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浄化槽管理者の皆さまへ 
 
 浄化槽に関する届け出をすることは、浄化槽法で定めら

れた浄化槽管理者の義務です。次に該当する場合は、過去

に届け出し忘れているものを含めて市役所生活環境課(本

庁舎２階)へ提出してください。 
 
１．浄化槽を新しく設置する。 

※建築確認が必要な新築など場合は、県西県民センターへ 

 提出してください 

２．浄化槽を使い始めた。 

３．相続などにより、浄化槽管理者が変わった。 

４．公共下水道への接続などにより浄化槽を取り壊した。 

５．長期間、浄化槽の使用を休止する。 

※休止前に清掃を行い、清掃記録を添付してください 
 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833 

子育て世代・高齢者応援券の 

有効期限は９月30日までです 
 

市では新型コロナウイルス感染症関連経済対策事業

として、対象者世帯へ市内取扱店舗で使用可能な応援

券(チケット)を交付しましたが、有効期限は９月30日

(水)までとなっています。 

期限を過ぎた場合、応援券は使用できません。ご注

意ください。子育て世代・高齢者応援券が使える取扱

店には｢のぼり旗｣｢ポスター｣｢ステッカー｣が掲示され

ています。ご確認ください。 

 

問 市商工観光課 45-8990   44-6004 

児童手当の現況届はお済みですか 
 

児童手当の支給を受けるためには、養育状況や所得

の確認をする現況届を、毎年６月中に提出することに

なっています。提出がない場合、児童手当を支給する

ことができません。まだお済みでない方は、至急提出

してください。 

  

◆受付場所 市役所第二庁舎 2階 子育て支援課 

 

◆持参するもの 

◇児童手当現況届(紛失した方は再発行します。窓口 

 で申し出てください) 

◇印鑑(ゴム印不可) 

◇健康保険証表面の写し(受給者のもの) 

※支給要件児童のものではありません。 

※コピーの余白部分を切り取らずにお持ちください 

※下妻市国民健康保険に加入している方は不要です 

◇受給者と別居している配偶者の方で、現在市内に 

 住民登録をしていない場合は、配偶者のマイナン 

 バーが分かるもの(マイナンバーカードなど) 

◇所得税の申告が未申告の方は、前年中の所得を申告 

 した控えなどの書類 

 

問 市子育て支援課 45-8120   30-0011 

10月から 

高齢者配食サービス事業を開始します 
 

この事業は、調理が困難な高齢者などに対し、

栄養バランスのとれた食事を提供し、併せて安否

確認を行うことにより、高齢者が在宅で自立した

生活が送れるよう支援する事業です。 

 

◆対象者 

 市内に住所があり、在宅で生活をしている方 

 で、見守りを必要とし、かつ、加齢・傷病など 

 により調理が困難な方または低栄養状態にある 

 方で次に該当する方 

◇満65歳以上のひとり暮らしの方 

◇満65歳以上の方のみで構成する世帯の方 

 

◆配食数など 

◇１日１回、昼食または夕食の配食 

◇週１日～最大週５日利用可能 

※調理・配食は、市の委託事業者が行います 

 

◆利用料 １食300円(委託事業者へ支払います) 

 

◆申請手続 

介護保険証などの身分証明書および印鑑をお持 

ちの上、市役所介護保険課(第二庁舎２階)窓口に 

て申請してください。家族などが代理で申請す 

る場合は、委任状および代理人の身分証明書・ 

印鑑をお持ちください。 

※申請に際し、地区の民生委員が自宅を訪問し、

本人の状況を確認します。先に民生委員へご相 

 談ください 

 

◆その他 

◇週３日以上利用する場合、愛の定期便事業との 

 併用利用はできません。 

◇高齢者配食サービス事業の開始に伴い、ひとり 

 暮らし給食サービスは終了となります(令和２年 

 ９月終了)。 

 

