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産前産後期間の 

国民年金保険料が免除されます 
 

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者

が出産をした場合、出産前後の一定期間の保険料が申請

により免除されます。 

 免除が認められた期間は、保険料を納付したものとし

て老齢基礎年金の受給額に反映されます。 
 
◆対象者 国民年金第1号被保険者 

◆免除となる期間  

出産予定日または出産日が属する月の前月から４カ月

間の国民年金保険料が免除されます。(多胎妊娠の場

合は６カ月間) 

※出産とは、妊娠85日以上の出産を言います(死産、流 

 産、早産された方を含みます)  

◆申請方法 出産予定日の６カ月前から届出可能です。 

◆申請先 ◇市役所本庁舎 １階 保険年金課 

     ◇下館年金事務所  

◆申請手続きに必要なもの 

①年金手帳またはマイナンバーが確認できるもの(マイ 

 ナンバーカード、通知カードなど) 

②印鑑(本人署名の場合は不要) 

③母子健康手帳など、ただし被保険者と子が別世帯の場 

 合は出生証明書など出産日および親子関係がわかる書 

 類が必要です。 

◆免除期間 

 産前産後の免除期間は、他の免除と異なり、希望があ 

 れば付加保険料の納付や国民年金基金の加入ができま 

 す。 
 

問 申 日本年金機構 下館年金事務所  

     25-0829  

     市保険年金課  

     45-8124   23-2933 

下妻市出身の大学生などに 

応援給付金を給付します 
 
 新型コロナウィルス感染症の影響により修学費用の確

保が困難となっている下妻市出身の大学生などに１万円

を給付します。 
 
◆支給対象者 次の(１)～(３)全てに該当する学生 

(１)大学、大学院、短期大学、高等専門学校(第４・５学 

     年または認定専攻科のみ)、専修学校(専門学校)、予 

     備校などに在学する学生 

(２)次のア、イのいずれかに該当する学生 

 ア 市内に住所を有する学生 

 イ 保護者が市内に住所を有する学生で国内に住所を有 

       する学生 

(３)平成６年４月２日から平成14年４月１日までに生ま 

     れた学生 
 
◆申請者 学生本人またはその保護者 
 
◆申請方法  

 申請書に必要書類を添え、郵送または直接申請して 

 ください。 

※申請書は市ホームページからダウンロードするか、 

 市役所市民協働課(本庁舎２階)窓口に設置しています 
 
◆支給金額 学生１人につき１万円 
 
◆申請期間 10月１日(木)～令和３年３月１日(月) 
 

問 申 市民協働課 43-2114   43-1960 

新生児子育て世帯応援給付金を 

支給します 
 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子

育て世帯を経済的に支援するため、｢下妻市新生児子

育て世帯応援給付金｣を支給します。この給付金の支

給を受ける場合は、申請が必要です。 

 

◆支給対象者 

 令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出 

 生した子どもの保護者で①～③の要件全てに該当 

 する方 

①下妻市で新生児の最初の住民登録をした方 

②給付金の支給申請時に下妻市に住民登録がある方 

③新生児を監護し、生計を同じくする方 
 
◆支給額 対象新生児1人につき10万円  
 
◆申請方法 

 申請書に必要書類を添付し市役所子育て支援課(第 

 二庁舎２階)に提出してください。 

※令和2年10月1日以前に住民登録をした対象者の 

 方には、個別に案内を送付します 
 
◆申請期限 令和3年4月15日(木)まで  

 

問 申 市子育て支援課  

     45-8120   30-0011 

子育て世帯特別応援給付金を 

支給します 
 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子

育て世帯を経済的に支援するため、先に支給した

｢子育て世帯臨時特別給付金｣の対象とならなかっ

た児童を養育する保護者に対し、｢下妻市子育て世

帯特別応援給付金｣を支給します。 

 支給対象の方には、10月上旬に子育て世帯特別

応援給付金申請書を送付します。 
 
◆支給対象者 

①令和2年度中に満17・18歳になる児童の保護者 

②児童手当特例給付の受給者(国の子育て世帯臨時 

 特例給付金の対象外となった方。公務員を含む) 

※令和2年10月1日時点で下妻市に住民登録があ 

 る方 
 
◆支給額 対象児童1人につき１万円  
 
◆申請方法 

 申請書に必要書類を添付し、市役所子育て支援  

 課(第二庁舎２階)に提出ください。 
 
◆持ち物 

◇｢下妻市子育て世帯特別応援給付金申請書(請求 

 書)｣ 

◇支給対象者の本人確認ができる書類(申請書裏面 

 貼付) 

 ①運転免許証 ②マイナンバーカード ③健康保険 

 証 ④年金手帳の写し(①～④いずれか1つ) 

◇振込口座が確認できる書類(申請書裏面貼付) 

 金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわか 

 る通帳、またはキャッシュカードの写し 

※支給対象者②の公務員の方は、申請書に勤務先 

 で証明を受けてから申請してください。申請書 

 はホームページからダウンロードするか送付し 

 ますので、市役所子育て支援課までご連絡くだ 

 さい 
 
◆申請期限 令和3年3月1日(月)まで 
 

問 申 市子育て支援課  

     45-8120   30-0011 

受水槽有効容量 名称 根拠法令 
10立方メートルを

超えるもの 
簡易専用水道 水道法 

５立方メートル以上

10立方メートル以

下のもの 
小簡易専用水道 

下妻市安全な

飲料水の確保

に関する条例 

貯水槽水道の衛生管理にご協力を 
 

給水されている水道水をいったん受水槽にためて、

利用者に給水する施設を総称して貯水槽水道と言いま

す。貯水槽水道は、受水槽の有効容量によって、次の

種類があります。 

 

 

 

 

 

 

 

