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｢農用地区域の除外・編入申出｣ 

受付開始 
 

 農業振興地域整備計画の変更にかかる申し出

を下記のとおり受け付けします。 
 

◆受付期間 ６月１日(木)～６月30日(金) 

◆受付時間 午前８時30分～午後５時15分 

      ※土・日曜日、祝日を除く 

◆受付場所 市役所千代川庁舎 １階 農政課 

◆申請書類 市農政課にお問い合わせください 

      (市ホームページからもダウン 

       ロード可) 
 

問 市農政課 45-8992   43-3239 

 

実施機関名 
公開請求 

件数 
公開請求 

処理件数 
公開請求 

  の内容 
議会 － －   

市
長
部
局 

市長公室 ３ ３ 保険契約関係 
自治会関係 

総務部 １ １ 保険契約関係 

市民部 ３ ４ 
保険契約関係 
固定資産関係 
公害対策関係 

保健 
福祉部 ３ ７ 保険契約関係 

経済部 ２ ２ 保険契約関係 

建設部 ４ ４ 保険契約関係 
市道路関係 

会計課 － －   
小計 16 21   

教育委員会 ５ ７ 保険契約関係 
学校関係 

選挙管理委員会 － －   
公平委員会 － －   
監査委員 － －   
農業委員会 － －   
固定資産評価 
審査委員会 － －   

計 21 28   

１ 情報公開 

(1)公開請求の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※｢公開請求件数｣は、提出された公開請求書の件数 

※｢公開請求処理件数｣は、公開請求に対する決定書

の件数 
 

(2)公開請求の処理状況 

 
 

 

 

 
 
 

(3)不服申立ての状況 

※( )内は前年度からの継続分で外数 

 
 

公開請求処理件数 28 

公開決定の件数 ６ 
部分公開決定の件数 10 
非公開決定の件数 

※( )内は非公開決定のうち、文書不存在の件数 
12(12) 

取下げ － 

不服申立ての件数 －(－) 

実施機関名 
開示請求 

件数 
開示請求 

処理件数 
開示請求 

 の内容 
議会 － －   

市
長
部
局 

市長公室 － －   
総務部 － －   

市民部 ３ ３ 証明書関係 
課税資料関係 

保健 
福祉部 － －   

経済部 － －   
建設部 － －   
会計課 － －   
小計 ３ ３   

教育委員会 － －   
選挙管理委員会 － －   
公平委員会 － －   
監査委員 － －   
農業委員会 － －   
固定資産評価 
審査委員会 － －   

計 ３ ３   

２ 個人情報保護 

(1)開示請求の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※｢開示請求件数｣は、提出された開示請求書の件数 

※｢開示請求処理件数｣は、開示請求に対する決定書

の件数 

 

(2)開示請求の処理状況 

 
 

 

 
 
 

(3)不服申立ての状況 

※( )内は前年度からの継続分で外数 

 
 

 

問 市総務課 43-2116   43-4214 

 

開示請求処理件数 ３ 
開示決定の件数 ３ 
部分開示決定の件数 － 
非開示決定の件数 － 
取下げ － 

不服申立ての件数 －(－) 

平成28年度 情報公開・個人情報保護制度の実施状況 
 

市では、公正で開かれた市政の推進と個人の権利利益の保護に取り組んでいます。 

軽自動車税の減免 
 
 市税条例により、一定の要件を満たす場 

合、軽自動車税が減免されます。 

 要件に当てはまり、減免を希望する場合 

は、申請期限までに市税務課までお越しくだ 

さい。 
 
◆減免の対象・要件  

 ◇障害のある方本人が所有するもの、もし

くは障害のある方と生計を一にしている 

  方(ご家族)が所有する軽自動車 

◇障害者福祉タクシー利用料金助成を受け 

 ている方を除く 

◆申請期限 

 ５月31日(水) ※厳守 

◆持参する物 

 ①納税通知書(5月中旬に送付) ②運転免許

証(運転する方) ③障害者手帳など(３月31

日までに交付されたもの) ④車検証 ⑤印鑑 

 ⑥マイナンバーが確認できるもの(通知カー 

 ドなど)   
 
※減免できる車は、普通自動車または軽自動 

 車(バイクも含む)のどちらか一台になりま 

 す 

※普通自動車の減免申請は、筑西県税事務所 

 へお問い合わせください 
 

問 〈軽自動車の減免〉市税務課 

   43-2294   44-9411 

〈普通自動車の減免〉筑西県税事務所    

 24-9190   25-0650 

〈障害者手帳〉市福祉課 

   43-8352   43-6750 

臨時福祉給付金(経済対策分)の申請受付 
 
消費税率の引上げによる影響を緩和するため、所得の

少ない方に｢臨時福祉給付金(経済対策分)｣を支給します。 
 

◆給付対象 次の①、②の要件を満たす方 
①基準日(平成28年１月１日)において、市内に住民登

録がされている方 

②平成28年度分の市町村民税(均等割)が課税されてい

ない方 

※ただし、住民税(均等割)が課税されている方の扶養親

族等になっている方や生活保護制度の被保護者など

は対象外 

◆給付額 給付対象者１人につき 15,000円 

◆日時 ５月８日(月)～８月31日(木) 

