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本人のマイナンバー(個人番号)確認  本人の身元確認 
次のうち、いずれか１点 
①マイナンバーカード(個人番号カード) 
②通知カード 
③個人番号が記載された住民票の写し 

 や住民票記載事項証明書 
※個人番号(マイナンバー)のメモ書きは 

 丌可。上記以外のものでは｢個人番号 

 を収集しなかった申告｣とします 

次のうち、いずれか１点 
①マイナンバーカード(個人番号カード) 
②写真入り 
 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帱、精神障害者保健福祉手帱、

療育手帱、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帱カード、その他写真入り

の証明書類 
③写真なし 
 健康保険証、年金手帱、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、氏名・生年月

日または住所が記載された官公署(勤務先など)発行書類 
※通知カードは、身元確認書類にはなりません 

申告する方(頼む方)にかかる書類 来場する方(頼まれる方)にかかる書類 
本人のマイナンバー 

(個人番号)確認 
本人の身元確認 来場する方(頼まれる方=代理人)の身元確認 代理権の確認 

上記の｢本人のマイ

ナンバー(個人番号)

確認｣書類のうち、

いずれか１点(写し

で可) 
  
  
  
  
  
  

上記の｢本人の身

元確認｣書類のう

ち、いずれか１点

(写しで可) 
  
  
  
  
  
  
  

次のいずれか 
①写真入り １点 
 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身

体障害者手帱、精神障害者保健福祉手

帱、療育手帱、在留カード、特別永住者

証明書、住民基本台帱カード、その他写

真入りの証明書類 
②写真なし ２点 
 健康保険証、年金手帱、児童扶養手当証

書、特別児童扶養手当証書、氏名・生年

月日または住所が記載された官公署(勤務

先など)発行書類 
※通知カードは、身元確認書類にはなりま

せん 

次のうち、いずれか１点 
①法定代理人(親権者、成年後見人な 

 ど)の場合 

 戸籍謄本、登記事項証明書など 
②任意代理人の場合 
 委任状 
※①②がない場合 
③本人しか持ちえない書類(マイナン 

 バーカード、通知カード、運転免許 

 証など本人に対し１つに限り発行さ 

 れるような書類)の写しの提出 
※同世帯の親族の方が代理する場合で 

 も、代理権の確認書類をご用意くだ 

 さい 

市・県民税等申告相談における本人確認 

 

 ｢行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律(番号法)｣の規定により、市・県

民税の申告および所得税の確定申告をする際には、成りすましなどの被害を防止するため、申告する方の本人確

認｢マイナンバー(個人番号)確認と身元確認｣を次の書類により行います。 

 

◆｢申告する方｣本人が来場する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎｢申告する方｣が｢来場する方｣に頼む(代理する)場合は、成りすましなどの被害を防止するため、｢申告する方｣ 

 (頼む方)の本人確認｢マイナンバー(個人番号)確認と身元確認｣に加えて、来場する方(頼まれる方=代理人)の｢身 

 元確認と代理権の確認｣を次の書類により行います。 
 
◆｢申告する方｣が｢来場する方｣に頼む(代理する)場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※確認書類に丌備などがあった場合、申告受け付けまでに時間を要することがあります 

※上の表は、市・県民税の申告および所得税の確定申告に対応したものです 

 

問 市税務課 43-8192   44-9411 

平成31年度 市・県民税等申告相談日程表 
 

 混雑緩和のため、地区ごとに相談日と会場を指定しています。日程表を確認の上、混雑予想を参考にし、でき

る限り指定日にお越しください。指定日に都合がつかない場合は、別地区の相談日・会場に来場しても差し支え

ありません。  

申告相談日 混雑予想 対象地区 申告会場 
２月12日(火) やや混雑 蚕飼 千代川会場 

(千代川庁舎 １階  

 ロビー) 
※税務課窓口で 

 の申告相談は 

 行いません 

13日(水) やや混雑 
宗道 

14日(木) － 
15日(金) やや混雑 

大形 
18日(月) － 

19日(火) － 
豊加美 

総上 

20日(水) － 
豊加美 

総上 

千代川全域 

21日(木) 混雑 
豊加美 

総上 
下妻会場 

(第二庁舎 ３階  

 大会議室) 
※税務課窓口で 

 の申告相談は 

 行いません 

22日(金) やや混雑 騰波ノ江 
24日(日) 混雑 市内全域 
25日(月) － 騰波ノ江 
26日(火) やや混雑 

大宝 
27日(水) － 

  28日(木) やや混雑 
高道祖 

３月１日(金) － 
 ４日(月) 混雑 

上妻 
 ５日(火) － 
 ６日(水) 非常に混雑   

下妻 
  

 ７日(木) － 

  ８日(金) － 
11日(月) 非常に混雑 

  
市内全域 

  

12日(火) － 

13日(水) － 
14日(木) 混雑 
15日(金) やや混雑 

◆申告相談時間 

 午前９時～(番号札を取ってお待ちください) 

