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不動産取得税 
 

土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得したと

きや、家屋を新築などしたときは、不動産取得税が課税

されます。 

税額は、課税標準額(固定資産課税台帳に登録されてい

る価格または固定資産評価基準により評価し決定した価

格)に、土地または住宅を取得した場合は３パーセント、

住宅以外の家屋を取得した場合は４パーセントをそれぞ

れ乗じた額です。ただし、宅地および宅地評価土地を令

和３年３月31日までに取得した場合は、課税標準額が

２分の１に軽減されます。 

住宅や住宅用土地を取得した方は、一定の要件のもと

で税額が軽減される場合があります。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 課税第二課  

   24-9197   24-2468 

学生で国民年金保険料の納付が困難な方へ 

学生納付特例制度をご利用ください 
 
◆学生納付特例制度 

前年所得が基準額以下の学生を対象とし、在学中の保

険料を社会人になってから納めることができる制度で

す。保険料を納められないときは、未納のまま放置せ

ず申請しましょう。 
 

◆申請手続き 

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)で申請できます。また

日本年金機構ホームページからも申請書が入手できま

す。 
 

◆申請は毎年度必要です 

学生納付特例の対象となる期間は、４月(または20歳の

加入月)～翌年３月となります。毎年申請が必要です。 

※日本年金機構から｢国民年金保険料学生納付特例申請

書｣のはがきが届いた方は、必要事項を記入して返送す

ることで申請ができます。 
 

◆承認されると 

◇老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格)に算 

 入されます。 

◇病気やけがで障害が残った時に一定の要件を満たして 

 いれば障害基礎年金を受け取ることができます。 

◇学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を 

 全額納付した時に比べ、将来受け取る老齢基礎年金の 

 額が少なくなります。10年以内であれば後から納付(追 

 納)することができます。 
 
◆申請手続きに必要なもの 

①学生証(コピー可)または在学証明書 

②年金手帳または個人番号のわかるもの(マイナンバー 

 カード、通知カードなど) 

③印鑑(本人署名の場合は不要) 

④会社などを退職して学生となった方は、雇用保険受給 

 資格者証、離職票など失業していることを確認できる 

 もの 
  

問 日本年金機構 下館年金事務所 25-0829 

    市保険年金課 45-8124   43-2933 

難病患者福祉手当を支給します 
 

◆対象者  

 保健所発行の指定難病特定医療費受給者証をお持ち 

 の方で、次の条件を全て満たす方 

◇市内に住所を有している 

◇市税、後期高齢者医療保険料および介護保険料を滞 

 納していない 

◇生活保護を受けていない 
 
◆支給額 30,000円(年額) 
 
◆必要なもの 

◇保健所発行の指定難病特定医療費受給者証(写し可) 

◇印鑑(スタンプ式以外のもの) 

◇振込口座の通帳(難病患者本人のもの) 
 
◆申請窓口 市役所第二庁舎 １階 福祉課 
 
◆受付期限 令和３年３月31日(水)まで 

※土・日曜日、祝日を除く午前８時30分～午後５時

15分 

 

問 市福祉課 43-8352   43-6750 

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(従来どおり) 

◆搬入する土砂など 

◇茨城県内から発生した土砂などで一時保管場所 

 (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年以下の懲役または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 

◇建築基準法の規定による確認を行う事業につい 

 ては、自己用住宅に限る 

◇同一敷地内における土砂の移動 

◇家庭菜園の管理、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、不正改造車両の禁止 

◇その他 

◆施工基準順守義務規定の範囲 

 許可を受ける必要のない事業についても適用 

◆一時堆積の制限 

◇事業区域の土地の形質の変更を伴わないもの 

◇建設業法の許可を受けた建設業者に限る 

※本内容は、市公式ホームページでも確認できま 

 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 

国民健康保険加入者の方へ 

資格喪失後受診にご注意ください 
 

就職などにより職場の健康保険に加入すると、国民

健康保険証は使えなくなります。 
 
 ※職場の健康保険の資格取得日に遡って、 

国民健康保険の資格を喪失します 
 
就職後、職場の保険証が手元に届かないうちに受診

する場合は、医療機関の窓口で保険の切り替え中であ

ることを伝えてください。誤って国民健康保険証を

使って受診すると、資格喪失後受診となり、市が負担

した医療費を返納してもらう場合があります。 

健康保険は自動で切り替わりません。職場の健康保

険に加入したら、速やかに国民健康保険証を返却し、

国民健康保険をやめる届出をしてください。 
 
◆必要な物 

◇職場の健康保険証または加入を証明するもの 

◇国民健康保険証 

◇限度額適用認定証(交付されている方のみ) 

