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平成29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。 

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 １ １ 自治会関係 

総務部 － － － 

市民部 ２ ２ 
固定資産関係 

リサイクル関係 

保健福祉部 － － － 

経済部 － － － 

建設部 ４ １ 
水道料金関係 

水道契約関係 

会計課 － － － 

小計 ７ ４ － 

教育委員会 ２ ２ 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 ９ ６ － 

公開請求処理件数 ６ 
公開決定の件数 ２ 
部分公開決定の件数 ３ 
非公開決定の件数 
※( )内は非公開決定のうち、文書丌存在の件数 

１(１) 

取り下げ ３ 

丌服申し立ての件数 －(－) 

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)丌服申し立ての状況 

※( )内は前年度からの継続分で外数 

 

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 － － － 
保健福祉部 － － － 
経済部 － － － 
建設部 － － － 
会計課 － － － 
小計 － － － 

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 － － － 

開示請求処理件数 － 
開示決定の件数 － 
部分開示決定の件数 － 
丌開示決定の件数 － 
取り下げ － 

丌服申し立ての件数 －(－) 

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)丌服申し立ての状況 

※( )内は前年度からの継続分で外数 

 

 

 

問 市総務課 43-2116   43-4214  

製造業を営む皆さまへ 

工業統計調査を実施します 
 
平成30年工業統計調査(平成29年実績)を６月１日

現在で実施します。ご回答をお願いします。 

工業統計調査は、わが国の製造業の実態を明らかに

することを目的とし、統計法に基づく報告義務がある

重要な統計調査です。 

調査票は、５月下旬に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。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｣を身に着 

 けています 
 

問 市企画課 43-2113   43-1960 

６月３日は市民清掃デーです 
 

◆日時 ６月３日(日)午前８時～ 

※小雨決行、荒天の場合は６月10日(日)に延期 

※防災行政無線にて放送 

◎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 自治区長を通じ、各世帯に指定ごみ袋 

      を配布します。 

◇企業の方 市役所生活環境課にご連絡ください。 

◆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 

 に合わせ、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 

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。 

平成30年度より訓練が年４回になることから、

毎月行っていたテスト放送は中止し、丌定期での実

施となります。ご理解ご協力をお願いします。 

 

◆実施日時  

◇５月16日(水)午前11時ごろ 

◇８月29日(水)午前11時ごろ 

◇11月21日(水)午前11時ごろ 

◇平成31年２月20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 

 

問 市消防交通課 43-2119   43-4214 

回 日にち 時間 
第１回 ６月30日(土) 午前９時30分～ 
第２回 ７月１日(日) 午前９時45分～ 
第３回 ８日(日) 午前９時25分～ 
第４回 21日(土) 午前９時45分～ 

｢いばらき防災大学(つくば会場)｣開催 
 

県で毎年開催している｢いばらき防災大学｣がつく

ば市・筑波学院大学で開催されます。 

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(全４日間) 

 

 

 

 

 

◆場所 筑波学院大学[つくば市吾妻３丁目１番地] 

◆対象 県内に居住し、次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 先着200人 

◆内容 自主防災活動、風水害対策、地震対策など 

     に関する講義など 

※受講後、防災士試験の受験資栺が得られます 

◆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(本庁舎 

      ２階)に提出してください。 

◆申込締切 ５月31日(木)まで 

※定員に達した時点で受け付け終了 
 

問 申 

県防災危機管理課 

029-301-2885   029-301-2898 

市消防交通課 43-2119   43-4214 



下妻市公式ツイッター 
  

市では、災害やイベントなどの行政情報を、より早く、

より広く伝えるために、twitter(ツイッター)を利用して情

報を発信しています。 

アカウントは｢＠shimotsuma_city｣。 

 

 

 

 

 

 

問 市秘書課 43-2112   43-1960  

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日現在の所有者の方

などに課税されます。 

納税通知書が届いたら、５月31日(木)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カード納付(５

月31日(木)までの利用に限る)もできます。 

 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。受付期間は、納期限(５月31日(木))ま

でとなりますので、ご注意ください。 

詳細は、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 

軽自動車税の減免 
 

市では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療

育手帳または精神障害者保健福祉手帳などをお

持ちで一定の要件を満たした場合、軽自動車税

が減免される制度があります。 

減免を希望する場合は、申請期限までに市役

所税務課(本庁舎１階)へお越しください。 
 

◆減免の対象   

 障害のある方本人が所有する軽自動車、もし 

 くは障害のある方と生計を一にしている方(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(木) ※期限厳守 