貯水槽水道において、水質の管理責任は貯水槽水道

の設置者にあります。受水槽などの清掃や水質検査

は、１年以内ごとに１回定期的に行いましょう。日頃

から水質の衛生管理に努めるよう、ご理解ご協力をお

願いします。 
 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

講習区分 平日 日曜日 
違反・初回 80枚 140枚 

一般 30枚 60枚 
優良 60枚 195枚 

運転免許更新受け付け 
～講習会場の人数制限あり～ 
 
◆運転免許センターの対策 

◇マスク非着用の方は入場をお断りしています。 

◇入場の際は検温および体調確認を行っています。 

◇講習受講人数の制限を行い、整理券の配布により受付

人数を制限しています。整理券の配布数は午前午後と 

  も次のとおりです。 

 

 

 
 
※整理券配布数は目安です。使用できる講習室の状況な 

 どにより増減があります 

※講習区分に応じた受付時間のおおむね30分前から 

 正面入口前テント(日曜日は技能試験発着場)に集合 

 してください。おおむね10分前から説明および整 

 理券を配布します 

※詳しくは茨城県警ホームページ(https://www.pref. 

 ibaraki.jp/kenkei/a03_license/info/sunday.html) 

 をご覧ください 
 

問 県警察運転免許センター 更新免許係 

 029-293-8811 

証明書などの手数料をQRコード決済できる

ようになります 
 

市では、スマートフォンアプリによる市税などの

納付を始めていますが、10月１日(木)から、市役所

市民課(本庁舎１階)、くらしの窓口課(千代川庁舎１

階)の窓口で交付する証明書などの手数料もPayPay

のQRコードで支払いすることができます。ぜひご利

用ください。 

 

問 市民課 43-8196   43-2933 



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ます。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 

水道と井戸水などの管が 

直接接続されていませんか 
 
 ご自宅の給水管と井戸水・共同水道などの管が直接 

接続されていませんか。 

 これは、｢クロスコネクション｣と言い、水道法によ 

り、固く禁止されています。バルブを設置し、水道水 

と井戸水などを必要に応じて、切り替えて利用してい 

る状態も該当します。                             
 
◎水道水と井戸水などを併用して利用している場合

は、図のように必ず配管を別にしてください。 

 

◆なぜ、禁止されているのか                        

ご自宅の給水管と井戸水などの管が直接接続されて

いると、バルブの故障、誤った操作や突然の事故に

より、井戸水などが水道本管へ逆流することがあり

ます。もし、井戸水などが汚染されていた場合、汚

染された水が水道本管に流れ込み、水道水が汚染さ

れ、広範囲に健康被害が生ずるなど重大事故につな 

がる危険性があります。 

反対に大量の水道水が井戸などに流れ込んだ場合、

多額の水道料金を請求されることがあります。場合

によっては、法律により罰せられることもありま 

す。 

 

◆給水管と井戸水などの管が直接接続されている場合 

市役所上下水道課に連絡するとともに、市指定給水

装置工事事業者に依頼し、水道の給水管から井戸水

などの管を切り離してください。切り離したことが

確認できるまでの間、水道を一旦停止するため、水 

道の利用はできません。 

 

問 市上下水道課 44-5311  44-5312 

 

○ 
 

 

 

 

    (井戸水)          (水道水) 

 

× 
 

 

 

     
     
    (井戸水)          (水道水) 

｢しもつまウォーク｣開催中止 
 
 10～12月に予定していました｢しもつまウォーク｣

は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中

止となりました。 
 
※１～３月に実施予定の｢しもつまウォーク｣の開催の 

 有無などは、11月25日号のお知らせ版に掲載予定 

 です 
 

問 市生涯学習課 45-8997   43-3519 

｢行政書士による無料相談会｣開催 
 
 茨城県行政書士会県西支部では、暮らしと役所の諸手続

きについて、面談により相談に応じます。 

 

◆日時 10月17日(土)午前10時～午後３時 

◆場所 筑西市中央図書館 ボランティア活動室 

    [筑西市下岡崎1-11-1] 

◆相談内容  

 相続問題、農地のこと、建設業および飲食業などの営業 

 許可、その他困りごと 

※行政書士には守秘義務があり、秘密は厳守します 

※事前予約は不要です 
 

問 茨城県行政書士会 県西支部  

   25-1907(増戸)   25-1802 

10月は｢飼い主マナー向上推進月間｣です 
 

【犬をつないで散歩させましょう】 

◇犬を放すことは法律や条例に違反することはもち 

 ろん、動物嫌いな人を不快や不安な気持ちにさせ 

 ます。おとなしくかわいい愛犬も、道路や公園で 

 放すことは慎みましょう。｢早朝、夜間なら迷惑 

 をかけない｣という認識は改めましょう。 

◇咬みつき事故が起こった場合には、飼い主が損害 

 賠償責任を負わなければなりません。 

 

【フンを持ち帰りましょう】 

◇犬のフンが放置されていることへの苦情や相談が 

 多数寄せられています。散歩の時に持ち帰ったフ 

 ンは、衛生面や臭いに配慮して｢もえるゴミ｣の日 

 に集積所へ出してください。 

 

【のら猫への｢餌やり｣はみんなの迷惑です】 

 飼い主不明の犬や猫への無責任な｢餌やり｣は、餌 

 付けをしている人が飼い主とみなされ、そのいた  

 ずらの責任は餌をやっている者が負わなければな 

 りません。また、のら犬・のら猫を地域に寄せ付 

 ける原因になるので、飼い犬の食べ残した餌はす 

 みやかに片付けましょう。 

 