◇マル福受給者証(交付されている方のみ) 

◇印鑑 
 

問 市保険年金課 45-8124   43-2933 

障害者手帳をお持ちの方へ 

住所や氏名などが変わったときは 

｢居住地等変更届｣を提出してください 
 

 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害

者保健福祉手帳)をお持ちの方は、住所や氏名などが

変更になった場合｢居住地等変更届｣を提出する必要が

あります。 

 お持ちの障害者手帳を確認し、手帳に書かれた情報

が現在のものと違う場合は、必ず市役所福祉課(第二

庁舎1階)に届け出てください。 

 

問 市福祉課 43-8352   43-6750 

機械による農作業後は 

泥を落としてから道路へ出ましょう 
 

農作業機械(トラクター・コンバイン・田植機など)で作

業を行った後は、機械に付いている泥を落としてから道

路に出てください。     

道路に泥が落ちていると、スリップ事故・転倒事故な

どの原因になります。やむを得ず道路を走行中に泥が落

ちた場合は、撤去してください。 

道路走行の安全と快適な環境を保つため、ご理解ご協

力をお願いします。 
 

問 市水田農業支援センター(市農政課内)  

    44-0724   44-6010 

広報しもつま 

『わがやのにんきものコーナー』 

掲載希望者募集 

  