問 申 市介護保険課 

 45-8123   30-0011 

歴史探訪『集印めぐり～しもつまを歩こう～』

参加者募集 
 

下妻駅周辺の史跡や仏閣に設置された集印所をめぐり

ながら下妻の歴史を再発見しませんか。下妻いいとこ案

内人がガイドします。ガイドの案内人をつけず、個人で

散策することも可能です。最後にアンケートにご協力い

ただいた方には、特製ハンドタオルをプレゼントしま

す。密にならないように、少人数で散策します。歩きや

すい服装でぜひご参加ください。 
 
◆日時 10月４日(日) ※雨天中止 

午前８時45分～午前11時30分(予定) 

◆集合場所 筑波銀行 下妻営業部駐車場(市立図書館東) 

      [砂沼新田20−1] 

◆所要時間 約２時間30分 

◆募集人員 30人(５人×６グループ) 

※個人で散策する場合は人数の上限なし 

◆参加費 700円(集印帳と保険代含む) 

◆申込方法 電話でお申し込みください。 

◆申込締切 ９月28日(月)まで 

※定員になり次第締め切りとなります 

※感染症対策などにより中止になる場合があります 

※しもつま歴史探訪については市ホームページをご覧く 

 ださい 
         

問 申  

下妻いいとこ案内人の会事務局(商工観光課内)  

44-0732   44-6004 

｢国勢調査｣の回答は 

郵送またはインターネットで 
 
令和２年国勢調査を、10月１日を調査期日として

実施します。 

この調査は、日本国内に住んでいるすべての人と世

帯を対象とした国の最も重要な統計調査で、５年ごと

に全国一斉に行います。 

調査書類は、９月中旬から順次、統計調査員から各

世帯へ配布されます。調査票の回答は、新型コロナウ

イルス感染防止対策のため、できる限り郵送またはイ

ンターネットでお願いします。 

調査票に記入された内容は、厳重に管理し、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。 
 

※調査員は必ず｢調査員証｣を身に着けています 
 

問 市企画課 43-2113   43-1960 

集積所の適正な利用にご協力を 
 

 分別が徹底されていないため一般ごみや資源の収集

ができない集積所が複数見受けられます。特に有害ご

みのコンテナに刃物・カセットガスなどの不燃ごみを

はじめ、プラスチックボトルなどの可燃ごみやペット

ボトルなどの資源ごみが入っているケースがあり、適

切でない利用状況です。 

 そのような集積所へは、改善のお願いとして、チラ

シを貼り付けています。一定期間改善されない場合に

は、収集の一時停止を実施する場合があります。 

 ごみの分別を徹底し、集積所の利用環境の維持に、 

ご理解ご協力をお願いします。 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

指定ごみ袋の引換は期限内に 
 

指定ごみ袋引換券は、取扱店において必ず引換期間

内に交換してください。｢引換券②｣の引換期限は、９

月30日(水)です。期限を過ぎると無効となりますので

ご注意ください。 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833  

新型コロナウイルス感染症対策の 

指定ごみ袋引換は９月30日まで 
 

新型コロナウイルス感染症対策指定ごみ袋臨時配布

引換券の引換期限は9月30日(水)です。期限までに必

ず取扱店で引き換えてください。期限を過ぎると無効

となりますのでご注意ください。 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

休日在宅当番医の変更 
 
 休日在宅当番医が次のとおり変更となります。 

 

◆９月20日(日)平間病院     43-5100 

◆９月27日(日)三津山クリニック 48-9131 

                     

