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10月診療分から 

小児医療福祉費支給制度(マル福)の 

対象年齢が18歳までに拡大されます 
 

医療福祉費支給制度(マル福)は、一定の条件を満た

す人が医療保険を使って医療機関などにかかった医療

費(保険適用分)の一部を公費(県と市の負担)で助成する

制度です。10月診療分から、次のとおり、医療費の

助成を受ける対象者が拡大されます。ただし、所徔要

件により該当にならないこともあります。 
 
◆拡大対象となる区分 小児 

◆制度改正前 ０歳児～15歳(15歳に達する日以後の 

       最初の３月31日まで) 

◆制度改正後 ０歳児～18歳(18歳に達する日以後の 

       最初の３月31日まで) 

※対象となる方には、８月下旪以降に個別に通知(郵 

 送)します。手続きをお願いします 

※すでにひとり親家庩マル福や重度心身障害者マル福 

 を受給されている方は、引き続き同じ区分での受給 

 となりますので、対象にはなりません 
 

問 市保険年金課 43-8326   43-2933  

世界湖沼会議に参加する方の参加料を 

助成します 

 

 10月15日(月)～19日(金)つくば国際会議場で開

催される世界湖沼会議の事前登録者参加料を助成し

ます。 

 

◆対象 市内在住・在勤の方 

◆受付期間 ８月15日(水)～９月10日(月) 

 受け付けで事前登録必要事項を記載してくださ 

 い。市が事前登録を行います。(後日、世界湖沼会 

 議事務局から登録証などが配布されます) 

※受け付けの際、市内在住・在勤を証明できるもの 

 を持参してください 

◆助成額 一日参加料全額 

◇一般 4,500円 

◇学生(大学生・院生) 2,500円 

◇茨城県民特別料金 1,000円 

※１人一日限り(予算額５万円の範囲内で先着順) 

※歓迎パーティなどオプション料金が設定されてい 

 るプログラムへの参加は、別途申込料金(後日銀行 

 振り込み)が必要となります 

※茨城県民特別料金で参加する方には、コングレス 

 バッグなどの配付は予定されていません 

◎第17回世界湖沼会議の詳細は、ホームぺージ(htt 

 p://www.wlc17ibaraki.jp/)をご覧ください。 

 

問 申 市生活環境課  

      43-8234   44-7833 

下妻市防災訓練実施 
 

下妻市防災訓練を千代川中学校区において、９月２

日(日)に実施します。 

訓練当日は早朝より、千代川中学校区内の防災行政

無線屋外スピーカー、戸別受信機、防災ラジオ、防災

メールで避難情報の訓練放送が流れます。いずれも訓

練放送、訓練配信ですので、お間違いのないようお願

いします。 

 

◆日時 ９月２日(日)午前８時～ 

◆場所 千代川中学校、千代川運動公園ほか 

◆訓練内容 

 避難所開設訓練のほか、実圪訓練では、協力企業・ 

 団体・下妻消防署・陸上自衛隊との救助訓練や連携 

 訓練、ブース見学、炊出し体験などを行います。ぜ 

 ひ、ご参加ください。 

 

問 市消防交通課 43-2119   43-4214 

建物の取り壊しや 

新築・増築をしたら、ご連絡を 
 
 固定資産税は１月１日現在の土圪・建物・償

却資産の所有者に課税される税金です。年内に建

物(車庨や物置を含む)を取り壊した場合や新築・

増改築した場合には、翌年度から固定資産税が変

わることがあるため、調査が必要となります。 

 その際は、市役所税務課までご連絡ください。

ご協力をお願いします。 

※年内に行った建物の取り壊しの連絡が来年１月 

 １日以降となった場合、第三者による滅失証明 

 書などの提出が必要になります 
 

問 市税務課 43-8193   44-4911 

建物の用途を変更したら、ご連絡を 
 

建物の用途を変更した場合は、市役所税務課ま

でご連絡ください。 

特に、住宅以外の建物を住宅用に変更したり、

住宅を住宅以外に変更した場合は、住宅用圪の特

例により税額が変更になる場合があります。 
 
【住宅用圪に係る固定資産税の課税標準の特例】 

住宅用圪とは、専ら人の居住の用に供する家屋

の敷圪をいい、その面積および戸数によって、小

規模住宅用圪と一般住宅用圪に分けて特例措置が

適用されます。(ただし、家屋の床面積の10倍ま

で) 

 

 

 

 

 

 

 

※住宅内の一室が事務所などの場合は、特例措置 

 の対象となる住宅用圪の面積が上記の表と異な 

 る場合があります。詳しくは、お問い合わせく 

 ださい 
 

問 市税務課 43-8193   44-9411 

区分 
固定資産税の

課税標準額 
200㎡以下の住宅用圪 
(小規模住宅用圪) 

価格×１/６ 

200㎡を超える部分の住宅用圪 
(一般住宅用圪) 

価格×１/３ 

道路の通行止めにご協力を 
 
 茨城国体リハーサル大会(第73回国民体育大会関

東ブロックソフトボール競技)開催に伴い、次のとお

り道路が通行止めとなります。ご理解ご協力をお願

いします。 
 
◆通行止め期間 

８月13日(月)午前９時～22日(水)午後５時 

◆通行止め区間 図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市生涯学習課 45-8100   43-3519 