◆対象年齢 市内在住の１～３歳のお子さま 

◆掲載内容 写真およびメッセージ 

◎詳しくは、お問い合わせください。 
  

問 申 市秘書課  

     43-2112   43-1960 



No 講座名 担当部署 

1 介護保険のしくみについて 
介護保険課 

45-8122 

2 シルバーリハビリ体操 
介護保険課 

43-8338 

3 認知症サポーター養成講座 

介護保険課 

43-8264           

４ 
未来へつなげるまちづくり～地域包括

ケアシステムの構築をめざして～ 

５ 
老後の安心な暮らしのために～高齢者

の権利を守るには～ 

6 
いつかくるその日まで、自分らしく                                                                                        

～はじめませんか？終活～ 

7 高齢福祉サービスについて 
介護保険課 

45-8123 

8 子育て応援隊～子どもの健康づくり～ 

保健センター 

43-1990                        

9 
毎日を元気に楽しく～大人の健康づく

り～ 

10 感染症を予防しよう 

11 早期発見が決め手！がん予防 

12 わたしのまちの健康 

13 食育講座～幼児・児童編～ 

14 食育講座～中高生編～ 

15 食育講座～大人・高齢者編～ 

16 
生活困窮者自立支援制度と生活保護制

度について 

福祉課 

43-8249 

17 障害福祉サービス 
福祉課 

43-8352   
18 誰でもゲートキーパー 

19 ヘルプマークを知っていますか？？ 

20 人権教室 
人権推進室 

43-8246 

21 社協ってどんなとこ？ 社会福祉協議会 

44-0142  22 もう一つの目線から街を見てみよう 

23 子ども・子育て支援制度について 
子育て支援課 

45-8120 

24 国民健康保険のしくみ 保険年金課 

45-8124 25 国民年金のしくみ 

26 後期高齢者医療制度のしくみ 保険年金課 

43-8326   27 医療福祉(マル福)制度のしくみ 

28 ペットの飼い方 
生活環境課 

43-8234 

29 
ごみの分別・出し方～マナーを守って

きれいなまちづくり～ 

生活環境課 

43-8289 

30 生活道路が整備されるまで 建設課 

45-8125  31 道路とくらし 

32 水洗化で快適生活 
上下水道課 

44-5311 
33 知っていますか？ 下水道ができるまで                                                                       

34 水道水はどうつくられるの？ 

No 講座名 担当部署 

35 
公園のはなし～使おう！守ろう！みん

なの公園～                                                                               

都市整備課 

43-8356 

36 知っていますか？あなたの市・県民税 
税務課 

43-8192 

37 家を建てる前に 固定資産税のしくみ 
税務課 

43-8193 

38 市税の納付方法と滞納処分について 
収納課 

43-8274 

39 悪質商法にあわないために 
商工観光課 

44-8632 

40 知っておきたい選挙の知識 総務課 

43-2115 41 知っておきたい18歳選挙権 

42 図書館の便利な利用法 図書館 

43-8811 43 読み聞かせ講座 

44 
地域ぐるみで取り組もう！ 青少年健全

育成 生涯学習課 

45-8995     
45 

家庭教育の重要性～子育てに対する｢や

る気｣と｢喜び｣を!!～ 

46 
みんなで守る文化財～文化財保護につ

いて～ 
生涯学習課 

45-8996      
47 下妻にもある国指定文化財(大宝城跡) 

48 自分の体力を知ろう 
生涯学習課 

45-8997 

49 農業者年金制度について 
農業委員会 

45-8991   
50 農地法について①(耕作目的編) 

51 農地法について②(農地転用編) 

52 防災のはなし 
消防交通課 

43-2119 

53 交通事故防止のポイント 
消防交通課 

43-8309 

54 

覚えよう！いざ！という時の応急手当 

①救命入門コース(参加証発行。小学生  

 高学年～中学生対象) 

②救命講習(修了証発行なし) 

下妻消防署 

43-1551       

55 市の財政状況はどうなっているの？ 
財政課 

43-2158 

56 庁舎等整備事業について 財政課 

43-2235 57 公共施設の将来を考えてみませんか 

58 "男女共同参画社会〟ってな～に 
市民協働課 

43-2114 

59 公共交通の役割と大切さ 
企画課 

43-2113   
60 市の総合計画ってなに？ 

61 マイナンバー制度について 

62 議会のしくみ 
議会事務局 

43-8364 

｢下妻市活き活き出前講座｣を利用してみませんか 

※出前講座の詳しい資料(メニュー表・出前講 

 座利用申込書)は、総合案内(本庁舎１階)、市 

 役所くらしの窓口課(千代川庁舎１階)、市役 

 所生涯学習課(千代川庁舎２階)、公民館、各 

 市民センターにあります。市ホームページか 

 らもダウンロードできます 

◆申込方法 

①メニューから講座を選ぶ 

 市政全般から身近な暮らしの内容まで、いろ 

 いろな講座をご用意しています。｢下妻市活 

 き活き出前講座メニュー｣から、希望する講 

 座を選びましょう。 

 

②申込内容の確認・日程調整 

 希望する講座担当課に問い合わせて、講座内 

 容および日程の調整をしてください。 

 

③出前講座を申し込む 

 出前講座利用申込書に必要事項を記入して、 

 出前講座を希望する１カ月前までに市役所生 

 涯学習課または講座担当課までお申し込みく 

 ださい。開催場所は、主催者がご用意くださ 

 い。 

 

④出前講座の講師派遣決定通知書の送付 

 講師派遣決定通知書が、市から申込者に送付 

 されます。内容をご確認ください。 

 

⑤出前講座の開催 

 職員を派遣し、申し込まれた講座の内容につ 

 いて分かりやすく説明します。 

 

⑥出前講座受講結果報告書の提出 

 講座終了後、受講結果報告書を市役所生涯学 

 習課または講座担当課へ提出してください。 

 (今後の講座内容のあり方についての参考と 

 します) 

◆出前講座とは 

 市民の生涯学習意識の高揚とまちづくりの振興 

 を図るため、市役所の各課の職員が身に付けた 

 専門知識を無料で研修会や学習の場にお届けす  

 るものです。 

 

◆利用できる方 

 原則として、市内在住、在勤、在学する10人 

 以上の市民グループです。ただし、公の秩序や 

 善良な風俗を害する恐れがある場合、政治活動 

 や宗教布教活動または営利目的の事業の一環と 

 考えられる場合は、申し込みを受け付けること 

 はできません。 

 

◆開催日時 

 祝日・年末年始を除く午前10時～午後５時 

 １回２時間以内(一部講座を除く) 

※午後５時以降希望の場合は講座担当課に要相談 

 

◆開催場所 

 市内の公共施設や民間施設とします。会場は、 

 主催者がご用意ください。 

 

◆費用 

 無料(教材費、材料費が必要な場合有り) 