※午前中に来場した方でも混雑状況によって、午後１ 

 時以降の申告となる場合があります 

※申告相談の順番は、１時間あたり千代川会場では約 

 20番、下妻会場では約30番進みます。待ち時間や 

 入退場の目安にしてください 
 
◆番号札の配布時間・場所 

◇千代川会場 当日の午前８時～午後４時 

       市役所千代川庁舎 １階 ロビー  

◇下妻会場 ・当日の午前７時30分～開場 

       市役所第二庁舎 玄関口  

      ・開場～午後４時  

       市役所第二庁舎 ３階 大会議室前  

※午前分の番号札(青色)配布は、午前11時または番号

札100番(下妻会場)、60番(千代川会場)のいずれか

早い方で午後分の番号札(黄色)に切り替わり、午後４ 

 時で配布を終了します 
 
◆日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆市の申告相談会場でお受けできない内容 

 次の内容は、複雑な確認・計算などを要するた 

 め、市役所でお受けできません。下館税務署([筑 

 西市丙116番地16]24-2121)での確定申告 

 をお願いします。 

①青色で確定申告を行う事業主の申告 

②｢日本国外に居住する配偶者・扶養親族｣にかかる 

 控除などの適用を受ける申告 

③｢雑損控除｣(震災、水害、火災、盗難など)および 

 ｢外国税額控除｣(外国所得税の調整)の適用を受け 

 る申告 

④｢住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)｣または 

 ｢住宅関連特別控除の適用を受ける申告 

※卖独借入・連帯債務ともお受けできません。２年 

 目以降の方は、勤務先の年末調整または下館税務 

 署での確定申告をご利用ください 

⑤配当所得のうち｢特定口座年間取引報告書｣による 

 申告 

※総合・分離課税ともにお受けできません 

⑥仮想通貨の取引にかかる所得の申告 

※計算誤り防止のため、下館税務署での確定申告を 

 ご案内しています 

⑦分離課税(株式・丌動産などの譲渡所得、先物取 

 引にかかる雑所得、上場株式等の配当所得など) 

 の申告 

⑧平成29年分以前の所得税の確定申告、更正の請 

 求 

⑨消費税・贈不税・相続税の申告および平成31年 

 １月１日以前に亡くなった方の所得税の準確定 

 申告 

⑩国税庁｢確定申告書等作成コーナー(e-Tax)｣を利 

 用したい方 

※市の申告会場には、インターネット接続環境があ 

 りません 

⑪確定申告書の控えに｢税務署収受｣の受付印を必要 

 とする方 

※市役所では、確定申告書の控えに収受印を押印す 

 ることができません。直接、下館税務署での確定 

 申告をお願いします 

 

◎収支内訳書および医療費控除の明細書は、税務署 

 や市役所から送られません。必要な方は、国税庁 

 ホームページからダウンロードまたは市役所税務 

 課(本庁舎１階)窓口および市役所ロビー(千代川庁 

 舎１階)でお受け取りください。 

◎電話、FAX、電子メールなどによる申告は、本 

 人確認ができないためお受けできません。申告す 

 る際は、日程表を確認の上、申告会場へお越しく 

 ださい。 
問 市税務課 43-8192   44-9411 



自動車税の納税は口座振替で 
 

口座振替を利用すると、預貯金口座から自動的に

納税ができ、大変便利です。口座のある金融機関の

窓口へ通帱と届出印を持参の上、申し込み手続きを

お願いします。申し込みは、納税義務者ごと(納税通

知書に記載されている方ごと)になります。 
 

問 茨城県筑西県税事務所 総務課  

    24-9184   25-0650  

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 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 

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)。次のとおり、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。 

◆廃車手続き先 

 

 

 

 

 

 

 

問 市税務課 43-2111   44-9411 

確定申告などの際のおむつ代の 

医療費控除用書類を発行します 
 

 確定申告や住民税申告の際に、おむつ(紙おむ

つなど)代を医療費控除の対象とする場合は、お

むつ代の領収書と医師が発行する｢おむつ使用証

明書｣が必要となります。介護保険の要介護など

の認定を受けている方は、｢おむつ使用証明書｣の

代わりに｢市が主治医意見書の内容(寝たきり度、

尿失禁の有無など)を確認した書類｣でも認められ

ていますので、必要な方は申請をお願いします。 

※｢市が主治医意見書の内容を確認した書類｣の発 

 行は、おむつ代の医療費控除を受けるのが２年 

 目以降に限ります。初めておむつ代の医療費控 

 除を受ける方は、医師が発行する｢おむつ使用 

 証明書｣が必要となります 

※主治医意見書の内容によっては、確認書の発行 

 ができない場合があります 

 

◆受付場所 市役所第二庁舎 ２階 介護保険課 

※申請者の印鑑を持参してください 

 

問 <認定書関係>市介護保険課  

          43-8338   30-0011 
    <税控除関係>市税務課  

          43-8192   44-9411 

認定区分 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) 認知症高齢者の日常生活自立度 

特別障害者に準ずる 

◇一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、 

 着替えにおいて介助を要する。 
◇屋内での生活は何らかの介助を要し、日 

 中もベッド上での生活が主体であるが、 

 座位を保つ。 

◇著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見ら 

 れ、専門医療を必要とする。 
◇日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難 

 さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 
◇日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難 

 さが見られ、介護を必要とする。 

障害者に準ずる 
◇屋内での生活はおおむね自立している 

 が、介助なしには外出しない。 
◇日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難 

 さが多尐見られても、誰かが注意していれば自立できる。 

非該当 
◇何らかの障害を有するが、日常生活はほ 

 ぼ自立しており、独力で外出する。 
◇何らかの症状を有するが、日常生活は家庩内および社会的 

 にほぼ自立している。 

確定申告などの際の障害者控除対象者の認定書を交付します 
 

年齢65歳以上の方で精神または身体に障害のある方は、障害者手帱などの交付を受けていなくても障害者に準

ずるものとして市町村長などの認定を受ければ、確定申告および住民税申告の際の障害者控除の対象となりま

す。介護保険の要介護などの認定を受けている方は、その調査記録などをもとに障害者控除対象者認定基準によ

り審査・判定を行い、該当する場合には｢障害者控除対象者認定書｣を交付していますので、必要な方は申請して

ください。障害者手帱の交付を受けている方は、その手帱により障害者控除の対象となりますので、申請の必要

はありません。 

 