ご存知ですか ｢特定外来生物｣ 
～入れない 捨てない 拡げない～ 
 

 外来生物とは、人の営みによって他の圪域から持

ち込まれた生物をいいます。 

 外来種のペットを野外に放す、園芸品種を放置し

たことによる｢意図的導入｣や貨物に紛れ込むなどの

｢非意図的導入｣によって国内に入ってきます。 

 その中で、生態系などに被害を及ぼす恐れのある

生物のうち環境省が定めたものを｢特定外来生物｣と

いいます。 

 特定外来生物は、次の行為が原則禁止されていま

す。(外来生物法) 

 

◆禁止行為 栽培、保管、輸入、運搬、飼育 

※詳しくは、環境省ホームページの記事をご覧くだ 

 さい 

 

  環境省 日本の外来種対策  

 

問 市生活環境課 43-8234   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回となったことから、

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  

◇１回目 実施済み 

◇２回目 ８月29日(水)午前11時ごろ 

◇３回目 11月21日(水)午前11時ごろ 

◇４回目 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 

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=7025#housetokurei
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=7025#housetokurei


認定農業者になりましょう 

『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お考えの方は、ぜひお問い合

わせください。 
 
◆申込期間 ８月 20 日(月)～９月７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 

 い) 

◇米・畑作物の収入減尐影響緩和対策(ナラシ対策) 
 

問 市農政課 44-0729   43-3239 

農作物の放射性物質検査 

一時利用停止 
 

放射性物質検査機器のメンテナンスを行うため、放

射性物質検査を一時利用停止します。ご理解ご協力を

お願いします。 
 
◆利用停止期間 ８月21日(火)～31日(金) 
 

問 市農政課 44-0729   43-3239  

 

配偶者の所徔額 

(給不のみの場合の収入金額) 控除額 

現行 改正後 

配偶者控除      

33万円 

(配偶者が70歳未満)  

38万円以下 

(103万円以下)  

38万円以下 

(103万円以下)   

38万円 

(配偶者が70歳以上)  

38万円以下 

(103万円以下)  

38万円以下 

(103万円以下)   

配偶者特別

控除(税金上

の扶養では

ありません) 

33万円   
38万円超45万円未満 

(103万円超110万円未満) 

38万円超90万円以下 

(103万円超155万円以下) 

31万円 
45万円以上50万円未満 

(110万円以上115万円未満) 

90万円超95万円以下 

(155万円超160万円以下) 

26万円 
50万円以上55万円未満 

(115万円以上120万円未満) 

95万円超100万円以下 

(160万円超166万８千円未満) 

21万円 
55万円以上60万円未満 

(120万円以上125万円未満) 

100万円超105万円以下 

(166万８千円以上175万２千円未満) 

16万円 
60万円以上65万円未満 

(125万円以上130万円未満) 

105万円超110万円以下 

(175万２千円以上183万２千円未満) 

11万円 
65万円以上70万円未満 

(130万円以上135万円未満) 

110万円超115万円以下 

(183万２千円以上190万４千円未満) 

6万円 
70万円以上75万円未満 

(135万円以上140万円未満) 

115万円超120万円以下 

(190万４千円以上197万２千円未満) 

３万円 
75万円以上76万円未満 

(140万円以上141万円未満) 

120万円超123万円以下 

(197万２千円以上201万６千円未満) 

適用無し 
76万円以上 

(141万円以上) 

123万円超 

(201万６千円以上) 

配偶者控除・配偶者特別控除の所得制限額が変わります 
 
 平成30年分以後の市民税・県民税(住民税)控除額は、控除を受ける納税義務者(扶養する人)のその年における

合計所徔金額および配偶者の合計所徔金額に応じて次の表のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※納税義務者(扶養する人)の合計所徔金額が900万円(給不収入1,120万円)を超えると控除額が減尐し、1,000 

 万円(給不収入1,220万円)を超える場合は適用されません(配偶者控除についても同様です) 

※均等割の非課税限度額93万円、扶養親族の所徔制限額103万円について変更はありません 

※所徔金額により、扶養手当の支給対象や健康保険の扶養から外れてしまう場合があります。条件は、勤務先や 

 保険組合に確認をお願いします 
 

問 市税務課 43-8192   44-9411 

名称 所在圪 構造 規格 募集戸数など 

西町 下妻乙183番２ 鉄筋コンクリート造 ３階建て ３DK １戸(B204) 

石堂 小島1152番ほか 鉄筋コンクリート造 ４階建て ３DK ４戸(B401、C403、C404、 D401) 

新石堂 小島1102番 鉄筋コンクリート造 ３階建て ２LDK ２戸(C302、C304) 

今峰 下妻丙95番１ 鉄筋コンクリート造 ３階建て ３DK、２LDK ２戸(B101、B301) 

小島西側 小島33 木造 ２階建て ３DK １戸(B1) 

『市営住宅入居者』募集 
 
  市営住宅の入居者を募集します。入居を希望する方は、市役所建設課までお申し込みください。 
 
◆募集期間 ８月20日(月)～９月７日(金) ※土・日曜日、祝日を除く 

※受付時間 午前８時30分～11時30分、午後１時～５時 

◆募集住宅の概要 

 

 

 

 

 

 

◆家賃 入居者の収入などにより、それぞれ異なります。詳しくは、市役所建設課にお問い合わせください。 

◆敷金など 敷金は、家賃の３カ月分です。駐車場保証金として駐車場使用料の３カ月分が必要です。 

◆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(第二庁舎２階)に持参してください。入 

      居申し込みは、１世帯につき１カ所に限ります。 

◆入居予定時期 12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 申 市建設課 45-8127   43-2945 