問 市保健センター 43-1990   44-9744 



茨城県健康福祉祭 

｢わくわく美術展｣開催中止 
 

今年度開催を予定していました｢茨城県健康福祉祭

わくわく美術展｣は、｢全国健康福祉祭ぎふ大会｣の延

期および新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か

ら、中止となりました。 
 

問 茨城わくわくセンター  

    029-243-8989   029-244-4652 

マムシにご注意ください 
 

◆マムシの特性 

◇マムシは、全国的に分布し、春から秋にかけて多く 

 見かけられます。 

◇体調が45～60cmで胴が太く、尾が短く、頭が三 

 角形のものが多く見られます。体色は淡褐色で、背 

 中に銭型の斑紋があるのが特徴です。 

◇平地から山林と広く生息し、水場近くに出ることが 

 多く、よく河川の周辺や田畑で見かけられます。夜 

 行性ですが、日中に活動することもあります。 

◇性質は臆病で、近づきすぎなければ攻撃してくるこ 

 とはありませんが、不用意に近づいた場合には咬み 

 ついてくることがあります。 

 

◆マムシを見かけたら 

 マムシを発見した場合は、そっと離れるのが一番で 

 す。絶対に近づいたり、触ったりしないでくださ 

 い。 

 

◆マムシに咬まれた場合 

1．マムシに咬まれたら、慌てずに安静にしてくださ 

   い。(慌てて走ったり、激しく動くと毒が体内に早 

   く回るので危険です) 

2．消防署(119番)に通報し、救急車を呼び医療機 

  関で手当を受けてください。 

※マムシに咬まれた場合の症状 

 激しい痛み、腫れ、出血、皮下出血、発熱、悪寒、 

 吐き気など 

 

◎市内においても目撃情報があります。十分ご注意く 

 ださい。 

 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833 

アライグマを見かけたときは 
 

県では、アライグマの防除を実施しています。目撃

したら、情報をお寄せください。 

 

◆アライグマは夜行性です。農作物を荒らす、家屋へ

の住み着きなどの被害を及ぼします。 
 
◆特徴は、尻尾が縞模様、目の上に白いライン、手足 

 の指が長く、爪先が尖っています。 
 
◆アライグマは特定外来生物です。輸入、飼育保管、 

 運搬は法律で禁止されています。 

 

【特定外来生物とは】 

 他の地域から持ち込まれた生物(外来生物)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言います 

 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833 

ハクビシンなどの捕獲 
 
 ハクビシンなどの野生鳥獣は｢鳥獣の保護及び管理並び

に狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)｣で保護さ

れていて、許可なく捕獲することはできません。    

 しかし、生活環境被害(屋根裏に忍び込まれているなど)

や農業被害を防止する目的であれば、わな猟免許を受け

ていない方であっても、自己の敷地内であれば小型の箱

わなを設置して捕獲することができます。 

 ハクビシンなどを捕獲する場合には、市に鳥獣捕獲許

可申請と小型箱わな借用申請を行い、捕獲実施後の処分ま

で申請者が責任を持って実施してもらうことになってい 

ます。お困りの方は、ご相談ください。 
 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833 

ご近所を犬のトイレにしていませんか 

～リードでつないで、袋を持って散歩しましょう～ 
 

現在、市には地域の方から犬の散歩中にフンを持ち

帰らない飼い主に対する相談が多数寄せられていま

す。飼い主は、食事の世話と同様にフンを始末しなけ

ればなりません。 
 

◆愛犬のフンは持ち帰る 

 フンの処理は必ず行い、地域へのご配慮をお忘れな 

 く。持ち帰ったフンは衛生面や臭いに配慮をして 

 ｢可燃ごみ｣として出してください。 

◆犬の放し飼いはやめましょう 

ノーリード散歩、公園で放す、夜間のみ放すことも

含みます。 
 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833 

 

 

