします。 
 

問 市農政課 44-0724 



素敵な予感 BBQパーティー 

｢恋するBBQ～友達からでもいいですか～｣開催 
 
◆日時 ７月３日(日) 

    午前10時～午後３時(受付 午前９時30分～) 

◆場所 あすなろの里[常総市大塚戸町310] 

◆対象者 独身男女 各30人(年齢制限なし) 

◆参加費 男性 4,000円 女性 2,000円 

◆申込締切 ６月17日(金) 

◆主催 常総線沿線ネットワーカー 

    ｢LOVE TRAIN 常総｣実行委員会 
 

問 申 市民協働課 43-2114 

『小笠原諸島アドベンチャースクー

ル』参加者募集 
 

小笠原諸島父島の美しい自然を舞台に

全国から子どもたちが参加し、ジャング

ルに囲まれたバンガローで自炊生活をし

ながら、さまざまな体験をします。今度

の夏休みは、一生の思い出とたくさんの

友達を作りに世界自然遺産『小笠原諸

島』に行ってみませんか。 

 

◆期間 8月17日(水)～22日(月) 

    5泊6日 

◆場所 東京都小笠原村父島 

◆定員 25人(小学3年生～中学3年生) 

◆参加費、旅費  

 136,000円～ 

 ※出発地などにより異なります 

◆募集締切 7月20日(水) 

 

問 申  

 公益財団法人 国際青少年研修協会 

 03-6417-9721 

 Eメール info@kskk.or.jp 

「オカリナ喫茶」開催 
 
 唱歌や世界の民謡、なつかしい歌謡曲

をみんなで歌ったり演奏したりして楽し

いひとときを過ごしましょう。 
 
◆日時  

 ６月18日(土) 

 午後１時30分～３時30分 

◆場所  

 やすらぎの里しもつま交流館 

 ｢リフレこかい｣ 

◆参加費  

 1,200円(譜面台込み) 

◆持ち物  

 アルトC管オカリナ、譜面台 
 
※準備の都合上、予約をお願いします 

 

問 申  

 オカリナアンサンブル翼 

  090-2942-8671(国府田) 
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県道つくば古河線の道路補修修繕工事実施 
 

県道つくば古河線の道路舗装修繕工事のため、下妻市宗道

地内(宗道踏切付近)の舗装工事を、夜間全面通行止め(昼間解 

放)により実施します。 

 工事期間中は大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力を

お願いします。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆工事期間 6月上旬～下旬(うち5日間程度) 

◆時間帯 午後９時～午前6時予定 

◆工事箇所 県道つくば古河線 下妻市宗道 
 
※中・大型車は、北回り(国道125号)または南回り(石下市外) 

 へ迂回をお願いします 

※小型車は、宗道地内の市道部へ迂回をお願いします 
 

問 県常総工事事務所 道路管理課   

   0297-42-2505 

ふるさと交流館リフレこかいで 

あそぼう(未就学児の保護者様へ) 
 
 ふるさと交流館リフレこかいの室内

遊具が新しくなりました。 

 ふるさと交流館の魅力を感じてもら

えるよう無料開放Dayを設けましたの

で、ぜひこの機会にご利用ください。 
 
◆開催日  

  ５月27日(金)、30日(月)、 

  ６月３日(金)、６日(月)、10日(金)、 

  13日(月)、20日(月)、24日(金)、 

  27日(月)                                   

◆開催時間 午前９時～正午 

◆利用規則  

   原則、保護者１人につきお子様は２ 

   人とさせていただきます。 
  
※お子様だけでのご来場はお断りいた 

   します。詳細は下記まで問い合わせ 

   ください 
 

問 ふるさと交流館リフレこかい   

   30-0070 

 いばらきマリッジサポーター 

｢結婚相談会｣開催 
  

結婚を希望する方のあらゆる相談にお

答えします。保護者の方のみの来場も可

能です。 
 
◆日時 ６月19日(日) 

    午前10時～午後４時  

◆場所 八千代町 中央公民館 

◆相談費用・登録料 無料  

 プロフィール作成を希望される方 

 は、身分証明書(運転免許証、保険証 

 など)、写真(Ｌ判)をお持ちください。 

◆申込方法 電話予約 

◆申込期限 ６月15日(水) 

 

