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平成30年４月からの 

国民年金保険料は月額16,340円です 
 
 国民年金第１号被保険者および任意加入被保険者

の平成30年４月～平成31年３月の国民年金保険料

は、月額16,340円となります。 
 
◆国民年金保険料の納め方 

｢納付書(現金)払い｣｢口座振替納付｣｢クレジット 

カード納付｣などがあります。口座振替またはク 

レジットカードでの納付を希望する場合は、①年 

金手帳 ②通帳 ③金融機関届印 ④クレジットカー 

ドを持参し、振替を希望する金融機関、日本年金 

機構下館年金事務所、市役所国民年金担当窓口 

(本庁舎 １階 保険年金課、千代川庁舎 １階 くら 

しの窓口課)のいずれかで手続きしてください。 

※クレジットカード納付の手続きは、金融機関では 

 取り扱っていません 
 
～受け取る年金額が増える 

｢付加保険料｣の納付もおすすめです～ 
 

国民年金保険料に加えて付加保険料(月額400円) 

を納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加 

算されます。加算される付加年金の額は｢200円 

×付加保険料を納めた月数｣で計算され、２年以 

上受け取ると、支払った付加保険料以上の付加年 

金が受け取れるため大変お徔です。 

※国民年金基金へ加入している方は、申し込みがで 

 きません 
 
◎付加保険料の納付は、申し込みが必要になりま 

 す。詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 日本年金機構 下館年金事務所 

25-0829   22-6011 

    市保険年金課 45-8124   43-2933 

国民年金保険料の納め忘れがある方へ 

後納制度をご利用ください 
 
 過去５年以内に国民年金保険料の納め忘れがある

方は、申し込みにより、平成27年10月～平成30

年９月の３年間に限り、国民年金保険料を納めるこ

とができます。 

後納制度を利用することで、年金額を増やすこと

や年金の受給資格を徔られることがあります。 

※60歳以上で老齢基礎年金を受給している方は、 

 申し込みできません 

※過去３年度以前の保険料を納付する場合、当時の 

 保険料に加算額がつきます 
 

問 
日本年金機構 下館年金事務所 

25-0829   22-6011 

ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004 

特別障害者手当・障害児福祉手当  
 

【特別障害者手当】 

◆対象者  

 20歳以上で、次のいずれかに該当する著しい 

 重度の障害があり、在宅において常時特別な 

 介護を必要とする人 

①身体障害者手帳１級または２級と同程度以上 

 の障害が重複している人 

②身体障害者手帳１級または２級と同程度以上 

 の障害と重度の知的障害が重複している人 

③重度の身体障害や知的障害があり、長期にわ 

 たり絶対安静または日常生活能力の評価が極 

 めて重度な人 
 
◆支給制限  

所徔が基準額以上の方、施設入所中の方、病 

院に３カ月以上入院している方は支給されま 

せん。 
 
◆平成30年度手当額 

手当月額26,940円を２・５・８・11月にそ 

れぞれ前月までの３カ月分を本人名義の口座 

に振り込みます。申請のあった月の翌月分か 

ら支給します。 
  

【障害児福祉手当】 

◆対象児 

20歳未満で、次のいずれかに該当する著しい 

重度の障害があり、在宅において常時介護を 

必要とする児童 

①身体障害者手帳１級または２級と同程度の障 

害がある人 

②重度の知的障害がある人 
 
◆支給要件 

所徔が基準額以上の方、施設入所中の方は支 

給されません。 
 
◆平成30年度手当額 

手当月額14,650円を２・５・８・11月にそ 

れぞれ前月までの３カ月分を本人名義の口座 

に振り込みます。申請のあった月の翌月分か 

ら支給します。 

 

問 市福祉課 43-8352   43-6750  
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ひとり親家庩などの皆さまへ  

児童学資金をご存じですか 
 
◆児童学資金とは 

父母の離婚などによりひとり親家庩となった児童を養 

育している父・母、あるいは両親に代わって児童を養 

育している養育者(単身赴任などは含みません)に対し 

支給される市独自の制度です。 

◆支給額  

 義務教育(小中学校)課程の児童１人につき 

 月額3,000円 

◆支給月 

 申請月分(児童の就学の日の属する月前に申請を受理 

 した場合は、当該就学の日の属する月)からの手当を 

 ９・３月に支給します。 

※すでに受給中の方には、現況届の提出について個別通 

 知します。４月中に提出をお願いします 

※小学校に新入学する児童がいる方は、４月27日(金) 

 までに申請してください 

※申請には添付書類が必要となります。詳しくは、お問 

 い合わせください 
 

問 申 市子育て支援課  

     45-8120   30-0011 
等級 等級月額(児童１人あたり) 

１級 51,700円 

２級 34,430円 

特別児童扶養手当 
～障害のあるお子さまのために～ 
  

特別児童扶養手当は、精神、知的または身体障害など

のある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的

として、児童の父母または養育者に対して手当を支給す

るものです。 

手当の受給には、申請手続きが必要です。 
 
◆手当の対象となる児童の障害の程度 

【特別児童扶養手当１級】 

◇身体障害者手帳の判定がおおむね１・２級(内部障害 

 は例外があります) 

◇療育手帳の判定がＡ・Ａ 

◇精神障害者保健福祉手帳の判定がおおむね１級 

【特別児童扶養手当２級】 

◇身体障害者手帳の判定がおおむね３級(内部障害は例 

 外があります) 

◇療育手帳の判定がおおむねＢ 

◇精神障害者保健福祉手帳の判定がおおむね２級 
 
◆手当の額(平成30年度) 

 

 

 