◆認定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆認定基準日 所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介 

       護認定結果の｢認定調査票｣または｢主治医意見書｣をもとに認定します。 

◆受付場所 市役所第二庁舎 ２階 介護保険課 ※申請者の印鑑を持参してください 

 

問 <認定書関係>市介護保険課 43-8338   30-0011 
  <税控除関係>市税務課 43-8192   44-9411 

後期高齢者医療保険  

高額介護合算療養費の申請 
 

 医療費と介護サービス費の自己負担額(食費・住居費な

どを除く)の合計額が年間の基準額を超えた場合、基準額

を超えた分の額が支給されます。 

 支給対象となる方には、例年１月中旬に案内を郵送し

ていましたが、制度の改正により平成30年度から３月中

旬に郵送します。案内が届きましたら、申請をしてくだ

さい。 
 

問 市保険年金課 43-8326   43-2933 

心身に障害のある方へ 

自動車税減免申請の出張窓口開設 
 

 県では、身体障害者手帱、精神障害者保健福祉手

帱、療育手帱、戦傷病者手帱の交付を受けている方

のために使用する自動車で、障害等級が一定の要件

を満たし、障害者の方もしくは障害者の方と生計を

一にする方が所有する自動車について、自動車税お

よび自動車取得税を減免する制度を設けています。 

 減免申請は、管轄の県税事務所において年間を通

じて受け付けしていますが、次の日程で市に減免申

請の受付窓口を設置します。ご利用ください。 

 

◆受付日時 ２月１日(金)午前10時～正午 

             午後１時～４時 

 

◆受付場所 市役所第二庁舎 ３階 小会議室 

※新車、中古車新規登録に係る減免や自動車取得税 

 の減免は、登録日から30日以内に管轄の水戸ま 

 たは土浦県税事務所自動車税分室でお願いします 

 

◆必要な書類 

①障害者手帱など(コピー丌可) 

②運転者の運転免許証(コピー可・免許証両面) 

③納税義務者の印鑑(認印可) 

④自動車の車検証または納税通知書 

⑤生計を一にすることを示す書類(住民票など) 

⑥納税義務者の個人番号(マイナンバー)確認書類 

※減免の要件により手続きに必要な書類が異なりま 

 す。詳しくは、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 

平成30年度(後期) 

｢障害者就職面接会｣開催 
 

障害のある方を対象とした就職面接会を開催します。

ハローワーク筑西、下妻、古河、常総管内の事業所が参

加します。多数の参加をお待ちしています。 
 
◆日時 ２月14日(木)午後１時～３時30分 

◆場所 結城市民情報センター [結城市国府町1-1-1] 
 

問 申 ハローワーク下妻 職業紹介部門 

     43-3737   44-6564 

国民健康保険、後期高齢者医療制度の 

第三者行為による届け出のお願い 
 

国民健康保険や後期高齢者医療制度にご加入の方

が、交通事故など第三者の行為が原因の病気やけが

により保険証を使用する(使用した)場合は、届け出が

必要です。市役所保険年金課へご連絡ください。 
 
◆第三者行為とは 

相手がいる交通事故、他人の犬に噛まれた、他人 

に殴られたなど 

◎次のような場合も第三者行為となるため、届け出 

 が必要です。 

 誰かが運転する車に同乗中の自損事故、自身の過 

 失が大きい事故、相手が丌明の事故 

◎次のような場合は保険証が使えません。 

業務上の負傷や病気(労災保険の対象となります)、 

相手と取り決めや示談をしてしまった場合(示談内 

容によります)、けんかや泥酔による負傷など 
 

問 市保険年金課 

   <国民健康保険> 

        45-8124   43-2933 

   <後期高齢者医療制度> 

    43-8326   43-2933 
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｢小型家電リサイクル｣対象品目を 

拡大します 
 

使用済み小型家電の回収を市民の皆さまにお願いし

ているところですが、平成31年１月から、これまで

の対象17品目からさらに拡大して回収を開始しま

す。 

使用済み小型家電からリサイクルによって取り出さ

れる希尐金属を使用して、2020東京オリンピック・

パラリンピックの開催時に選手に提供されるメダルを

製作する計画(みんなのメダルプロジェクト)が実施さ

れています。 

現在の回収量では、メダル製作に必要とされる量が

確保できない状況にあります。 

家庩で使わなくなったビデオデッキ・ノート型パソ

コン・電動ミシン・電動工具・アナログ式のカーテレ

ビなども回収の対象とします。回収ボックスに入らな

い大きさのものは、市役所生活環境課(本庁舎２階)窓

口で預かります。 

使わなくなった家電製品を処分する場合は、リサイ

クル可能なものもありますので、市役所生活環境課に

お問い合わせください。 

 家電リサイクル法の対象になっている家電４品目

(エアコン、テレビ、冷蔵庨・冷凍庨、洗濯機・衣類

乾燥機)は、除きます。ご協力をお願いします。 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

市甴女共同参画推進事業 

｢パパとクッキング！ 

 ～おとう飯とつくろう！ 

 かんたんドライカレー～｣開催 

 

◆日時 ２月24日(日)午前９時30分～午後１時   

          (受付 午前９時～) 

◆場所 千代川公民館 調理実習室、レストハウス  

    [鬼怒230] 