※いばらきマリッジサポーターは、茨 

 城県知事から委嘱を受けて、若者の 

 出会いの相談や仲介などを行うボラ 

 ンティアです 

 

問 申  

 いばらきマリッジサポーター 

 県西地域活動協議会 

 090-6122-5677(長屋)    

 090-3212-0221(倉持) 

｢結婚相談会｣開催 
 
 結婚を希望される方のあらゆる相談にマリッジサポーターが回

答します。相談は、本人、家族、どなたでも可能です。 
 
◆日時 ６月12日(日)午後1時～４時 

◆場所 千代川公民館 レストハウス 

◆相談費用・登録料 無料  

 プロフィール作成を希望される方は、身分証明書(運転免許 

 証、保険証など)、写真(Ｌ判)をお持ちください。 

◆申込期限 ６月９日(木) ※予約制(先着10人) 

※いばらきマリッジサポーターは、茨城県知事から委嘱を受け 

 て、若者の出会いの相談や仲介などを行うボランティアです 
 

問 申 いばらきマリッジサポーター県西地域活動協議会 

       080-9426-1408(石塚)  

     ※受付時間 正午～午後７時 

       Ｅメール yui0104@outlook.com 

『ゆかたの着付け講座』受講生募集 
 
◆日時 6月24日、7月1日、8日、15日の 

金曜日 午後7時～9時 

◆場所 勤労青少年ホーム 和室 

◆受講資格 市内在住・在勤の成人の方 

◆募集人数 10人 ※定員になり次第締切 

◆参加費 500円 

◆持ち物 ゆかた、半巾帯、腰紐3本またはウエストベルト 

◆申込方法 来館または電話にて申し込み 

◆申込期限 6月15日(水)  

※一定数集まらない場合は、中止となることがあります 
 

問 申 勤労青少年ホーム 43-7423 

     ※休館日(月曜日と祝日の翌日)を除く 

「就職カレッジ」開催 
 
 ジョブカフェいばらきでは、｢脱フリーター・脱無職｣を目指

している15歳～40代前半の方を対象とした就職支援セミナー

｢就職カレッジ｣を開催します。 
 
◆日程 

 ◇基礎編 5月31日(火)、6月1日(水)、7日(火)、 

      8日(水)、14日(火)、15日(水) 

◇実践編 6月28日(火)、29日(水)、7月4日(月) 

◆時間 各日午前9時30分～午後4時30分 

◆場所 ジョブカフェいばらき[水戸市三の丸1-7-41] 

◆対象者 15歳から概ね40代前半までの求職者で全日 

     程参加できる方 ※先着20人 

◆受講料 無料 

※事前予約制(電話またはメールで受付) 
 

問 申 NPO法人 雇用人材協会 

               029-300-1738 

      Eメール s-college@koyou-jinzai.org 



区分 助成割合 助成限度額 予定件数 備考 
耐震改修 

設計 
費用の 

１/３以内 
10万円 ５件 

原則 

先着順 耐震改修 

工事 
費用の 

１/３以内 
30万円 ５件 

木造住宅耐震改修費助成事業実施 
 

 住宅の耐震改修(設計、工事)に関する費用助成を行い

ます。 
 

◆申込み開始日 ６月１日(水)～12月16日(金) 

◆事業対象住宅の主な要件 

◇昭和56年5月31日以前に建築確認を受けている木 

 造住宅 

◇所有者が居住する戸建住宅で、地上階数が２以下 

 で延床面積が３０㎡以上の木造住宅 

◇耐震改修設計を行う場合は、一般診断法による耐 

 震診断の上部構造評点(※)が1.0未満であること 

◇耐震改修工事を行う場合は、耐震改修設計時の精 

 密診断法による上部構造評点が0.3以上増加し、か 

 つ、増加後の上部構造評点が1.0以上となること。 

 また、平成29年２月末日までに工事が完了するこ 

 と。 

 ※その他にも要件があり、要件すべてに該当する住 

  宅のみが対象となります。 

  (※)上部構造評点とは、建物の地震に対する強さを表 

       す数値です。 

◆申込み方法  

   所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、市役所 

   建設課にお申込みください。 

◆助成割合など 

 

 

 

 

 
 

