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開設課 業務内容 

市民課 

◇住民票・住民票記載事項証明書・軽自動車 

 税用住所証明書・印鑑証明書の交付 
◇戸籍謄抄本・附票の謄抄本(現在戸籍に関 

 するもののみ)・身分証明書・独身証明書 

 の交付 
◇印鑑登録に関する業務 
◇転入・転出・転居などの住民異動に関する   

 業務 
◇通知カード・マイナンバーカードに関する  

 業務 
◇戸籍届出書の受領(死亡届を除く) 
※戸籍に関する相談は、昼の開庁時間にお越 

 しください 

税務課 

◇税証明の交付 
 固定資産評価証明、所得証明、納税証明、 

 完納証明、公租公課証明、公課証明、課税 

 証明、非課税証明、現況証明、所在証明 

収納課 
◇納税相談および収納に関する業務 
※最終日曜日実施の納税相談は、今まで通り 

 実施しています 

保険年金課 

◇国民健康保険に関する業務 
◇国民年金に関する業務 
◇後期高齢者医療に関する業務 
◇医療福祉制度に関する業務 

子育て支援課 ◇児童手当に関する業務 

福祉課 

◇特別児童扶養手当に関する業務(住民異動  

 に係る業務のみ) 
◇障害児福祉手当に関する業務(住民異動に 

 係る業務のみ) 
◇自立支援医療(精神通院)に関する業務(住 

 民異動・国保資格異動に係る業務のみ) 

夜間窓口をご利用ください 
  

市では、夜間窓口を開設して次の業務を行っていま

す。通常の時間帯に来庁が困難な方は、ご利用くださ

い。 

  

◆開設日・時間  

◇毎月第１・３木曜日(閉庁日を除く) 

◇午後５時15分～７時 
 
◆開設場所 市役所本庁舎および第二庁舎 
 
◆業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

※他市町村に照会が必要な場合など、内容によっては 

 取り扱いできないものもあります。事前に業務を取 

 り扱う各担当課へお問い合わせください 
  

問 市民課 43-8196   43-2933 

 市税務課 43-2294   44-9411 

 市収納課 43-8274   44-9411 

 市保険年金課 45-8124   43-2933 

 市子育て支援課 45-8120   30-0011 

   市福祉課 43-8352   43-6750  

平成30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 
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 ２ １ 
証明書関係 
課税資料 

保健福祉部 １ ０ 申請書添付資料 
経済部 － － －  
建設部 － － － 
会計課 － － － 
小計 ３ １ － 

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 １ － 

不服申し立ての件数 ０ 

公開請求処理件数 ３ 
公開決定の件数 １ 
部分公開決定の件数 ０ 
非公開決定の件数 ０ 
取り下げ ２ 

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 

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 １ １ 固定資産関係 
保健福祉部 － － － 
経済部 １ １ 補助金関係 
建設部 － － － 
会計課 － － － 
小計 ３ ３ － 

教育委員会 ３ 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 ６ ５ － 

公開請求処理件数 ６ 
公開決定の件数 １ 
部分公開決定の件数 ４ 
非公開決定の件数 ０ 
取り下げ １ 

不服申し立ての件数 ０ 

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 

問 市総務課 43-2116   43-4214 

自動車税の期限内納付にご協力を 
 

 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(金)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(金))までとなります。ご注意

ください。詳細は、筑西県税事務所までお問い合わせ

ください。 

 

問 茨城県筑西県税事務所 収税第一課 

   24-9190   25-0650 

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)までお越しください 
 
◆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(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(金)まで ※期限厳守 

◆持参する物 

納税通知書(５月中旬に送付)、運転免許証(運転す 

る方)、障害者手帳など(３月31日までに交付され 

たもの)、車検証、印鑑、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。詳しくは、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１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 申 
<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 



木造住宅耐震診断士派遣事業実施 
 

 住宅の耐震診断を行います。 

 

◆申込期間 ５月20日(月)～９月30日(月) 