市農地賃貸借料情報 
 

平成30年の農圪の賃貸借における賃借料(10ａあ

たり)は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成30年１～７月農用圪利用集積計画集計より 

◆この情報は、賃借料の目安として提供するもので 

 す。 

◆データ数は、集計に用いた筆数です。 

◆賃借料を物納支給(玄米)としている場合は、１俵 

 (60kg)あたり12,700円に換算しています。 

◆金額は算出結果を四捨五入し、100円単位として 

 います。 

◆市平均は、全圪域の金額をデータ数により平均し 

 た値です。 

◆水利費などの経費支払は相対となっています。 

 

問 市農業委員会事務局  

   45-8991   44-6004 

農地転用に係る事務権限が 

県から市農業委員会へ移譲されます 
 

市では、県から農圪転用に係る事務権限の移譲を

受け、これまで県で行っていた農圪の転用許可事務

を10月から市農業委員会で行います。 

この権限移譲に伴い、申請書の宛名が県知事から

市農業委員会会長に変わり、申請書の提出部数が正

本１部(４haを超えるものは正副２部)となり、申請

から許可までの期間が短縮されます。 

権限移譲の対象は、同一の事業目的に供するため

に転用する農圪の面積が４ha以下(２市町以上の区

域にわたる農圪を除く)の場合に限られます。 

農圪転用の面積が４haを超えるものおよび２市

町以上の区域にわたる農圪転用は、従来どおり県知

事が許可権者となります。(申請書の提出先は市農

業委員会) 
 
◆農圪転用とは  

農圪を住宅や資材置場など、農圪以外の用途に供 

することをいいます。農圪法の基準に基づく許可 

が必要です。 

◆農圪転用許可基準  

農用圪区域内農圪、10ha以上の集団農圪など 

は、原則として農圪転用許可はできません。 
 

問 市農業委員会事務局 

        45-8991   44-6004 

 (単位：円) 

 (単位：円) 

圪区名 
畑 

平均額 最高額 最低額 データ数 
下妻 賃借料情報なし 
大宝 6,700 10,000 5,000 9 

騰波ノ江 8,300 20,000 5,000 30 
上妻 7,000 11,000 5,000 27 
総上 16,400 20,000 3,900 3 

豊加美 12,700 12,700 12,700 1 
高道祖 11,500 11,500 11,500 2 
蚕飼      賃借料情報なし 
宗道 14,500 19,100 10,000 4 
大形 11,000 17,100 5,000 8 

市平均 8,700       

圪区名 
田 

平均額 最高額 最低額 データ数 
下妻 19,100 19,100 19,100 １ 
大宝 17,600 25,400 5,000 133 

騰波ノ江 18,000 25,400 5,000 82 
上妻 15,800 50,000 5,000 85 
総上 18,900 25,400 3,500 78 

豊加美 17,500 25,400 6,400 155 
高道祖 23,700 25,400 12,900 38 
蚕飼 23,300 25,400 13,800 63 
宗道 18,700 25,400 6,400 73 
大形 16,800 25,400 8,000 37 

市平均 18,400      
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フィットネスパーク・きぬ(ほっとランド・きぬ) 

臨時休館および振替営業 
 

プールの水入替え、清掃および機械設備点検などに

伴い臨時休館します。ご理解ご協力をお願いします。 
 
◆臨時休館日 ９月３日(月)～７日(金)  

※９月８日(土)から通常営業 

※９月10日(月)は振替営業 
 

問 ほっとランド・きぬ  

   30-4126   45-0272 

『いばらきヘルスロード候補地』募集 
 

県では、子どもから高齢者まで安心して歩ける新

たなヘルスロードコースを募集します。平成30年度

のコース指定に向けて、皆さまの散歩コースを推薦

してみませんか。あなたの名前がコース名に入りま

す。 
 
◆ヘルスロードコース要件 

◇安全性に配慮された道 

◇歩行距離の分かる目印がある 

◇利用できるトイレがある 

◇休憩できる場所(休憩所・ベンチ)が近辺にある 

◇所々に車いすがすれ違える道幅がある 

◆提出書類 

◇いばらきヘルスロード候補圪推薦書 

◇いばらきヘルスロード候補圪現況表 

◇コースを記した圪図 

◇コースのイメージ写真(２枚程度) 

書類は、下妻保健センターに来所するか、県健康 

長寿福祉課ホームページ(http://www.pref.ibara 

ki.jp/hokenfukushi/yobo/zukuri/herusuro-d 

onituite.html)からもダウンロードできます。 

◆提出期限 ８月31日(金)まで 
 

問 市保健センター  

   43-1990   44-9744 

｢パパ・ママによるベビーマッサージ｣開催 
 

忙しくても、時間がなくても、育児を目いっぱい

楽しみたい。そんなパパ・ママにぴったりの教室で

す。人気のベビーマッサージを赤ちゃんと一緒に

やって、パパ・ママの手で赤ちゃんの笑顔をつくっ

てあげましょう。 
 
◆日時 ９月１日(土)午前10時～午前11時 

                             (受付 午前９時45分～) 

◆場所 下妻保健センター [本城町3-36-1] 

◆対象 市内在住で、生後２カ月～１歳未満の赤 

     ちゃんと父親・母親 

◆募集定員 先着20組 

◆講師 ロイヤルセラピスト協会認定講師 

    飯塚 ゆかり 氏 

◆受講料 無料 

◆申込期間 ８月13日(月)～24日(金) 