受付時間 午前９時～11時30分、 

     午後１時～４時 

     ※土・日曜日、祝日を除く 

◆場所 市役所本庁舎 １階 市民ホール 

    市役所第二庁舎 1階 福祉課 

◆申請に必要なもの 

(1)申請書(請求書) 

(2)本人確認書類 

 ※支給対象となる方全員分の書類が必要です 

①１種類でよいもの 

顔写真のある住民基本台帳カード、運転免許証、

マイナンバーカード、旅券、在留カード、特別永

住者証明書、身体障害者手帳など、法律の規定に

より国または地方公共団体の機関が発行したもの

の写し 

②２種類必要なもの(Ａのみ２点またはＡとＢの２点 

 組み合わせ) 

   ※保護者申請の18歳未満の方に限り、健康保険証  

    のみでの申請も可 

   【Ａ】健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カー 

      ド(顔写真なし)、高齢・老齢医療費受給者 

      証、介護保険被保険者証など、法律の規定 

      により国または地方公共団体の機関が発行 

      したものの写し 

   【Ｂ】本人名義の預金通帳、キャッシュカードな 

      どの写し 

(3)指定した口座が確認できる書類 

金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる

通帳やキャッシュカードの写し 

※平成28年度臨時福祉給付金と同じ口座への振り 

 込みを希望する場合は不要となります 

(4)印鑑(ゴム印不可) 

◆受取方法 申請書に記載した指定口座に入金されま   

       す。 

※金融機関口座を持っていないなど振込に 

 よる支給が困難な場合は、後日窓口で受 

 け取ることができます 
 

問 申 市福祉課  43-8249   43-6750 

凡例 



木造住宅耐震診断士派遣事業実施 
 
◆申込期間 ５月22日(月)～８月31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 

 ◇そのほかにも要件があり、要件すべてに該当す 

  る住宅のみが対象 

◆申込方法 

 所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、市建 

 設課にお申し込みください。申し込みの際は、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、事業申し込みをされていない方に対す 

  る派遣や斡旋などは行っておりません。診断士 

  がご自宅に訪問する際は、｢茨城木造住宅耐震診 

  断士認定証｣を携帯しておりますので、ご確認 

  ください。 
 

問 申 市建設課 45-8127   43-2945 

河川・砂沼の水質検査結果 
 
 市では生活環境における水質保全の参考とするため、河川水や事業所からの排水および下水路などの水質検

査を実施しています。今回は、小貝川、鬼怒川、糸繰川、砂沼の水質検査を実施しましたので、その結果を公

表します。 

 今回の結果では、採水箇所全てにおいて基準値以内でした。引き続き、きれいな河川を守るため水質保全に

対するご理解とご協力をお願いします。 
 

◆小貝川(採水日 １月24日(火))             ◆鬼怒川(採水日 ２月16日(木)) 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

◆糸繰川(採水日 １月24日(火))             ◆砂沼(採水日 １月24日(火)) 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
  

※ｐＨ以外はmg/ℓ単位 

※｢小貝川、鬼怒川｣と｢糸繰川｣は、利水目的により異なる基準が設定されています 

※砂沼は環境基準が適用されないため、利用目的が高い農業用水(河川)の基準を参考としました 
 
◆用語解説 

◇環境基準 

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、国が定めたもので基 

準値は行政上の目標。 
 

◇ｐＨ(水素イオン濃度) 

０～14の数値で示され、７が中性、数値が小さくなるほど酸性が強く、反対に大きくなるとアルカリ性が 

強いものとなる。 
 

◇ＢＯＤ(生物化学的酸素要求量) 

水中の有機物が微生物により、分解されるときに消費される酸素の量で、数値が大きいと汚濁が進んでい 

ることを示す。 
 

◇ＳＳ(浮遊物質量) 

粒径２ｍｍ以下の水に溶けない懸濁性の物質を指し、水の濁りの原因となる。 
 

◇DO(溶存酸素量) 

水中に溶け込んでいる酸素の量のことで、数値が大きいほど魚介類のためにも水質が良いことになる。 
 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833 

検査 

項目 
環境 

基準 

採水場所 
小貝大橋 
(貝越) 

祝橋 
(比毛) 

豊原橋 
(柳原) 

愛国橋 
(大園木) 

ｐＨ 
6.5 

～8.5 7.9 7.9 7.9 7.9 

ＢＯＤ 
２ 

以下 1.5 1.7 1.8 1.6 

ＳＳ 
25 
以下 ３ ３ ４ 5 

ＤＯ 
7.5 
以上 13.9 13.5 13.0 12.3 

検査 

項目 
環境 

基準 

採水場所 

駒城橋 

(尻手) 

長塚橋 

(長塚) 

大形橋 
(鎌庭) 

ｐＨ 
6.5 

～8.5 
7.5 7.4 7.4 

ＢＯＤ 
２ 

以下 
1.6 1.9 1.8 

ＳＳ 
25 
以下 

７ ７ ５ 

ＤＯ 
7.5 
以上 

12.4 11.3 11.4 

検査 

項目 
環境 

基準 

採水場所 
大神橋 
(神明) 