 

◆お願い 

◇時間内で終わるようお願いします。 

◇質問に対して、その場でご説明できない内容が 

 あるかと思いますが、ご了承ください。 

◇各課が担当する業務の説明に関する質疑や意見 

 交換は可能ですが、苦情などを言う場ではあり 

 ませんので、ご理解ください。 

◇災害などが発生した場合は、講座を中止するこ 

 とがありますので、ご了承ください。 

 

【注意】 

 企業が顧客などを集めて出前講座を開催する場 

 合は、企業の営利行為にあたると考えられるた 

 め、実施することができません。ただし、社員 

 が自主的に企画する研修などの場で活用するこ 

 とは可能です。 

問 市生涯学習課 45-8995   43-3519  

【令和２年度下妻市活き活き出前講座メニュー】  
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｢春の山野草展｣開催 
 

下妻市自然愛護協会の方々が丹精込めて育てた身近

な山野草を、約400点展示します。春のふれあい公園

の散策を兼ねて、ぜひご来館ください。 
 
◆日時 ４月17日(金)～19日(日) 

    午前９時～午後４時30分 

※19日(日)は午後３時まで 

◆入場料 無料 

◆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[堀篭1650-1] 

◆共催 下妻市自然愛護協会 

※感染症対策などにより中止になる場合があります 
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

    45-0200   45-0363 

シニアのための 

『パワーアップ教室2020』参加者募集 
  
 元気であり続けるために体力だけでなく、知識力・ 

認知力・活力など、いろいろな機能向上を目指す、 

とっても欲張りな教室です。たくさんの｢なるほど！｣ 

を体感してみませんか。 

 

◆場所 リフレこかい[大園木251-1] 

◆日時  

 ６月26、７月31日、８月28日、9月25日、 

 10月23日、11月27日、12月25日、１月22日、 

 ２月26日、３月26日 

 第4金曜日 午後1時30分～3時 

◆講師  

◇認知症予防音楽ケア体操指導員 

 須藤 純子 氏 

◇シナプソロジ―インストラクタ―(健康運動指導士)  

 高塚 和子 氏、小柳 育子 氏 

◇笑いヨガインストラクター 柴山 まつ江 氏 

◇ヨガインストラクター 矢実 久子 氏 

◇ツボ・鍼灸師 松崎 智 氏 

◇管理栄養士 中山 登志枝 氏 

◇薬剤師 木村 裕子 氏 

◇歯科衛生士 門井 喜美江 氏 

◇保健師 小野 三枝子 氏 

◆対象 65歳以上の市民 

◆募集定員 先着30人 

◆内容  

 ①介護予防の話 ②認知症予防音楽ケア体操 ③シナ 

 プソロジー(脳トレ体操・じゃんけん・指体操など、 

 脳トレゲームをしながら脳を活性化させるシナプソ 

 ロジープログラム) ⑤お薬の話 ⑥歯科衛生士による 

 口腔衛生のお話栄養士による栄養の話 ⑦笑いヨ 

 ガ ⑧ヨガ ⑨体のツボの話 

※資格を持った専門家がそれぞれの立場からシニアの 

 ためのお話をします 

※1回につき2種類の内容を盛り込んでいます 

◆準備  

 動きやすい服装、飲み物、タオル、室内シューズ 

◆参加費 300円(保険料) 

◆申込期間  

 ４月13日(月)午前9時～６月17日(水)午後5時 

◆申込方法  

 運転免許証など、本人確認できるものおよび参加費 

 をご持参の上、市役所介護保険課窓口(第二庁舎２ 

 階)で直接お申し込みください。 

※電話でお申し込みの場合は、必ず参加費を6月17日 

 (水)午後5時までに市役所介護保険課へご持参くだ 

 さい 
 
◎この事業は｢しもつま元気ポイント｣対象事業です。 

 

問 申 市介護保険課  

     43-8338   30-0011 

対象者  
条件 検査・接種日に市に住民登録がある方 

生年月日 昭和37年４月２日～昭和47年４月１日 昭和47年４月２日～昭和54年４月１日 

通知方法  ４月下旬ごろに水色の封筒で郵送します 

◇すでに令和元年５月末発送のクーポン券をお持ちの方 
有効期限は令和３年度末まで延長しています。 

そのまま使用することができます。 
◇クーポン券を紛失してしまった方 

再送付しますので保健センターにご連絡ください。 

実施場所  

◇抗体検査 全国の協力医療機関、健診機関 
◇予防接種 全国の協力医療機関 
※市内協力医療機関は通知内に掲載しています。他市の医療機関などで希望する場合は、直接医療 