◆対象 市内在住の小学生とその男性保護者 

◆定員 10組 20人程度 

※申込者多数の場合は抽選になります 

◆メニュー 

 ドライカレー、ワカメスープ、サラダ 

◆講師 田嶋 政美 氏 

◆参加費 １組 700円 

※お子さま２人目からは別途200円 

◆申込方法 

 電話またはFAXでのお申し込みください。 

※申込用紙は、市ホームページからダウンロード 

 できます 

◆申込期限 ２月８日(金)まで 

 

問 市民協働課 43-2114   43-1960 

市甴女共同参画推進講演会 

｢｢私らしく｣働くこと 

 ～家族が笑顔になれるごはん～｣開催 
 

｢私らしく｣働くこと、忙しい中でも家庩を支えるこ

つを講演します。講師は、料理教室の開催やコラム執

筆、レシピ提案などを行う菊地裕子氏です。お子さま

との参加も可能です。ぜひご参加ください。 
 
◆日時 ２月20日(水)午前10時～11時30分 

          (受付 午前９時45分～) 

◆場所 Ｗaiwaiドームしもつま わいわいハウス 

    [下妻丁91] 

◆対象者 子育て中の方、仕事への復帰を考えている 

     方、起業を考えている方、講演に興味があ 

     る方など 

◆講師 料理家/トータル・フードディレクター  

    菊地 裕子 氏 

◆定員 50人  

◆参加費 無料 

◆申込方法 

 申込用紙に必要事項を記入の上、市役所市民協働課 

 (本庁舎２階)窓口に提出または電話・メール・FAX 

 でお申し込みください。 

※申込用紙は、市ホームページからダウンロードでき 

 ます 

◆申込期限 ２月８日(金)まで 

※定員になり次第締め切り 
 

問 市民協働課 43-2114   43-1960   

    kyodo@city.shimotsuma.lg.jp  

フェイスブック 

いきいき茨城ゆめ国体 下妻市実行委員会 

“フェイスブック”随時更新中です 
 
 今年開催される茨城国体へ向けてのPR・イベン

ト活動や国体に関する情報などを写真や動画付きで

掲載しています。下妻市開催競技｢Ｅボート｣｢ソフ

トボール｣やイメージキャラクター｢いばラッキー｣

の魅力が、市民の皆さまをはじめ全国の方へ伝わる

よう、たくさんの｢いいね！｣や投稿記事のシェアを

お待ちしています。 

 市の国体ホームページも国体情報を随時更新中で

す。ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 市生涯学習課 45-8100   43-3519 

茨城国体 下妻市 

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 ２月20日(水)午前10時～午後１時 

◆場所 市役所千代川庁舎 1階 ロビー 

※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 

ビックカメラ女子ソフトボール高崎 

『ソフトボール教室』参加者募集 
 
 国内トップレベルチームであるビックカメラ高崎の

選手を講師に迎え、中学生および高校生の女子ソフト

ボール部員を対象にソフトボール教室を開催します。

この機会に、トップレベル選手の指導をぜひ体験しま

しょう。 

 教室は自由に見学できます。お気軽にお立ち寄りく

ださい。 
 
◆日時 １月27日(日)午前10時～正午 

          (受付 午前９時30分～) 

◆場所 千代川運動公園 野球場 [鬼怒257番地] 

◆対象 県西地区の中学校および高等学校の女子ソフ 

    トボール部員 

※申し込み多数の場合は調整する場合あり 

◆参加費 無料 

◆申込締切 １月18日(金)まで 

◆申込方法 

 参加申込書に記入の上、市役所生涯学習課国体推進 

 室(千代川庁舎２階)窓口でお申し込みください。 
 

問 申 市生涯学習課  

      45-8100   43-3519 

シモンちゃんバス利用促進事業 

『サポート事業所』募集 

 

市コミュニティバス｢シモンちゃんバス｣の利用促

進キャンペーンとして、３月15日～４月14日｢シ

モンちゃんバスに乗っチャオ2019春｣を実施しま

す。 

この事業は、バス利用による公共交通の利用促進

と地域経済の活性化を目的にしています。 

事業内容に賛同する飲食店、物品販売店や事業者

からの提供サービスを募集します。 
 
◆募集期限 １月31日(木)まで 

◆優遇措置の主な例 

 シモンちゃんバスの乗車証明書の提示により、 

 商品や飲食の割引(飲食店など)、修理費の割引 

 (設備店など)、ドリンクサービスなど 

◆申込方法 

 市ホームページまたは市役所企画課(本庁舎２階) 

 で募集要項をご確認の上、申請書に必要事項を 

 記入し提出してください。 

 

問 申 下妻市地域公共交通活性化協議会  

     事務局(市企画課内)  

     43-2113   43-1960 

水道に関する不審な電話や訪問に 

ご注意を 
 

最近、水道設備の点検や水質検査の実施などを理

由に訪問を行おうとする丌審な電話が発生していま

す。市役所上下水道課では、そのような点検や検査

などを業者に依頼していません。 
 

◆事例 

 ｢水道設備の点検を無料で行います｣、｢無料で水 

 質検査を行います｣など 
 

◎市役所上下水道課職員や市の委託業者は身分証明 

 書を携帯しています。丌審な訪問があった場合に 

 は、身分証明書の提示を求めて確認してくださ 

 い。 

 

問  市上下水道課 44-5311   44-5312  

ホームページ 



平成31年度 

真壁医師会准看護学院 一般入試実施 
 
◆試験日・試験科目 

◇２月22日(金) 国語・数学・作文 

◇２月24日(日) 面接 

◆試験会場 真壁医師会准看護学院 

      [筑西市二木成827-1] 