【猫は屋内で飼いましょう】 

 猫は、屋内飼養に努めましょう。事故防止、感染 

 症の予防など猫の命を守ることにつながります。 

※猫の所有者は疫病の予防及び不慮の事故の防止な 

 ど猫の健康および安全の保持並びにふん尿の放置 

 の防止など周辺の生活環境の保全のため、その所 

 有する猫の屋内での飼養に努めなければならな 

 い。(茨城県動物の愛護及び管理に関する条例：第 

 5条の2) 

 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833 

10月は３R推進月間です 
 

毎年10月は３R推進月間です。いつも以上に３Rを心

掛け、住みよい持続可能なまちづくりと地球環境の保全

にご理解ご協力をお願いします。 

３RとはReduce(リデュース)、Reuse(リユース)、

Recycle(リサイクル)の3つの単語の頭文字を表していま

す。これらの単語の意味と例は次のとおりです。 
 

①Reduce(リデュース)：ごみを減らす、ごみを生まない 

◇必要のないものを買わない 

◇マイバッグの利用 

◇詰め替え品を利用する 

②Reuse(リユース)：再使用、繰り返し使う 

◇いらなくなったものを譲り合う 

◇フリーマーケットや中古品店の活用 

◇ビール瓶、一升瓶はお店に返す 

③Recycle(リサイクル)：再生利用、資源に戻す 

◇かん、びんなどの資源ごみを分別して出す 

◇生ごみをたい肥にする 

◇再生資源使用の商品を買う 
 
◎こころがけの順番は、①＞②＞③です。 

 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833  

道路上で動物の死骸を見つけたら 
 

市内の市道・県道上で動物の死骸を見つけた場合に

は、市役所開庁時は市役所生活環境課までご連絡くだ

さい。当日中または翌日午前中に回収します。閉庁時

には、休日日直または警備員へご連絡ください。翌開 

庁日に回収します。 

また、国道125号・294号については茨城県常総

工事事務所道路管理課(0297-42-2505)が回収 

します。 

 なお、私有地については、その土地の所有者、管理 

者の責任での処理となります。 
 

問 市生活環境課 43-8289    44-7833 

〝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 10月９日(金)午前９時30分～11時 

◆会場 砂沼荘[下木戸493-6 ] 

※感染症対策などにより中止になる場合があります 
 

問  

下妻市ボランティアセンター(下妻市社会福祉協議会)  

44-0142    44-0559 

『手話講座(基礎編)』受講者募集 
 

聴覚障害者にとってのコミュニケーションの方法と

して｢手話｣があります。手話に対する関心や理解を

深めるとともに、技術を習得し、後には手話通訳者

の養成につながることを目的に手話講座を開催しま

す。今までに入門編を受講した方を募集します。ぜ

ひご参加ください。 
 
◆日時 10月24日(土)～令和３年３月20日(土) 

◇毎週土曜日(全20回) 

◇午後１時～３時 

◆場所 下妻公民館 ２階 小会議室[本城町3-36-1] 

◆定員 10人 

◆受講料  

 無料(ただし、テキスト代3,000円(税別)は、自己 

 負担) 

◆申込締切 10月10日(土)まで 

※全日程ともマスクを着用ください。 
 

問 申 下妻市聴覚障害者協会 

       43-2663(小田部) 

       norigo.ma-ri@au.com  
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〈注意〉 

マイナンバーカードは、交付通知書を送付した日から一定

期間保管し、その後廃棄処理を行います。お早めにご予約

をお取りください。 

日 月 火 水 木 金 土 
        １ 
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10月のマイナンバーカード 

(個人番号カード)の窓口交付日 
 
 マイナンバーカード(個人番号カード)を申請された方

には、おおむね１カ月程度で｢個人番号カード交付・電

子証明書発行通知書兼照会書(はがき)｣(以下、交付通知

書)を送付しています。 

 マイナンバーカード受け取りには、予約が必要で 

す。交付通知書に記載されている予約専用電話番号に

て予約を取り、受け取りをお願いします。交付日は平 

日の時間外および休日も設けています。 

 10月の交付日は次のカレンダーのとおりです。 
 
※マイナンバーカード申請時、郵送で受け取りを希望 

 した方は予約の必要はありません 
 
※交付および申請補助サービスの日程は、感染症対策 

 などにより変更が生じる場合がありますので、ご理 

 解ご協力をお願いします 

 

 

 

 

 
 
 

10月のマイナンバーカード交付日カレンダー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
【交付受付時間】 

●＝平日日中のみ  

  午前９時～11時30分、午後１時30分～４時 

▲＝平日時間外交付日  

  上記に加え、午後５時～６時30分 

■＝休日交付日   

  午前９時～11時30分、午後１時30分～４時 

★＝休日交付日・申請補助サービス  

  午前９時～11時30分、午後１時30分～４時 
※カード申請補助サービスは午前９時～11時30分ま 
 で実施します 
×＝カード交付、申請補助サービスは行いません 
 

問 申 市民課 43-8196   43-2933 

令和３年度  

『私立幼稚園・認定こども園 

(教育認定)』園児募集 
 
令和３年４月から、お子さまを私立幼稚園ま

たは認定こども園(教育認定)に入園希望する方

の入園願書受け付けを開始します。 

 

◆園児募集園  

◇認定こども園ふたば文化 

◇認定こども園下妻いずみ幼稚園 

◇下妻小友幼稚園 

 

◆入園願書受付開始 10月１日(木)～ 

 

◆入園資格  

【満３歳児】 

令和３年４月２日以降に満３歳になる幼児 

→４年保育 

【３歳児】  

平成29年４月２日～平成30年４月１日生まれ 

→３年保育 

【４歳児】  

平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれ 

→２年保育 

【５歳児】  

平成27年４月２日～平成28年４月１日生まれ 

→１年保育 

 