◆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) 

※一定の要件については、該当にならない場合 

 があります。詳細は、お問い合わせください 

※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 

河川・砂沼の水質検査結果を公表します 
 

 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

対するご理解ご協力をお願いします。 

◆小貝川(採水日 １月30日(火))            ◆鬼怒川(採水日 ２月14日(水)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆糸繰川(採水日 １月30日(火))            ◆砂沼(採水日 １月30日(火)) 

 

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 
1.8 1.3 1.3 1.5 

SS 
25 

以下 
５ ４ ６ ７ 

DO 
7.5 

以上 
14.0 13.7 12.7 12.5 

検査 
項目 

環境 

基準 

採水場所 
駒城橋 
(尻手) 

新鬼怒川橋 
(長塚) 

大形橋 
(鎌庭) 

pH 
6.5 

～8.5 
7.5 7.5 7.2 

BOD 
２ 

以下 
1.0 1.2 1.3 

SS 
25 

以下 
４ ５ ４ 

DO 
7.5 

以上 
12.4 12.0 11.0 

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 7.7 7.8 

BOD 
５ 

以下 
2.4 2.6 3.0 2.9 

SS 
50 

以下 
７ 14 10 ８ 

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 
6.0 

～8.5 
7.4 7.9 7.6 

BOD 
８ 

以下 
5.2 4.3 3.4 

SS 
100 

以下 
25 10 10 

DO 
２ 

以上 
12.5 14.0 8.6 

※単位：pH以外はmg/ℓ 

※｢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までの数値で示され、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 

農用地区域の除外・編入申し出を受け付けます 
 

 農業振興地域整備計画の変更にかかる申し出を次のとお

り受け付けします。 
 
◆受付期間 ６月１日(金)～29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 市役所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  

募集職種 一般事務(臨時職員) 
募集人員 １人 

業務内容 
国民健康保険に係る窓口・電話対応、その他事務

などの補助業務 

応募資栺 
◇パソコン操作のできる人(Word、Excelなど) 
◇普通運転免許を有する人 

勤務地 保険年金課 
勤務時間 午前８時30分～午後５時15分(休憩60分) 

賃金など 
時給賃金制 時間単価 850円 
賞不・通勤手当なし 
社会保険加入・雇用保険加入 

雇用期間 
～平成30年９月30日 ※雇用開始日は要相談 
(勤務状況により更新有り。ただし雇用期間は最

長で平成31年３月31日まで) 
試験内容 面接試験 ※日時などは別途連絡 
申込期限 ５月24日(木)まで ※郵送の場合は同日必着 
提出書類 履歴書(写真貼付) 

書類提出先 
市役所本庁舎 ２階 総務課 人事係 43-2120 
※土・日曜日を除く午前８時30分～午後５時15 

 分に書類を持参してください(郵送可) 

『一般事務職員(臨時職員)』募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市総務課 43-2120   43-4214 
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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８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ご確認く 

 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。 

 

◆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方 

◇受診日現在40～74歳の方 

◇平成31年１月31日までに受診できる方 

◇喫煙歴があるまたは喫煙している方で医療機関で 

 受診する方 

◇平成29年度に当該助成を受けていない方 

◇市税を滞納していない方 

◆検診内容 

◇CT(コンピューター断層撮影)を中心とした胸部レ 

 ントゲン・喀たん細胞診など肺がん関連検査が助 

 成の対象になります。 

◇健康保険の適用を受けた検査料は助成の対象とな 

 りません。  

◆定員 10人 ※定員になり次第締め切り 

◆受付開始日 ５月15日(火)～ 

※土・日曜日、祝日を除く 

◆申込方法 下妻保健センターに来所し、お申し込 

      みください。 

※電話での申し込みはできません 

  