平橋 
(平沼) 

江尻橋 
(堀篭) 

寿久橋 
(比毛) 

ｐＨ 
6.5 

～8.5 7.9 7.8 7.8 7.8 

ＢＯＤ 
５ 

以下 2.9 4.2 3.2 3.6 

ＳＳ 
50 
以下 ６ 10 ９ 10 

検査 

項目 
環境 

基準 

採水場所 
越戸の 

流入口 
砂沼大橋 長塚水門 

の流出口 

ｐＨ 
6.5 

～8.5 7.6 7.7 7.7 

ＢＯＤ 
８ 

以下 2.8 2.1 1.7 

ＳＳ 
100 
以下 ８ ７ ６ 

ＤＯ 
２ 

以上 10.7 12.9 12.8 

いばらき就職支援センター 

県西地区センターをご利用ください 
 
いばらき就職支援センター県西地区センター

では、仕事をお探しの方のために就職相談・

キャリアコンサルティングから就職紹介まで、

一貫したサービスを提供しています。 

 事業所からの求人申し込み(求人情報)を随時

お受けし、センター利用者に提供するほか、 

ホームページ(http://www.jobcafe-ibaraki. 

jp/)でも広く公開しています。お気軽にご利用

ください。 
 
◆内容 

 職業紹介、内職斡旋、就職情報の提供、キャ 

 リアカウンセリング、職業適性診断、就職支 

 援セミナーの実施、求人受付(求人開拓員が事 

 業所へ伺います)など 

◆開設時間 月～金曜日 午前９時～午後４時 

      ※祝日、年末年始を除く 
 

問 

 いばらき就職支援センター 県西地区センター   

 23-3811、22-0163 

23-3812 

 

東日本大震災により被災された 

中小事業者の方へ 

事業の再生を支援します 
 

東日本大震災により被害を受けた事業者の方

で、震災前借入金がある方は支援の可能性があ

ります。 

また、震災による直接的な被害がなくても、

間接的な被害(出荷制限、風評被害など)を受け

た事業者や、すでに原発事故による営業賠償金

を受領している事業者についても支援の可能性

があります。まずはご連絡ください。相談は無

料です。支援決定までに相応の時間がかかるこ

とがありますので、夏ごろまでにご相談をお願

いします。 

 

問 

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 

<水戸出張所> 

 029-232-8112 

 ※火・水・木曜日に職員駐在、ほかの曜日も 

  相談可 

<東京本部> 

 03-6268-0180   03-3218-3718 

 ※平日午前９時～午後６時 

製造業を営む皆さまへ 

｢工業統計調査｣の調査日が変わります 
 
 経済産業省では、例年12月31日に工業統計調査

を実施していましたが、このたび、調査日を変更し

ました。 

 新しい調査日は、６月１日となります。 

 工業統計調査は、わが国の製造業の実態を明らか

にすることを目的とする政府の重要な調査で、統計

法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。 

 調査票は、５月下旬に県知事が任命した統計調査

員が訪問して直接配布するか、国が郵送します。調

査票に記入された内容は、厳重に管理され、統計作

成の目的以外に使用することはありませんので、正

確な記入をお願いします。 

※工業統計調査では、簡単・安心なインターネット 

 回答を推奨しています 

※調査員が訪問する場合は、必ず｢調査員証｣を身に 

 付けています 
 

問 市企画課 43-2113   43-1960 
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受付時間 (番号札は30分前に出します) 

午前９時30分～11時30分 午後１時30分～３時 
５月16日(火) 

下妻保健 
センター 

柳原・谷田部・山尻・肘谷・樋橋 高道祖 
17日(水) 高道祖 半谷・南原・大木 
22日(月) 平方・江・黒駒・柴・前河原 桐ヶ瀬・赤須・尻手・渋井 
23日(火) 

千代川 
公民館 

田下・下栗・鬼怒・別府・村岡・皆葉・五箇 本宗道・鎌庭・大園木・鯨 
24日(水) 見田･唐崎･長萱･伊古立・宗道・渋田・原・羽子 総上地区(小島以外) 
25日(木) 小島 加養・亀崎・新堀 
30日(火) 

下妻保健 
センター 

騰波ノ江地区(若柳･神明以外) 若柳・神明 
６月 ４日(日) 大宝・横根・平川戸 《未受診者(千代川・総上・豊加美地区)》 

６日(火) 大串・平沼・坂井・比毛・堀篭 北大宝・福田・下木戸 
７日(水) 《未受診者（高道祖・上妻地区）》 《未受診者（大宝・騰波ノ江地区）》 

検診名 検診料金 自己負担額 

肺がん検診 
(65歳以上の方は、結核検診も含む) 

1,404円 
39歳以下    700円 
40～64歳  300円 
65歳以上       無料 

前立腺がん検診 
(40歳以上男性) 

2,376円 500円 

肝炎ウイルス検査 
(40歳以上の未実施者) 

3,240円 500円 

大腸がん検診 
(30歳以上) 