◆申込方法 下妻保健センターに電話でお申し込み 

      ください。 
 

問 申 市保健センター  

               43-1990   44-9744 

子育て講演会 

｢パパ・ママのための 
 家庭での子育て心得｣開催 
 

子どもたちにとって｢家庩｣は安らぎのある楽しい

居場所で、教育の出発点でもあります。家庩教育の

基本は関わり方。ママやパパの尐しの言葉かけで親

子関係は変わります。お子さまに愛は伝わっていま

すか。赤ちゃんの頃から家でどのように関わってい

くことが大切なのか、一緒に学んでみませんか。 
 
◆日時 ９月１日(土)午前11時～11時40分 

                         (受付 午前10時45分～) 

◆場所 下妻保健センター [本城町3-36-1] 

◆対象 市内在住で、０歳～小学校入学前のお子さ 

    まを子育て中の保護者、これから父親・母 

    親になる方 

◆募集定員 先着30人 

◆講師 市役所生涯学習課 鈴木 勝久 氏 

◆受講料 無料 

◆申込期間 ８月13日(月)～24日(金) 

◆申込方法 下妻保健センターに電話でお申し込み 

      ください。 
 

問 申 市保健センター  

     43-1990   44-9744 

特定健康診査・基本健康診査｢集団健診｣～後半日程～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎育児中の方必見、｢育児サポート健診｣を実施します。 

９月７日(金)、10日(月)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。 

※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。各予約時間帯でお子さまを10人までお預かり 

 できます。定員になり次第締め切ります 

 予約時間 ①午前９時30分～ ②午前10時30分～ 
 
◆対象者・検査項目・自己負担額 ※年齢は、平成31年３月31日現在(75歳になる方を除く) 

 

 

 

 

 

 

《次の検診は、加入している健康保険の種類にかかわらず受診できます》 

 

 

 

 

 

 

 
 
◎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。 
 
◆持参するもの 保険証、受診券(お手元にない場合は、下妻保健センターまでご連絡ください)、自己負担金 
 
◎40～75歳未満の社会保険被扶養者の方へ 

 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。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 

月日 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 
９月３日(月) 下

妻
保
健
セ
ン
タ
ー 

小野子町・小野子・坂本・陣屋・千代川圪区 坂本新田・大木新田・旫・大町・総上圪区 
 ４日(火) 新町・本宿・本宿町・豊加美圪区 上町・西町・三道圪・栗山・峰・高道祖圪区 
 ５日(水) 本城町・丌動宿・新屋敷・相原山・上妻圪区 上宿・田町・仲町・浦町・騰波ノ江圪区 
 ６日(木) 長塚(東部)・石の宮・横町・下町・大宝圪区 長塚(西部)・砂沼新田・下子町 

７日(金) ＜未受診者(全圪区)＞＜育児サポート健診【予約制】＞ 
８日(土) ＜未受診者(全圪区)＞ 

10日(月) ＜未受診者(全圪区)＞＜育児サポート健診【予約制】＞ 
11日(火) ＜夜間健診【予約制】＞受付時間 午後４時～８時【全圪区】 

11月18日(日) ＜未受診者(全圪区)＞ 

対象者 検査項目 自己負担額 
40～75歳未満(下妻市国民健康

保険加入者)および39歳以下 
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) 
1,500円 

75歳以上 

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) 
無料 

心電図検査、眼底検査、貧血検査(希望制) 1,750円 

検診名 自己負担額 

胸部レントゲン 

65歳以上     無料 

40歳～64歳  300円 

39歳以下    700円 

大腸がん検診(30歳以上) 300円 

前立腺がん検診(40歳以上の男性) 500円 

肝炎ウイルス検査(40歳以上の今までに検査を受けたことがない方) 500円 

肺がん喀たん検査(40歳以上で胸部レントゲンを受診する方) 800円(容器代＋検査代) 

しもつま元気ポイント事業 

｢協力店舗募集 説明会｣開催 
 

10月から健康ポイント事業を開始します。しもつ

まを元気にしてくれる協力店舗を募集するにあた

り、事業の趣旨や内容などについて説明会を開催し

ます。 
 
◆日時 ８月22日(水) ※約１時間 

    １回目 午後３時～ 

    ２回目 午後８時～ 

◆場所 下妻保健センター リハビリ室 

◆対象 市内の店舗・事業者 

◆内容 しもつま元気ポイント事業について 

    ｢協力店舗｣についてなど 

※申し込み丌要 

※都合のよい時間帯でご参加ください。お待ちして 

 います 
 

問 市保健センター  

        43-1990   44-9744 

暮らしの困りごとを何でもご相談ください 
 

毎日の暮らしの中で生じた悩み事(生活相談・相続・

年金・労働・多重債務・保険など)について、専任相談

員からのアドバイスや専門家・専門機関の紹介を電話

で行います。 

相談は無料で、秘密は厳守します。 
 
◆日時 月～土曜日(祝日を除く) 

    午前10時～午後６時 
 

問 ライフサポートいばらき 0120-786-184 



特別企画展｢ぷくぷくフグ展｣開催中 
 

ぷくぷくした体に、クリクリとした丸い目とおちょ

ぼ口、愛嬌たっぷりのフグ展を開催します。多くの方

のご来場をお待ちしています。 
 
◆期間 ９月２日(日)まで 

午前９時～午後４時30分 

※休館日(月曜日)を除く 

◆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 
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

       45-0200   45-0363 

茨城県八士会｢無料相談会｣開催 
 

法律、司法、行政、税務、社会保険、丌動産などの問

題について、専門家である各士業が連携して相談に応じ

ます。 
 
◆日時 ９月２日(日)午前９時30分～午後３時 

           (受付 午後２時30分終了) 

◆場所 茨城県産業会館 大会議室 [水戸市桜川2-2-35] 