◆募集人員 40人 

◆修業年限 ２年間 

◆受験資格 中学校卒業以上の者 

◆出願期間 ２月４日(月)～20日(水) 

◆資料請求 真壁医師会准看護学院 
 

問 申 真壁医師会准看護学院 22-7702  

『リラックスヨガ教室』参加者募集 
 

寒くなり体が凝り固まっていませんか。気持ち

よく体を伸ばすストレッチを中心に、心と体の凝

りをほぐします。初心者から楽しむことができま

す。ぜひご参加ください。 
 
◆日時 ２月16日(土) 

    午前10時30分～11時45分 

◆場所 ふるさと交流館 リフレこかい  

    多目的ホール [大園木大園木251-1] 

◆受講対象 市内在住、在勤の方 

◆募集人数 先着20人 

◆参加費 300円(保険料含む) 

◆持ち物 

 ヨガマット(お持ちの方※無くても可)、タオ 

 ル、飲み物、ひざかけ(お休みのポーズのとき掛 

 ける)、羽織もの、靴下(ホールが寒いときのた 

 め)など 

◆申込方法 電話またはご来館の上、お申し込み 

      ください。 
 

問 申 ふるさと交流館 リフレこかい 

      30-0070   30-0070 

      ※水曜日は休館日 

｢ときめき婚活バレンタインパーティー｣開催 
 

◆日時 ２月３日(日)午前11時30分～午後３時30分 

      (受付 午前11時～) 

◆場所 しもだて地域交流センター アルテリオ  

    カフェブリーズ、研修ルーム [筑西市丙372] 

◆対象者 26～40歳の独身男女 各15人  

◆参加費 男性 5,500円 女性 2,000円 

◆申込締切 １月29日(火)まで 

◆申込方法 電話申し込み ※定員になり次第締め切り 

 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 

          25-2678   25-2678  

入札参加資格審査申請の受け付け実施 
 

市の建設工事、建設コンサルタントなどおよび物品製造などにかかる平成31・32年度の入札参加資格審査申

請の定期受け付けを次により実施します。 

◆提出書類 

【建設工事】 

①電算入力用紙 

②一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書 

③経営事項審査結果通知書の写し 

※社会保険など加入状況要確認 

④建設業法第３条第１項の規定による許可証明書の写し 

⑤営業所一覧表 

⑥工事経歴書(直前２年間の工事実績) 

⑦技術者経歴書(技術者名簿など)または各種合格証の写し 

⑧営業用機械器具調書 

⑨委任状(支店、営業所などに権限を委任する場合) 

⑩登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

⑪主要取引金融機関名届出書 

⑫使用印鑑届 

⑬印鑑証明書  

⑭建設業退職金共済事業加入履行証明書  

⑮直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

⑯直前１年分の財務諸表または決算書 

⑰特別徴収実施確認書(市内に本店を有する事業者のみ) 
 
【建設コンサルタントなど】 

①電算入力用紙 

②一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書 

③登録証明書(登録または許可を得ている業務) 

④営業所一覧表 

⑤測量等実績調書(直前２年間の実績) 

⑥技術者経歴書(技術者名簿など)または各種合格証の写し 

⑦委任状(支店、営業所などに権限を委任する場合) 

⑧登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

⑨主要取引金融機関名届出書 

⑩使用印鑑届 

⑪印鑑証明書 

⑫直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

⑬直前１年分の財務諸表または決算書 

⑭特別徴収実施確認書(市内に本店を有する事業者のみ) 

申請内容 ファイルの色 

建設工事 ブルー 

建設コンサルタントなど ピンク 

物品製造(役務の提供)など イエロー 

【物品製造など】 

①電算入力用紙 

②一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書 

③物品納入経歴書(直前２年間の納入実績) 

④特約店・代理店認可証明書(特約店または代理店

である場合は証明書の写し) 

⑤委任状(支店、営業所などに権限を委任する場合) 

⑥登記簿謄本(個人の場合は代表者の身分証明書) 

⑦主要取引金融機関名届出書  

⑧使用印鑑届 

⑨印鑑証明書 

⑩直前の納期到来分までの納税証明書の写し 

⑪直前１年分の財務諸表または決算書 

⑫特別徴収実施確認書(市内に本店を有する事業者 

 のみ) 

※公的機関が発行する書類は、登録申請書の提出日 

 以前３カ月以内のものとする 
 
◆受付期間 ２月１日(金)～22日(金) 

      午前９時～正午、午後１時～５時 

※土・日曜日、祝日を除く 

◆受付場所 市役所本庁舎 ２階 財政課契約検査係 

◆提出方法 A4ファイル左とじ 

 

 

 

 

※郵送可(期限内必着) 

※表紙に｢平成31・32年度入札参加資格審査申請 

 書｣および｢商号｣、背表紙に｢商号｣を記載してく 

 ださい 

※ファイルは留め具が金具でないものを使用してく 

 ださい 

※市ホームページから要項および申請書など様式が 

 ダウンロードできます 
 

問 市財政課 43-2267   43-4214 

期間 申請する事業の実施期間 審査会 申請締切日 

第１期 
４月１日～ 

平成32年３月31日  
３月中 ２月28日(木) 

第２期 
９月１日～ 

平成32年３月31日 
８月中 ７月31日(水) 

第３期 
平成32年１月１日～ 

３月31日 
12月中 11月29日(金) 