問 市建設課 45-8127 
注意、あなたの土地が狙われています 
～廃棄物の不法投棄・残土の無許可埋立て～ 
 

 ｢一時的に資材置場として貸してほしい｣｢良い土で土地を

埋め立てます｣などと“うまい話”を持ちかけられ、自分の

土地に廃棄物を不法投棄されたり、無許可で質の悪い残土を

山のように盛土されたりする事例が発生しています。責任や

処理費用の負担は行為者だけではなく、土地所有者にも及ぶ

ことがあります。トラブルに巻きこまれないよう、自分の土

地は自分で守りましょう。 

 定期的な見回り、進入防止柵や不法投棄禁止などの警告掲

示板の設置が有効です。 

 

※不法投棄を見つけたら 

 ｢不法投棄110番｣0120-536-380 

 

問 県廃棄物対策課        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・夜間は、下妻警察署  43-0110 
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しもつま 広
報 

名称 所在地 構造 規格 募集戸数など 

西町 下妻乙183番地2 鉄筋コンクリート造3階建て ２ＬＤＫ ２戸(A201 B103) 

石堂 小島1152番地他 鉄筋コンクリート造４階建て ３ＤＫ ４戸 (A401 D101 D401  E201) 

小島西側 小島33番地 木造２階建て ３ＤＫ １戸(A4) 

新石堂 小島1102番地 鉄筋コンクリート造3階建て ２LＤＫ １戸(C304) 

陣屋 甲30番地 鉄筋コンクリート造3階建て ３ＤＫ １戸(305) 

『市営住宅の入居者』募集 
 
◆募集期間 ６月１日(水)～21日(火) 

◆募集住宅の概要 

 

 

 

 

 

 

◆家賃 入居者の収入等により、それぞれ異なります。詳しくは、市役所建設課にお問合せください。 

◆敷金等 敷金は、家賃の３か月分。また、駐車場保証金として駐車場使用料の３か月分が必要です。 

◆入居者資格 下妻市営住宅管理条例で定める資格に該当する方。 

◆申込方法  

 所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、市役所建設課にご持参ください。入居申し込みは、１世帯につき 

 １か所に限ります。 

◆入居予定時期 平成28年９月以降 

◆その他 入居の際には、２人の連帯保証人が必要となります。 
 

問 市建設課 45-8127  

木造住宅耐震診断士派遣事業実施 
 

◆申込み期間 ６月１日(水)～３０日(木) 

◆事業対象住宅の主な要件 

◇昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて 

 いる木造住宅 

◇所有者が居住する戸建住宅で、地上階数が 

 ２以下の木造住宅 

※その他にも要件があり、要件すべてに該当 

 する住宅のみが対象 

◆申込み方法 

 所定の申込書に必要事項を記入、押印のう 

 え、建設課に申込みください。申込みの際 

 は、住宅の建築時期が確認できる書類(建築確 

 認済証など)をご持参ください。 

◆費用自己負担額 １件当たり2,000円 

◆派遣予定件数  

 10件(原則として先着順) 

◆その他 

◇同派遣事業は、被災者生活再建支援制度に 

 よる被災度区分判定調査とは異なります。 

◇市では、事業申込みをされていない方に対

する派遣や斡旋等は行っておりません。ま

た、診断士がご自宅に訪問する際は、｢茨城

県木造住宅耐震診断士認定証｣を携帯してお

りますので、ご確認ください。 

 

問 市建設課 45-8127 

近所を犬のトイレにしていませんか 
～リードでつないで、袋を持って散歩しま

しょう～ 
 
地域の人は、他人の飼い犬のフンで困っ

ています。飼い主は、食事の世話と同様に

フンを始末しなければなりません。 

｢愛犬のフンは持ち帰る｣フンの処理から

目をそむけないで地域へのご配慮をお忘れ

なく。持ち帰ったフンは、臭いなど衛生面

に配慮をして｢可燃ごみ｣として出してくだ

さい。 

 ｢犬の放し飼いはやめましょう｣ノーリー

ド散歩、公園で放す、夜間のみ放すことも

含みます。 
 
 

問 市生活環境課 43-8234 

生ごみダイエットにご協力ください 
 

生ごみダイエットとは、私たち一人ひと

りの気遣いやちょっとした工夫で、生ごみ

の減量化を促進していく取り組みです。生

ごみの約80％は水分であり、きちんと水切

りを行うことができれば、大幅な減量化に

つながり、より少ないエネルギーでごみを

処理することができます。 

 