1,728円 300円 

特定健康診査・基本健康診査｢集団健診｣～前半日程～ 
 
 集団健診は、主に５・６・９月に実施します。対象地区を分けていますが、該当地区以外の方も、ご都合の良

い日に合わせてお越しください。 ※予約制ではありません 
 
◆日程 ※どの日程も午後の受付時間の方が比較的空いています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆対象者・検査項目・自己負担金 

 

 

 

 

 

 

 

※年齢は、平成30年３月31日現在(75歳になる方を除く) 

◎今年度75歳になる方は、受診日の年齢により健診内容、自己負担額が変わります。詳しくは、お問合せくだ 

 さい。 

※ご希望であれば、次の検診も一緒に受診できます(保険証不問) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
◆持参するもの 健康保険証、受診券(お手元にない場合は、保健センターまでご連絡ください)、自己負担金 
 

《育児中の方必見｢育児応援サポート健診｣を実施します》 
６月６日(火)、９月13日(水)限定で、健診の間、別室でお子さまをお預かりします。育児中の方も安心して健 

診にお越しください。 

 ※ご希望の方は、事前に下妻保健センターにお申し込みください。各予約時間(午前9時30分～、午前10時 

  30分～)でお子さまを10人までお預かりします(定員になり次第締め切り) 
 

《40歳から75歳未満で社会保険の被扶養者となっている方へ》 
健康保険の種類によっては、市の集団健診を受診できない場合がありますので、事前に健康保険証の発行元に 

 確認してください。 

 ※39歳以下の方であれば、健康保険の種類にかかわらず、市の集団健診が受けられます 
 

問 市保険年金課 45-8124   43-2933 

   市保健センター 43-1990   44-9744 

対象者 検査項目 健診料金 自己負担額 

◇39歳以下の方 
◇40歳～75歳未満 

(市国保加入)の方 

身体測定、血圧測定、尿検査、 
眼底検査、心電図検査、 
血液検査(血中脂質・肝機能・ 
血糖・貧血・尿酸・クレアチニン) 

7,559円 1,500円 

◇75歳以上の方 
(後期高齢者医療保険の方) 

身体測定、血圧測定、尿検査、 
血液検査(血中脂質・肝機能・ 
血糖・クレアチニン) 

5,454円 無料 

『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の中で、打ち上げ玉に願い

ごと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あなただけ

の記念花火を打ち上げてみませんか。 
 

◆日時 ８月５日(土)午後７時30分～９時(予定) 

    ※当日、雨天の場合は順延６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 ６月９日(金)まで 

◆その他 ◇記念花火を申し込まれた方には、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   43-3168 

市観光協会主催 

【地域振興】小貝川花火打ち上げ事業 
 

◆開催日時 ５月28日(日)午後７時30分～７時45分 

◆打上場所 小貝川河畔(祝橋上流左岸・川の一里塚付 

      近) 

◆打上発数 約700発 

◆見学場所 小貝川ふれあい公園 

※車でお越しの方は、ふれあい公園駐車場 

 をご利用ください 

◆注意事項 花火の見学をされる方は、事故、けがなど 

      に十分注意してください。会場内にて発生 

      した事故、盗難に関して主催者は一切の責 

      任を負いません。 

 

問 下妻市観光協会 44-8098   44-6004 

   ※月～金曜日 午前８時30分～午後５時15分 

献血にご協力を 
 

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 ６月９日(金)午前10時～午後４時 

◆場所 市役所本庁舎 １階 市民ホール 
 
※400ml献血を優先します 

※献血カードをお持ちの方は献血可能日をお確め 

 ください 
 

問 市保健センター 

   43-1990   44-9744 

肺がんドックの受診料を補助します  
 

肺がんの予防と早期発見を目的として、医療機

関で肺がんドックを受ける方に受診料の２分の１ 

(限度額15,000円)を補助します。 
 
◆受付開始 ５月15日(月)～ 

      ※土・日曜日、祝日を除く 

◆申込方法 印鑑を持参の上、下妻保健センター 

       に来所し、お申し込みください。 

◆定員 20人(定員になり次第締め切り) 

◆対象者 次の全ての要件に該当している方 

◇市内に住民登録をしている。 

◇受診日時点で40～74歳。 

◇平成30年１月31日までに受診可能。 

◇喫煙歴があり医療機関で肺がんドックを受 

 診する。 

◇市税を滞納していない。 

◆検診内容 

 ◇CT(コンピュータ断層撮影)を中心とした胸 

  部レントゲン・喀痰細胞診など肺がん関連 

  検査が対象になります。 

 ◇検診ではなく、健康保険の適用を受けた検 

  査料は対象となりません。 
 

問 市保健センター  

  43-1990   44-9744 



自動車税は納期限までに納めましょう 
 

自動車税は、毎年４月１日現在の所有者または使用

者の方に課税されます。 

 納税通知書が届いたら、５月31日(水)までに納めま

しょう。金融機関・郵便局・コンビニのほかヤフーサ

イトからクレジット納付もできます。 

 なお、心身に障害のある方で一定の要件を満たす場

合は、申請により自動車税を減免する制度がありま

す。ただし、受付期間は納期限(５月31日)までとなっ

ていますので、ご注意ください。 

 詳しくは、筑西県税事務所にお問い合わせくださ

い。 
 

問 茨城県筑西県税事務所 

   24-9190   24-9157 

｢ストレス研究会｣開催 
 
 子育て・家事・家族関係など、女性が１人で抱えて

いるストレスをお聞かせください。研究会のスタッフ

も８割が女性です。女性のストレスを少しでも改善で

きるように、一緒に考えたいと思います。お話は一切

口外されませんので、ご安心ください。 
 
◆開催日 第１回 ６月17日(土) 