◆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 

 宅のみが対象となります。 

◆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)にお申し込みください。お申し 

 込みの場合は、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 ５件 ※原則先着順 

◆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、事業申し込みをしていない方に対する派遣 

 やあっせんなどは行っていません。 

◇診断士がご自宅に訪問する際は、｢茨城県木造住宅 

 耐震診断士認定証｣を携帯しています。ご確認くだ 

 さい。 

 

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 ３件 

原則、 

先着順 耐震改 

修工事 
費用の 

1/3以内 
30万円 ３件 

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20日(月)～10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、令和２年２月末日までに工事が完了するこ 

 と。 

◇その他にも要件があり、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、市役所 

 建設課(第二庁舎２階)にお申し込みください。 

◆助成割合など 

 

 

 

 

 
       

問 申 市建設課 45-8127   43-2945 

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、平成30年度下期に実施した小貝川、鬼怒川、糸繰川、砂沼の水質検査の結果を公表しま

す。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 2月13日(水))              ◆鬼怒川(採水日 2月15日(金)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆糸繰川(採水日 1月24日(木))              ◆砂沼(採水日 2月13日(水)) 

 

 

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 
8.1 8.0 8.0 8.0 

BOD 
2 

以下 
1.8 1.0 2.0 1.9 

SS 
25 

以下 
13 12 10 11 

DO 
7.5 

以上 
15.3 14.0 13.0 14.3 

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 
7.6 7.5 7.3 

BOD 
2 

以下 
1.1 1.3 1.2 

SS 
25 

以下 
４ ４ ４ 

DO 
7.5 

以上 
12.7 11.7 11.9 

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 7.7 7.6 7.7 

BOD 
5 

以下 
10.4 2.8 2.4 4.6 

SS 
50 

以下 
11 10 10 24 

DO 
5 

以上 
11.9 9.8 9.7 11.0 

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 
7.6 7.9 7.9 

BOD 
8 

以下 
2.9 2.4 2.4 

SS 
100 

以下 
15 ８ ８ 

DO 
2 

以上 
10.9 13.8 13.5 

＜用語解説＞ 

※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(鬼怒川から導水した河川水)の基準を参考としまし 

 た 
 
   

 ◇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2㎜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 

『清掃作業員』(臨時職員)募集 
 

問 市総務課 43-2120   43-4214 

募集職種 清掃作業員(臨時職員) 
募集人員 1人 
業務内容 砂沼広域公園の清掃作業業務 
応募資格 特になし 
勤務地 砂沼広域公園 

勤務時間 
午前８時15分～午後5時(休憩60分) 
※ローテーションによる週5日勤務(土・日曜 

 日、祝日勤務有り) 

賃金など 

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

雇用期間 
6月3日～9月30日(勤務状況により更新有り。

ただし雇用期間は最長で令和2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23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、祝日を除く午前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) 

５月は赤十字運動月間です 

活動資金支援にご協力を 
 
日本赤十字社では５月８日の世界赤十字デーに合わ

せ、毎年５月を赤十字運動月間としてキャンペーンを

実施しています。当キャンペーンでは、国民の皆さま

に、赤十字の理念や活動にご賛同してもらい、活動資

金として年間500円以上のご協力をお願いしていま 

す。 

昨年度は、活動資金(寄付)を財源に、西日本豪雨災

害や北海道胆振東部地震災害において、救護班などを

派遣し、被災者支援を行いました。 

日常的には、救急法などの普及、ボランティアの養

成や青少年の育成などを行っています。このような赤

十字活動を継続して行うため、活動資金にご協力をお

願いします。 

 

問 申 市福祉課 43-8249   43-6750 
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市立図書館 蔵書点検などに伴う休館 
 

市立図書館では、蔵書の状況や紛失資料などの調査の

ため集中的に休館し、図書館内にある全ての資料の点検

作業を行います。 
 
◆特別整理期間(休館) ６月10日(月)～20日(木) 
 
※休館日でも図書のご返却のみ、返却ポストを利用でき 

 ます。ただし、CDやDVDなどAV資料の返却がある 

 場合は、返却ポストは利用できません。AV資料の返 

 却は、開館日に直接カウンターへご持参ください。 
 

問 市立図書館 43-8811   43-8855 

｢楽しく広がる語りの世界｣ 
 

下妻市出身のストーリーテラー(語り手)をお招き

して、｢語り｣の世界を楽しみましよう。 
 
◆日時 ６月２日(日)午前10時30分～ 

◆場所 市立図書館 ２階 映像ホール 

◆講師 末吉 正子 氏(ストーリーテラー) 