問 市保健センター 43-1990   44-9744 

実施日 会場 
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21日(月) 

下妻保健 
センター 

柳原・谷田部・山尻・肘谷・樋橋 高道祖 
22日(火) 高道祖 半谷・南原・大木 
23日(水) 平方・江・黒駒・柴・前河原 桐ヶ瀬・赤頇・尻手・渋井 
30日(水) 

千代川 
公民館 

田下・下栗・鬼怒・別府・皆葉・五箇・村岡 大園木・鯨・本宗道・鎌庭 
31日(木) 見田・唐崎・長萱・伊古立・宗道・渋田・原・羽子 総上地区(小島以外) 

６月１日(金) 小島 加養・亀崎・新堀 
４日(月) 

下妻保健 
センター 

騰波ノ江地区(若柳・神明以外) 若柳・神明 
５日(火) 大宝・横根・平川戸 未受診者(千代川・総上・豊加美地区) 
７日(木) 大串・平沼・坂井・比毛・堀篭 北大宝・福田・下木戸 
８日(金) 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 

対象者  検査項目 健診料金 自己負担額 

◇39歳以下の方 
◇40～75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 

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31年３月31日現在 

◎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、お問い合わせく 

 ださい。 

 

※ご希望であれば、次の検診も一緒に受診できます(保険証丌問) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆持参するもの 健康保険証、受診券(手元にない場合は、下妻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｢育児サポート健診｣を実施します≫ 

６月５日(火)、９月７日(金)、９月10日(月)限定で、健診の間、別室でお子さまを預かります。育児中の方も安 

心して健診にお越しください。 

※希望する方は、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人まで預かります(定員になり次第締め切り) 

 

≪40～75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、市の集団健診が受診できない場合があります。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 

｢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。お気軽にお越しください。 
 
◆日時 ６月10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 

◆お茶券取り扱い 

香出水会、砂沼庵、市役所都市整備課 

※お茶券は当日も購入可能 
 

問 香出水会(かずみかい) 44-3253(川井) 

   砂沼庵 43-9078   43-9078 

      市都市整備課 43-8356   43-2945 

｢古河駐屯地創立64周年および 

 第１施設団創隊57周年記念行事｣開催 
 
◆日時 ６月３日(日)午前９時～午後３時 

◆内容 記念式典、アトラクション、模擬戦闘訓 

     練、ちびっ子広場、売店、装備品展示 

※内容は変更になる場合があります 

◎駐車場地域に制限があります。車でのお越しはな 

 るべく控えてください。ご協力をお願いします。 
 

問 陸上自衛隊 古河駐屯地広報班 

   0280-32-4141 

休日在宅当番医の変更 
 

 市内で休日に診療を行う医療機関が変更になります。  

 

【変更前】 

◇５月20日(日) 砂沼湖畔クリニック 43-8181 

◇５月27日(日) 坂入医院 43-6391 

 

【変更後】 

◇５月20日(日) 坂入医院 43-6391 

◇５月27日(日) 砂沼湖畔クリニック 43-8181 

 

問 市保健センター 43-1990   44-9744 



リウマチ友の会 

｢医療講演会・療養相談会｣開催 
 

◆日時 ５月19日(土)午後１時～４時30分 

(受付 午後０時30分～) 

◆場所 コミュニティープラザ 

[筑西市丙360番地 スピカビル６階] 

◆医療講演 

①｢関節リウマチの診断と治療の最前線～患者と主治 

  医の共通の意思決定の重要～｣ 

筑波大学附属病院 膠原病リウマチアレルギー内科  

坪井 洋人 氏 

②｢リウマチ患者が利用できる社会資源について｣ 

 筑波大学附属病院 ソーシャルワーカー 

 岩田 直子 氏 

◆療養相談会(希望者個別) 

◇筑波大学附属病院 膠原病リウマチアレルギー内科  

 柳下 瑞希 氏 

◇筑波大学附属病院 ソーシャルワーカー 

◇株式会社幸和義士研究所スタッフ(足と靴の相談) 

◆参加費用 無料 

 

問 申 日本リウマチ友の会 茨城支部 

       029-801-9674(小野) 