※水分が多く絞りにくいものは、日当たり 

 の良い場所に｢天日干し｣や一晩置いてお 

 くだけで、かなりの水分を取り除くこと 

 ができます 

※空き缶やペットボトルなどを押しつけて 

 水切りすることで、直接触れずに生ごみ 

 をダイエットできます  

 

問 市生活環境課 43-8289 

日にち 時間 内容 集合時間および場所 

6月23日(木) 

午前9時30分～ 

正午 

卓球 
午前9時30分 
第二庁舎3階休養室 

7月28日(木) 作業療法 
午前9時30分 
第二庁舎3階小会議室 

8月25日(木) 調理実習 
午前9時30分 
下妻市公民館調理室 

障害者デイサービスについて 
 
 平成28年４月から、人と接すること・外出すること・体

を動かすことなどが苦手な方で、身体・知的・精神の障害を

お持ちの方を対象に、デイサービスを開催しています。実施

内容は、毎月変わります。興味がある方は、見学にお越しく

ださい。 
 
◆詳細 

 

 

 

 

 

 

 
 
※見学を希望の方は、前日までにお電話でご連絡ください 
 

問 市福祉課 43-8352 



｢税務職員採用試験｣開催 
 

税務署や国税局で｢税のスペシャリスト｣として 

勤務する税務職員(国家公務員)を募集します。 
 

◆受験資格  

 ①４月１日において高校又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 

  いない者及び平成29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に掲げる者に準ずると認める 

  者 

◆試験の程度 高等学校卒業程度 

◆申込方法  

      ◎原則インターネット申し込み                  

  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 

◆申込み期間  

 ６月20日(月)午前９時～６月29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 

  方事務局へ提出  

 ※受付期間６月20日(月)～22日(水) 

 ※６月22日(水)までの通信日付印有効 

◆試験日  

 第１次試験日 ９月４日(日) 

 第２次試験日 10月12日(水)～21日(金)         

   ※上記のいずれか第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６日(木) 

   最終合格者 11月15日(火) 
 

問  人事院 人材局 試験課 03-3581-5311  

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 

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。 
 
◆日時 ６月３日(金)午前９時30分～11時 

◆場所 千代川公民館 
 

問 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

『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、重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ってい

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29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29年1月31日 

           第1次予約募集 8月31日 

           第2次予約募集 平成29年2月28日 

(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29年4月に大学・短大に進学予定の者。 

◇採用方法 書類審査および奨学生選考委員会の 

                  選考を経て決定します。 

◇募集期限 在学募集 10月31日 

         第1次予約募集 8月31日 

         第2次予約募集 平成29年1月31日 

(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29年4月に大学院に進学予定の者 

◇採用方法 書類審査および奨学生選考委員会の 

      選考を経て決定します。 

◇募集期限 在学募集 10月31日 

         第1次予約募集 8月31日 

           第2次予約募集 平成29年1月31日 

(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29年4月に専修学校・各種学校 

                     に進学予定の者 

◇採用方法 書類審査および奨学生選考委員会の 

      選考を経て決定します。 

◇募集期限 在学募集 10月31日 

         第1次予約募集 8月31日 

           第2次予約募集 平成29年1月31日 
 
問 公益財団法人 交通遺児育英会 奨学課 

   03-3556-0773 

    

総合型地域スポーツクラブ 

サンドレイククラブ 

｢季節のハイキング｣開催 
  
 花の山｢三毳山(みかもやま)｣を歩きます。 
 
◆日時 ６月12日(日)午前８時出発 

(集合場所：市総合体育館裏駐車場) 

◆参加費  

 ◇平成28年度クラブ会員１人2,500円 

 ◇非会員１人3,000円 

 ※共にバス代、雑費、保険料等含む 

◆募集人数 40人 

      ※定員になり次第締切りとなります 

◆募集対象  

 付き添いなく１人でハイキングのできる方 

◆申込 会費を添えて申し込みください。 

◆態度決定 午前６時 

      ※各自サンドレイククラブに確認 
 

問 サンドレイククラブ 43-0174(井上) 