    下妻市生まれ。千葉県佐倉市在住。日本全 

            国はもちろん海外からの依頼も多く出演も 

    多数。著書｢お話とあそぼう｣他多数。 

◆参加費 無料 ※先着50人 

◆申込方法 市立図書館カウンターまたは電話にて 

      お申し込みください。 

◆主催 県西地区読書をすすめる協議会 
 

問 申 市立図書館  

     43-8811   43-8855 

｢農用地区域の除外・編入｣申し出受け付け 
 

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３日(月)～６月28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 

製造業を営む皆さまへ 

工業統計調査を実施します 
 

2019年工業統計調査(2018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 

第59回茨城県｢母親大会｣開催 
 
◆日時 ６月２日(日)午前10時～午後４時 

          (受付 午前９時30分～) 

◆場所 常陸大宮市民文化センター ロゼホール 

    [常陸大宮市中富町3135-6] 

◆講演 ｢幸せの経済への帰り道～求められる政策の 

    正しいあり方～｣ 

◆講師  

 同志社大学大学院教授 浜 矩子 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) 

健康講座 

『自分と大切な人をタバコから守るために 

～新型・加熱タバコの真実～』参加者募集 
 

禁煙外来専門医と歯科医師から、利用者の8割が

成功している禁煙治療や3年前から日本で販売され

ている加熱タバコの最新情報をわかりやすくご説明

します。また、市で昨年から開始した禁煙外来治療

費助成についてご紹介します。ぜひご参加くださ 

い。 
 
◆日程 ６月16日(日) 

    午後1時30分～3時(受付1時15分～) 

◆会場 千代川公民館 ホール 

◆内容  

◇講演1 ｢自分と大切な人をタバコから守るために 

     ～新型・加熱タバコの真実～｣ 

     無煙世代を育てる会代表  

     平間病院 院長 平間 敬文 先生 

◇講演2 ｢タバコとお口の健康との関係｣ 

無煙世代を育てる会 歯科医師 

◇お知らせ 市禁煙外来治療費助成事業の利用方法 

      と実績について 

◆参加費 無料 

◆定員 150人 

◆対象者 市内・市外問わず 

◆申込期限 ６月７日(金)まで 

※この教室は、しもつま元気ポイント対象事業で 

 す。しもつま元気ポイントカードをお持ちの方 

 は、当日お持ちください 
 

問 申 市保健センター 
     43-1990   44-9744 

医療機関名 電話番号 
軽部病院 44-3761 
菊山胃腸科外科医院 44-2014 
坂入医院 43-6391 
とき田クリニック 44-3232 
中山医院 43-2512 
平間病院 43-5100 
三津山クリニック 48-9131 

特定健康診査｢医療機関健診｣実施 
 
｢医療機関健診｣は、下妻保健センターで実

施している集団健診の日時では都合が合わな

い場合や、通院中に特定健診を受けたい方な

ど、自分の都合の良いときに受けたい方にお

勧めです。 

 

◆受付期限 令和２年３月31日(火)まで 

 

◆対象者  

 40～75歳未満(国民健康保険加入者) 

※今年度中に｢集団健診｣を受診した方は、医 

 療機関健診の受け付け不可 

 

◆自己負担額 1,500円 

 

◆検査項目 

◇基本項目  

 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) 

◇医師が必要と認めた場合の追加項目  

 眼底検査、心電図検査、貧血 

 

【市内医療機関】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市外については、お問い合わせください 

 

◆受診方法  

 ご希望の医療機関にてご予約の上、①国民 

 健康保険証②受診券③自己負担金を持参 

   し、受診してください。 

※受診券は４月末に発送しています 

  