 機関にお問い合わせください 
◇風しん抗体検査および予防接種クーポン券 
◇本人確認書類(運転免許証、健康保険証など現住所を確認できるもの) 
※予防接種の場合は、抗体検査の結果 

実施場所への持参物  

成人男性の風しん抗体検査・定期予防接種～対象者には個別通知を送付します～ 
 
 これまでに予防接種法に基づく定期接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の年代に比べて低い男性に抗体

検査を実施します。抗体検査の結果、十分な抗体が無い方には、風しん予防接種の費用を全額助成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※抗体検査の結果および予防接種後に医療機関から渡された本人控用の予診票は、接種済証として大切に保管し 

 てください 
 

問 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、市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。 
 
◆期間 ５月１日(金)～令和３年３月31日(水) 

◆対象者 40～75歳未満(国民健康保険加入者) 

※令和２年度すでに｢集団健診｣を受診した方は、医療 

 機関健診の受付不可 

◆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月下旬に発送予定です 
       

問 市保険年金課 45-8124   43-2933 

   市保健センター 43-1990   44-9744 

写真展｢めぐりくる四季｣および 

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 ４月25日(土)～５月14日(木) 

    午前９時～午後４時30分 

※５月14日(木)は午後３時まで 
 
◆入場料 無料 
 
◆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[堀篭1650-1] 
 
◆共催 ◇フォトクラブ歩(あゆみ) 

    ◇押し花サークル 
 
※感染症対策などにより中止になる場合があります 
 

問 小貝川ふれあい公園 ネイチャーセンター 

   45-0200   45-0363 

｢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 ４月24日(金)午後１時～２時30分 

 

◆会場 リフレこかい[大園木251-1] 

 

◎ボランティア募集中 

 活動に興味のある方は、活動日にお気軽にお越しく 

 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 



実施日 会場 

対象地区 

◇番号札配布 午前９時～ 

◇受付 午前９時30分～11時30分 

◇番号札配布 午後1時～ 

◇受付 午後１時30分～３時 

５月11日(月) 

市保健 

センター 

柳原・谷田部・山尻・肘谷・樋橋 平方・江・黒駒・柴・前河原 

５月12日(火) 高道祖 桐ヶ瀬・赤須・尻手・渋井 

５月13日(水) 半谷・南原・大木 高道祖 

５月21日(木) 袋畑・古沢・二本紀・今泉・中居指 小島 

５月22日(金) 下宮・数須・筑波島・下田・中郷 若柳・神明 

５月23日(土) 大宝・横根・平川戸 大串・堀篭 

５月27日(水) 

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月28日(木) 田下・下栗・本宗道・宗道 原・羽子・鬼怒・渋田 

５月29日(金) 鎌庭・別府 皆葉・五箇・村岡 

６月１日(月) 

市保健 

センター 

平沼・坂井・比毛 北大宝・福田・下木戸 

９月１日(火) 下妻戊 田町・本宿町・本城町・坂本新田・大木新田 

９月２日(水) 下妻甲・下妻丙・小野子町 

９月３日(木) 長塚・長塚乙・石の宮 

９月４日(金) 下妻丁・砂沼新田 

９月５日(土) 未受診者(全地区) 

９月８日(火) 下妻乙・下妻丙 

９月９日(水) 下妻乙 未受診者(全地区) 

９月10日(木) ＜夜間健診＞【予約制】受付時間 午後４時～８時(全地区) 

11月29日(日) 未受診者(全地区) 

特定健康診査・基本健康診査｢集団健診｣ 
 
◆日程 次の日程表のとおり 

※どの日程も午後の受付時間の方が比較的空いています 

※都合のつかない方は、対象地区以外の日でも受けられます 

検診名 検診料金 自己負担額 

肺がん・結核検診 1,430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) 2,420円 500円 
肝炎ウイルス検査(40歳以上の未実施者) 3,300円 500円 
大腸がん検診(30歳以上) 1,760円 300円 