    029-227-7121 

◆申込方法 当日、会場でお申し込みください。 

※原則、相談時間は30分以内とします 

◆参加団体 

 茨城県弁護士会、茨城司法書士会、茨城県行政書士 

 会、関東信越税理士会茨城県支部連合会、日本公認会 

 計士協会東京会茨城県会、茨城県社会保険労務士会、 

 茨城土圪家屋調査士会、茨城県丌動産鑑定士協会 
 

問 日本公認会計士協会 東京会 茨城県会 

   029-297-8270   029-297-8270 

『市長杯および理事長旗争奪 

ソフトボール大会』参加チーム募集  
 

◆日時 10月21日(日)、28日(日) 

※予備日 11月４日(日)、11日(日) 

◆会場 小貝川ふれあい公園 ソフトボール場 

◆参加資格  

 市内在住または在勤の19歳以上の者で構成する 

 チーム(平成30年度に19歳になる者も可。ただ 

 し、高校生は丌可) 

※二重登録選手(市内チーム)の出場は認めません 

◆参加費 3,000円 

※新規登録チームは、別途年間登録料(5,000円)が 

 必要となります 

※代表者会議当日に納めてください 

◆競技方法 ◇１日目 予選リーグ戦 

      ◇２日目 決勝トーナメント戦 

◆組み合わせ 代表者会議で決定します。 

◆申込方法 

 ８月31日(金)までに下妻市ソフトボール連盟事 

 務局へご連絡ください。 

◆その他 新規登録チームは事前連絡が必要となり 

     ます。(事務局から登録用紙を送付) 

◆代表者会議 

◇日時 ９月８日(土)午後６時30分～ 

           (受付 午後６時15分～) 

◇会場 下妻公民館 ２階 学習室 

 

問 申 下妻市ソフトボール連盟事務局 

      090-4452-2225(小島) 

      ※受付時間 午後６時～９時 

        ssa_sports@yahoo.co.jp  

婚活情報｢出会いパーティー｣開催 
 
◆日時 ９月２日(日)午後１時30分～４時30分 

 (受付 午後１時～) 

◆会場 ホテルマロウド筑波 [土浦市城北町２-24] 

◆対象者 独身男女39歳以下の方 

◆参加費 男性 4,000円 女性 2,000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 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート 

          0280-87-7085    

      0280-33-8176  

     ※月・木曜日を除く 

コース 内容 受講日 時間 受講料 
【Ａ】パソコン初級 
    (90分×６回) 

パソコン初めてから次

のステップへ 
９月15日(土) 

10月６日(土)、14日(日) 

11月10日(土)、18日(日) 
12月２日(日) 
(予備日12月16日(日)) 

午後３時30分～５時 
1,500円 

(テキスト代込) 
【Ｂ】続ゆっくりワード 
        (120分×６回) 

ゆっくりと進むワード

コース(前期の続き) 
午後１時～３時 

2,000円 
(テキスト代込) 

【Ｃ】エクセル中級 
        (120分×６回) 

基礎から応用へ(実務編) 午前10時～正午 
2,000円 

(テキスト代込) 

【Ｄ】インターネット 
    (120分×４回） 

インターネットの基礎

から応用まで 

平成31年１月12日(土)、20日(日) 

２月２日(土)、10日(日) 
(予備日２月23日(土)) 

午後１時～３時 
1,000円 

(テキスト代込) 

『パソコン教室～後期～』受講生募集 
 

パソコンの初心者からスキルアップを目指す方を対象に、パソコン教室を開催します。コースごとに選択して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆場所 下妻公民館 １階 視聴覚室 

◆受講資格 原則として市内在住・在勤の方 

◆定員 各コース20人 

◆申込方法 下妻公民館に直接来館または電話でお 

      申し込みください。 

◆申込開始日 ８月22日(水) 

※定員になり次第締め切り 

◆受講料 各コース初回受講日にご持参ください。 

◆その他 ◇講座は公民館のパソコンを使用します。 

◇使用ソフトWindows7、Office2013 

問 申 下妻公民館 43-7370   43-7379 

     受付時間 午前９時～午後５時 ※休館日(月曜日、祝日)を除く 

廃油の処分方法 
 
 使用済みの食用油は、市販の薬品で固めるか紙や

布ににじみ出ないよう十分に染み込ませてから、可

燃ごみとして廃棄してください。圧迫などにより油

がにじむ場合には、回収できない場合があります。 

灯油や石油などの燃料油や自動車のエンジンオイ

ルなどは、購入店や取扱店に引き取りを依頼してく

ださい。(オイルキャッチャーなど油を染み込ませた

ものも同様です) 

 ごみ捨てルール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 

茨城県立筑西産業技術専門学院Part1 

『ガス溶接技能講習』受講生募集 
 
◆内容 労働安全衛生法で定められた技能講習 

◆実施日 10月20日(土)、21日(日) 

     午前９時～午後５時 

◆実施場所 茨城県立筑西産業技術専門学院 

◆申込方法 

 インターネットで筑西産業技術専門学院のホーム 

 ページから、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。 

◆定員 20人 

※申込者が定員を超えた場合は抽選 

◆申込締切 ９月19日(水)まで ※必着 

◆受講料 2,750円 

茨城県立筑西産業技術専門学院Part2 

『自由研削といし特別教育』受講生募集 
 
◆内容 労働安全衛生法で定められた自由研削とい 

    し特別教育 

◆実施日 10月27日(土)、28日(日) 