問 市保険年金課  

   45-8124   43-2933 

   市保健センター  

       43-1990   44-9744 

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11日(火)午前10時～午後４時 

◆場所 市役所本庁舎 １階 市民ホール 

※400ml献血優先 

※献血カードをお持ちの方は献血可能日をお確かめくだ 

   さい 
 

問 市保健センター   

   43-1990   44-9744 

下妻市民文化会館および下妻公民館を閉 

館します 
 

施設の老朽化により令和２年1月末をもって下妻市

民文化会館および下妻公民館を閉館します。 

長い間ご利用くださった、たくさんの方に感謝しま 

す。貸館利用は、次のとおりです。 
 

◆貸館利用期限 ◇下妻市民文化会館 12月末まで 

        ◇下妻公民館 令和２年1月末まで 
 

問 下妻市民文化会館について 

   市生涯学習課 45-8995   43-3519 

   下妻公民館について 

   千代川公民館44-3141   44-7842 



国保・医療・介護なんでも電話相談室 
 

国民健康保険や医療・介護の問題で困っているこ

と、相談したいことはありませんか。皆さまがお困り

の問題のご相談にのります。お気軽にお電話くださ 

い。 
 

◆日時 6月8日(土)午前９時30分～午後０時30分 

◆受付電話番号 

 029-228-0600 029-228-0602 

◆回答者 ケアマネジャー、ケースワーカー、医療・ 

     福祉祉団体のスタッフ 

◆相談料 無料 

◆受付相談内容  

 医療や介護サービスの利用で困っていること、費用 

 や保険料負担で困っていること、負担軽減策など 
 

問 茨城県社会保障推進協議会(担当 木村)  

 029-228-0600   029-228-0602 

｢初心者健康麻雀教室｣開催 
 

ゆいの会では、毎週健康麻雀(賭けない・飲まない・

吸わない)を実施しています。 

今回、次のとおり初心者向けの教室を開催します。 

今まで麻雀牌を触ったこともない人でも基礎から学

ぶことができます。女性優先となりますが、経験のあ

る男性であっても身体機能の衰えなどにより、リハビ

リとして麻雀に再挑戦したい人も歓迎します。 

頭を使って、仲間と楽しむことができる、介護予防

にも最適な健康麻雀にチャレンジしてみませんか。 

 

◆日時 6月4日、11日、18日、25日、 

    7月２日、９日、16日、23日  

    毎週火曜日 午前10時～正午 全8回 

◆場所 株式会社あおば内 あおば教室[南原124-1]  

◆定員 先着8人 

◆参加費 全日程合計で2,000円 

 

問 申 NPO法人ゆいの会 

     080-2145-7022(高島) 

       

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 
 

市役所介護保険課では、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、自宅でも手軽に出来る

軽運動(約１時間程度)です。 

 

◆日時 各地区毎月１回(４月・８月を除く) 

    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 

◆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 

『応急手当普及員』募集 
 
◆応募資格   

◇年齢20歳以上65歳未満で健康な方 

◇応急手当普及員の資格を有し、週１回以上活動でき 

 る方 

※資格のない方は、消防本部主催の3日間の講習を受 

 講して資格の取得をお願いします 
 
◆講習日時 6月22日(土)、23日(日)、29日(土) 

      午前８時30分～午後５時30分 

      3日間 合計24時間の受講 
 
◆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7日(金) 
 
◆応募方法 詳細は、消防本部救急課までお問い合わ 

      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(担当 飯田、松島) 

   0280-47-0125 

    0280-47-0075 

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～午前11時30分 午後1時30分～3時 
5月14日(火) 

下妻保健 
センター 

柳原・谷田部・山尻・肘谷・樋橋 平方・江・黒駒・柴・前河原 
15日(水) 高道祖 桐ヶ瀬・赤須・尻手・渋井 
16日(木) 半谷・南原・大木 高道祖 
17日(金) 袋畑・古沢・二本紀・今泉・中居指 小島 
21日(火) 下宮・数須・筑波島・下田・中郷 若柳・神明 

６月３日(月) 大宝・横根・平川戸 大串・堀篭 
４日(火) 

千代川 
公民館 

大園木・鯨・見田・唐崎・長萱・伊古立 加養・亀崎・新堀 
５日(水) 田下・下栗・本宗道・宗道 原・羽子・鬼怒・渋田 
６日(木) 鎌庭・別府 皆葉・五箇・村岡 

６月７日(金) 
下妻保健 
センター 

平沼・坂井・比毛 北大宝・福田・下木戸 

対象者 検査項目 健診料金 自己負担金 

◇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) 