◆健診内容 

 

 

 

 

 

 
 
 

※年齢は、令和３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。 
 
※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) 

 

 

 

 

 

 
 
 
◎健康診査のみ受診できる｢特定・基本健診受診券｣は４月下旬に送付します。 

◇30～34歳(国保加入)、35～39歳、40～75歳(国保加入)、76歳の方 全員 

◇24歳以下、25～34歳(社保加入)の方 前年度受診者 

◇77歳以上 過去３年度中の受診者 

◇新たに希望する方 市保健センターにご連絡ください。 

※会社で受診するなど、今後のお知らせが不要な方は、市保健センターまでご連絡ください 

 

◆｢セット健診｣を予約済みの方へ 

 ４月下旬に発送する｢特定・基本健診受診券｣は送付しません。予約日の１週間前までに、｢セット健診用の受診券｣ 

 を送付しますのでお待ちください。 

 

◆育児中でなかなか健診を受けられない方へ 

５月13日(水)、５月22日(金)の午前中限定で｢育児サポート健診｣を実施します。健診の間、お子さまをお預かり 

できます。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、事前に市保健センターにお申し込みください 

 

◆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 
 
◎感染症対策などにより中止または延期になる場合があります。 

 

問 市保険年金課 45-8124   43-2933 市保健センター 43-1990   44-9744 

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(下妻市国保加入の方) 

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) 
8,426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) 
5,555円  無料 

心電図・眼底(両眼)・貧血検査 3,630円 2,200円 
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職種 採用予定数 職務概要 受験資格 
支援員(一般行政職) ２人程度 入所者自立支援業務 昭和49年４月２日～平成14年４月１日に生まれた者(学歴不問) 

試験 実施日時 会場 方法 

第１次試験 ５月10日(日) ※予定 
古河市役所総和庁舎 第２庁舎 ３階 会議室 
[古河市下大野2248] 

◇適性試験(択一式20分) 
◇作文(90分) 

第２次試験 ５月下旬予定 未定 面接試験 

茨城西南地方広域市町村圏事務組合 利根老人ホーム職員採用試験実施 
 
◆第１次試験日 ５月10日(日) 

◆申込受付期間 ４月１日(水)～30日(木) 

◆職種および採用予定数、受験資格 

 

 

(注)上記の資格に該当する人であっても、次の項目に該当する人は受験できません 

①成年被後見人、被保佐人 

②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 

③日本国憲法の施行日以後、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 

④日本国籍を有しない人 

⑤茨城西南地方広域市町村圏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 

◆試験日・会場など 

 

 

 

 

◆受験申込方法 申込用紙に必要事項をご記入の上、お申し込みください。 

◇申込用紙の設置場所 

茨城西南広域事務局、利根老人ホーム、下妻市役所および各構成市町の企画担当課に用意してあります。また、各 

構成市町および茨城西南地方広域市町村圏事務組合ホームページからもダウンロードできます。 

※郵送の場合は、４月30日(木)の消印まで有効 

※受付時間 午前８時30分～午後５時15分(土・日曜日、祝祭日を除く) 
 

問 申 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 利根老人ホーム 0280-87-2120   0282-87-4885 

 イベント名 時間 内容 

１ 
ちょっと巨大なすべり台～すべって

プールにジャブ～ン～ 午前10時15分 
～11時55分 

◇受付 順番に並んで何回でもできます 
◇対象 3才～中学生(3年生以下は18歳以上の保護者付添必要) 
※大人の方単独での参加はご遠慮ください 

２ 
浮き島わたりSASUKE～最後までわ

たりきれるかな！？～ 
◇受付 順番に並んで何回でもできます。 
◇対象 3才～大人(3年生以下は18歳以上の保護者付添必要) 

３ 
ゴザわたり タイムトライアル～１番

早くゴザを渡れるのは誰だ！？～ 
午後１時５分 

～２時30分 
◇受付 順番に並んで何回でもできます。 
◇対象 3才～大人(3年生以下は18歳以上の保護者付添必要) 

４ 
親子アクアビクス～親子でプールで

楽しくダンシング♪～ 
午後２時30分 

～２時55分 
◇受付 プールにお集まりください。 
◇対象 ファミリーならどなたでも(3才以上) 