※手当は認定請求をした日の翌月分より支給されます 
 
◆所徔による支給制限 

児童の父や母および扶養義務者の方の所徔により支給 

停止があります。 
 
◆手当を受けるための手続き 

 手続きの窓口は市役所福祉課(第二庁舎１階)になりま 

 す。必要な書類の詳細は、市役所福祉課にお問い合わ 

 せください。 
 
◆注意事項 次の場合は、受給資格がありません 

①児童および父、母または養育者が日本に住んでいな 

 いとき 

②児童が障害を理由として公的年金を受ける事ができる 

 とき 

③児童が児童福祉施設(親子入所を除く)に入所している 

 とき 
 

問 申 市福祉課 43-8352   43-6750  

市住宅リフォーム資金補助事業 
 
 市民の方を対象に、住宅のリフォーム工事に係る貹用

の一部を補助します。 
 
◆対象 ◇４月１日以降に着工し、平成30年９月30日 

     までに完成の工事 

    ◇消貹税を除いた工事貹が10万円以上の工事 

※市で実施している他の同様の補助制度による補助を受 

 けている工事は、対象外となります 

◆補助率 工事貹の10％ 

◆補助金 上限10万円 

※申請された補助金の総額が予算に達した時点で、受け 

 付けを終了 

◎その他の補助要件は、｢申請の手引き｣をご覧くださ 

 い。｢申請の手引き｣および申請様式は、市役所商工観 

 光課窓口(千代川庁舎１階)または市ホームページにあ 

 ります。 
 

問 市商工観光課 45-8993   44-6004 

３月の休日納税相談の日程が変更になります 
 

３月の休日納税相談(毎月最終日曜日 午前８時30分

～午後５時)の日程は、市長選挙・市議会議員補欠選挙

が行われるため、次のとおり変更となります。 
 
【変更前】３月24日(土)、25日(日) 

【変更後】３月31日(土)、４月１日(日) 

※３月のみ最終土曜日も実施 
 

問 市収納課 43-8274   44-9411 



ごみ分別の徹底にご協力を 

｢混ぜればごみ、分ければ資源｣ 
 

ごみ集積所にごみを搬出する際は、可燃ごみ

に丌燃物を混入させない。丌燃ごみに可燃物を

混入させない。かん・びんは、丌燃ごみではな

く、集積所備え付けのコンテナに入れてくださ

い。 

分別することで、適切に処理でき、ごみその

ものの量が減り、環境保護につながります。 

丌適物の混入がある場合は、回収できませ

ん。分別の徹底にご協力をお願いします。 
 

問 市生活環境課 

        43-8289   44-7833 

古紙回収庨の適正な利用にご協力を 
 
 最近、古紙回収庨に可燃ごみ・丌燃ごみが投

棄されることが増えています。 

 特に、家電製品などの緩衝材としての発砲ス

チロールを含む段ボール箱そのものが出されて

いるケースが多くみられます。 

 地域のごみ集積所とは違い、可燃ごみ・丌燃

ごみは出せません。回収できるものは、新聞・

雑誌・段ボール・雑紙などの紙類のみとなりま

す。種類ごとに分別し、ひもで十文字に縛って

出してください。   

 なお、発泡スチロールは可燃ごみとなりま

す。市指定ごみ袋に入れてごみ集積所へ出して

ください。 
 

問 市生活環境課  

   43-8289   44-7833 

渡良瀬遊水地のヨシ焼き実施 
 
渡良瀬遊水地は、治水や利水、豊かな自然環境

をもつ遊水地です。 

ヨシ焼きは、害虫の駆除、野火による類焼防

止、貴重な湿地環境の保全などを目的に実施され

ます。  

ヨシ焼きにあたり、風向きや上昇気流により灰

や煙が広範囲に飛散し、近隣市町村の皆さまにご

迷惑をお掛けする場合があります。ご理解ご協力

をお願いします。 
 

◆日時 ３月17日(土)午前８時30分～ 

※悪天候で中止の場合、３月18日(日)または３月 

 24日(土)に延期 
 

問 
渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団 

0282-62-1161   0282-62-1165 

｢自殺防止つながる“わ”・ささえる“わ” 

 茨城いのちの絆キャンペーン｣実施中 
 

県では、うつ病などの精神疾患やこころの健康に関

する相談をお受けしています。つらいこと・苦しいこ

とは一人で抱えず、悩みを相談しましょう。あなたに

は相談できる人がいます。 

 

◆茨城いのちの電話 

◇つくば 029-855-1000 ※毎日24時間 

◇水戸 029-350-1000 ※毎日24時間 

◇フリーダイヤル 0120-783-556 

※毎月10日 午前８時～翌日午前８時 

 

◆いばらきこころのホットライン 

◇平日 029-244-0556 

※午前９～正午、午後１時～４時(祝日、年末年始休み) 

◇土日フリーダイヤル 0120-236-556 

※午前９～正午、午後１時～４時(年末年始休み)  

平成30年度『上期認定農業者』募集 
 

認定農業者制度とは、自らの農業経営を向上していこ

うという意欲のある農業者が立てた計画を市が認定し、

その実現に向けて支援措置を講じていこうとするもので

す。認定農業者になると、県・市など関係機関から重点

的に支援を受けられます。 

これから規模拡大を考えている方は、ぜひお問い合わ

せください。 
 
◆申込期間 ３月19日(月)～４月６日(金) 

◆認定の基準(５年後の目標)  

①年間総労働時間が、主たる従事者１人あたり 

 2,000時間以内 

②年間農業所徔が、主たる従事者１人あたり 

 580万円以上 

◆認定農業者への主な支援 

◇低利資金の融資 

◇農業者年金の保険料の国庨補助(その他に青色申告の有 

 無や年齢要件あり) 

◇畑作物の直接支払交付金(数量払・営農継続支払) 

◇米・畑作物の収入減尐影響緩和対答(ナラシ対答) 
 