     第２回 ７月15日(土)  

※同内容で開催しますが、複数回参加も可 

 能です 

◆時間 午後１時30分～４時 

◆会場 福祉センター砂沼荘 会議室   

◆参加費 無料 

◆参加対象 女性の方 

◆定員 各回３人(定員になり次第受付終了) 
 

問 申 下妻ストレス研究会 43-5249 

     (受付時間 午前10時～午後6時) 

写真展｢めぐりくる花の季節｣ 

押し花展｢身近な自然・景色・風景｣ 
  
 写真展では花をテーマに四季折々の花を作品

に、押し花展では身近な自然や風景を押し花で表

現しました。ポピー鑑賞と併せて写真・押し花で

紡ぐ自然の一瞬をお楽しみください。 
  
◆日時 ５月18日(木)～６月４日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

    ※６月４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 

◆入場料 無料 
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

45-0200   45-0363 

期間 展覧会名 作品 

｢絵遊会｣グループ展 絵画 
５月17日(水)～

５月28日(日)  第３回｢下妻市陶芸 

クラブ｣作陶展 
陶芸 

ふるさと博物館 展覧会案内 
 

貸しギャラリーによる展覧会(合同)を開催します。 
 

 
 
 

 

 

 ※入場無料(ただし、常設展示室は有料) 
 
◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

※最終日28日(日)は午後２時まで 

◆場所 ふるさと博物館 企画展示室 
 

問 ふるさと博物館 44-7111   44-7115 

 

｢就学に関する説明・懇談会｣開催 
 

発達に遅れや偏りの見受けられる未就学児がいる

ご家庭では、就学という問題にいろいろな悩みや、疑

問をお持ちかと思います。 

そのため市教育委員会や下妻特別支援学校、結城

特別支援学校のご協力をいただき就学についての説

明会と、すでに就学したお子さまをお持ちのご両親

の方を交えてその経験をお話しいただく懇談会を併

せて開催します。ひとりで悩むのではなく、気軽に参

加してよりよいお子さまの進路を考えてみません

か。 
 

◆日時 ５月29日(月)午前10時～正午 

◆場所 市役所第二庁舎 ３階 中会議室 

◆参加費 無料  

※乳幼児の兄弟がいる保護者に対し託児を行います 
 

問 NPO法人 茨城県ポーテージ協会 

   080-3348-1820(谷島) 

『連盟杯争奪ビーチボールバレー大会』 

参加者募集 
 

◆日時 ６月４日(日)午前８時30分 

◆場所 市立総合体育館・大宝公民館 

◆種目 ◇一般男女混合の部 

    ◇男女混合シニアの部(男子のみ50歳以 

     上) 

    ◇女子ヤングの部 

    ◇女子リーダーの部(50歳以上) 

    ※年齢は大会当日を基準とします 

    ※参加チームが５チームに満たない場合 

     は中止 

◆参加資格 市内在住・在勤者およびこれに準ず 

      るチーム(スポーツ保険加入者) 

◆参加費 1,500円 

     ※締め切り後の返却はしません 

◆申込方法 所定の用紙に参加費を添えて、下記 

      まで申し込みください。 

◆申込場所 ◇市役所千代川庁舎 2階 生涯学習課 

       ※土・日曜日を除く 

      ◇市立総合体育館 ※月曜日を除く 

◆受付時間 午前８時30分～午後５時 

◆申込締切 ５月24日(水)午後５時 

◆組合せ抽選会 ◇日時 ５月27日(土) 

            午後７時～ 

        ◇場所 下妻公民館 
 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟事務局 

   090-4074-6659(山本) 

    43-3519(市生涯学習課)  

第１回 

｢甲種防火管理新規講習会｣開催 
 
◆日時 

 ６月29日(木)、30日(金) 

 午前10時～午後４時50分 

◆場所 

 とねミドリ館[古河市前林1953-1] 

◆テキスト代 

 4,650円 ※申請受け付け時に徴収 

◆定員 120人 

◆申請受付 

 ６月１日(木)～６月23日(金) 

 午前８時30分～午後５時 

 ※土・日曜日、祝日を除く 

 ※印鑑持参、定員になり次第締め切り 

◆申込方法 

 受け付け時に受講申請書に必要事項を記入し、  

 直接お申し込みください。 
 

問 申 
古河消防署 予防係  

0280-47-0120   0280-47-0081 

下妻消防署 予防係 

43-1551   44-6179 

坂東消防署 予防係 

0297-35-2129   0297-36-0771 

 

｢出会いパーティー｣開催 
 
<古河会場>  

 ◇日時 ６月３日(土)午後１時30分～４時30分 

            (受付 午後１時15分～) 