◆入園手続 

◇入園願書は、各園に用意してあります。 

◇各園により募集内容が異なります。詳細は直 

 接お問い合わせください。 

◇園の見学希望やご質問などは、各園に直接お   

 問い合わせください。 
 

問 申 
認定こども園ふたば文化  

44-2346   44-2106 

認定こども園下妻いずみ幼稚園  

43-6630   44-9499 

下妻小友幼稚園  

44-2810   44-2810 

令和３年度 保育所・認定こども園 

(保育認定)入所申し込みの受け付け開始 
 
 令和３年４月から、お子さまを保育所や認定こども園(保

育認定)に入所希望する方の申し込み受け付けを開始しま

す。 

 入所申込書は、市役所子育て支援課(第二庁舎２階)で配布

しています。定員を超える申し込みがあった場合には、入

所調整を行います。入所の決定は、先着順ではありませ

ん。 

 勤務先などが市外にあるなどの理由で、市外の保育所を

希望する場合は、お早めに市役所子育て支援課までお問い

合わせください。 
 
◆保育所等入所資格基準 

 保育所や認定こども園(保育認定)に入所できるお子さま 

 は、次の理由により、家庭内での保育ができない児童が 

 対象です。 

◇保護者が家庭外で仕事をしているとき、または家庭内で 

 家事以外の労働に従事し、児童の保育ができない場合 

◇保護者が出産、病気、心身障害者などの場合 

◇長期にわたり常時病人や心身障害者の介護をしている場 

 合 

◇災害(火災、風水害、地震など)を受け、その復旧にあたっ 

 ている場合 

◇保護者が日中求職活動、就学により児童を保育できない 

 場合 

◇児童虐待・育児放棄・DVの状態にある場合、またはその 

 恐れがある場合 

◆申し込みできる保育所など 

◇０歳～小学校就学前 

 下妻保育園、きぬ保育園、法泉寺保育園、大宝保育園、 

 西原保育園、もみの木保育園、大和保育園、もみの木フ 

 レンズ(小規模保育施設)、市外の公立保育所および認可保 

 育所 

◇２歳児～小学校就学前 認定こども園下妻いずみ幼稚園 

◇３歳児～小学校就学前 認定こども園ふたば文化 

◆入所申込期間 

◇第１次選考 10月１日(木)～12月15日(火) 

◇第２次選考 12月16日(水)～令和３年２月15日(月) 

◇第３次選考 令和３年２月16日(火)～３月５日(金) 
 

問 申 子育て支援課  

       45-8120   30-0011 

学校名 日程 受付時間 

下妻小学校 
10月16日(金) 
午後１時20分～ 

午後０時50分～ 

大宝小学校 
10月９日(金) 
午後１時30分～ 

午後１時～ 

騰波ノ江小学校 
10月16日(金) 
午後１時30分～ 

午後１時10分～ 

上妻小学校 
10月９日(金) 
午後１時30分～ 

午後１時～ 

総上小学校 
10月14日(水) 
午後１時30分～ 

午後１時～ 

豊加美小学校 
10月７日(水) 
午後１時30分～ 

午後１時～ 

高道祖小学校 
10月16日(金) 
午後１時30分～ 

午後１時～ 

宗道小学校 
10月29日(木) 
午後１時30分～ 

午後１時15分～ 

大形小学校 
10月22日(木) 
午後１時30分～ 

午後１時～ 

就学時健康診断日程表 
 
 令和３年４月に小学校へ入学するお子さんの健康

診断を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※当日は、着脱のしやすい服装でお越しください 

※髪の長いお子さんは、まとめておいてください 

※詳しい日程は、市教育委員会から保護者に郵便に 

 て通知を送付します 
 

問 市学校教育課 44-0740   43-9608 

ロタウイルスワクチン予防接種が 

１０月１日から定期接種になります 
 

ロタウイルスワクチン予防接種は10月１日からの定

期接種化により、次の対象児について公費負担(無料)

で接種ができるようになります。接種は、県内の指定

医療機関であれば市外の医療機関でも予防接種が受け

られます。 
 
◆対象年齢 令和２年８月１日以降に生まれた児 

◆接種方法 

27日以上の間隔をおいてロタリックスは２回、ロタ 

テックは３回を経口にて接種。 

◆接種期間 

 生後6週０日後から、ロタリックスは出生24週０日 

 まで。ロタテックは出生32週０日まで。 

※この期間を過ぎると接種ができません 

※出生15週０日後以降の初回接種は安全性が確立され 

 ていないため、出生14週６日後までに初回接種を完 

 了させることが望ましいです 

◆その他 

対象者へは９月下旬に個別通知などでお知らせしま 

す。 

 

問 市保健センター 43-1990   44-9744 



工事箇所 

砂沼 

勤労青少年ホーム 

下妻砂沼郵便局 

空き家対策セミナー｢実家を空き家にしないた

めに空き家の利活用と住まいの終活｣開催 
 
最近、全国的に空き家の増加が社会問題となり、その

中でも管理されていない空き家の苦情や相談が増えてき

ました。空き家は個人の持ち物ですが地域の課題でもあ

ります。家の持ち主が家族と相談し早めに対処すれば空

き家にならずに利活用できる可能性があります。そこで

空き家の正しい知識や対策、住まいの終活を通して相続

や片付けなど考えてみませんか。 
 

◆日時 10月18日(日)午後１時30分～４時 

           (受付 午後１時～) 

◆場所 市役所第二庁舎 3階 大会議室 

◆対象 空き家に関心のある方 

◆定員 25人 

◆内容  

①講話 空き家の基礎知識・問題・管理・利活用、住ま 

    いの終活について 

②住教育カード｢空き家編｣を使った意見交換会 

◆講師  

 １級建築士 須藤 直美 氏(住教育インストラクター) 