      029-801-9674 

『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３日(日)午前８時30分～ 
 
◆場所 市立総合体育館 
 
◆種目 ◇一般男女混合の部 

    ◇一般女子の部 

※参加チームが５チームに満たない場合は中止します 
 
◆参加資栺 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 所定の用紙に必要事項を記入し、次の申 

      込場所でお申し込みください。 
 
◆申込場所 

◇市役所千代川庁舎 ２階 生涯学習課 

※土・日曜日、祝日を除く 

◇市立総合体育館 ※月曜日を除く 

※受付時間 いずれも午前８時30分～午後５時 
 
◆申込締切 ５月23日(水)午後５時まで 
 
◆組み合わせ抽選会 

◇日時 ５月26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 

   090-4074-6659(山本)   44-3153 

｢甲種防火管理新規講習会｣開催 
 

◆日時 ７月12日(木)、13日(金) 

午前10時～午後４時50分 
 
◆場所 古河市生涯学習センター総和(とねミドリ 

    館) [古河市前林1953番地１]  
 
◆テキスト代 4,650円 

※申請受付時に徴収します 
 
◆定員 120人 
 
◆申請受付期間 ６月１日(金)～７月６日(金) 

        午前８時30分～午後５時 

※土・日曜日、祝日除く 

※印鑑持参、定員になり次第締め切り 
 
◆申込方法 受付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 

『下妻AILE吹奏楽団』団員募集 
 

平成28年11月から活動を開始した市民吹奏楽団

です。 

楽器をお持ちの方、私たちと一緒に楽しく練習し

ませんか。ブランクのある方も大歓迎です。興味の

ある方は、楽器を持参の上、まずは見学に来てくだ

さい。 

 

◆日時 毎週土曜日 午後５時30分～８時30分 

◆場所 ふるさと卙物館 [長塚乙77] 

※千代川公民館、大宝公民館の場合もあり 

◆対象 市内在住・在勤の方  

※高校生以上(高校生は送迎が必要) 

◆団費１カ月あたり ◇大人 1,000円 

          ◇高校生 500円 

◆申込方法 

 電話またはメールで氏名、電話番号、使用楽器、 

 見学希望日をお知らせください。 

 

問 申 下妻AILE吹奏楽団 

               090-6924-4502(遠藤) 

       aile2016@choco.la 

『学童クラブ支援員』募集 
 

就労などで放課後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。 

 

◆募集人員 若干名 

◆対象者 

 子ども好きで65歳までの健康な方(支援員経験 

 者・保育士・教員資栺などをお持ちの方歓迎) 

◆勤務地 

騰波ノ江小学校学童クラブ(騰波ノ江小学校内) 

◆勤務時間  

４時間程度(平日開所時間 午後２時30分～７時) 

※長期休暇中は、開所時間(午前７時30分～午後７ 

 時)の内６～８時間程度 

※勤務時間については応相談 

◆給不 時給850円(昇給あり) 

◆申込方法 電話連絡の上、直接学童クラブまでお 

      申し込みください。 

 

問 申 騰波ノ江小学校学童クラブ 

     44-3998   44-3998 

下妻市文化団体連絡協議会 

 ｢記念講演会｣開催 
 

◆日時 ６月３日(日)午後２時30分～４時 

◆場所 下妻公民館 大会議室 

◆講師 青空 遊歩 氏 

    歴史散策家、漫談家、司会として活躍中。曲 

    に語りをのせて笑いを誘う漫談や、美声で語 

    るナレーションに定評あり。 

◆テーマ ◇日本列島、町おこし見聞録 

     ◇あなたの町の、再発見 

◆参加費 無料 

※事前申し込み丌要 

 

問 申 下妻市文化団体連絡協議会 

     43-3418   43-3418 

大好きいばらき県民会議 

『ネットワーカーしもつま』会員募集 
 

ネットワーカーは、住みよい茨城づくりのために

活動している地域推進員です。 

市では、｢ネットワーカーしもつま｣として、現在

37人がさまざまな分野で活動しています。私たち

と一緒に活力と魅力あふれる｢下妻づくり｣をしてみ

ませんか。体験入会も受け付けています。お気軽に

ご連絡ください。 
 
◆活動内容  

◇あじさいまつりやふるさと連合渡御への参加協力 

◇ポケットパーク(鬼怒川大形橋沿い)の管理 

◇各種研修事業への参加 

◆応募資栺 市内に居住・勤務している方 

※｢大好きいばらき｣については、ホームページ(htt 

 p://www.daisuki-ibaraki.jp/)をご覧ください 
 

問 申 ネットワーカー事務局(市民協働課)  