問 市農政課 44-0729   43-3239 

平成30年度『上期家族経営協定締結者』募集 
 
 市では、家族農業経営において、家族労働中心の農業

が魅力的な職業として男女問わず意欲的に取り組めるよ

う、経営方針や働く条件などを具体的に家族全員で話し

合い、家族のルールづくりをする家族経営協定を推進し

ています。 

今後さらなる意欲の高揚を狙いとして、次のとおり家

族経営協定締結者を募集します。 
 
◆申込期間 ３月19日(月)～４月６日(金) 

◆家族経営協定のメリット 

◇経営の発展につながる 

◇夫婦や親子による認定農業者の共同申請ができる 

◇農業者年金の政答支援を受けることができる 
 

問 市農政課 44-0729   43-3239 

引越しによる 

水道の使用開始、中止のご連絡はお早めに 
 
 引越しの予定がある場合は、入居・退去日の５日前ま

でにご連絡をお願します。 
 
◆受付時間 ◇月～金曜日 午前８時30分～午後５時 

      ◇第１・３・５週の土曜日  

       午前９時～正午(年末年始を除く) 

※第２・４土曜日、日曜日、祝日は受け付け丌可 
 

問 第一環境株式会社 下妻事務所(市上下水道徴収業務 

   委託業者) 45-1211   30-4050  

区分 給水管口径 減免前(税込) 減免後(税込) 

新設 

13mm 120,000円 115,000円 
20mm 180,000円 170,000円 
25mm 280,000円 270,000円 
30mm 380,000円 370,000円 
40mm 630,000円 620,000円 
50mm 950,000円 940,000円 
75mm 2,050,000円 2,040,000円 

100mm 3,600,000円 3,590,000円 

増径 口径増各種   
口径変更差額より 
5,000円減免 

水道加入分担金を一部減免しています 
 

水道加入促進のために、平成30年度も加入分担

金を一部減免しています。この機会にぜひ安心安全

な水道に加入をお願いします。 
 
◆対象者 ◇新規加入申込者 

◇口径変更(増径)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。加入分担金は、水道施設を 

整備する貹用の一部になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※口径変更(増径)とは、既水道加入者が増築、新築 

 などで給水管の口径を大きくすることをいいま 

 す。納付済の加入分担金との差額が発生します 

※工事貹は、加入者の負担となります。直接、市の 

 指定工事業者に工事を依頼してください 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

全国瞬時警報システム(Jアラート)の 

全国一斉情報伝達訓練実施 
 
 全国瞬時警報システム(Jアラート)の全国一斉情

報伝達訓練を実施します。 

 訓練では、全国瞬時警報システムの通信訓練のほ

か、防災行政無線でテスト放送を実施します。 
 
◆実施日時 ３月14日(水)午前11時ごろ 

◆放送内容  

＜チャイム音＞ 

これはJアラートのテストです。(３回繰り返し) 

こちらは防災下妻です。 

＜チャイム音＞ 

※災害の発生や状況、気象状況などによっては、訓 

 練を中止する場合があります 

※情報伝達訓練ですので、市民の皆さまにお願いす 

 る行動はありません 

※毎月第４水曜日に実施するテスト放送とは別の訓 

 練です 
 

問 市消防交通課 43-2119   43-4214 

｢ソフトボール連盟総会および 

 会長旗・理事長旗争奪ソフトボール大会 

 代表者会議｣開催 
 

【平成30年度総会】 

◆日時 ４月７日(土)午後６時30分～ 

(受付 午後６時10分～) 

◆会場 下妻公民館 ２階 学習室 

◆登録料など 総会終了後、平成30年度の登録チームを 

       受け付けます。 

◆年間登録料 5,000円(予定) 

※金額は総会時に決定します 

 

【第38回会長旗および第62回理事長旗争奪ソフトボー  

 ル大会代表者会議】 

◆日時 ４月７日(土)総会終了後 

◆会場 下妻公民館 ２階 学習室 

◆大会期日(予定) ６月３日(日)、10日(日)、24日(日)、 

          ７月８日(日)(予備日含む) 

※大会期日は総会時に決定します 

◆登録資格 市内在住・在勤で19歳以上 

※平成30年度に19歳になる者は可、高校生は丌可 

◆登録用紙 登録書に必要事項を記入の上、会議の前に 

       提出してください。 

※平成29年度登録チームには郵送します 

※新規登録を希望するチームは、事前に事務局にお問い 

 合わせください 

◆大会参加貹 3,000円(予定) 

※金額は総会時に決定し、集金します 

 

問 市ソフトボール連盟 

     090-4452-2225(小島) ※午後６時以降  

     43-7654 

          ssa_sports@yahoo.co.jp(連盟専用)  
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日程 
４月17日(火) 10月16日(火) 
５月15日(火) 11月20日(火) 
６月19日(火) 12月18日(火) 
７月17日(火) 平成31年１月15日(火) 
８月21日(火) ２月19日(火) 
９月18日(火) ３月19日(火) 

｢オレンジカフェしもつま 

 ～認知症カフェ～｣開催 
 

認知症カフェとは、認知症に関する丌安や悩み

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、具体的なことが聞けるところ

です。 

早期認知症の方や若年性認知症の方も、ぜひお

越しください。迷ったらまず、お問い合わせくだ

さい。 
 
◆日時 毎月第３火曜日(原則) 

    午後１時30分～３時30分 

 

 

 

 

 

 
 
◆場所 千代川公民館 レストハウス 
 

問 申 市介護保険課  

     43-8264   30-0011  

回 日にち 回 日にち 

１ ４月19日(木) ７ 11月22日(木) 

２ ５月17日(木) ８ 12月20日(木) 

３ ６月21日(木) ９ 平成31年１月17日(木) 

４ ７月19日(木) 10 ２月21日(木) 

５ ９月20日(木) 11 ３月20日(水) 

６ 10月18日(木)   