◆参加費 無料 

◆申込方法  

 所定の用紙に必要事項を記入の上、FAXでお申し込 

 みください。 

※申込用紙はホームページ(https://ibaraki.jyukyoi 

 ku.org/)からダウンロードするか、市役所本庁舎およ 

 び千代川庁舎に設置しています。 

◆申込締切日 10月９日(金)まで 

【参加する方へ】 

◇事前にご自宅で体温を測り、体調のすぐれない方は参 

 加をお控えください。 

◇参加時のマスク着用をお願いします。 

◇新型コロナ感染対策により中止になる場合がありま 

 す。 
 

問 一般社団法人 住教育推進機構 茨城支部  

   090-5801-6237(須藤)   44-6510 

｢障害年金の勉強会｣開催 
 

障害を持つ方の日常生活を支援するために、相談

や障害年金についての勉強会を開催します。 
 
◆日時 10月24日(土)午前10時～正午 

◆場所 大宝公民館 会議室[大串733] 

◆内容 社会保険労務士による障害年金の講話 

◆講師 社会保険労務士 本橋 孝夫 氏 

◆定員 20人 

◆参加費 無料 

※当日はマスクを着用ください 
 

問 申  夢工房おおぞら 

      44-8844   44-8844 

             電話受付時間 午前９時～午後４時(土・ 

                                  日曜日、祝日を除く)  

『シルバー人材センター』会員募集 
 

シルバー人材センターは、｢健康維持や生きがいのた

めに働きたい｣という意欲ある高齢者の方々に、その希

望と経験に合った臨時的・短期的な仕事を紹介していま

す。シルバー会員として仕事をしてみませんか。なお、

会員になるには次の要件が必要です。 
 
◆下妻市、八千代町にお住まいで、当センターの目的に

賛同され、健康で働く意欲のあるおおむね60歳以上

の方 

◆入会説明会を受け、入会申込書を提出し、定められた

会費を納入した方 
 

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  

◆電話番号 080-7531-3173 

      080-7531-3242 

      080-7532-0643 

法の日｢無料電話相談会｣開催 
 
◆日時 10月１日(木)午前10時～午後４時 

◆受付方法 事前予約不要 

◆相談料 無料(ただし、電話料金はかかります。) 
 

問 茨城県弁護士会 029-221-3501   029-227-7747 

防災アプリ・放送メールをご活用ください 
 

｢下妻市防災アプリ｣では、防災行政無線放送内容や

さまざまな防災情報を得ることができます。ぜひご活

用ください。ガラケーの方は｢下妻市防災無線放送

メール｣をご利用ください。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

問 市消防交通課 43-2119   43-4214       

ガラケー用 Android用 iPhone用 

【防災アプリ】 【放送メール】 

道路工事にご協力を 

 

下妻丁地内において道路工事を実施します。工事期

間中は、全面通行止めなどの交通規制を実施する場合

があります。ご理解ご協力をお願いします。 

 

◆工事期間 9月下旬～11月下旬(予定) 

◆工事箇所 次の図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市建設課 45-8126   43-2945 

市立図書館 開館カレンダー/10月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※10月28日(水)は、館内整理日のため休館 
 

問 市立図書館 43-8811   43-8855 

日 月 火 水 木 金 土 
  
  

      １ ２ ３ 

４ 
  

５ 
休館 

６ ７ ８ ９ 10 

11 
12 
休館 

13 14 15 16 17 

18 
19 
休館 

20 21 22 23 24 

25 
26 
休館 

27 
28 
休館 

29 30 31 

ふるさと博物館 開館カレンダー/10月 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 ふるさと博物館 44-7111   44-7115 

日 月 火 水 木 金 土 
  
  

      １ ２ ３ 

４ 
  

５ 
休館 

６ ７ ８ ９ 10 

11 
12 
休館 

13 14 15 16 17 

18 
19 
休館 

20 21 22 23 24 

25 
26 
休館 

27 28 29 30 31 

下水道工事にご協力を 
 

小島地内において公共下水道工事を実施します。

工事期間中は、周辺道路の全面通行止め(夜間開放)な

どの交通規制を実施します。ご理解ご協力をお願い

します。 
 
◆工事期間 10月上旬～令和３年１月下旬(予定) 

◆工事内容 公共下水道本管および接続管布設工事 

◆工事場所 次の図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 市上下水道課  44-5311   44-5312 

工事箇所 

総上小学校 

谷
和
原
筑
西
線 

ふるさと博物館/展覧会案内 
 
 次の予定で展覧会を開催します。 
 
◆展覧会名  

 所蔵品特別企画展｢レコードジャケット展｣ 

 レコードが語る青春時代～あの頃の淡い思い出～ 

◆展示内容 

 1960～70年代のレコードジャケットを中心に展 

 示します。 

◇ＬＰレコード 

◇シングルレコード 

◇ソノシート 

◆開催期間 10月10日(土)～11月15日(日) 

◆開館時間 午前９時～午後４時30分   

◆休館日 10月12日(月)、19日(月)、26日(月)、 

     11月2日(月)、9日(月) 

◆入館料 会期中無料 
 

問 ふるさと博物館  44-7111   44-7115 
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『自分革命～人生は一瞬で変えられる～』 

参加者募集 
 

web会議アプリZOOMを活用した、新時代の講演会

を開催します。よりポジティブなチーム、組織作りに

ついて一緒に学びませんか。 

 

◆日時 10月14日(水)ログイン開始 午後６時～  

            スタート 午後６時30分～ 

 

◆場所 ZOOM｢10月例会ミーティングルーム｣ 

 

◆講師 大島 啓介 氏 

◇人間力大学理事長 

◇株式会社てっぺんとＮＰＯ法人居酒屋甲子園を設立 

◇てっぺん創業15年で100人以上の経営者を輩出 

 

◆募集定員 先着200人 

 