 ◇場所 とねミドリ館[古河市前林1953-1] 

 ◇対象 Aコース  

            

     Bコース  

           

 ◇参加費 男性 3,000円 

      女性 1,000円 
 
<下妻会場>  

 ◇日時 ６月17日(土)午後１時30分～４時30分 

           (受付 午後１時15分～) 

 ◇場所 ビアスパークしもつま[長塚乙70-3] 

 ◇対象 独身男性 35～45歳の方 

     独身女性 35～45歳の方 

 ◇参加費 男性 3,000円 

      女性 1,000円 
 
<つくば会場>  

 ◇日時 ６月25日(日)午後１時30分～４時30分 

           (受付 午後１時15分～) 

 ◇場所 ホテルグランド東雲 

     [つくば市小野崎488-1] 

 ◇対象 Aコース  

           

     Bコース  

           

 ◇参加費 男性 4,000円 

      女性 2,000円 
 
◆申込締切 各会場とも開催日の３日前まで 

◆後援 いばらき出会いサポートセンター 

※前日、当日、無断キャンセルは、キャンセル料発生 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート(月曜休)  

     0280-87-7085 

  0280-33-8176  

独身男性 30歳代の方 

独身女性 30歳代の方 

独身男性 40歳代の方 

独身女性 40歳代の方 

独身男性 30歳代の方 

独身女性 30歳代の方 

独身男性 40歳代の方 

独身女性 40歳代の方 

｢さつき・盆栽展示会｣開催 
  

◆日時 ５月26日(金)～28日(日)                   

◆場所 千代川公民館 
  

問 下妻地方盆友会  

   090-4627-1818(久保田) 
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警戒、悪質な土砂の搬入にご注意を 
 

 市町村や県の許可を得ないで土砂を山のように

たい積したり、発生場所が分からない粗悪な建設

残土で土地を埋め立てるなど、悪質な土砂の搬入 

事案が県内で多発しています。 

 こうした行為の責任や土砂の処理費用の負担 

は、業者(行為者)だけではなく土地所有者(管理 

者)にも及ぶことがあり、莫大な損害を受けること 

になります。被害にあわないよう、自分の土地は 

自分で守りましょう。 
 
◆防止策 

 ◇業者から、無料で土地を埋め立てるなどの 

  “うまい話”があっても、安易に土地を貸さ 

  ない。 

 ◇業者や事業の内容を確認し、不明な点は書面 

  で提出させる。 

 ◇自分だけで判断せず、周囲の方や市町村、県 

  に相談する。 

 ◇土地を定期的に見廻る。侵入防止策や警告掲 

  示板を設置する。 

 ※不法投棄禁止の警告掲示板は、市生活環境課 

  (市役所本庁舎２階)おいて無料で配布してい 

  ます 

 ◎｢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   44-7833 

 休日・夜間は下妻警察署 43-0110 

『はつらつエクササイズ教室』参加者募集 
 
◆日時 ６月１日(木)、８日(木)、14日(水)、 

    22日(木)、29日(木) 

    ７月６日(木)、13日(木)、21日(金) 

          ※全8回、午前10時～11時30分 

◆場所 下妻公民館 ２階 大会議室 

◆講師 奥田 光絵 氏 

◆内容 エアロビクス・骨盤エクササイズ 

◆受講対象 市内在住・在勤の方 

◆募集人数 50人 

◆参加費 １人 680円(保険料) 

◆持ち物 ヨガマット、室内履き、タオル、飲み物 

◆申込締切 ５月23日(火)まで 

      ※定員になり次第締め切り 

◆申込方法 市役所千代川庁舎 ２階 生涯学習課へ 

      参加費を添えて申し込み 
      ※電話での仮受付可 
 

問 申 市生涯学習課  

     45-8997   43-3519 

『第二種電気工事士受験対策(技能)受講生』募集 
 
 
 
 

 

 
 
◆内容 第二種電気工事士技能試験の受験対策 

◆定員 各講座 20人(申込者が定員を超えた場合は抽選) 

◆申込方法 筑西産業技術専門学院のホームページ(http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chikusansen/ 

      kunren/index.html)から、または往復はがきに①講座名 ②氏名 ③年齢 ④住所 ⑤電話番号 ⑥職業 

      を記入し郵送。 

◆申込締切 ５月29日(月) ※必着 

◆受講料 2,980円 

◆その他 受講決定者は、決定通知に記載する指定日に来院し、受講手続きを行ってください。 
 

問 申 茨城県立筑西産業技術専門学院 24-1714   25-6071 

     〒308-0847[筑西市玉戸1336-54] 

講座
番号 講座名 期間 実施年月日 講習時間 内容 

４ 第二種電気工事士 
受験対策(技能)A ３日間 ７月１日(土)、８日(土)、15日(土) 午前９時～午後５時 技能試験の受験対策など 

(初心者対象) 

５ 第二種電気工事士 
受験対策(技能)B ３日間 ７月２日(日)、９日(日)、16日(日) 午前９時～午後５時 技能試験の受験対策など 

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。 
 
◆申込期間 5月22日(月)～12月15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(※１)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30年２月末日までに工事が完了するこ 