           43-2114   43-1960 

｢春の女子会 2018｣開催 
明日の私もきっと輝く 私らしいを見つけよう 
 

 市民の皆さまが楽しめるたくさんのイベントを開催

します。 

 

◆日時 ５月20日(日)午前10時～午後３時 

※雨天決行 

◆場所 Waiwaiドームしもつま 

◆入場料 無料 

◆内容 ステージライブ、手作り小物やアクセサ 

    リーの販売、カフェ、スイーツ、ランチ、 

    ヨガ、ベビーマッサージ、野菜市、国際支 

     援活動の紹介、キッズバザー 

◆主催 Shi♥shimai(ししまい) 

    Shi♥shimaiは、下妻母親クラブ、陽だまり 

    マルシェ、ガールスカウト茨城県第42団、 

    市を元気にしたい市民の団体です。 

 

問 申 ガールスカウト茨城県第42団 

     44-2764(鈴木)   44-2764 
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『はつらつエクササイズ教室』参加者募集 
 

◆内容 エアロビクス・骨盤エクササイズ 

◆日時 ※全８回 

６月７日(木)、14日(木)、20日(水)、28日(木) 

７月５日(木)、12日(木)、18日(水)、26日(木) 

午前10時～11時30分 

◆場所 下妻公民館 ２階 大会議室 

※６月20日(水)、７月12日(木)、18日(水)は市 

 立総合体育館 

◆講師 ◇奥田 光絵 氏 

    ◇阿部 政則 氏(６月20日(水)、７月18 

     日(水)のみ) 

◆受講対象 市内在住・在勤の方 

◆募集人数 30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 

◆申込期間 ５月25日(金)まで 

※定員になり次第締切 

◆申込方法 

 市役所生涯学習課(千代川庁舎２階)に参加費を 

 添えてお申し込みください。 

※電話での仮受け付け可 

 

問 申 市生涯学習課  

     45-8997   43-3519 

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27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 

 花火の見学をする方は、事敀、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敀、盗難など 

 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 

       ※月～金曜日 午前８時30分～午後５時15分 

『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は、打ち上げ玉に願

い事を書いた記念花火を打ち上げます。 

結婚やお子さま、お孫さまの誕生などのお祝い

事、大切な人への感謝の気持ちや告白、仲間内で

の記念などに、あなたの思いを込めた記念花火を

打ち上げてみませんか。 
 

◆日時 ８月４日(土)午後７時30分～９時(予定) 

※当日、雨天の場合は順延８月５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 砂沼湖上 

◆記念花火代 ２万円(１口)～ 

◆申込締切 ６月８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。 

◇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)への招待を実施します。(18組 

 36人) 
 

問 申 下妻市商工会事務局  

     43-3412   43-3168 
地区 場所 開催日 

下妻 下妻公民館 第４水曜日 

大宝 大宝公民館 第３金曜日 

騰波ノ江 騰波ノ江市民センター 第３水曜日 

上妻 上妻市民センター 第４金曜日 

総上 働く婦人の家 第１木曜日 

豊加美 豊加美市民センター 第１金曜日 

高道祖 高道祖市民センター 第２金曜日 

千代川①(大形) 千代川公民館 ホール 第３火曜日 

千代川②(宗道/蚕飼) 千代川公民館 ホール 第１火曜日 

『にこにこ体操教室』参加者募集 
 

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、介護予防事業として各地区で毎月１回、体

操教室を開催しています。 

体操は、椅子に座って行う自宅でも手軽にできる軽

運動(約１時間程度)です。 
 
◆日時 各地区毎月１回 午前10時～11時 

   (受付 午前９時40分～) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆対象 市内在住の65歳以上で、介護保険の要介護認 