◆申込方法  

 下妻青年会議所ホームページ内特設サイト(https:// 

 bluenotearrow.wixsite.com/mysite-1)からご応募 

 ください 

 

◆申込締切 10月８日(木)まで 

※定員になり次第締め切り 

 

問 一般社団法人 下妻青年会議所 ひとづくり委員会 

   080-1055-2112(鈴木)   48-0675 

ダメ不正軽油 
 

ディーゼル自動車に使用する軽油には、１リットルあたり32.1円の軽油引取税が課税されており、皆さんの生活

の向上のために使われています。 

ところが、軽油に灯油や重油などを混ぜて｢不正軽油｣を製造している人、それを販売・購入している人、または灯

油や重油などをディーゼル自動車の燃料に使用している人がいます。 

 不正な軽油を製造・販売・使用する行為は、環境を汚染するとともに脱税行為でもあり、刑事罰の対象です。不正

軽油を使用している疑いのあるトラックやガソリンスタンドの情報があればご一報ください。 

 

問 茨城県筑西県税事務所 課税第一課 軽油引取税担当 24-9192   24-2468  

   不正軽油110番 0120-241-744(フリーダイヤル24時間受け付け) 

しもつま３高ホームページ 

QRコード 

市民団体しもつま３高 主催 

｢しもつま あまびえちゃんコンテスト｣開催 

 
疫病退散の妖怪といわれる｢アマビエ｣をテーマにし

たアートコンテストと展覧会を開催します。想い想い

の｢あまびえちゃん｣を描いたり、作ったり、自由に表

現してみませんか。皆さまのご応募お待ちしていま

す。 

 

◆応募テーマ ｢わたしの思い描くあまびえちゃん｣ 

 

◆応募部門 【平面】A3(297㎜×420㎜)以内  

      【立体】400㎜四方 

 

◆応募資格  

◇年齢、居住地などを問わず、どなたでも可能です。 

◇1人１部門１作品まで 

 

◆応募期限 10月24日(土)まで ※必着 

 

◆応募方法 【平面】郵送または持参  

      【立体】持参のみ 

 〒 304-0067  

 下妻市下妻乙339 かふぇまるcafé&studio  

 しもつま３高  

   しもつまあまびえちゃんコンテスト係 宛 

※応募作品の裏側には必ず応募票(自作可)を貼り付け 

 てください 

※応募票およびコンテストの詳細はしもつま３高ホー 

 ムページをご確認ください 

 

◆賞 市長賞 １点 ３高賞 １点 人気投票賞 １点 

※入賞者へは直接ご連絡します。入賞作品は、まちづ 

 くり市民団体しもつま３高(https://is.gd/bdKPq2) 

 に掲載します 

 

◆展示期間(人気投票) 

◇千代川公民館 １階 ロビー 

   11月21日(土)〜29日(日) 

 

問 市都市整備課 45-8128   43-2945 

       まちづくり市民団体しもつま３高    

    tsuma3info@gmail.com 

10月は土地月間です 

～土地取引の後には届出を～ 
 

10月は、土地に関するさまざまな普及啓発活動を

行う｢土地月間｣です。 

一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計

画法に基づき、権利取得者(譲受人)は、契約締結日か

ら２週間以内に市役所企画課(本庁舎２階)に届出を行

う必要があります。詳しくは、市ホームページにて確

認するかお問い合わせください。 

 

問 市企画課 43-8367   43-1960 

10月１日 シモンちゃんバス時刻表改正 
 
 市コミュニティバス｢シモンちゃんバス｣の時刻表を10月1日に改正します。 

【小貝川ふれあい公園行き】 【ビアスパークしもつま行き】 

◎バス停通過時刻は、道路事情により遅れる場合があります。 

◎交通状況などにより、関東鉄道常総線などとの乗り継ぎ接続ができない場合があります。予めご了承ください。 

 
問 市企画課 43-2113   43-1960 

【関東鉄道常総線  下妻駅発】 【関東鉄道常総線 下妻駅発】 

【筑西･下妻広域連携バス 下妻駅発】 

ビアスパークしもつま 9:10 10:30 12:00 14:55 16:15 18:30 小貝川ふれあい公園 9:50 11:07 12:40 14:13 15:35 17:45 19:05

石の宮 9:10 10:30 12:00 14:55 16:15 18:30 イオンモール下妻 9:51 11:08 12:41 14:14 15:36 17:46 19:06

砂沼サンビーチ 9:11 10:31 12:01 14:56 16:16 18:31 坂井 9:53 11:10 12:43 14:16 15:38 17:48 19:08

長塚 9:12 10:32 12:02 14:57 16:17 18:32 大串 9:54 11:11 12:44 14:17 15:39 17:49 19:09

長塚中央 9:13 10:33 12:03 14:58 16:18 18:33 大串西 9:55 11:12 12:45 14:18 15:40 17:50 19:10

長塚東 9:14 10:34 12:04 14:59 16:19 18:34 田町北 9:56 11:13 12:46 14:19 15:41 17:51 19:11
さん歩の駅サン･ SUN さぬま 9:15 10:35 12:05 15:00 16:20 18:35 田町 9:57 11:14 12:47 14:20 15:42 17:52 19:12

新町 9:15 10:35 12:05 15:00 16:20 18:35 保健センター 9:58 11:15 12:48 14:21 15:43 17:53 19:13

西町 9:16 10:36 12:06 15:01 16:21 18:36 下妻市役所 9:59 11:16 12:49 14:22 15:44 17:54 19:14

三道地 9:17 10:37 12:07 15:02 16:22 18:37 本宿町一丁目 10:00 11:17 12:50 14:23 15:45 17:55 19:15