地域の絆づくり応援隊 

地域福祉助成事業の申請を受け付けています 
 
 皆さまからの赤い羽根共同募金を財源に、住民参加に

よる住みよいまちづくり活動の支援と、赤い羽根共同募

金の有効活用、透明性の確保を目的に地域福祉助成事業

を実施しています。 
 
◆対象団体 

 地域福祉の推進、住みよいまちづくりを目的に活動を 

 行う非営利団体(ボランティア団体、自治会、NPO法 

 人、当事者団体など) 

◆助成金額 

 １団体につき総事業費の80％以内かつ20万円(１年度 

 内)を限度とします。 

※活動を行うために新たに組織された団体の初回申請分 

 の自己資金は丌要です 

※同一団体が同一事業を行う場合は、３カ年(通年事業と 

 して３回)を限度とします 

◆申請時期 

 

 

 

 

 

 
 
◆昨年助成した団体と事業名の一例 

①社協高道祖支部(たかさいふれあいの集い) 

②下妻いいとこ案内人の会(ユニホーム製作事業) 

③上町第４自治会自主防災組織(災害時の電源確保事業) 

④Shi♥Shimai(ししまい)(春の女子会2018) 

⑤社協上妻支部(かみつま朝市開催事業) 

⑥平成30年度下妻市PTA連絡協議会(防犯対策事業ス 

 テッカー作成) 

※平成30年度は、12団体に助成しました 

◆申込方法 まずは、直接来訪または電話でご相談くだ 

      さい。 
 

問 下妻市社会福祉協議会  

   44-0142   44-0559 

旧陸海軍の史料はありませんか 
 
 茨城郷土部隊史料保存会では、旧陸海軍に関す

る貴重な史料を収集・保存し、展示することで、

戦争の惨禍と平和の尊さを考える場を提供してい

ます。 

旧陸海軍に関する遺品や写真などの史料をお持

ちの方は、ご連絡をお願いします。 
 

問 茨城郷土部隊史料保存会 

        029-254-3520    

         029-254-3520 

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日 

第３回追加選考試験・M3 １月25日(金)～２月7日(木) ２月13日(水) ２月15日(金) 

第４回追加選考試験・M4 ２月８日(金)～21日(木) ２月27日(水) ３月１日(金) 

第５回追加選考試験・M5 ２月22日(金)～３月14日(木) ３月18日(月) ３月19日(火) 

『茨城県立筑西産業技術専門学院』学院生募集(追加選考) 
 
◆募集科名 機械システム科、電気工事科、金属加工科 

◆日程 

 

 

 

 

※機械システム科および電気工事科の試験区分は第３回～第５回、金属加工科の試験区分はM3～M5となります 

※入学生が定員に達した場合、以後の試験は実施しません。試験の実施状況は出願前にお問い合わせください 

◆年間授業料 118,800円(金属加工科は無料) 

※学院の見学は随時可能です。参加希望日の３日前までにお申し込みください 
 

問 申 茨城県立筑西産業技術専門学院 24-1714   25-6071 
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｢甲種防火管理新規講習会｣開催 
 
◆日時 ２月28日(木)、３月１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 

 ２月１日(金)～22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、直接申し込みとなります。 
 

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  

名称 所在地 構造 規格 募集戸数 

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(A103、C103、C202、D203) 

新石堂 小島1102番 鉄筋コンクリート造 ３階建て ３K、２LDK ３戸(C103、C302、C304) 

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

小島西側 小島33 木造 ２階建て ３DK １戸(A3) 

『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。 
 
◆募集住宅の概要 

 

 

 

◆募集期間 １月17日(木)～２月５日(火) 

※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 

◆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 ３月下旬以降 

◆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 

｢ご近所パワーで助け合いおこし 

 ～ボランティアで豊かな人生を～｣開催 
 
近頃は、昔のように隣近所がよく知った間柄とい

う関係は薄くなってきています。そこで、改めて

｢つながり｣や｢絆｣の大切さと元気な地域づくりにつ

いて一緒に考えてみませんか。皆さまの参加をお待

ちしています。 
 
◆日時 ２月27日(水)午後１時30分～３時30分    

          (受付 午後１時～) 
 
◆場所 福祉センター 砂沼荘 [下木戸493-6] 
 
◆講師 住民流福祉総合研究所所長  

    木原 孝久 氏 
 
◆申込方法 電話でお申し込みください。 
 
◆申込締切 ２月22日(金)まで 

 

問 申 下妻市社会福祉協議会  

     44-0142   44-0559    

市土砂等による埋立て条例 
 

｢市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する

条例｣について、次のとおり運用しています。 

 

◆適用となる埋立て等面積 

 5,000㎡未満の事業全て 

※5,000㎡以上の事業は県へ申請 

◆搬入する土砂等 

◇県内から発生した土砂等で一時保管場所(ストッ 

 クヤード)を経由しないもの 

◇｢土壌の汚染に係る環境基準(29項目)｣に加え、水 

 素イオン濃度(pH値)の基準をクリアしたもの 

◇｢改良土｣の禁止 

◆罰則の強化 

 ２年以下の懲役又は100万円以下の罰金 

◆この条例から適用除外される事業 

◇他の法令により許可・認可・確認などを受けて行 

 う事業 

◇同一敷地内における土砂の移動 

◇家庩菜園の管理、駐車場の修繕など 

◇その他 

◆許可基準 

◇申請者の欠格事項に関する基準 

◇過積載車両、丌正改造車両の禁止 

◇その他 

※本内容は、市ホームページでもご覧になれます。 

 トップページ｢くらし・手続き｣から｢ごみ・リサ 

 イクル・環境｣と進んでください 

◆土砂等埋立て審査会 

◇申請書提出期限 

 毎月15日、午後５時15分まで(15日が閉庁日の 

 場合は、14日以前の開庁日) 