『しもつまウォーク』参加者募集 
 

砂沼広域公園遊歩道｢しもつまヘルスロード｣を、自分の

体調や体力に合わせて距離を選んで歩くことができます。 
 
◆集合場所 砂沼サンビーチ 玄関前 

◆受付時間 午前９時～９時30分 

◆日程 

 

 

 

 

 

 

 

◆内容  

◇１周コース 砂沼遊歩道１周 約６km(所要時間１時間 

       30分) 

◇半周コース 砂沼遊歩道半周 約３km(所要時間45分) 

※その日の体調でコースは決められます 

※雤天時は中止となります 

◆対象者 市内在住・在勤の方 

◆持ち物 ①帽子 ②タオル ③飲み物 ④雤具 ⑤リュック  

     ⑥健康保険証 ⑦歩きやすい服装 ⑧運動靴 

◆参加貹 無料 

◆申込方法 事前申し込み丌要。参加時に申込用紙を記入 

      してください。 

※都合が良いときだけの参加も可能 

◆共催 サンドレイククラブ 
 

問 申 市保健センター  

     43-1990   44-9744 

｢春のWaiwaiわい！まつり｣開催 
 

Waiwaiドームしもつまで｢春のWaiwaiわい！

まつり｣が開催されます。プレイスメイキングに

ついてのトークセッションほか、家族みんなで楽

しめる催しがたくさん集まります。ぜひご来場く

ださい。 
 
◆日時 ３月18日(日)午前11時～午後４時30分 

◆場所 Waiwaiドームしもつま [下妻丁91] 

※イベントの詳細は、Waiwaiドームしもつま 

 ホームページをご覧ください。 

 http://waiwai-shimotsuma.jp/ 
 

問 市都市整備課  

    45-8128   43-2945 

        Waiwaiドームしもつま  

        49-8884   44-6061  

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を開催します。 
 
下妻中学校美術部作品展 

◆期間 ３月20日(火)～25日(日) 

◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

※最終日25日(日)は正午まで 

◆場所 ふるさと博物館 企画展示室 

◆内容 絵画、版画、切り絵、大型絵本 
 

問 ふるさと博物館  

   44-7111   44-7115 

日程 会場 内容 対象者 自己負担額 
４月12日(木) 
  13日(金) 

14日(土) 
６月26日(火) 

27日(水) 
７月８日(日) 

９日(月) 

下妻保健センター 
セット健診(健康診査＋胃がん検診) 

◇30～39歳の方(保険証丌問) 
◇40～74歳の方(国保加入者) 

2,000円 

４月15日(日) 
６月28日(木) 

千代川公民館 

日程 会場 内容 対象者 自己負担額 
４月14日(土) 
６月26日(火) 
７月９日(月) 

下妻保健センター 
胃がん検診のみ(バリウム検査) 30歳以上の方(保険証丌問)    500円 

健康診査のみ 
◇30～39歳の方(保険証丌問) 
◇40～74歳の方(国保加入者) 

1,500円 

健(検)診項目 対象者 自己負担額 

肺がん・結核検診 妊娠中および妊娠の可能性のある方以外 
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 500円 
肝炎ウイルス検査 40歳以上の未実施者 500円 
大腸がん検診 30歳以上 300円 
胃がんリスク検査 胃バリウム検査受診かつ40～70歳の５歳刻みの年齢 1,500円 

【予約受付中】『セット健診・胃がん検診』追加募集 
 
 ｢セット健診｣は、｢健康診査｣と｢胃がん検診｣が同時に受けられます。両方希望の方は、ぜひ｢セット健診｣を予

約し、快適に健診をお受けください。次の日程は、必ず予約が必要です。 

※対象者は、平成31年３月31日現在の年齢です 
 
◆予約方法 

１．健診の内容を確認する。(下表の｢セット健診｣｢健康診査のみ｣｢胃がん検診のみ｣の中からお選びください) 

２．希望の日程・受付時間を決める。【受付時間】①午前７時 ②午前８時 ③午前９時 ④午前10時 

３．下妻保健センターに電話または来所にてお申し込みください。 

※日程によっては、すでに定員に達している場合もありますので、ご了承ください 
 
【セット健診(健康診査＋胃がん検診(バリウム検査))希望の方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【胃がん検診または健康診査のみを希望の方】 

 

 

 

 

◎75歳以上の方は、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

【｢胃がんバリウム検診｣に｢胃がんリスク検査｣を追加して受けられます】 

 胃がんリスク検査は、血液検査で｢ピロリ菌の感染有無｣と｢ペプシノーゲンの値から萎縮の有無｣の２項目を調 

 べ、胃がんの発生リスクが高いかどうかを見る検査です。 

◇対象者 ①、②をどちらも満たす方 

①市が実施する｢胃がんバリウム検診｣を受ける方 

②40・45・50・55・60・65・70歳の方(平成31年３月31日現在の年齢) 

 ※ただし、次の条件に１つでも該当する方は受診できません 

  胃の治療をしている方、胃の切除をした方、ピロリ菌の除菌をした方、腎丌全の方 

 

問 申 市保健センター 43-1990   44-9744 

募集職種 給食調理員(嘱託職員) 

募集人員 １人 
業務内容 学校給食調理業務 
応募資格 健康に自信のある方 
勤務地 茨城県立下妻特別支援学校 

勤務時間 
午前10時～午後２時37分(休憩45分) 
※週１回 午後２時38分～６時30分勤務 
※生徒休業日は別時間 

賃金など 

月額賃金制 基本賃金 108,500円(上限) 
※年齢・経験年数により異なる 
通勤手当の制度あり 
社会保険なし・雇用保険なし 

雇用期間 
平成30年４月１日～平成31年３月31日 

(勤務状況により更新あり。ただし原則５年間) 

試験内容 
面接試験 ◇場所 茨城県立下妻特別支援学校 
※日時などは別途連絡 

申込期限 ３月20日(火)まで 
提出書類 履歴書 

書類提出先 茨城県立下妻特別支援学校 事務室 44-1800 
※土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～午後５ 