8,272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 

心電図・眼底（両眼）・貧血検査 3,560円 2,150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、令和2年３月31日時点(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、お問い合わせくだ 

 さい。 

※75歳以上で心電図・眼底・貧血検査をすべて受診する方の自己負担額は、税率変更に伴い、10月１日以降の金 

 額が変更になる場合があります 
 
※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７日(金)、９月６日(金)、11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。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 

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 
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｢市民清掃デー｣・｢いきいき茨城ゆめ国体ク

リーンアップ運動｣実施 
 
◆日時 ６月２日(日)午前８時～ 

※小雨決行 

※荒天の場合は６月９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積極的な取り組み

をお願いします。 

◎９月に開催予定の｢いきいき茨城ゆめ国体｣では、｢き

れいなまち しもつま｣に県内外からのお客さまをお

迎えしましょう。 

◆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 

 併せ、地域の集積所にお出しください 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

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26日(日) 

      午後７時30分～７時45分 ※荒天中止 

◆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[堀篭1650-1] 

※車でお越しの方は、小貝川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   44-6004   

  ※月～金曜日 午前８時30分～午後５時15分 

『楽しいバードウォッチング初心者講座』 

受講者募集 
 

 野鳥の観察をとおし、鳥にまつわるさまざまな面白い

お話しを聞きながら、自然と触れ合ってみませんか。  

 

◆講師 日本野鳥の会茨城県会長、茨城県環境アドバイ 

    ザー 石井 省三 先生  
 
◆日程 全６回 ※雨天時は座学のみ(小雨は除く) 

 第１回 ５月25日(土)夏の渡り鳥を観察しよう 

 第２回 ６月30日(日)今年生まれた幼鳥を探そう 

 第３回 ７月28日(日)野鳥の魅力について(座学) 

 第４回  11月30日(土)冬の渡り鳥を観察しよう 

 第５回 １月25日(土)越冬期の野鳥を観察しよう 

 第６回 ２月22日(土)冬鳥と餌の関係を探ってみよう    

 午前９時～11時30分(実践前の座学解説を含む) 
 
◆持ち物  

 筆記用具、散策ができる服装、歩きやすい運動靴 

※双眼鏡をお持ちの方はご持参ください 
 
◆場所 県西総合公園内 ※座学は会議室(洋室) 
 
◆募集人数 先着20人  

※既受講者はお申し込みできませんが、園内の散策には 

 同行できます  
 
◆受講料 無料 
 
◆受付期間および時間  

 ５月15日(水)～24日(金)午前８時30分～午後５時 
 
◆申込方法  

 公園管理事務所窓口またはFAX(①申込講座名 ②住所  

 ③氏名 ④電話番号 ⑤年齢 ⑥性別を記入)でお申し込 

 みください。 

 

問 申 県西総合公園管理事務所 

      57-5631   57-5881 

ケープタウンブルーの苗 無料配布 

『緑のカーテン』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。皆さんも暑い夏に向け｢緑のカーテ

ン｣にチャレンジしてみませんか。 

下妻エコの会では育て方の講習会を開催します。ぜ

ひお申し込みください。 
 
◆日時 ６月２日(日)午前10時～11時 

◆会場 下妻公民館 研修室 

◆募集人員 30人 ※先着順 

◆参加費 無料 

◆受付期間 ５月20(月)～５月31日(金)  

※土・日曜日、祝日を除く 

※講習会終了後、ケープタウンブルーの苗を無料配布 

 します 

※写真コンテスト詳細は、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(下妻市社会福祉協議会) 

44-0142   44-0559 

｢文学講演会｣開催 
 

横瀬夜雨記念会では、次のとおり文学講演会を開催

します。 
 
◆日時 ５月12日(日) 

    午後1時40分～(記念会総会終了後) 

◆場所 ふるさと博物館 講座室[長塚乙277] 