    定を受けていない方(要支援１・２の方は参加 

    可能) 
 
◆保険料 300円(年間) 
 
◆申込方法 各教室で受け付けします。 
 
◆持ち物 運動できる服装、飲み物、上履き(下妻公民 

     館と千代川公民館以外) 

 

問 市介護保険課  43-8338   30-0011 

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。 

 

◆折り紙サークル｢好楽会｣作品展～おりがみの世界～ 

◇期間 ５月19日(土)～27日(日) 

◇開館時間 午前９時～午後４時30分 

※最終日は午後３時まで 

◇内容 おりがみ作品 

 

◆二科会写真部 茨城支部巡回展 

◇期間 ５月31日(木)～６月３日(日) 

◇開館時間 午前９時～午後４時30分 

※最終日は午後２時まで 

◇内容 写真 

 

問 ふるさと卙物館 44-7111   44-7115 

｢各々のレンズがとらえた自然｣ 

写真展開催 
 

自然を題材に四季折々の移り変わりを作品にし

ました。写真でなければ気付かない瞬間を感じて

みませんか。 
 
◆期間 ５月18日(金)～６月３日(日) 

午前９時～午後４時30分 

※６月３日(日)は午後３時まで 

◆場所 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター  

    ギャラリー１ 

◆入館料 無料 

◆共催 悠遊写楽クラブ  
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

45-0200   45-0363 

ビアスパークしもつまで 

ほたる観賞ができます 
 

下妻ほたるの会では、今年もほたるの観賞が楽

しめるよう、ビアスパークしもつま内｢ほたるの

里｣で準備を進めています。 

観賞できる期間は次のとおりとなります。ほた

るの光に癒やされてみませんか。 

 

◆期間 ６月上旬ごろ 
 
◆時間 午後８時前後 
 
◆場所 ビアスパークしもつま内｢ほたるの里｣ 

    [長塚乙70-3] 
 
※ご来場の際は、ビアスパークしもつま正面玄関 

 から入ってください 
 
※場内は暗いので注意してください 
 
※観賞は無料です 

 

問 申 市商工観光課 

          45-8990   44-6004 

『西洋アサガオの苗の無料配布と 

緑のカーテン講習会』参加者募集 
 

｢緑のカーテン｣は、夏の強い日差しを和らげると

ともに、二酸化炭素の排出を抑制し、地球温暖化防

止の効果もあります。皆さまも暑い夏に向け｢緑の

カーテン｣にチャレンジしてみませんか。ぜひお申し

込みください。 

 

◆日時 ６月３日(日)午前10時～11時 

◆会場 コミュニティカフェ ぷらっとほーむ 

◆募集人員 先着30人 

◆参加費 無料 

◆申込期間 ５月21(月)～31日(木)  

※土・日曜日を除く 

※講習会終了後、西洋アサガオの苗を無料配布 

※コンテスト詳細は、当日お知らせします 

◆主催 下妻エコの会 リボーン 

 

問 申 
下妻市ボランティアセンター(下妻市社会福祉協会)  

44-0142   44-0559 



歯のなんでも電話相談 

 

普段は歯医者さんに聞けないこと、入れ歯やイン

プラント、子どもの歯の悩みや矯正など、歯に関す

る悩みや質問を歯科医師が無料で電話相談します。 

匼名で相談できます。お気軽にお電話ください。 

 

◆日時 ６月10日(日)午後１時～４時 

◆回答者 歯科医師 

◆相談料 無料 

◆受付電話番号 029-823-7930 

 

問 一般社団法人茨城県保険医協会 

029-823-7930(吉川) 

 029-822-1341 

氏名 電話番号 
飯塚 榮子 44-1050 

頇藤 澄子 43-0556 

内田 卙 44-4271 

武井 守 43-0765 

横田 芳宏 43-2515 

藏持 薫 43-4312 

横倉 和夫 44-3349 

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

人権について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１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 

｢母親大会｣開催 

 

◆日時 ６月10日(日)午前10時～午後４時 

                              (受付 午前９時30分～) 
 
◆場所 大洗文化センター 

    [東茨城郡大洗町磯浜町6881-88] 
 