猫が周りに迷惑をかけていませんか 
 

◆愛猫は室内で飼いましょう 

猫を外へ出すことは、ふん尿やいたずらで周りの迷

惑となり、近所トラブルの原因になることもありま

す。猫を安全に飼養できることや、ご近所への気遣

いのためにも｢猫は室内飼養｣をお願いします。 
 

◆のら猫に餌をやらないで 

 のら猫に餌をやっている人は｢飼い主｣とみなされ、

無計画に増える猫によるいたずらの責任を負わなく

てはなりません。自分で飼えない猫にはえさをやら

ないでください。 
 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833 
期日 時間 場所 

10月 ６日(火) 
午前10時 

～午後４時 

常総市役所 石下庁舎  

会議室 

10月17日(土) 
午前10時 

～午後３時 

筑西市立中央図書館  

ボランティア活動室 

10月は｢行政書士制度広報月間｣です 
 

県行政書士会では、行政書士制度を広く知っていた

だくために、10月を広報月間と定め、面談および電話

による無料相談会を開催します。 
 
◆面談による無料相談会 

 

 

 

 

 

◆電話による無料相談 

◇期日  

 10月１日、８日、15日、22日、29日(毎週木曜日) 

◇時間 午後１時30分～４時30分 

◇電話番号 029-305-3731 
 

問 県行政書士会県西支部  

   25-1907   43-4214 

稲わら・もみ殻は燃やさないでください 
 

稲刈り後の“稲わら”や“もみ殻”の焼却が一部の

農家において行われていす。市には、焼却に伴う煙や

灰などを原因として｢児童生徒の通学や学校生活に支障

が出ている｣｢体調や日常生活に悪影響｣などといった周

辺住民からの苦情が多く寄せられています。野外焼却

はせず、再利用するか有機質資源として農地にすき込

んでください。ご理解ご協力をお願いします。 
 

問  
市生活環境課 43-8234   44-7833 

◇火災の危険がある場合 

 下妻消防署 43-1551 

◇休日や夜間の場合 

 下妻警察署 43-0110 

※匿名の通報でも対応しますが、通報の際は｢場所｣を 

 明確にお伝えください。あいまいな情報では対応で 

 きない場合があります 

台風接近前の対策にご協力を 
 

ビニールやトタン、樹木などが電線に引っかかると長

時間の停電の原因になる場合があります。台風接近前の 

対策にご理解ご協力をお願いします。 
 
｢トタンやアンテナはしっかり固定しましょう｣ 

｢ビニールの飛散防止をしましょう｣ 

｢傾斜などで倒れそうな樹木は伐採しましょう｣ 
    
◎切れた電線や電柱・電線に引っかかっているビニール 

 や樹木などを発見された場合は、お電話またはチャッ 

 トでご連絡ください。 
     

問 東京電力パワーグリッド株式会社  

       0120-995-007   0120-995-399 

       ※0120番号を利用できない場合は03-6375- 

        9803(有料) 

       チャット(ホームページ・LINE) 

     https://www.tepco.co.jp/pg/user/chat/ 

         chat_support-j.html  
 
 
 
 
 
 

『市職員(ネイティブ英語指導員)』募集 

We recruit City Employees  

Native English Instructor 
 

◆採用予定人員 Planned Number of Hiring   

 １人 

◆受験資格 Exam Qualifications 

◇昭和56年４月２日以降に生まれた方で、英語が母

国語である方または公用語が英語である国・地域

に在住していた方 

A person whose native language is English  

or who lived in a country/region where the  

official language is English. 

◆試験期日 10月16日(金) 

◆試験内容 小論文、個別面接 

◆応募方法 

◇９月23日(水)までに市総務課人事係へ持参または 

   簡易書留郵便により申し込みください。 

◇申込書は、市ホームページからダウンロードする

か、来庁または郵便により、市総務課人事係に請

求してください。 
 

問 Contact information 

 市総務課人事係 43-2120   43-4214 

〝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 
 

◆日時 ９月25日(金)午後１時～２時30分 

◆会場 (旧)JA常総ひかり上妻[半谷427] 

※感染症対策などにより中止になる場合があります。 

 ご来場予定の方は事前にお問い合わせください 
 

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 
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ぴよぴよ教室は予約制です 
 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小