◆演題 ｢伊藤左千夫と長塚節｣について 

◆講師 茨城高専名誉教授 横瀬 隆雄 先生 

◆参加費 無料 
 

問 横瀬夜雨記念会事務局  

    44-4663(横瀬) 

『連盟杯ソフトテニス大会』参加者募集  

 

◆日時 ６月23日(日)午前8時30分集合 

※雨天の場合６月30日(日) 

◆場所 市営柳原球場 テニスコート  

◆試合種目 ◇一般男子の部 

      ◇一般女子の部 

      ◇初級者の部 

※参加チーム数により試合種目に変更有り 

◆参加資格 

◇市内在住、在学または在勤する社会人 

◇下妻市ソフトテニス連盟に加入している方 

◆試合方法 

ダブルスによるリーグ戦およびトーナメント戦  

◆参加費 1チーム2,000円  

◆申込期限 ６月９日(日)正午まで ※期日厳守 

◆申込方法 電話にてお申し込みください。 
 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟  

 090-4835-5226(市川) 

      43-3519(生涯学習課) 

｢ほたる観賞｣開催 
 

下妻ほたるの会および下妻ロータリークラブで

は、本年もほたるの観賞を楽しめるよう、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です。ほたるの光

に癒されてみませんか。 

 

◆見頃 ５月26日～６月４日 

◆時間 午後７時～８時ごろ 

◆場所 ビアスパークしもつま内 ｢ほたるの里｣ 

[市内長塚乙70-3] 

※ご来場の場合は、ビアスパークしもつま正面玄関

からお入りください 

※場内は暗いのでご注意ください 

※観賞は無料です 

◆共催 下妻ほたるの会、下妻ロータリークラブ 

 

問 市商工観光課 45-8990   44-6004 

｢あやめ茶会｣開催 
 

菖蒲園に咲く、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９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(かずみかい)、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 43-6080(井元) 砂沼庵 43-9078   43-9078 

   市都市整備課 43-8356   43-2945 



講座名 時間 募集人数 内容 

中国医療保健体操 
第２・４土曜日 
午後2時～4時 

10人 
呼吸に合わせて全身くまなく動かすことで、生活習慣病を予防

し、体の若さを保ちます。 

笑いヨガ 
第2・４日曜日 

午前10時～11時30分 
5人 

笑って酸素を取り入れ、健康と活力が実感できます。介護予防

や運動機能向上に最適です。 

基礎からの日常英会話 
第1・3 木曜日 

午後1時～2時30分 
10人 

あいさつや道案内など日常で役立つ会話を基礎から学び、国際

的な視野を広げてみませんか。 

華道 
第2・４水曜日 

午前9時30分～11時 
5人 

四季の花木の自然に心を寄せ、安らぎを感じられる華道の基礎

を気軽に楽しみませんか。 

働く婦人の家『2019年度講座生』再募集 

 

 

 

 

 

 
 
 
◆期間 11月まで(月1～2回) ※講座により期間が異なります 

◆場所 働く婦人の家[今泉240] ※施設案内図参照 

◆受講資格 原則として市内在住・在勤の方 

◆申込方法 来館にてお申し込みください。 

      ※定員になり次第締め切ります。複数受講できます。 

◆受付時間 午前9時～午後5時(休館日を除く)  

※休館日は月曜日と祝日の翌日 

◆受講料 無料 ※別途教材費および施設運営費(1講座500円)などの費用負担あり 

◆注意事項 途中退会した場合は、施設運営費は返金できません。ご了承ください。 

 

問 申 働く婦人の家 43-7929   45-0521 

講座名 時間 募集人数 内容 

ビーチボールバレー 
第2・４金曜日 
午後7時～9時 

5人 
ビーチボールを使った全員参加のスポーツです。ルールを学び楽しく汗

をかきませんか。 

はじめての星読みセラピー 
第1・3土曜日 
午後2時～4時 

6人 
星占術は自分自身を知り、生まれ持つ可能性を見出し応援してくれる

ツールです。 

本当の断捨離 
第１・３木曜日 
午前10時～正午 

5人 
モノと一緒に執着心を手放し、あなたの本当に大切なことや人のために

時間を使えるようになりませんか。 

フラワーボトル 
第１・３土曜日 
午前10時～正午 

5人 
ビンの中に生花を入れアレンジしませんか。生花の色や形が半永久的に

保てます。 

勤労青少年ホーム『2019年度講座生』再募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆期間 10月まで(月2回) ※講座により期間が異なります。 