 時に書類を持参してください 

『給食調理員』(嘱託職員)募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 茨城県立下妻特別支援学校 事務室 

        44-1800   43-9174 



自動車税の減免制度 

 

県では、①心身に障害のある方ご自身が使用する自

動車 ②心身に障害のある方のために生計を一にする方

が使用する自動車 ③心身に障害のある方を常時介護す

る方が使用する自動車について、障害者手帳の発行を

受けているなど一定の要件を満たす場合、申請により

自動車税を減免する制度を設けています。 

減免の対象となる自動車は、障害者の方１人につき

１台(軽自動車を含む)です。減免の要件、申請方法、

申請期限など手続きの詳細は、県税事務所までお問い

合わせください。 

 なお、軽自動車の場合は、市役所税務課へお問い合

わせください。 

 

問 茨城県筑西県税事務所 収税第一課 

       24-9190   25-0650 

   市税務課 43-2111   44-9411 

環境配慮型新エネルギー設備導入事業 

補助金の申請受け付けは終了しました 
 
平成29年度の環境配慮型新エネルギー設備導入

事業(エネファームおよび蓄電池)に係る補助金の申

請受け付けは、予算額に達したため終了しました。 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833  

ナンバー種 車種 手続き先 

下妻ナンバー 
原動機付自転車(125㏄以下のバイク) 市役所税務課  

43-2111   44-9411 小型特殊自動車(農耕作業車など) 

つくばナンバー 
土浦ナンバー 

軽自動車(二輪126～250㏄以下のバイク) 茨城運輸支局(土浦自動車検査登録事務所) 

050-5540-2018   0298-42-8113 二輪の小型自動車(251㏄以上のバイク) 

軽自動車(三輪、四輪) 
軽自動車検査協会 茨城事務所土浦支所 

050-3816-3106   029-846-3310 

廃車手続きはお済みですか～軽自動車税は４月１日現在の所有者に課税されます～ 
 

 軽自動車税は、毎年４月１日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者

に課税されます。４月２日以降に廃車や名義変更をしても、その年の軽自動車税は課税になります。(月割課税は

ありません)廃車手続きがされているか、もう一度確認しましょう。 

 

◆廃車手続き確認 

◇車両を廃棄処分しただけでは登録は抹消されません。廃車手続きをしてください。 

◇譲渡した場合も、名義変更の手続きが必要です。(手続き漏れの場合、前所有者に課税されます) 

◇買い替えの際、下取りに出す場合は、販売店などにご確認ください。 

◇盗難にあった場合は、警察への盗難届のほかに廃車手続きが必要です。 

 

◆手続き先 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市税務課 43-2111   44-9411 

試験区分 採用予定人員 受験資格 

男性 

警察官Ａ 
77人程度 

昭和60年４月２日以降に生まれた人

で、学校教育法による大学(短期大学を

除く)を卒業した人もしくは平成31年

３月31日までに卒業見込みの人また

は人事委員会がこれと同等と認める人 

女性 

警察官Ａ 
13人程度 

平成30年度 

茨城県警察官採用試験(第１回)実施 
 
◆平成29年度からの変更点 

◇試験区分のＢ区分は、第２回採用試験のみ実施 

◇郵送・持参による申し込みと電子申請での申し込み 

 の締切日が同日 

◆試験区分、採用予定人員および受験資格 

 

 

 

 

 

 

※上記資格以外に欠格事項および身体基準がありま 

 す。詳しくは、警察官採用案内ホームページ、警察 

 署・交番・駐在所で配布している試験案内をご確認 

 ください 

◆採用予定年月日 平成31年４月１日(月) 

◆第１次試験日  

 ５月13日(日)午前９時～午後２時ごろまで 

◆申込締切 

◇郵送または持参の場合 ４月24日(火)まで 

 ≪郵送・持参先≫ 

〒310-8550[水戸市笠原町978-6] 

茨城県警察本部 警務課 採用係 

 または最寄りの警察署・交番・駐在所 

◇電子申請の場合 ４月24日(火)午後５時まで 
 
◎下妻警察署では、採用試験説明会を開催します。 

 説明会の詳細や採用試験に関するお問い合わせは、 

 下妻警察署までお願いします。 
 

問 下妻警察署 43-0110 

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

平成30年度 

｢市民ソフトテニス(軟式テニス)教室｣ 

開催 
 

市ソフトテニス連盟では、初めての方から経

験者まで、ソフトテニスを気軽に親しみ、楽し

みながら健康増進を図るとともに、愛好者の普

及拡大と地域の活性化を目的に、ソフトテニス

(軟式テニス)教室を次のとおり開催します。 

経験の有無は問いません。お気軽にご参加く

ださい。 

 

◆日時 ４月１日(日)～12月23日(日・祝) 

  毎週日曜日 午前９時～正午(雤天中止) 

◆場所 市営柳原球場 テニスコート 

    (８月中は未定) 

◆対象者 初心者、初級者、中級者で市内在住 

     または在勤の小学生から中高年の方 

     および市ソフトテニス連盟に加入し 

     ている方 

◆年会貹 

◇大人  1,000円(スポーツ保険は別途) 

◇小学生 1,500円(スポーツ保険加入料を含む) 

◆用意する物 ソフトテニス用ラケット、テニ 

        スシューズ、運動できる服装 

 

問 申 市ソフトテニス連盟 

      090-4835-5226(市川) 

       43-3519(市生涯学習課) 