して実施しています。 

 感染予防に留意し、親子10組と定員を定め、予約制と

なります。10月または11月かどちらかで参加したい月

のご予約ください。 
 

◆日時 10月９日(金)、11月６日(金) 

    午前10時～11時 

◆場所 市保健センター[本城町三丁目36-1] 

◆対象 市内在住の概ね生後６か月～就園前の児と家族 
◆内容 保育士と室内で楽しく遊びます 

◆参加費 無料 

◆申込方法 電話予約 

◆受付開始日 ９月23日(水)午前８時30分～ 

※予約していない方、体調不良、発熱のある方は参加で 

 きません 

※マスクをして参加してください 

※受付で体調確認をします 
 

問 申  

市子育て世代包括支援センターにじいろ(市保健センター 

内) 45-5161   44-9744 

医療機関名 
視触診＋ 
超音波 

視触診＋マンモ

グラフィー 
宇津野医院 ◯   
軽部病院 ◯   
平間病院 ◯ ◯ 
砂沼湖畔クリニック ◯   
菊山胃腸科外科医院 ◯   
筑波記念病院 
(つくばトータルヘルスプラザ) 

● ● 

つくば総合健診センター 
(筑波メディカルセンター) 

● ● 

庄司クリニック ◯   
つくば国際ブレストクリニック ● ● 
遠藤産婦人科医院 ● ● 
長倉内科・外科クリニック ◯   
城西病院 
(城西総合健診センター) 

● ● 

乳がん医療機関検診の実施機関変更 
 

令和２年９月１日から、とき田クリニックが乳がん医

療機関検診実施機関の対象外となりました。今後、乳が

ん検診を予約する方は、ときたクリニック以外の次の検

診実施医療機関にお問い合わせください。 

 乳がん医療機関検診を希望し、受診券をお持ちでない

方は、市保健センターにご連絡ください。受診券を郵送

します。 
 
◆乳がん検診実施医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※●印は、視触診の実施がありません 
 

問 申 市保健センター    

     43-1990   44-9744 

『ネットワーカーしもつま』会員募集 
 

｢ネットワーカーしもつま｣は、｢活力と魅力あふれる下妻｣

と｢住み続けたい茨城」づくりのため、地域の人をつなぐ(＝

ネットワークを広げる)活動を行っています。私たちと一緒

に、市の魅力アップのために活動してみませんか。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まつり連合渡御への参加協力 

◇ポケットパーク(鬼怒川大形橋東側花壇)の管理 

◇各種研修事業への参加 

◆応募資格 市内に居住、勤務している方など 

◎｢ネットワーカー｣は、住み良い茨城と新しい茨城の実現を 

 目指す｢チャレンジいばらき県民運動｣の地域活動員です。 

◎｢チャレンジいばらき県民運動｣については、ホームページ 

 (https://challenge-ibaraki.jp/)をご覧ください。 

 

問 申  

ネットワーカーしもつま事務局(市民協働課内)  

43-2114   43-4214 

～肩こり腰痛解消～体を整え生活を豊かに 

『コンディショニング体験会』参加者募集 
 

｢体を整えて仕事で高いパフォーマンスを発揮する｣｢老後

を楽しく元気に暮らして極力医療のお世話にならない｣、コ

ンディショニングは元気に活動するベースを作るものです。 

皆さんもコンデイショニング体験会へぜひご参加くださ

い。 
 
◆開催日 10月５日(月)～12月７日(月) 

毎週月曜日、10回連続 

◆時間 ◇第１部／午後４時～  

    ◇第２部／午後６時30分～  

※各回先着25人 

◆会場 ビアスパークしもつま[長塚乙70-3]他 

◆対象 市内在住・在勤・在学(高校生以上) 

※医学的診断によるドクターストップがない方 

◆申込方法 次のいずれかでお申し込みください。 

①申し込みフォーム  

 https://business.form-mailer.jp/fms/4677f6c1126 

 025 

②市役所都市整備課(第二庁舎２階)にて申込用紙受け取りお 

 よび申請 

◆申込締切 ９月28日(月)まで 

◆条件 全10回＋フィードバックに参加する意思のある方 

◆持ち物(必須) 