 ※当日の問い合せは、サンドレイククラブ 

  に連絡してください 

    市生涯学習課 45-8997 

就職の悩みは｢サポステ｣で解決 
 

就職に係る相談や本人に合わせたさまざまなサポート

の実施により、就職決定のお手伝いをしています。まず

は出張相談会にお越しください。 
 

◆日時 6月2日(木)、16日(木)、7月7日(木)、21日(木) 

各午前10時～12時30分 

◆場所 ハローワーク下妻内 サポステ専用ブース 

◆費用 無料 

◆相談員  

 いばらき県西若者サポートステーション相談員 

◆対象  

   就職で悩んでいる15歳から39歳までの若者または保 

 護者・関係者 

※前日までの予約制 
 

問 申 いばらき県西若者サポートステーション 

 [筑西市西方1790-29] 54-6012 

学生の皆さんへ｢就職面接会｣開催 
 

 大学院・大学・短大・専修学校等(高校は除く)

の平成29年3月卒業予定者及び既卒未就職者を対

象に｢大好きいばらき就職面接会(前期)｣を開催し

ます。 

 

◆開催期日および場所 

  【水戸会場】 

   6月13日(月) ホテルレイクビュー水戸 

  【土浦会場】 

   6月20日(月) ホテルマロウド筑波 

 ◇プレセミナー 午前11時～11時50分 

 ◇面接会 午後1時～4時 

 

【大好きいばらき就職面接会ホームページ】 

 ※参加予定企業等の最新情報をご確認ください 

 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/ 

 syoukou/rosei/h28daisuki/index.html 

 

問 県労働政策課 029-301-3645(直通) 

 

納付 第１期 第２期 第３期 
口座振替利

用無の場合 
7月11日 10月31日 1月31日 

口座振替納

付日 
9月6日 11月14日 2月14日 

労働保険年度更新の申告・納付のお知らせ 
 
○労働保険の年度更新の申告・納付期間は、6月1日(水) 

   ～7月11日(月)となります。申告の際は、年度更新申告

書受理相談会、コールセンターをご利用ください。 

○雇用保険料率が平成28年４月から引下げられました。 

○労働保険料は口座振替制度をご利用ください。申請手続 

 きを一度行えば、翌年度以降も継続して口座振替により 

 納付ができ、納期限も延長されます。 

 

【雇用保険料率】上段:平成28年度 下段：平成27年度 

【納付日】 

 

 

 

 

 
    

問 茨城労働局 総務部 労働保険徴収室  

  029-224-6213 

    ハローワーク下妻  

  43-3737 

 

事業の種類 労働者負担 事業主負担 雇用保険料率 
一般の事業 4/1,000 

(5/1,000) 
7/1,000 
(8.5/1,000) 

11/1,000 
(13.5/1,000) 

農林水産・ 

清酒製造の

事業 

5/1,000 
(6/1,000) 

8/1000 
(9.5/1,000) 

13/1,000 
(15.5/1,000) 

建設の事業 5/1,000 
(6/1,000) 

9/1,000

(10.5/1,000) 
14/1,000 
(16.5/1,000) 



日 月 火 水 木 金 土 
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『下妻市農産物直売所出荷組合』 

新規会員募集 
 

下妻市農産物直売所出荷組合では、新規会

員を募集しています。会員になると、道の駅

しもつま等に農産物を出荷することができま

す。 
 

◆入会資格  

 下妻市に住所を置き、かつ居住している個 

 人の方で、農産物を市内で自ら生産してい 

 る方 
 
◆対象品目  

 穀物、野菜、果物、花、木、キノコ類(天 

 然キノコを除く)、コメ、その他の農産 

 物、農産物加工品(必要な許認可を取得し 

 たものに限る)、民芸品、工芸品など  

 

◆出荷可能な直売所  

 ◇道の駅しもつま 農産物直売所 

 ◇ビアスパークしもつま  

      農産物・Yショップ 

 

◆清算方法  

 口座振込 

 (毎月末日の１回締め、15日以内に清算)  

 ※振込先金融機関はJA常総ひかりのみ 

 

◆年会費 3,000円 

 

◆申込方法 

 入会を希望される方は、年会費を添えて、 

 市役所商工観光課までお申し込みくださ 

 い。お申込みの際、印鑑と通帳をご用意く 

 ださい。 
 

問 申 市商工観光課 45-8990 
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しもつま 広
報 