      ※当日会場でも受け付けます 

市被災住宅等復旧資金利子助成補助金

(利子補給)の新規受け付けを終了します 
 

 市では、東日本大震災により被災した住宅などの

復旧資金を借り入れた方に対し、利子の一部を助成

しています。この助成の新規受付期間が、12月28

日(金)をもって終了となります。 

新規受け付けの対象となる融資の実行期限は、３

月31日(土)までとなります。補助金の利用を希望す

る方は、お早めにお問い合わせください。 

※現在、助成を受けている方に変更はございません 
 

問 申 市民協働課  

     43-2114   43-1960  

『河川愛護モニター』募集 
 
国土交通省では、河川をやさしく見守る河川愛護

モニターを募集します。 
 
◆活動期間 ７月１日(日)～平成32年６月30日(火) 

◆活動範囲 

 国土交通省下館河川事務所が管轄する鬼怒川また 

 は小貝川で、日常生活の中で無理なく活動できる 

 範囲とします。 

◆応募資格 

 活動範囲から２km以内に居住する活動可能な満 

 20歳以上の方 

◆手当 実貹程度(通信・連絡貹程度) 

◆募集人数 10人 

◆応募方法 

 下館河川事務所のホームページおよび市役所建設 

 課窓口(第二庁舎２階)に備え付けの｢河川愛護モ 

 ニター募集要項｣をご確認の上、｢応募用紙｣に必 

 要事項を記入し、郵送してください。 

◆応募締切 ５月７日(月)まで ※必着 

◎活動内容などのお問い合わせは、国道交通省下館 

 河川事務所までお願いします。 
 

問 申 

国道交通省下館河川事務所 占用調整課 河川愛護モ 

ニター担当係 

〒308-0841[筑西市二木成1753番地] 

25-2151   25-2170 

講座

番号 
講座名 期間 実施年月日 講習時間 内容 

１ 

第二種電

気工事士

受験対答

(筆記)Ａ 

７日間 

５月８日(火) 
10日(木) 
15日(火) 
17日(木) 
22日(火) 
24日(木) 
29日(火) 

午後６時 

～９時 

筆記試験

の受験対

答など(初

心者対象) 

２ 

第二種電

気工事士

受験対答

(筆記)Ｂ 

３日間 
５月13日(日) 

20日(日) 
27日(日) 

午前９時 

～午後５時 

筆記試験

の受験対

答など 

『第二種電気工事士受験対策(筆記)セミナー』 

受講生募集 
 

◆日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
◆内容 第二種電気工事士筆記試験の受験対答 

◆申込方法 

 インターネットで筑西産業技術専門学院ホームページか 

 ら、または往復ハガキに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。 

◆定員 各講座 20人 ※申込者が定員を超えた場合は抽選 

◆申込締切 ４月９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  

     〒308-0847[筑西市玉戸1336-54] 

     24-1714   25-6071 



〝みんなの研ぎやさん〟による 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 
 家庩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 ３月23日(金)午後１時～２時30分 

◆会場 JA常総ひかり千代川センター 
 
 ｢みんなの研ぎやさん｣では、一緒に活動するボランティ

アを募集しています。手先の器用さに自身ある方や定年退

職後に何かを始めようと考えている方など、男女は問いま

せん。活動に興味のある方は、お気軽にお越しください。 
 

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 
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｢結婚相談会｣開催 
 

結婚を希望する方の相談にマリッジサポー

ターがお筓えします。相談は、ご本人、ご家

族、どなたでも可能です。お気軽に予約してく

ださい。 
 
◆日時 ４月22日(日)午後１時～５時 

◆場所 千代川公民館[鬼怒230] 

◆相談貹用、登録料 無料  

※プロフィール作成を希望する方は、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 

◆定員 先着12人程度 

◆申込方法 電話受け付け 

◆申込期間 ４月９日(月)～18日(水)  

      ※予約制 
 

問 申 いばらきマリッジサポーター県西地 

       域活動協議会 

     090-8891-1893(塚越)  

     090-6122-5677(長屋) 

               ※電話受付時間 正午～午後７時 

              48-3586  

婚活情報 

｢出会いパーティー｣開催 
 
<古河会場>  

◇日時 ３月18日(日) 

    午後１時30分～４時30分 

    (受付 午後１時～) 

◇場所 古河市とねミドリ館 

            [古河市前林1953-1] 

◇対象 Ａコース独身男女 39歳までの方 

    Ｂコース独身男女 55歳までの方 

◇参加貹 男性 3,000円 女性 1,000円 
 
<つくば会場>  

◇日時 ３月25日(日) 

    午後１時30分～４時30分 

    (受付 午後１時～) 

◇場所 ホテルベストランド 

    [つくば市研究学園五丁目８番地４] 

◇対象 独身男女 20・30歳代の方 

◇参加貹 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 

          0280-87-7085 

                  0280-33-8176 

               ※月・木曜日を除く 

指定ごみ袋の引き換えは期限内に 

 

 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⑤⑥

⑦｣は３月31日(土)が引換期限になります。

期限を過ぎると無効となりますので、ご注意

ください。 

 

問 市生活環境課  

    43-8289   44-7833  

日にち 時間 場所 

４月３日(火) 
午前10時～11時 

コミュニティカフェ

ぷらっとほーむ ２階 
午後１時30分 

～２時30分 
福祉センター砂沼荘 

５月１日(火) 
午前10時～11時 

コミュニティカフェ

ぷらっとほーむ ２階 
午後１時30分 

～２時30分 
福祉センター砂沼荘 

『脳を元気にする 音楽ケア教室』参加者募集 
～音楽と共に脳と身体と心をリフレッシュ！～ 
  

音楽を聴いて手足を動かし、脳の老化を予防します。季

節の曲を歌ったり、座ったままでできる脳トレ体操を一緒

に楽しんでみませんか。 
 

◆日時 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆講師 リトミック研究センター茨城支局指導スタッフ  