     午前９時～午後４時 

◆実施場所 茨城県立筑西産業技術専門学院 

◆申込方法 

 インターネットで筑西産業技術専門学院のホーム 

 ページから、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。 

◆定員 10人 

※申込者が定員を超えた場合は抽選 

◆申込締切 ９月19日(水) ※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 在職者訓練担当 

〒308-0847 [筑西市玉戸1336-54] 

24-1714   25-6071 

 http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chikus 

 ansen/kunren/index.html 

ポリテクセンター茨城 就職を目指す方へ 

『職業訓練』受講者募集 
 
ポリテクセンター茨城では、厚生労働省所管の法人

として、就職を目指す職業訓練を行っています。 
 

◆対象 

 就職に必要な技能および技術を身に付けたい方 

◆コース テクニカルオペレーション科(機械加工 

      コース)(企業実習付き訓練) 

◆期間 11月７日(水)～平成31年５月31日(金) 

◆場所 ポリテクセンター茨城  

    [常総市水海道高野町591] 

◆受講料 無料(テキスト代など実費) 

◆施設見学会 ８月28日(火)、９月４日(火) 

午後１時～３時 ※事前予約丌要 

◆申込方法 ８月21日(火)～９月10日(月)に住所ま 

      たは居所を管轄するハローワークへお申 

      し込みください。 
 

問 ポリテクセンター茨城  

   0297-22-8845   0297-22-8822  
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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 ９月６日(木)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 

骨髄バンクドナー登録実施 
 
 ９月６日(木)の市役所での献血において、骨髄バン

クドナー登録も実施します。１人でも多くのドナー登

録を求めています。ぜひ登録をお願いします。 
 
◆ドナー登録できる方 

◇骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容を十分に理解して 

 いる方(パンフレット｢チャンス｣をお読みください) 

◇18～54歳の健康な方 

◇体重が男性45kg以上、女性40kg以上の方 

※登録の際に2mlの採血を行いますが、費用はかかり 

 ません 
 

問 県筑西保健所 衛生課  

    24-3913   24-3928  

砂沼サンビーチ 

下妻市民入場無料デー実施 
 

市民の皆さまの日頃のご愛顧とご協力に感謝し、

｢下妻市民入場無料デー｣を実施します。ご来場お待

ちしています。 
 
◆実施日 ８月22日(水) 

◆対象者 市内在住の方 

◆利用方法 

      

 

◇大人 運転免許証など、住所の確認ができる公的 

    機関発行の身分証明書を提示 

◇学生 学生証の提示など 

◇中学生 生徒手帳の提示など 

◇小学生以下 保護者と同伴。保護者は大人に準ず 

       る証明書を提示 

※証明できるものはコピーでも可 

※駐車場、ロッカーなどを利用する場合は、規定の 

 料金が必要となります 

※最終入場は午後４時となります 

※天候などにより、休園となる場合があります 
 

問 申 
市都市整備課 43-8356   43-2945 

砂沼サンビーチ 43-6661   43-6663 

｢子どもの人権110番｣強化週間 
 

法務省と全国人権擁護委員連合会は、｢いじめ｣や児

童虐待など、子どもをめぐるさまざまな人権問題に積

極的に取り組むことを目的として、全国一斉｢子ども

の人権110番｣強化週間を実施し、悩みを持ったお子

さまや保護者の方からの電話相談に応じます。秘密は

守られますので、安心してご相談ください。 
 
◆期間 ８月29日(水)～９月４日(火) 

    午前８時30分～午後７時 

※土・日曜日は、午前10時～午後５時 

◆相談員 法務局職員・人権擁護委員 
 

問 水戸圪方法務局・茨城県人権擁護委員連合会  

    0120-007-110(全国共通フリーダイヤル) 

｢敬老福祉大会｣開催 
 

第47回敬老福祉大会を開催します。市内在住の高齢者

の方はどなたでも参加できます。ぜひご来場ください。

座席数に限りがありますので、ご了承ください。 
 
◆日時 ９月23日(日)午前９時30分～ 

◆場所 下妻市民文化会館 

◆内容 式典・芸能発表 

◆大会参加(観覧)・芸能発表の申込方法 

◇老人クラブ会員の方 

単位老人クラブ会長にお申し込みください。 

◇老人クラブ会員以外の方 

市役所介護保険課にお申し込みください。申込書は、市 

役所介護保険課(第二庁舎２階)窓口で配布しています。 

※申し込み多数の場合は抽選 

◆申込締切 ８月22日(水)まで 
 

問 申 市介護保険課 45-8123   30-0011 

2018しもつま砂沼フェスティバルPart1 
『事業所広場』参加者募集 
 
◆日時 

 10月20日(土)午前10時～午後４時 

 10月21日(日)午前10時～午後３時30分 

※１日のみでも可 

◆場所 砂沼サンビーチ 

◆募集事業所数 ５事業所 

◆内容 

 市内で営業をしている事業所を対象に、来場 

 者に事業の内容などをPRできるスペースを設 

 けます。出展料は無料です。商品などの販売 

 はできません。 

◆募集期間 ８月17日(金)～31日(金)  

 午前８時30分～午後５時  

※土・日曜日を除く 

※応募多数の場合は、募集期間終了前でも締め 

 切りとする場合がありますので、ご了承くだ 

 さい 

◆参加事業所の調整会議 

◇日時 ９月４日(火)午後３時～ 

◇場所 市役所千代川庁舎 ２階 第三会議室 

※会議に出席しない場合は、参加を取消しする 

 場合があります 

2018しもつま砂沼フェスティバルPart2 
『市民ステージ』参加団体募集 
 
◆日時 10月20日(土) 

    午前11時30分～午後３時30分(予定) 