◇審査会開催日 申請月の翌月15日以降 

 

問 市生活環境課  

   43-8234   44-7833 

『市民卓球大会』参加者募集 
 
◆日時 ２月24日(日)受付 午前８時30分～ 

             開会 午前９時 
 
◆場所 千代川中学校 体育館 [鎌庩2777] 
 
◆種目 ダブルス(男子ダブルス・女子ダブルス) 

※男女混合の場合は、男子ダブルスの部に出場 
 
◆参加資格 

小学生以上で次の項目のいずれかに該当する方 

①市内に在住・在勤または在学の方 

②市内の卓球クラブに加入している方 

③市内の中学校または高校を卒業した方 

④大会本部が出場を認める方 

※ペアの内１人でも上記の条件を満たしていれば参加 

 可能 
 
◆試合方法 予選リーグ後、決勝トーナメント 
 
◆参加費 １ペア2,000円(中学生以下は１ペア600円) 

※当日徴収します 
 
◆申込先 

 〒304-8555[鬼怒230番地] 

 下妻市教育委員会 生涯学習課(千代川庁舎２階) 

 45-8997   43-3519 
 
◆申込方法 所定の申込書(男女別用紙)に記入の上、 

      FAXまたは郵送してください。 

※申込書は、市役所生涯学習課にあります 
 
◆申込締切 ２月８日(金)まで ※必着 
 
◆その他 試合当日のペアの変更は、理由にかかわらず 

     一切受け付けません。ご了承ください。 
 

問 下妻市卓球協会 

  090-1503-6390(桜井)   54-4338  

｢全国一斉生活保護110番｣開催 
 

茨城青年司法書士協議会では、全国司法書士協議

会との共催により、生活保護に関する無料電話相談

会を開催します。 

 

◆日時 １月27日(日)午前10時～午後４時 

◆相談方法 司法書士による電話相談 

◆電話番号(フリーダイヤル) 0120-052-088 

※相談料無料、秘密厳守、事前予約丌要 

 

問 茨城青年司法書士協議会 

    0291-32-2646   0291-33-6807 

不要になったスプレー缶・カセットボンベ缶の

ガス抜きと排出方法 
 

 12月に北海道において、消臭スプレーの誤ったガ

ス抜きの方法により重大な事故が発生しました。 

 スプレー缶・カセットボンベ缶は中身を必ず使い

切った後、屋外で専用工具もしくは代用可能な物を使

用し、穴を開けてから、｢丌燃ごみ｣として出してくだ

さい。 

誤ったガス抜きの方法や排出が原因によるけがや住

宅の火災、収集車の荷室内での火災が発生することが

あります。安全な方法で、必ず穴を開けてから排出し

てください。 

 

 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833  



売却 
区分 
番号 

所在 地番 
財産 
種別 

地積(㎡) 
見積 
価額 

(万円) 

公売 
保証金 
(万円) 

30-

225  

本城町 

一丁目  

18番 

宅地  

170.80 

900  90  

19番 200.64 

20番 133.39 

21番２ 81.20 

21番３ 27.39 

23番２ 3.90 

不動産公売に参加してみませんか 
 

茨城租税債権管理機構では、一般の方も参加できる入札

により市税などの滞納処分のため差押している財産の公売

を実施します。 
 
◆日時 ２月５日(火)午後１時20分～２時20分  

             (受付 午後０時50分～) 

◆場所 茨城県水戸合同庁舎 ２階 大会議室 

    [水戸市柵町一丁目３番１号] 

◆公売丌動産 下表に市内の案件のみ記載 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※上記案件の詳細および市外の案件は、直接お問い合わせ 

 ください 

※中止になる場合もありますので、事前にお問い合わせく 

 ださい 
 

問 申 茨城県租税債権管理機構  

     029-225-1221   029-225-1600 

就職に向けた第一歩をハローワークで 
 

ハローワークは、仕事探しのお手伝いをする公的機関で

す。仕事探しで困っていることはありませんか。地元で就

職を希望する高校、専門学校、短大、大学生などの皆さま

も大歓迎です。皆さまのお越しをお待ちしています。 
 
◆次のような支援を行います 

◇仕事探しを窓口で一緒に行います。 

◇求人募集で気になることは会社にすぐ確認します。 

◇面接に丌安のある方へのアドバイスを行います。 

◇地元企業の求人票だけでは分からない会社の情報(仕事 

 風景・雰囲気など)を提供します。 

◇地元で正社員就職を希望する学生さんも応援します。 

◇東京、千葉、埼玉などの全国の求人募集を紹介します。 
 

問 筑西公共職業安定所 下妻出張所(ハローワーク下妻) 

   43-3737   44-6564 

   ※午前８時30分～午後５時15分(土・日曜日、祝日 

    を除く) 