汗拭きタオル、消毒用タオル、水分、マスク、スレッチ 

マット、ソフトボールのボール 
 
※参加の方は検温・手の消毒などにご協力ください。天候や 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、実施場所や方法が 

 変更となる場合があります 
 

問 市都市整備課 45-8128   43-2945 

インフルエンザ予防接種を一部助成します～小児・65歳以上の方～ 
 
◆対象接種期間 10月１日(木)～令和３年１月31日(日) 

◆ 接種対象者および助成金額 

 

 

 

 

※60歳以上65歳未満の方のうち、心臓、じん臓、または呼吸器の機能に障害を有する方およびヒト免疫 

 不全ウイルスにより免疫の機能に障害を有する方を含む 
 
【接種日に65歳以上(※)の方へ】 

◇対象者には９月末に接種券を送付します。必ず送付された接種券と保険証を医療機関に持参し接種を受けて

ください。接種券を持参しないと、公費助成が受けられません。 

◇実施医療機関は次の市内協力医療機関および市外広域の予防接種協力医療機関です。 

◇今年度65歳を迎える方で10月１日以降の誕生日の方は、誕生日以降に接種した場合のみ助成の対象となり

ます。ご注意ください。 

【小児について】 

◇１歳未満の乳児は、十分な免疫をつけることが困難とされています。接種を希望する保護者の方は、医師と

よくご相談ください。 

◇実施医療機関は次の市内協力医療機関です。接種券はありません。医療機関に予約の上、保険証・母子健康

手帳を持参し接種を受けてください。 

◇市外広域の予防接種協力医療機関での接種を希望する方は、接種する医療機関によって手続きの方法が異な

ります。必ず事前に保健センターにお問い合わせください。 
  
【市内協力医療機関一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
【予防接種を受ける皆さまへ】 

◇事前に予防接種を受ける医療機関へ予約をしてから、接種してください。 

◇接種当日は体温測定を行い、マスク着用の上、医療機関へ行きましょう。 

【新型コロナウイルスの感染予防のため、次の方は接種前に医療機関へご相談ください】 

◇過去２週間以内に新型コロナウイルス患者やその疑いがある方と接触歴のある方 

◇過去２週間以内に渡航歴のある方、または渡航歴のある方と接触歴のある方 
 

問 市保健センター 43-1990   44-9744 

対象者 助成金額(１回につき) 助成回数 

接種日に65歳以上の方(※) 2,000円 １回 

【小児】生後６ヶ月～１３歳未満の方 2,000円 ２回 

【小児】13歳～中学３年生相当年齢の方 2,000円 １回 

医療機関名 電話番号 小児 高齢者 
浅田医院 44-3957 ○ ○ 
宇津野医院 45-0311 ○ ○ 
加倉井皮膚科クリニック  30-5007 小学生以上可 ○ 
軽部病院 44-3761 1歳以上可 ○ 
菊山胃腸科外科医院 44-2014 ○ ○ 
坂入医院 43-6391 ○ ○ 
砂沼湖畔クリニック 43-8181 ○ ○ 
とき田クリニック 44-3232 × ○ 
下條整形外科 43-3666 小学生以上可 ○ 
とやまクリニック 30-5010 ３歳以上可 ○ 
中山医院 43-2512 1歳以上可 ○ 
平間病院 43-5100 ○ ○ 
古橋医院 44-2792 1歳以上可 ○ 
古橋耳鼻咽喉科医院 45-0777 1歳以上可 ○ 
三津山クリニック 48-9131 1歳以上可 ○ 
渡辺クリニック 43-7773 初診は小学生以上、再診は１歳以上 ○ 