上町 9:18 10:38 12:08 15:03 16:23 18:38 本城町一丁目 10:01 11:18 12:51 14:24 15:46 17:56 19:16
Waiwaiドームしもつま 9:19 10:39 12:09 15:04 16:24 18:39 小野子町一丁目 10:02 11:19 12:52 14:25 15:47 17:57 19:17

上町東 9:20 10:40 12:10 15:05 16:25 18:40 下妻駅（着） 10:06 11:23 12:56 14:29 15:51 18:01 19:21

栗山 9:21 10:41 12:11 15:06 16:26 18:41 下妻駅（発） 10:06 11:23 14:29 15:51 18:06 19:21

下妻駅（着） 9:25 10:45 12:15 15:10 16:30 18:45 栗山 10:06 11:23 14:29 15:51 18:06 19:21

下妻駅（発） 9:25 10:45 12:18 13:51 15:10 16:33 18:45 上町東 10:07 11:24 14:30 15:52 18:07 19:22

小野子町一丁目 9:26 10:46 12:19 13:52 15:11 16:34 18:46 Waiwaiドームしもつま 10:08 11:25 14:31 15:53 18:08 19:23

本城町一丁目 9:27 10:47 12:20 13:53 15:12 16:35 18:47 上町 10:09 11:26 14:32 15:54 18:09 19:24

本宿町一丁目 9:28 10:48 12:21 13:54 15:13 16:36 18:48 三道地 10:10 11:27 14:33 15:55 18:10 19:25

下妻市役所 9:29 10:49 12:22 13:55 15:14 16:37 18:49 西町 10:11 11:28 14:34 15:56 18:11 19:26

保健センター 9:30 10:50 12:23 13:56 15:15 16:38 18:50 新町 10:12 11:29 14:35 15:57 18:12 19:27

田町 9:31 10:51 12:24 13:57 15:16 16:39 18:51 さん歩の駅サン･ SUN さぬま 10:12 11:29 14:35 15:57 18:12 19:27

田町北 9:32 10:52 12:25 13:58 15:17 16:40 18:52 長塚東 10:13 11:30 14:36 15:58 18:13 19:28

大串西 9:33 10:53 12:26 13:59 15:18 16:41 18:53 長塚中央 10:14 11:31 14:37 15:59 18:14 19:29

大串 9:34 10:54 12:27 14:00 15:19 16:42 18:54 長塚 10:15 11:32 14:38 16:00 18:15 19:30

坂井 9:35 10:55 12:28 14:01 15:20 16:43 18:55 砂沼サンビーチ 10:16 11:33 14:39 16:01 18:16 19:31

イオンモール下妻 9:37 10:57 12:30 14:03 15:22 16:45 18:57 石の宮 10:17 11:34 14:40 16:02 18:17 19:32

小貝川ふれあい公園 9:42 11:02 12:35 14:08 15:27 16:50 19:02 ビアスパークしもつま 10:22 11:39 14:45 16:07 18:22 19:37

下館方面 9:54 11:06 12:19 15:32 16:46 18:59 下館方面 10:12 11:36 13:33 14:35 15:56 18:06 19:34

水海道方面 9:31 10:57 12:28 15:33 16:34 18:50 水海道方面 10:31 11:28 13:30 15:04 15:59 18:06 19:34

川島駅行き 10:10 13:05 16:00 18:10



不法投棄１１０番 
 

産業廃棄物の不法投棄・焼却、不適正な土砂の盛土

などを見かけたら、情報提供をお願いします。 

 

◎｢県不法投棄110番｣0120-536-380 

受付時間(平日)午前８時30分～午後５時15分(匿名の

通報でも対応します) 

 

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 

   ◇休日や夜間の場合 

 110番または下妻警察署 43-0110 

野焼きは｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣で一

部の例外を除いて禁止されています。(罰則規定：５

年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金) 

※例外規定については、お問い合わせください 

ごみ(廃棄物)の野外焼却は禁止 
 

家庭ごみ、雑草、枝・葉、野菜くず、店舗や会社か

ら出たごみを野外で燃やさないでください。 

◇「煙や臭いで体調を悪くした」 

◇「洗濯物や布団が外に干せない」 

◇「火が大きくなって火災になるかと思った」 

など野焼きを原因とする苦情がたくさん市に寄せられ

ています。野焼きの煙や臭いは予想以上に遠くまで飛

散し、知らないうちに多くの方にご迷惑をかけていま

す。 

 

 

 

 
 野焼きをせず、廃棄物の適切な処理にご理解ご協力

をお願いします。 
 
◇ドラム缶やブロック積みなど簡易な焼却炉による焼  

 却も禁止されています。 

◇法令の基準を満たした焼却炉でも、故障や機能不全 

 の状態で焼却することはできません。 

◇家庭から出るごみは市指定のごみ袋に入れ、各地区 

 の集積所に出すか、クリーンポート・きぬへ直接搬 

 入してください。 

◇会社や店舗から出るごみは事業系一般廃棄物、また 

 は産業廃棄物として処理してください。 

◇産業廃棄物は専門の処理業者に依頼してください。 

 

問 
市生活環境課 43-8234   44-7833 

◇休日や夜間の場合 

  110番または下妻警察署 43-0110 

◇火災の危険がある場合 

  119番または下妻消防署 43-1551 

 ※匿名の通報でも対応しますが、通報の際は｢行為 

  者｣または｢行為場所｣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 

『防衛大学校学生・防衛医科大学校 

(医学科・看護学科)学生』募集 
 
◆防衛大学校学生(一般) 

◇受付期間 ７月１日(水)～10月22日(木) 

◇１次試験日 11月７日(土)、８日(日) 

◇２次試験日  

 12月８日(火)～12日(土)までの間の指定された日 
 
◆防衛医科大学校医学科学生 

◇受付期間 ７月１日(水)～10月７日(水) 

◇１次試験日 10月24日(土)、25日(日) 