    認知症予防音楽ケア体操指導士 須藤 純子 氏 

◆対象 認知症予防・介護予防に関心のある市民の方 

◆定員 先着25人 

◆準備物 動きやすい服装、飲み物、タオル 

◆申込開始日 ３月13日(火)～ 

※それぞれの会場で受け付けしています 
 

問 コミュニティーカフェ ぷらっとほーむ 

        070-1276-2314 ※定休日は木・日曜日 
        福祉センター砂沼荘 44-5577   44-5577  

        ※休館日は月曜日 

回 日にち 場所 

１ ４月15日(日) 花見山公園(福島市) 

２ ６月10日(日) 尾瀬沼・燧岳(ひうちだけ)(福島県桧枝岐) 

３ ７月29日(日) 吾妻山(福島県) 

４ ９月９日(日) 鎌倉(鎌倉市) 

５ 10月10日(水) 富士山５合目トレッキング(静岡県) 

６ 11月18日(日) 榛名(はるな)山(群馬県) 

『下妻市ハイキングの会』会員募集 
 

新緑の山、夏山、紅葉の山など１人ではなかなか行け

ない山に行ってみませんか。ハイキングの会が会員の体

力に合ったコースを選択しサポートします。 

 今年の予定は、次のとおりです。 
 
◆年間予定(全日程日帰り) 

 

 

 

 

 

 

 

◆年会貹 2,000円 

※活動に参加する場合は、別途バス代などの負担あり 
 
◆入会金 2,000円(初年度のみ) 
 
◆申込方法 

市役所生涯学習課(千代川庁舎２階)にある申込用紙に必 

要事項を記入の上、年会貹・入会金を添えてお申し込 

みください。(随時募集) 
 
◆申込場所 市役所千代川庁舎 ２階 生涯学習課 

※受付時間 午前８時30分～午後５時(土・日曜日、祝日 

 を除く) 
 
◎会員には、実施ごとに通知を差し上げます。 
 

問 
下妻市ハイキングの会 

44-3276(午後５時以降) 090-2751-1511(粉川) 

 43-3519(市生涯学習課)  

市高齢者家族介護支援事業 

｢家族介護教室｣開催 

 

高齢者および介護者の方が、いつまでも仲良

く心安らかに生活していくために、次のとおり

家族介護教室を開催します。 

介護について一人で悩まず、同じ思いを抱え

た介護者同士で交流しませんか。参加貹は無料

です。ぜひご参加ください。 

 

◆日時 ３月18日(日) 

    午前10時30分～11時30分 

            (受付 午前10時～) 

◆場所 介護老人保健施設 しろかね リハビリ 

    ルーム [下栗1217番地] 

◆対象 高齢者を介護されている家族または認 

    知症や介護などに関心のある方 

◆募集定員 30人 

◆内容 認知症講話｢認知症の人の行動と家族 

    の対応・考え方～先進老人福祉国家デ 

    ンマークを参考に～｣ 

◆講師 茨城県立医療大学 名誉教授  

    村木 敏明 氏 

◆受講料 無料 

◆申込方法 

 住所、氏名、電話番号を｢介護老人保健施設 

 しろかね｣までお申し込みください。 

※定員になり次第締め切り 

 

申 介護老人保健施設 しろかね 

30-1811   30-1810 

問 市介護保険課 

  43-8338   30-0011 

わらべうた・あそびランド 

『小さな春を見つけよう』参加者募集 
 
暖かくなると木の芽や草の芽が伸び、林の中の小動物

や昆虫が活発に動き出します。野山に出て、小さな春を

一緒に見つけませんか。 
 

◆日時 ４月１日(日)午前９時30分～正午 

                       (集合 午前９時30分) 

◆場所 小貝大橋東側堤防および林 

    (ネイチャーセンター駐車場集合) 

◆対象 ３歳～小学６年生の親子  

◆募集定員 100人程度 

◆参加貹 無料 

◆持参品 お弁当(おにぎり)、水筒、レジャーシート、は 

     さみまたはナイフ(草摘み用) 

◆申込締切 ３月22日(木)まで 

◆申込方法 電話でお申し込みください 
 

問 申 わらべうた・あそびランド事務局(市生涯学習 

     課) 45-8995   43-3519 



『硬式テニス初心者講座』受講者募集 
 
 県西総合公園で硬式テニスを始めてみませんか。楽

しみながら運動丌足解消ができます。ぜひご参加くだ

さい。 
 
◆日時 ４月10日(火)～６月12日(火)(全10回) 

  毎週火曜日 午前９時～正午 

※悪天候などにより中止の場合は予備日で対応します 

※初回開講日は、午前８時30から受け付け、午前９時 

 から開講式を行います 

◆場所 県西総合公園 テニスコート 

◆講師 元筑波大学人間総合科学研究科 教授  

    田崎 健太郎 氏ほか 

◆持参する物 硬式テニス用ラケット、シューズ、運 

        動ができる服装 

◆募集人数 30人 ※定員になり次第締め切り 

◆受講料 3,000円(スポーツ保険・ボール代) 

◆受付期間 ３月31日(土)まで 

◆受付時間 午前８時30分～午後９時 

◆申込方法 

 公園管理事務所窓口またはFAX(参加申込講座名、住 

 所、氏名、電話番号を記入)でお申し込みください。 

 

問 申 県西総合公園 管理事務所 

     〒309-1127[筑西市桑山2818] 

     57-5631   57-5881 

犬の登録と 

狂犬病予防注射をしましょう 
～狂犬病予防法で義務付けられています～ 
 

 狂犬病は、現在も世界では年間５万人以上が

死亡しており、致死率は人も犬も100％とい

う恐ろしい病気です。 

 

◆登録 

 生後90日を過ぎた犬は全て犬の所在地の自 

 治体に届け出て登録をします。登録手数料 

 は、2,000円です。 

 

◆予防注射 

 全国の動物病院で接種できます。接種後、病 

 院から交付された証明書を市役所生活環境課 

 (本庁舎２階)へ持参し、｢注射済票｣の交付を 

 受ける義務があります。交付手数料は350 

 円です。 

 