注意、あなたの土地が狙われています 
 

 ｢一時的に資材置場として貸してほしい｣、｢良い土

で埋め立てます｣などと“うまい話”を持ちかけら

れ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄

されたり、無許可で質の悪い建設残土を埋め立てられ

たりする事例が多発しています。 

 これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでは

なく、土地所有者に及ぶこともあります。 

 廃棄物の不法投棄、違法焼却、不適正な埋立てなど

発見した場合は、｢不法投棄110番｣まで通報をお願い

します。 

◎｢不法投棄110番」0120-536-380(受付時間

は平日の午前８時30分～午後５時15分) 

 

問 

県廃棄物対策課 029-301-3033 

県西県民センター環境・保安課 24-9127 

市生活環境課 43-8234   44-7833 

下妻警察署(休日や夜間) 43-0110 

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％、住

宅以外の家屋を取得した場合は４％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(2021

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 

『介護補助スタッフ講習』受講者募集 
 

この講習会は、厚生労働省茨城労働局の委託を受けて

実施するもので、高齢者の就業を支援します。 

 

◆日時 10月21日(水)～23日(金)３日間 

    午前10時～午後４時 

◆会場 筑西市シルバー人材センター 

[筑西市ニ木成1622-3] 

◆内容  

 介護に関する基礎知識と技術を身につけ、介護および 

 生活支援業務での就業を目指します。 

◆対象者  

①シルバー人材センターの会員になって就業できる満60 

 歳以上の方、または、職種転換を希望するシルバー人 

 材センターの会員の方 

②全日程参加可能な方 

◆定員 10人 ※定員になり次第締め切ります 

◆受講料 無料 

◆申込方法  

 シルバー人材センター窓口にて所定の申込書に記入 

◆募集締切 10月８日(木)まで  
 

問 申  

公益社団法人 下妻地方広域シルバー人材センター 

44-3198   44-6897 

就職に関する 

悩みや不安を話してみませんか 
 
いばらき県西若者サポートステーション(通称サポス

テ)では、就職に関する無料相談会を行っています。 

就職してもすぐに辞めてしまう方、一人で就活する

ことに不安をお持ちの方または働きたいけれどどうし

たら良いか分からない方はまずは相談から始めてみま

せんか。 

 

◆日時  

 10月1日(木)、15日(木)、11月5日(木)、19日(木) 

 各日 午前10時～午後0時30分 

※新型コロナウイルス感染症対策などにより、予定が 

 変更となる場合があります 

◆場所 ハローワーク下妻内 サポステ専用ブース 

◆費用 無料 

◆相談員  

 いばらき県西若者サポートステーション相談員 

◆対象者  

 就職に悩みがある15～49歳の方、その保護者また 

 は関係者 

◆申込方法  

 前日までにサポステに電話またはメールで予約 

 

問 申 いばらき県西若者サポートステーション  

     54-6012   54-6013 

開所時間 火～土曜日午前9時30分～午後 

5時30分(祝日を除く) 

 hola@iw-saposute.org 

個別的労使紛争のあっせんに係る 

｢無料労働相談会｣開催 
 
解雇、パワハラなど労働関係のトラブルにお悩みの

方、茨城県労働委員会の委員が相談に応じます。秘密

は厳守します。 
 
◆日時および会場 

◇10月1日(木)  

 鉾田合同庁舎[鉾田市鉾田1367-3] 

◇10月15日(木)  

 茨城県労働委員会事務局[水戸市笠原町978-6] 

◇10月29日(木)  

 土浦合同庁舎[土浦市真鍋5-17-26] 

 各日午後5時～7時 

※10月15日(木)は電話による相談もお受けします 

※費用は無料です 

※事前予約制 
 

問 申 茨城県労働委員会事務局  

     029-301-5563    

      029-301-5579 

多重債務者のための 

｢無料法律相談会｣開催 
 

借金の返済でお困りの方を対象に、無料法律相談会を

開催します。弁護士、司法書士、消費生活相談員が秘密

厳守で相談に応じます。ぜひご相談ください。 
 
◆日時および場所 

◇10月26日(月)  