◇２次試験日  

 12月９日(水)～11日(金)までの間の指定された日 
 
◆防衛医科大学校看護学科学生(自衛官候補看護学生) 

◇受付期間 ７月１日(水)～10月１日(木) 

◇１次試験日 10月17日(土) 

◇２次試験日  

 11月28日(土)または11月29日(日)のいずれか指 

 定された日 
 

◆応募資格 

 2021年４月１日現在、18歳以上21歳未満の者 

 (平成12年４月２日から平成15年４月１日までに 

 生まれた者)で、高等学校卒業者または中等教育学 

 校卒業者(卒業見込み含む) 
  
◆その他 

自衛官候補生の受け付けは、年間を通じて行って 

います(18歳以上33歳未満の者) 
 

問 自衛隊茨城地方協力本部 筑西地域事務所 

   22-7239   22-7239 

学生の皆さんへ 

｢就職面接会｣開催 
  

大学院・大学・短大・専修学校など(高校は除く)の

令和３年３月卒業予定者および既卒未就職者(概ね卒

業後３年以内)を対象に、県内企業を集めた｢チャレン

ジいばらき就職面接会(後期)｣を開催します。 

 面接会は午前の部と午後の部で参加企業を入れ替

えて行われます。参加費は無料ですが、参加を希望

する方は事前の申し込みが必要です。外国人留学生

も参加可能です。 
 
◆開催期日および場所 

【水戸会場】 

◇1日目 10月26日(月)ホテルレイクビュー水戸 

     [水戸市宮町1-6-1] 

◇2日目 10月28日(水)県水戸合同庁舎 

     [水戸市柵町1-3-1] 

【土浦会場】 

◇1日目 10月20日(火)ホテルマロウド筑波 

     [土浦市城北町2-24] 

◇2日目 11月5日(木)ホテルマロウド筑波 

     [土浦市城北町2-24] 

◆開催時間(全日程共通) 

◇午前の部 午前10時30分～午後０時30分 

◇午後の部 午後２時10分～４時10分 

◆申込方法 

チャレンジいばらき就職面接会のホームページを 

ご確認ください。 

 https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/ 

 rodo/r_challenge_mensetsu.html 
 

問 県労働政策課  

   029-301-3645   029-301-3669 

｢製造業合同企業説明会・面接会｣開催 
 
◆日時 10月13日(火)午後1時30分～4時 

◆場所 取手ウェルネスプラザ 1階 多目的ホール 

            [取手市新町2-5-25] 

◆内容  

 製造分野の企業を集めた合同企業説明会(製品の展 

 示・体験なども実施) 

◆対象者  

 15歳～おおむね40歳の一般求職者、既卒未就職 

 者、第二新卒者または令和３年３月卒業予定の学生 

※参加費無料 

※事前申込み不要 

※マスクの着用、その他の感染症予防対策にご協力 

 ください 

 

問 NPO法人雇用人材協会 

  029-300-1738 (平日 午前９時～午後６時) 

   029-300-1739 

茨城労働局から皆さまへ 
 
【パートタイム・有期雇用労働法が施行されました】 

 同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働

者)と非正規社員の不合理な待遇差が禁止されていま

す。(中小企業は令和３年４月１日施行) 
 
【改正女性活躍推進法が4月1日から順次施行されてい 

ます】 

 女性活躍に関する事業主の情報公表の方法などの変

更・拡大されました。また、新たな認定制度が創設

されました。 
 
【６月１日から、職場におけるハラスメント対策が強 

化されました】 

 ハラスメント防止措置が事業主の義務(中小企業は令

和４年４月１日から義務化)とります。また、職場に

おけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育

児休業などに関するハラスメント防止対策も強化さ

れます。 
 
【令和３年１月１日から、子の看護休暇・介護休暇が

時間単位で取得できるようになります】 

 育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や、介護休

暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護

休業法施行規則などが改正され、時間単位で取得可

能となります。 
 

問 茨城労働局雇用環境・均等室  

   029-277-8295   029-224-6265 

財務省関東財務局 

水戸財務事務所へご相談を 
 

財務省関東財務局水戸財務事務所では、地域の皆さ

まからの相談を無料で受け付けています。一人で悩ま

ないで、迷わずご相談ください。 
 
◆詐欺的な投資勧誘相談(未公開株、社債、ファンド) 

 電子マネー詐欺相談(架空請求、サクラサイト) 

※平日 午前８時30分～午後５時(正午～午後１時を除 

 く)、土・日曜日、祝日を除く 

◆多重債務相談(借金、カード、各種ローンの悩み相談) 

※平日 午前８時30分～午後４時30分(正午～午後１時 

   を除く)、土・日曜日、祝日を除く 
 

問 財務省関東財務局水戸財務事務所  

詐欺的な投資勧誘相談・電子マネー詐欺相談  

029-221-3195 

   多重債務相談  

       029-221-3190   029-231-6454 

『第13回市長杯・市民グラウンドゴルフ大会』

参加者募集  
 

◆日時 10月21日(水)午前8時30分 

※雨天の場合22日(木) 

◆会場 千代川緑地公園[鬼怒250] 

◆参加資格 60歳以上の市内在住・在勤者 

◆試合方法 ◇個人戦 

      ◇32ホールストロークマッチプレー 

◆参加費 1人1,000円(弁当代を含む) 

◆申込方法 

申込用紙に参加費を添えて、お申し込みください。 

◆申込先  

 市役所千代川庁舎 ２階 生涯学習課 スポーツ振興係 

 受付時間 午前８時30分～午後５時 

※土・日曜日、祝日を除く 

◆申込締切 10月７日(水)午後5時まで 

※感染症対策などにより中止になる場合があります 
 

問 下妻市グラウンドゴルフ協会(大山) 

   43-4045   43-4045 