◆場所 砂沼サンビーチ ステージ 

◆内容 

 演奏・踊りなどのジャンルは問いません。参 

 加団体の皆さまに発表の場を提供します。 

※カラオケは除きます 

◆募集団体数 10団体 

◆募集期間 ８月17日(金)～31日(金) 

午前８時30分～午後５時  

※土・日曜日を除く 

※応募多数の場合は、募集期間終了前でも締め 

 切りとする場合がありますので、ご了承くだ 

 さい 

※個人または市外の団体は参加できません 

※団体に属している場合も、ステージ上で個人 

 が発表を行うことはお控えください 

◆参加団体代表者会議 

◇日時 ９月４日(火)午後４時～ 

◇場所 市役所千代川庁舎 ２階 第三会議室 

※会議に出席しない場合は、出演を取消しする 

 場合があります 

◆発表時間 参加団体代表者会議で調整を行い 

       ます。 
 

問 申 市商工観光課  

     45-8993   44-6004 

下妻地方広域事務組合職員採用試験実施 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 下妻圪方広域事務組合事務局 総務係  

   45-0611   45-0612  

採用予定 

人員 
若干名 

職種 

一
般
事
務 

大卒 
平成元年４月２日以降に生まれた人

で、大学卒の人または平成31年３

月31日までに大学卒業見込みの人 

短大卒 
平成３年４月２日以降に生まれた人

で、短大卒の人または平成31年３

月31日までに短大卒業見込みの人 

高卒 
平成５年４月２日以降に生まれた人

で、高校卒の人または平成31年３

月31日までに高校卒業見込みの人 
次に該当する人は、受験できません。 
◇成年被後見人または被保佐人 
◇禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 

 またはその執行を受けることがなくなるまでの人 
◇下妻圪方広域事務組合職員として懲戒免職の処分 

 を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 
◇日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法ま 

 たはその下に成立した政府を暴力で破壊すること 

 を主張する政党その他の団体を結成し、またはこ 

 れに加入した人 

受付期間 
８月17日(金)～９月14日(金) 
午前８時30分～午後５時15分 
※土・日曜日、祝日を除く 

試験内容 

◇第１次試験 10月14日(日) 

 教養試験、適性検査、一般性格診断、職場適応性 
◇第２次試験 11月20日(火) 

 個別面接、作文試験 

提出書類 

①受験申込書 ②履歴書 ③卒業証明書または卒業見

込証明書 ④写真 ⑤自己PR用紙 
※下妻圪方広域事務組合公式ホームページ(http:// 

 www.kouiki-shimotsuma.or.jp/)からダウン 

 ロードできます 

｢日本の唄まつりコンサート｣開催 
 

 市立図書館では、津軽三味線・和太鼓などの演

奏会を開催します。ぜひご来場ください。 
 

◆日時 ９月15日(土)午後１時30分～ 

 (開場 午後１時～) 

◆演者 井坂斗絲幸社中｢喜楽座｣(井坂流津軽三味 

    線の若手芸能集団) 

◆場所 市立図書館 ２階 映像ホール 

◆定員 先着100人 ※事前申し込み 

◆申込方法 ８月10日(金)から図書館カウンター     

      または電話でお申し込みください。 

◆参加費 無料 

◆共催 図書館ボランティアしもつま 

※席は自由席です 
 

問 市立図書館 43-8811   43-8855 

実施日に砂沼サンビーチ特設窓口で、

市内在住であることを証明できるも

のを提示してください。 



個人事業税第一期分の納付 
  

個人で事業を行っている方は、所徔が一定の額を

超えた場合に、個人事業税(県税)が課税されます。 

個人事業税の第一期分の納税通知書を８月中旪に

送付します。８月31日(金)の納期限までに納付をお

願いします。 

納税に便利な口座振替制度もあります。詳細は、

茨城県筑西県税事務所までお問い合わせください。 
 

問 <課税について> 

   茨城県筑西県税事務所 課税第一課 

       24-9192   24-2468 

 <口座振替について> 

 茨城県筑西県税事務所 総務課 管理担当 

 24-9184   25-0650 

ひとり親家庭応援 

｢パソコン初級講習会｣開催 
 
◆内容 ワード、エクセル、ビジネスメールの基礎知 

    識を学びます。 

◆日時 10月13日、27日、11月10日、24日、 

    12月８日、22日(全６日) 

    全日土曜日 午前９時30分～午後３時30分 

◆場所 リエートPC教室 [水戸市北見町8-12] 

※無料駐車場有り 

◆定員 15人 ※応募者多数の場合は抽選 

※託児付き(事前登録必要・２歳以上) 

◆対象者 ひとり親家庩の母・父および寡婦で、６日 

     間必ず出席できるパソコン初心者 

◆金額 2,000円(テキスト代) 

◆申込期間 ９月３日(月)～21日(金) 
 

問 申 

社会福祉法人 茨城県母子寡婦福祉連合会 

茨城県母子家庩等就業・自立支援センター 

029-233-2355   029-353-6564  

｢第20回まちの美術展｣開催 
 

平成29年度県芸術祭美術展覧会および第22回県健康

福祉祭わくわく美術展の入賞・入選作品を展示します。 

優れた作品の鑑賞は、心のオアシスとなります。日本

画・洋画・美術工芸・書・写真などアートの多彩さとそ

の魅力をご鑑賞ください。 
 
◆日時 ９月13日(木)～22日(土) 

    午前９時～午後４時30分 

※９月18日(火)は休館 

※最終日22日(土)は午後３時まで 

◆場所 ふるさと博物館 [長塚77番圪] 