５ オシャレでおいしいキッチンカー 
午前10時～ 

午後４時予定 
◇場所 カフェスペース 

 ほっと・ランドきぬ｢夏を先取り！５月プールイベント2020｣開催～水着の準備はできていますか～ 
 
◆日時 ５月17日(日)午前10時～午後４時 

◆場所 ほっとランド・きぬ プール [中居指1126 ] 

◆対象 ３歳～大人の方 

※イベントによって、対象年齢が異なります。イベント内容をご確認ください 

※全てのイベントにおいて、3年生以下のお子さまは18歳以上の保護者の付添が必要です 

※130cm以下のお子さまは、安全のため必ずアームヘルパーを着用してください 

◆料金 入館料のみでイベントに参加できます。(大人600円、65歳以上300円、小中学生200円) 

◆内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※都合により、内容・時間が変更する場合があります ※タトゥー・刺青(シール含む)の方は、入館できません 

※利用ルールや内容などご不明な点は、お問い合わせください 

※会場内ではスタッフが写真の撮影を行っています。撮影した写真はイベントの宣伝物などに使用する場合がありますの 

 で、ご了承ください。 
 

問 ほっとランド・きぬ 30-4126   45-0272 

｢はつらつエクササイズ教室｣年間予定 
 

今年度も｢はつらつエクササイズ教室｣を実施します。

初めての方もお気軽にご参加ください。 

※各教室の募集は、後日、お知らせ版で周知します 
 
◆受講対象 市内在住・在勤の方 

◆開催内容 

①６・７・8月開催  

【ボディメイクヨガ教室】 

◇日にち 毎週金曜日[全８回]  

6月12日、19日、26日、7月3日、10日、17日、 

31日、8月7日 

◇時間 午前10時～11時30分 

◇場所 下妻公民館 2階 大会議室[本城町3-36-1] 

※詳細は4月25日号お知らせ版に掲載予定 

②10・11月開催 

【キックボクシングエクササイズ教室】 

◇日にち 毎週木曜日[全８回]  

10月1日、8日、15日、22日、11月5日、12日、 

19日、26日 

◇時間 午後７時15分～８時45分 

◇場所 下妻公民館 2階 大会議室[本城町3-36-1] 

※詳細は8月10日号お知らせ版に掲載予定 
 
◎この事業は｢しもつま元気ポイント｣対象事業です。 
 

問 申 市生涯学習課   

     45-8997   43-3519 

『連盟杯争奪ビーチボールバレー大会』 

参加者募集 
 

◆日時 ５月10日(日)午前8時30分 

◆場所 市立総合体育館[本城町3-36] 

◆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になり

ます 

◆参加資格 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 2,000円  

※締め切り後の返却は行いません 

◆申込方法 所定の用紙に必要事項を記入し、お申し 

      込みください。 

◆申込場所  

◇市役所生涯学習課(千代川庁舎2階) 

※土・日曜日、祝日を除く 

◇下妻市立総合体育館 ※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５日(火)午後５時まで 

◆抽選会 大会当日午前8時～(開会式前) 
 
※感染症対策などにより中止になる場合があります 

 

問 下妻市ビーチボールバレー連盟 

   090-4074-6659(山本) 

 44-3153 

『一般曹候補生(男子・女子)および自衛官候補生』募集 

【自衛官候補生】 

◆受付期間 年間を通じて行っています。 

◆応募資格 採用予定月の１日現在、18歳以上33歳未 

      満の男子・女子 

◆試験期日および試験場 

受け付け時にお知らせします。ただし、令和３年３月 

高等学校卒業予定者または、中等教育学校卒業予定者 

のための試験は、原則として、令和２年９月14日(月) 

以降に実施します。試験期日は各地方協力本部で異な 

るため、詳細は最寄りの各地方協力本部にお問い合わ 

せください。 

【一般曹候補生(男子・女子)】 

◆受付期間 ５月15日(金)まで ※必着 

◆応募資格 18歳以上33歳未満の者 

◆試験期日 

◇１次試験期日 ５月23日(土) 

※試験場は受け付け時または受験票交付時にお知らせ 

 します 

◇２次試験期日 ６月５日(金) 

※試験場は第１次試験合格通知でお知らせします 

問 自衛隊茨城地方協力本部 筑西地域事務所  

   22-7239  22-7239 