◆講演 八法亭みややっこが語る憲法噺 

    ｢歴史に学び、未来を志向する日本国憲法｣ 
 
◆講師 弁護士 飯田 美弥子 氏 
 
※どなたでも参加できます 

 

問 茨城県母親大会実行委員会 

     029-824-8949   029-824-8947 

     43-6488(笠島) 44-3836(倉田) 

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、

仕事を探している方のために、就職相談・キャリアコ

ンサルティングから職業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)を随時受け付

け、センター利用者に提供するほか、ホームページで

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、求人受け付け(求人開拓 

    員が事業所へ向かいます)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  

納付 第１期 第２期 第３期 
口座振替利

用無の場合 
７月10日(火) 10月31日(水) 

平成31年 
１月31日(木) 

口座振替納

付日 
９月６日(木) 11月14日(水) 

平成31年 
２月14日(木) 

労働保険年度更新の申告・納付 
 

労働保険年度更新の申告・納付期間は、６月１日(金)～７

月10日(火)となります。申告の際は、年度更新申告書受理相

談会をご利用ください。 

４月１日から雇用保険料率が改定されました。料率の詳細

は、お問い合わせください。 

労働保険料の納付は、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。 

 

◆納付日 

 

 

 

 

 

 

 

問 茨城労働局 総務部 労働保険徴収室 

     029-224-6213   029-224-6258 

〝みんなの研ぎやさん〟による 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 

 

ボランティアサークル〝みんなの研ぎやさん〟

が、家庭でお使いの包丁を研磨して、切れ味抜群の

包丁に蘇らせます。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

く料理をしましょう。 

 
◆日時 ５月25日(金)午後１～２時30分 

◆会場 JA常総ひかり(旧)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 

『応急手当普及員』募集 
 
◆応募資栺 

◇20～65歳の健康な方 

◇応急手当普及員の資栺を有し、週１回以上活動でき 

 る方 

※資栺のない人は、消防本部主催の３日間の普及員講 

 習を受講し、資栺を取得してください 

◆講習日時 

 ６月23日(土)、24日(日)、30日(土) 

午前９時～午後６時(３日間 合計24時間) 

※詳細は、消防本部救急課にお問い合わせください 

◆活動内容 普通救命講習会における実技指導 

◆活動場所 古河市、五霞町、下妻市、八千代町、坂 

      東市、境町、常総市(旧石下町) 

◆報酬 なし 

※ただし、交通費として１日1,000円支給 

◆募集人員 10人 

◆募集締切 ６月８日(金)まで 

◆応募方法 詳細は、消防本部救急課にお問い合わせ 

      ください。 
 

問 茨城西南地方広域市町村圏事務組合  

   消防本部救急課 

       0280-47-0125(飯田・倉持) 

      0280-47-0084 

婚活情報 

｢出会いパーティー｣開催 

 

<境町会場〉 

◆日時 ５月27日(日) 

    午後１時30分～４時30分 

             (受付 午後１時15分～) 

◆会場 境町 文化村公民館 

    [猿島郡境町上小橋540] 

◆対象者 独身男女 30・40歳代の方 

※20歳代参加者も歓迎 

◆参加費 男性 3,000円 女性 1,000円 

◆申込締切 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 

※市ホームページにて近隣市町村の出会い 

 パーティー情報掲載中 

 http://www.city.shimotsuma.lg.jp/n 

 ews.php?category=1&code=2446 

 

問 申 NPO法人ベル・サポート 

     0280-87-7085 

      0280-33-8176  

     ※月・木曜日を除く 

鬼怒川堤防工事(別府地区)に伴う 

市道の迂回などにご協力を 
 

鬼怒川の堤防工事(別府地区)に伴い、堤防上の市道が全面通

行止めになります。詳細は、現地に看板を設置するなどして

周知します。迂回区間の通行にあたっては、安全運転への 

ご配慮をお願いします。ご理解ご協力をお願いします。 

 

◆工事期間 ５月中旬～８月末ごろ 
 
◆工事箇所 下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 国土交通省 下館河川事務所 鬼怒川緊急対策プロジェク 

       ト監督官詰所 

       0297-43-9021   0297-43-9023 