 と。 

 ◇そのほかにも要件があり、要件すべてに該当する住 

  宅のみが対象となります。 

(※１)上部構造評点とは、建物の地震に対する強さを 

   表す数値 

◆申込方法 

 所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、市建設課 

 にお申し込みください。 

◆助成割合等 
 
 
 
 

 
 

問 申 市建設課  45-8127   43-2945 

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 
先着順 

耐震改修 
工事 

費用の 
１/３以内 

30万円 ５件 

｢あやめ茶会｣開催 
 

 菖蒲園に咲くハナショウブが見ごろを迎えるの

に合わせ、あやめ茶会を開催します。紫や白のハ

ナショウブや砂沼を眺めながら、のんびりお抹茶

を楽しんでみませんか。どなたでも参加できます

ので、お気軽にお越しください。 
 

◆日時 ６月４日(日)午前10時～午後２時 

◆場所 砂沼庵(砂沼広域公園 観桜苑内) 

◆お茶券 一服500円 

     〈お茶券取扱い〉 

      香出水会、砂沼庵、市都市整備課 

      ※お茶券は当日も購入可能 

◆主催 香出水会 
 

問 香出水会 44-3248(鈴木) 

   砂沼庵 ・  43-9078 

   市都市整備課 43-8356   43-2945      

〝みんなの研ぎやさん〟による 

｢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。会場まで来られな

い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 ５月26日(金)午後１時～２時30分 

◆会場 JA常総ひかり大形 
  

問 下妻市ボランティアセンター(下妻市社会福祉協 

       議会) 44-0142   44-0559 

６月４日は市民清掃デーです 
 
◆日時 ６月４日(日)午前８時～ 

※小雨決行、荒天の場合は６月11日 (日 )に 

 延期。防災行政無線により放送 

◎自治区や企業の行事などにより当日都合がつかない場

合は、実施日前後の週末などに自主的な取り組みをお

願いします。 

◆対象ごみ 

 道路や広場などに散乱している｢かん・びん・紙くず｣

など 

 ※会社や店舗から出たごみ、産業廃棄物は除く 

◆ごみ袋の配布方法 

 《市民の方》 

  指定ごみ袋を、自治区長を通じ各世帯に配布し 

  ます。 

 《企業の方》 

  市生活環境課までご連絡ください。 

◆ごみの分別 

 燃えるごみ(紙くずなど)、燃えないごみ(かん、び 

 ん、金属、ガラスなど)に分けてください。 

◆ごみの収集 

 実施当日ごみの収集は行いません。 

 ※収集したごみは、｢ごみ収集カレンダー｣の収集  

  日にあわせ、地域の集積所に出してください 

 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 



地震への備えは大丈夫 
～昭和56年以前建築の住宅所有者の 

 みなさんへ～ 
 

 建物が地震の揺れに耐える能力のことを｢耐 

震性能｣といいます。 

 昭和56年に建物の耐震基準(建築基準法)が 

大きく改正されました。昭和56年以前の旧耐 

震基準で建てられた住宅は、阪神・淡路大震 

災、東日本大震災、熊本地震などでも大きな被 

害を受けました。 

 平成28年４月に発生した熊本地震で被害が 

大きい(大破・倒壊)建物の割合(益城町、西原 

村、南阿蘇町)は、昭和57年以降建築の建物で 

は約15％であったのに対して、昭和56年以前 

建築の建物では約46％(約3.1倍)であったと報 

告されています。(平成28年９月12日現在) 

 お住まいが十分な耐震性能を有しているかを 

調べるためには、耐震診断を実施する必要があ 

ります。市建設課では、昭和56年以前に建築 

した木造住宅の耐震診断補助の受け付けを５月 

22日(月)～８月31日(木)行います。 

 この機会にお住まいの耐震性能を調べてみま 

しょう。 

 耐震改修(設計、工事)に関する費用助成を 

12月15日(金)まで行っています。詳しくは、 

下記の連絡先へご相談ください。 

 

問 申  
<耐震全般> 

 県土木部都市局 建築指導課 企画グループ     

 029-301-4716 

  029-301-4739 

<補助窓口> 

 市建設課 45-8127   43-2945 

   

『下妻オープンテニス大会』参加者募集 
 

◆日時 ６月25日(日) ※予備日７月２日(日) 
  
◆場所 砂沼サンビーチテニスコート(ハード 

     コート５面) 
 
◆種目 

 ◇男子ダブルスＡクラス(16組) 

 ◇男子ダブルスＢクラス(16組) 

 ◇女子ダブルス(16組) 

 ※各クラス先着順、定員になり次第締め切り 
 
◆参加資格 

 ◇男子Ａクラス オープン 

 ◇女子 オープン 

 ◇男子Ｂクラス 

  過去県大会出場者、オープン大会・市民大会 

  ベスト４以上の方(シングルス、ダブルス共) 

  は、Ｂクラスへの出場不可 

  ※ペアの合計年齢が120歳以上の場合は可 
 
◆集合時間 

 <男子>午前８時30分までに集合 

 <女子>午前９時30分までに集合 

 ※雨天順延の決定時刻 午前７時30分(ホーム 

  ページ要確認) 
 