◆場所 勤労青少年ホーム[砂沼新田15] ※施設案内図参照 

◆受講資格 原則として市内在住・在勤の方 

◆申込方法 来館にてお申し込みください。 

      ※定員になり次第締め切ります。複数受講できます 

◆受付時間 午前9時～午後5時(休館日を除く)  

※休館日は月曜日と祝日の翌日 

◆受講料 無料 ※別途教材費および施設運営費(1講座500円)などの費用負担あり 

◆注意事項 途中退会した場合は、施設運営費は返金できません。ご了承ください。 
 

問 申 勤労青少年ホーム 43-7423   45-0520 

｢甲種防火管理新規講習会｣開催 
 

◆日時 ７月11日(木)、12日(金) 

午前10時～午後４時50分 

◆場所 古河市中央公民館[古河市下大野2248] 

◆テキスト代 4,650円   

※申請受付時に徴収します。 

◆定員 60人 

◆申請受付期間 ６月３日(月)～７月５日(金) 

午前８時30分～午後５時 

※土・日曜、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ご記入の上、直接お 

 申し込みください 

 

問 申  

下妻消防署 予防係 43-1551   44-6179 

古河消防署 予防係  

0280-47-0120   0280-47-0081 

坂東消防署 予防係  

0297-35-2129   0297-36-0771 

事業主のみなさまへ 

｢求人受理説明会｣開催 
 

2020年3月新規学校卒業予定者を対象とする求人受理

説明会を開催します。 

 若年労働力確保の絶好の機会です。ぜひご参加くださ

い。 
 
◆日時 ５月22日(水) 

◇午前の部 午前10時～正午(受付 午前9時30分～) 

◇午後の部 午後2時～4時15分(受付 午後1時30分～) 

◆場所 茨城県県西生涯学習センター 1階 多目的ホール 

          [筑西市野殿1371] 

◆内容 

◇2018年度新規学校卒業者職業紹介業務取り扱い状況に 

 ついて 

◇2020年3月新規学校卒業予定者に対する求人申し込み 

 手続きについて 

◇｢応募したくなる求人へ｣｢受け入れにあたってのお願い｣ 

◇労働基準関係法令について 

◇公正な採用基準について 

◇質疑など 
 

問 筑西公共職業安定所 22-2188   25-6992 

〝みんなの研ぎやさん〟巡回活動 

いつもお使いの包丁は切れますか 
 

ボランティアサークル〝みんなの研ぎやさん〟が、

ご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お料理を

しましょう。 
 
◆日時 ５月24日(金)午後１時～２時 

◆会場 (旧)JA常総ひかり 大形[別府292-7] 
 

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 

｢各々のレンズがとらえた自然・生き物｣ 

写真展開催 
 

自然・生き物を題材に四季折々の移り変わりを作品

にしました。写真でなければ気づかない瞬間を感じて

みてはいかがでしょうか。 
 
◆開催日 ５月16日(木)まで 

     午前９時～午後４時30分 

※５月16日(木)は午後３時まで 

◆休館日 ５月13日(月) 

◆場所 ネイチャーセンター ギャラリー１ 

◆入場料 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 
写真展｢めぐりくる四季｣押し花展｢四季の押

し花～めぐりくる季節とともに～｣開催 
  

写真・押し花で四季の風景を表現しました。 

 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17日(金)～６月２日(日) 

午前９時～午後４時30分 

※６月２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 

◆共催 フォトクラブ光風会、フォトクラブ歩(あゆみ) 

押し花サークル 
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

   45-0200   45-0363 

ふるさと博物館 展覧会案内 

二科会写真部｢茨城支部巡回展｣開催 
 
次のとおり貸しギャラリーによる展覧会を開催しま

す。 
 
◆期間 5月30日(木)～６月２日(日) 

◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

※最終日の６月２日(日)は午後２時まで 

◆作品 写真 

◆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  