特定最低賃金名 時間額 効力発生日 
鉄鋼業 916円 

12月31日 

はん用機械器具、生産用機械器

具、業務用機械器具製造業 
880円 

計量器・測定器・分析機器・試

験機・理化学機械器具、医療用

機械器具・医療用品、光学機械

器具・レンズ、電子部品・デバ

イ ス・電 子 回 路、電 気 機 械 器

具、情報通信機械器具、時計・

同部分品製造業 

877円 

各種商品小売業 849円 

茨城県特定最低賃金が改正されました 
 

 特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用さ

れる特定最低賃金が、次のとおり改正決定されまし

た。労使双方が合意した上で特定最低賃金額未満の賃

金で労働契約を結んだ場合でも、その賃金は無効とさ

れ、特定最低賃金が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 茨城労働局 賃金室  

   029-224-6216   029-224-6273 

 筑西労働基準監督署  

 22-4564   22-4580 

｢元気いばらき就職面接会｣開催 
 

 若年者や離職され求職中の方などを対象に、合同

就職面接会を開催します。複数の企業の人事担当者

と直接お会いできるチャンスです。履歴書を複数枚

持参の上、ぜひご参加ください。 

 

◆日時 １月24日(木)午後１時30分～３時30分 

          (受付 午後１時～) 
 
◆場所 茨城県土浦合同庁舎 本庁舎３階 第１会議室  

    [土浦市真鍋5丁目17番26号] 
 
◆対象者 現在、お仕事をお探しの方 

※参加費無料、事前申し込み丌要 

※雇用保険の求職活動実績になります 
 
◆参加事業所数 約20社 
 
◆実施方法 

 会場内に事業所ごとにブースを設置し、各事業所 

 の採用担当者と求職者が一同に会し、対面方式に 

 より面接選考や企業説明を行います。 

 

問 いばらき就職支援センター 県单地区センター 

   029-825-3410   029-825-3411  
石綿による疾病の補償・救済 
 
 中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として

石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認

められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保

険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給さ

れます。 

 石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年

月を経て発症することが大きな特徴です。中皮腫など

で亡くなった方が過去に石綿業務に従事されていた場

合には、労災保険給付などの支給対象となる可能性が

あります。まずは、お気軽に機関へご相談ください。 
 
◎制度のご案内は、厚生労働省ホームページ(http:// 

 www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy 

 ousei/rousai/120406-1.html)でもご覧になれま 

 す。 
  

問 茨城労働局 労働基準部労災補償課  

       029-224-6217   029-224-6283 

   筑西労働基準監督署  

   22-4564   22-4580  

茨城県陶芸美術館 企画展 

｢愛のヴィクトリアン・ジュエリー｣開催 
 

 ヴィクトリア女王が在位した19世紀は、イギリス

の歴史の中でも最も輝かしい時代でした。当時の

ジュエリーや生活様式は、今日でも人々を魅了して

います。 

 本展では、英国王室にまつわる宝飾品や著名なコ

レクションを中心に、この時代のジュエリーを展示

します。また、当時のウェディングの装いや豪華な

銀器を使ったアフタヌーンティーのテーブルセッ

ティング、繊細な模様のアンティーク・レースの展

示を通して、華麗なる英国文化の粋を紹介します。 
 
◆開催期間 ３月10日(日)まで 

◆開館時間 午前９時30分～午後５時 

※入館は午後４時30分まで 

◆入館料 ◇一般     720円(570円) 

     ◇満70歳以上 360円(280円) 

     ◇高大生    510円(410円) 

     ◇小中生    260円(210円) 

※( )内は20人以上の団体料金 

※障害者手帱、療育手帱などをお持ちの方は無料 

※土曜日は高校生以下無料(長期休業日を除く) 

◆休館日 月曜日  

※祝日の場合は開館し、翌日が休館 
 

問 茨城県陶芸美術館  

       0296-70-0011   0296-70-0012  

下館税務署で 

確定申告書を作成する方へ 
  
 所得税・個人消費税・贈不税の確定申告会場

を次のとおり開設します。確定申告会場の開設

期間前は、相談スペースが限られているため、

長時間お待ちになる場合があります。 
 
◆開設期間 ２月18日(月)～３月15日(金) 

※土・日曜日を除く 
 
◆相談受付時間 

 午前８時30分～午後４時 

 (申告書の提出は、午後５時まで) 
 
◆相談開始 午前９時～ 

※申告書の作成には時間を要しますので、お早 

 目にお越しください 

※相談内容が複雑な場合は、午後３時ごろまで 

 にお越しください。相談が午後５時を過ぎる 

 場合には、再度、来訪をお願いすることがあ 

 ります 

※駐車場は混雑しますので、公共交通機関をご 

 利用ください 
 
◆その他 

◇国税庁ホームページ｢確定申告書等作成コー 

 ナー｣を利用すると自宅などで確定申告書の作 

 成ができます。e-Taxで送信、書面で印刷し 

 て送付のいずれかでご提出ください。 

◇｢ID・パスワード方式の届出完了通知｣をお持 

 ちの方は、平成31年１月から、｢確定申告書 

 等作成コーナー｣で確定申告書を作成する際、

IDとパスワードを入力すればe-Taxで申告す 

 ることができます。ぜひご利用ください。 

◇｢確定申告書等作成コーナー｣の操作や確定申 

 告に関するご質問・ご相談は、まずは、国税 

 庁ホームページで検索または電話でお問い合 

 わせください。 
 
<e-Tax・作成コーナーの操作などに関する問い  

 合わせ> 

 e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 

 0570-01-5901 

 ※受付時間 午前９時～午後５時(土・日曜日、 

  祝日を除く) 
 

問 下館税務署 24-2121 

広報しもつま 

『ほっとレポ・ライン』掲載希望者募集 
  
◆対象年齢 市内在住の方 

◆掲載内容 身の周りで起きた出来事など 

◆提出書類 写真および原稿(400～800字程度) 

 ◎詳しくは、お問い合わせください。 
  

問 申 市秘書課 43-2112   43-1960  