◆試合方法  

 トーナメント方式、６ゲームマッチ(６-６タイ 

 ブレーク)  

 ※コンソレ有り、申し込み数により変更有り 
 
◆参加費  

 １ペア3,000円、高校生は2,000円 
 
◆表彰など 

 上位入賞者に表彰有り 

 全員に参加賞有り 
 
◆申込期限 

 ６月11日(日)まで  
 
◆申込方法  

 下妻市テニス連盟ホームページに掲載の申込書 

 を記載の上、メールにてお申し込みください。 
 

問 下妻市テニス連盟  

   090-4933-1231(植田) 

      u.c.h.a.n-7.7.7@kj9.so-net.ne.jp 

      http://shimotsuma-tennis.com/ 

市立幼稚園・小中学校運動会 
 
◆日時・開催場所 
 
 
 
 
 
※雨天順延 
 

問 市学校教育課 

  44-0740   43-9608   

日時 幼稚園・学校名 
５月27日(土) 
午前８時30分～ 

大宝小学校・幼稚園 
大形小学校 

敬老祝温泉入浴券交付事業廃止 
 

市では、80歳以上の高齢者の方を対象にビアス

パークしもつまの温泉入浴券交付事業を実施してきま

したが、平成29年度から廃止になります。 

市内在住の70歳以上の方は、通常大人料金700円

のところ、550円(入湯税免除)で入浴できますので、

引き続き｢しもつま温泉｣をご利用ください。 
 

問 申 市介護保険課 

     45-8123   30-0011 

｢しもつま健幸ポイント事業｣開始 
 

 市では、高齢者の方がいつまでも元気で楽しく過ご

せるよう、｢シルバーリハビリ体操教室｣および｢にこ

にこ体操教室｣を開催しています。平成29年度から教

室参加者を対象に、参加実績に応じてポイントを付与

します。 

 貯めたポイントは、しもつま温泉券など市の指定す

る賞品と交換することができます。 

 65歳以上の方なら、どなたでも参加できます。ぜ

ひご参加ください。 

※シルバーリハビリ体操教室の開催日時は、お知ら 

 せ版４月10日号をご覧ください 
 

問 申 市介護保険課 

      34-8338   30-0011 

『下妻母親クラブ』会員募集 
 
 子育て中のママたちが自主的に企画運営し、活動し

ています。子どもとどうやって関わろう、どんな遊び

をしようと考えていた方、母親クラブでは親子で遊べ

る楽しい企画がいっぱいです。見学・体験は随時募集 

中です。 

 ぜひ一度遊びに来てください。子育てをしている仲 

間同士、交流を深めましょう。 

 

◆対象年齢 ０歳から就園前の子どもとその保育者 

      ※活動は年齢により、ゆりかごクラブ、 

       ちょうちょうクラブに分かれます 

      ※保育者は、ママに限らず、パパ、おじ  

       いちゃん、おばあちゃんでもＯＫです 

 

◆活動日時 毎週金曜日 

      午前10時30分～11時30分 
 
 <５・６月活動予定> 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 ※活動している様子など、Facebookで配信してい 

  ます。｢下妻母親クラブ｣で検索をお願いします。 

  メッセージもお気軽にどうぞ 
 
 ※LINE始めました。母親クラブ(ID:shimotsuma 

  ma)に、質問・メッセージをお待ちしています 
 
◆会員登録  

◇年会費 親子１組1,000円 

     (子ども２人の場合は1,500円) 

◇保険料(年間) 大人190円/子ども１人180円 
 
<下妻母親クラブ総会> 

◆日時 ５月26日(金) 

    10時30分～(受付 午前10時20分～) 
 
◆場所 下妻公民館 ２階 学習室 
 

問 下妻母親クラブ  

   090-5496-0900(橋本) 

期日 内容 場所 

５月21日(日) とりかえっこ Ｗａｉｗａｉ 
ドームしもつま 

６月 ２日(金) 公園で遊ぼう 小貝川ふれあい公園 

９日(金) アロマ虫よけ 
スプレー作り リフレこかい 

16日(金) ジャザサイズ リフレこかい 

23日(金) BIG風船で遊ぼう Ｗａｉｗａｉ 
ドームしもつま 

30日(金) 親子リトミック 
(須藤先生) リフレこかい 

須藤 澄子 43-0556 横田 芳宏 43-2515 
飯塚 榮子 44-1050 藏持 薫 43-4312 
内田 博 44-4271 横倉 和夫 44-3349 

武井 守 43-0765 古澤 三枝子 43-5344 

人権擁護委員による 
全国一斉特設人権相談実施 
 

人権擁護委員は、人権侵犯の被害者の救済や人権

相談の実施など市民の皆さまに人権に関心を持って

もらえるようにさまざまな啓発活動を行っていま 

す。 
 

◆日時 6月２日(金)午前10時～午後3時 

◆場所 下妻公民館 2階 学習室 

◆人権擁護委員 

 

 

 

 
 

問 市福祉課  43-8246   43-6750 