   取手市役所 議会棟[取手市寺田5139] 

◇10月27日(火)  

 茨城県水戸合同庁舎[水戸市柵町1-3-1] 

◇10月28日(水)  

 つくば市豊里交流センター[つくば市高野1197-20] 

◇10月29日(木)  

 日立シビックセンター[日立市幸町1-21-1] 

※26・28・29日は午後1時～4時30分 

※27日のみ午後4時～7時30分 

◆対象 多重債務者(借金の返済にお困りの方) 

◆定員 各会場10人 

◆料金 無料 

◆申込期間 9月28日(月)～10月19日(月) 

※土・日曜日、祝日除く。午前8時30分～午後5時15分 

※事前予約制(定員になり次第締切り) 
 

問 申 県生活文化課  

     029-301-2829   029-301-2848 

下妻市社会福祉協議会 

事務所移転に伴う電話などの不通 
 

下妻市社会福祉協議会事務所が下妻公民館へ移転す

ることに伴い、次の期間において電話、FAXおよび

メールが一時不通となります。ご理解ご協力をお願い

します。 
 
◆不通期間 9月19日(土)～22日(火) 

※しもつまファミリーサポートセンター｢うぇるきっ

ず ｣への お問い合 わせは、緊 急連絡先 (090-

6486-0457)の番号をご使用ください 
 

問 下妻市社会福祉協議会  

     44-0142   44-0559 

11月24日(火) ＊  12月８日(火) 

＊  11月25日(水) ＊  12月９日(水) 

＊  11月26日(木) ＊ 12月10日(木) 

11月27日(金) 12月11日(金) 

９月28日から｢子宮がん・骨粗しょう症｣ 

集団検診の予約が始まります 
 
【子宮がん検診】頸部検査 

◇対象者  

 20歳以上の女性(令和３年３月31日時点の年齢) 

◇自己負担額 500円 
 
【骨粗しょう症検診】かかとでの超音波検査                                                          

◇対象者  

 25・30・35・40・45・50・55・60・65・ 

 70歳の女性(令和３年３月31日時点の年齢) 

◇自己負担額 500円                  
 
◆会場 市保健センター[本城町三丁目36-1] 
 
◆予約方法  

 １．次の日程から受診希望日を決める。 

◎骨粗しょう症検診を受診する方は、＊印が付いてい 

 る日程で受診してください。 

 

 

 

 

２．希望の受付時間を決める。 

  ①午後０時30分 ②午後０時50分  

  ③午後１時10分 

  骨粗しょう症検診のみ受診する方の受付時間 

  ④午後２時 

３．電話またはインターネットから申し込む。 

※インターネットから申し込む場合 

 インターネット予約サイト｢健康診断・検診イン 

 ターネット予約｣にアクセスし、事前に利用登録を済 

 ませてから申し込みください。 

  ◇スマホから   ◇パソコンから 

                   

              http://kenko-link.org/ 

 

 
 
 
 
◆予約受付期間 ９月28日(月)～10月８日(木) 

        平日午前８時30分～午後５時15分 

※定員になり次第締め切り 

※インターネットからは24時間、土・日曜日、祝日も 

 予約可能です 
 
◆注意事項 

※新型コロナウイルス感染症の予防対策として、例年 

 よりも定員を減らして実施します 

※令和２年度に市の医療機関検診受診券や、子宮頸が 

 ん無料クーポン券を使って子宮がん検診を受診した 

 方は子宮がん集団検診を受けられません 

※月経中は、子宮がん検診ができない場合があります 

※妊娠・出産などの経験がなく、子宮がん検診が初め 

 ての方は、医療機関検診を受診してください(詳細は 

 お問い合わせください) 
 

問 申 市保健センター  

     43-1990   44-9744 

申し込みQRコード 