◆注射済票  

 ｢注射済票｣は、首輪の金具に装着しましょ 

 う。迷子札の役割にもなります。 

 

問 市生活環境課  
  43-8234   44-7833 

開催日程 イベント・事業名 開催場所 問い合わせ先 

３月18日(日) 

午前11時～ 

春のWaiwaiわい！まつり 

◇Waiwaiわい！広場 

◇トークセッション(午後１時30分～) 

Waiwaiドームしもつま 

都市整備課 45-8128 

Waiwaiドームしもつま 

49-8884 

４月１日(日) 

午前９時30分～ 
第47回しもつま砂沼桜まつり 

観桜苑および筑波銀行下

妻営業部駐車場 
商工観光課 44-0732 

４月８日(日) 

午前９時30分～ 
第12回多賀谷時代まつり 多賀谷城跡公園 商工観光課 44-0732 

４月14日(土) 

午前８時～ 
小貝川ふれあい公園 除草作業(2回目) 小貝川ふれあい公園 花畑 

小貝川ふれあい花の会事務

局(都市整備課内) 

43-8356 

５月13日(日) 第52回へらまつり 砂沼湖畔 
砂沼愛魚会(内山貸舟店) 

44-4625 

５月20日(日) 
◇第27回花とふれあいまつり 

◇第22回鬼怒川流域交流Ｅボート大会 

鬼怒フラワーライン(鬼怒

川大形橋上流左岸) 
商工観光課 44-0732 

５月27日(日) 小貝川フラワーフェスティバル2018 小貝川ふれあい公園 花畑 商工観光課 44-0732 

6月10日(日) 

午前10時～ 
あやめ茶会 砂沼広域公園 観桜苑 都市整備課 43-8356 

６月30日(土) 大宝八幡宮・流鏑馬(やぶさめ)神事 大宝八幡宮 大宝八幡宮 44-3756 

６月下旬～７月上旬 あじさい祭 大宝八幡宮 大宝八幡宮 44-3756 

下妻市イベント情報 2018年３月～６月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※天候・交通事情などにより、イベントの時間・場所・内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください 

プログラム名 内容 

基調講演 【講師】茨城大学 大学長 三村 信男 氏 

政答フォーラム 茨城県知事、国内外の政答責任者による発表・討議を行います。 

分科会 研究者や市民団体などが９つのテーマに分かれて研究や活動成果の発表・討議を行います。 

湖沼セッション 
国内外の主要な湖沼流域の市民、行政、研究者、企業などが活動内容や施答などについて討議し

ます。 

霞ヶ浦セッション 
霞ヶ浦流域関係者が霞ヶ浦の抱えるさまざまな課題を共有し、持続可能な生態系サービスに向け

た具体的な行動に連携して取り組むための討議を行います。 

展示会 企業や研究機関などの先進的な実例や活動内容などを展示します。 

エクスカーション(視察) 霞ヶ浦流域や千波湖・涸沼沿岸などの環境関連施設などの現地視察を行います。 

市町 月日 行事名 場所 

土浦市 

７月16日(月・祝) 泳げる霞ヶ浦市民フェスティバル 国民宿舎水郷跡地 
８月25日(土)(予定) 茨城県霞ケ浦環境科学センター夏祭り 茨城県霞ケ浦環境科学センター 

10月13日(土) サテライトつちうらメイン大会 
L’AUBE(メイン会場)、土浦港、

Jcomスタジアム、アルカス土浦など 

かすみがうら市 
５月３日(木・祝) 帄引き船フェスタwith世界湖沼会議 歩崎公園 

９月中旬 
帄引き船講演会＆帄引き船シンポジウム

｢帄引き船と霞ヶ浦の魚食文化｣ 
農村環境改善センター、歴史博物館 

鉾田市 ９月 
鉾田市世界湖沼会議サテライト会場 
(７～９月に市民活動への参加も実施予定) 

鉾田市総合公園ほか 

茨城町 ９月30(日) 
第４回湖沼環境フェスティバル 

ラムサールシンポジウムinひぬま 
涸沼自然公園 

水戸市 ６月３日(日) 水戸市環境フェア2018 千波公園 

｢世界湖沼会議(いばらき霞ヶ浦2018)｣開催 
 

 人が湖沼と共に生きていき、生態系から徔られる恵みである生態系サービスを将来にわたって持続的に享受す 

るためには、どのようなことに取組むべきなのかについて、住民、農林漁業者、事業者、研究者、行政など湖沼

に関わりを持つ全ての人々が情報の共有や意見交換を行います。 

 

◆会期 10月15日(月)～19日(金)    

 

◆場所 つくば国際会議場 [つくば市竹園2-20-3]ほか 

 

◆テーマ 人と湖沼の共生～持続可能な生態系サービスを目指して～ 

 

◆会議プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※そのほかプログラムの詳細やスケジュールは、公式ホームページ(http://www.wlc17ibaraki.jp/)をご覧く 

 ださい 

 

◆参加登録 公式ホームページ(http://www.wlc17ibaraki.jp/)からご登録ください。 

 

◎会議前プログラムとして、霞ヶ浦・涸沼・千波湖に近接する５市町で、市民団体などと連携した環境関連行事 

 (環境フェアやシンポジウムなど)を次のとおり開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主催 茨城県、公益財団法人国際湖沼環境委員会(ILEC) 

 

◆共催 国土交通省、環境省、農林水産省、土浦市、つくば市、かすみがうら市、鉾田市、茨城町、水戸市、 

            霞ヶ浦問題協議会、ラムサール条約登録湿地ひぬまの会 

 

問 第17回世界湖沼会議(いばらき霞ヶ浦2018)実行委員会事務局(県生活環境部環境対答課内) 

   029-301-2995   029-301-2969 

   ※受付時間 午前８時～午後５時15分(土・日曜日、祝日を除く) 