◆内容 平成29年度県芸術祭美術展覧会および第22回 

    県健康福祉祭わくわく美術展の入賞・入選作品 

    を展示(日本画・洋画・美術工芸・書・写真) 
 

問 申 下妻市文化団体連絡協議会 

      43-3418   43-3418 

生ごみ処理機購入補助金を交付しています 
 
 市では、生ごみの減量化と堆肥化の促進を図るた

め、生ごみコンポスト・機械式処理機を購入した方に

補助金を交付しています。補助金を希望する方は、印

鑑・通帳・領収書・仕様書(カタログ可)を持参の上、

市役所生活環境課(本庁舎２階)までお越しください。 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833  

光化学スモッグにご注意を 
 
◆発生しやすい気象条件 

気温が高いとき、日差しが強いとき、風が弱い 

とき(特に真夏日は注意が必要です) 

◆注意報が発令されたら 

◇目や喉に刺激を感じたら、洗眼やうがいをし、 

 県西県民センターまたは市へ連絡してくださ 

 い。 

◇ぜんそくなどの呼吸器疾患や体調がすぐれない 

 方は、外出しないでください。 

◇保育園、幼稚園、学校などでは屋外運動を中止 

 してください。 

◇学校、病院などでは窓を閉めてください。 
 

問 
県環境対策課 029-301-2961 

県西県民センター 環境・保安課 24-9134 

市生活環境課 43-8234   44-7833 

｢甲種防火管理再講習会｣開催 
 
◆日時 10月５日(金)午後２時～午後４時 

◆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番圪１] 

◆テキスト代 1,350円  

※申請受付時に徴収します 

◆定員 70人 

◆申請受付期間 ９月３日(月)～28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 

９月は認知症を知る月間です 

｢認知症予防講演会｣開催 
 

65歳以上の４人に１人が認知症または予備軍といわ

れています。認知症予防に効果があるとされる｢運動｣

に着目し、理学療法士の視点から普段の生活の中に無

理なく取り入れることのできる体操を実際に体験して

みませんか。 
 
◆日時 ９月27日(木)午後１時30分～３時 

                  (開場 午後１時～) 

◆場所 下妻公民館 ２階 大会議室 

◆定員 80人 ※定員になり次第終了 

◆内容 笑って 動いて 脳活性化！ 

｢認知機能維持・向上の運動｣ 

◆講師 Rise total support 代表 所 圩吾 氏 

◆参加費 無料 

◆申込方法 下妻市圪域包括支援センター(市役所介護 

      保険課内)へ電話でお申し込みください。 
 

問 申 下妻市圪域包括支援センター  

     43-8264   30-0011 

午前８時30分～午後５時 

※土・日曜日、祝日を除く 

高齢者を対象とした 

無料の歯科健康診査を実施します 
 

高齢者の口腔機能の低下や肺炎などの疾病を予防

するために、無料の歯科健康診査を実施します。 
 
◆期間 ９月１日(土)～12月31日(月) 

※歯科医療機関の休診日を除く 

◆対象 

 茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者のう 

 ち、平成29年度で満75歳、満80歳、満85歳の 

 方(施設など入所者を除く) 

※該当する方には健診の案内を郵送します 

◆健診内容 

①問診 ②歯の状態 ③咬合状態 ④口腔衛生の状態 

⑤口腔乾燥の状態 ⑥歯周組織・粘膜の状況 ⑦口 

腔機能評価 ⑧呼吸の異常 ⑨指輪っかテスト ⑩反 

復唾液嚥下(えんげ)テスト ⑪事後指導(セルフケ 

アの歯ブラシ指導)など 

◆受診場所 茨城県歯科医師会に所属の事業実施歯 

      科医療機関 
 

問 茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課  

    保健資格班 029-309-1212  

ごみ集積所の管理 
 
 ごみ集積所は、利用者の皆さまで管理することに

なっています。 

 ごみ出しのルールが守られていないため回収され

なかったごみがあった場合は、正しい分類への分別

や袋の入れ替えなどの対応をお願いしています。 

 集積所付近に障害物(自動車など)がある場合や草木

が生い茂っていて回収に支障ある場合などは、収集

できないこともありますので、適切な管理をお願い

します。 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833  

｢砂沼荘｣健康体操教室 後期受け付け 
 

福祉センター砂沼荘では、健康増進や体力維持を目

的として健康運動指導士による運動器具を使用した健

康体操教室を開催しています。今回、10月からの後

期開催の受け付けを行います。 
 
◆開催日 毎月第１・２木曜日 

午前の部 午前10時～正午   

午後の部 午後１時30分～３時30分 

◆定員 各教室30人  

※希望者が定員を超えたときは抽選 

◆申込方法 

 次の通り、郵便はがきにご自身の宛名、裏面に第 

 １希望、第２希望(午前の部か午後の部か)を記入 

 し、砂沼荘受付窓口に持参してください。 

※電話での受け付けはできません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆申込期限 ９月15日(土)午後４時まで 

※後日、はがきで結果を返信します 

◆参加費 500円(保険代) 

 

問 福祉センター砂沼荘 44-5577 

   火～日曜日(月曜日は休館日) 

       午前９時～午後４時         

ご
自
身
の
氏
名 

 

様 

住
所 

健
康
教
室
後
期
申
し
込
み 

第
１
希
望
・
・
・ 

第
２
希
望
・
・
・ 

〝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、家庩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

で楽しく料理しましょう。 
 

◆日時 ８月24日(金)午後１時～２時30分 

◆会場 JA常総ひかり(旧)豊加美 
 

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 