６月のマイナンバーカード（個人番号カード）の 

交付日 
 
 マイナンバーカード(個人番号カード)を申請した方には、

地方公共団体情報システム機構よりカードが市役所市民課

に届き、準備ができ次第、順次『個人番号カード交付・電

子証明書発行通知書兼照会書(はがき)』(以下、交付通知書)

を転送不要郵便で送付しています。 

 マイナンバーカード交付には窓口混雑と待ち時間軽減の

ため、交付日時の予約が必要となります。交付通知書が届

いた方は交付通知書に記載される専用電話番号にて予約を

とり、その時に受け取りをお願いします。平日の時間外お

よび休日の交付日を設けています。 

※交付通知書は、マイナンバーカードを申請されてから概

ね２ヶ月程度で送付されます。マイナンバーカードの交

付を受ける際に必要になるものですので、失くさないで

ください 

※予約専用電話は、予約が集中すると繋がりにくくなる場

合があります。時間をおいて、かけ直してください 

※マイナンバーカードは、交付通知書を送付した日から６

か月保管し、その後廃棄処理を行います。お早めにご予 

 約をお取りください 
 
   ６月のマイナンバーカード交付日カレンダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交付受付時間】 

●平日日中のみ 午前９時～11時30分、 

        午後１時30分～４時 

▲平日時間外交付日 上記に加え、午後５時～６時 

■休日交付日 午前９時～11時30分、 

       午後１時30分～４時 

×交付は行いません 
 

問 市民課 43-8196 

 

スプレー缶、カセットボンベ、ライターの出

し方 
 

スプレー缶やカセットボンベには可燃性の高いガ 

スが使用されているため、ガスが残っていると清掃 

車やごみ処理施設の火災原因となり大変危険ですの 

で、次のとおり安全な出し方にご協力をお願いしま 

す。なお、全て｢不燃ごみ｣となりますので、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る。(缶の中のガスを抜 

 くための装置(中身排出機構)がついている場合が 

 あります。) 

【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る。 

【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 

猫が周りに迷惑をかけていませんか 
 

～愛猫は室内で飼いましょう～ 
 
猫を外へ出すことは、ふん尿やいたずらで周りの 

迷惑となり、近所トラブルの原因になることもあり 

ます。猫を安全に飼養できることや、ご近所への気 

遣いのためにも｢猫は室内飼養｣をお願いします。 
 

～のら猫にエサをやらないで～ 
 

のら猫にエサをやっている人は『飼い主』とみな 

され、無計画に増える猫によるいたずらの責任を負 

わなくてはなりません。自分で飼えない猫にはえさ 

をやらないでください。 

 

問 市生活環境課 43-8234 

放送大学『10月入学生』募集 
 

放送大学では、平成28年度第２学期(10月入学)

の学生を募集します。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。 
 
◆受付開始 ６月15日(水) 

◆出願期限 第１回 ８月31日(水)まで 

      第２回 ９月20日(火)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 放送大学茨城学習センター  

   029-228-0683 

   http://www.sc.ouj.ac.jp/center/ibaraki/ 

いばらき防災大学開講 
 
 県で毎年開催している｢いばらき防災大学｣が下妻

公民館で開催されます。 

 防災に関する幅広い分野の講義や自主防災活動に

役立つ内容です。ぜひご参加ください。 

 

◆日時 

 第１回 ７月９日(土)午前９時30分～ 

 第２回 ７月23日(土)午前９時45分～ 

 第３回 ９月４日(日) 午前９時45分～ 

 第４回 ９月18日(日) 午前９時45分～ 

◆対象者 

 県内に居住し、下記のいずれかに該当する方 

 ◇自主防災組織などに属し、防災活動を行う方 

 ◇企業などで、防災関連の業務に従事する方 

 ◇その他、防災活動に関心のある方 

◆定員 200人 ※先着順 

◆場所 下妻公民館  ２階 大会議室 

◆主な内容 

自主防災活動、風水害対策、地震対策などに関す

る講義(全４日間)など 

※受講後、防災士試験の受験資格が得られます 

◆受講料 無料 

※防災士試験を受験する場合は実費負担あり 

◆申込方法 受講申込書を市役所消防交通課に提出    

◆申込期限 ６月13日(月) 

    

問 申  
 県防災危機管理課 029-301-2885 

 市消防交通課   43-2119 


