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令和２年度(後期分)農用地区域の 

除外・編入申し出受け付けが始まります 
 

農業振興地域整備計画の変更の申し出を次のとおり

受け付けます。 
 
◆受付期間 11月２日(月)～30日(月) 

 

◆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 申 市農政課 45-8992   43-3239 

令和３年度の農用地区域の変更の申し出

受け付けは休止となります 
 

令和３年度は、農業振興地域整備計画の総合見直し

に伴い｢農用地区域の除外・編入・用途変更｣の受け付

けは行いません。 

 

◆凍結(休止)期間  

 令和３年４月１日(木)～令和４年３月31日(木) 

 

※除外・編入の受付再開は、令和４年６月からを予定 

 しています 

 

問 市農政課 45-8992   43-3239  

項目 
BOD(生物化学 

的酸素要求量) 
SS(浮遊 

物質量) 
窒素 りん 

1日あたり 

平均値 
20mg/ℓ 30mg/ℓ ― ― 

1日あたり 

最大値 
25mg/ℓ 40mg/ℓ 45mg/ℓ 6mg/ℓ 

霞ケ浦流域の水質規制強化 
 

県では、茨城県霞ケ浦水質保全条例などの一部を改正し、

令和３年４月１日から排水規制を強化します。 

 

◆対象地域 高道祖｢東原地区｣ 

◆対象 小規模事業所 

◆排水の水質基準 

茨城県霞ケ浦水質保全条例(平成19年～) 

 

 

 

 

 

 

◆罰則の適用 

 令和３年４月１日からは改善命令や排水一時停止命令が発

出され、命令に従わなかった場合は罰則が適用されます。 

◆改善対策をしたい事業者への支援 

◇茨城県環境保全施設資金融資制度 

◇高度処理型浄化槽設置補助金交付制度 
 

問 県民生活環境部 環境対策課 
 029-301-2966 

 県西県民センター環境・保安課 

 24-9134 

 市生活環境課 43-8234   44-7833  

低未利用土地などの 

譲渡所得特別控除に係る確認書の発行 
 

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、

更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度

税制改正において、特例措置が創設されました。 

この措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定

の低未利用土地などを譲渡した場合に、長期譲渡所得

から100万円を特別控除するものです。 

特別控除を受けるために必要となる｢低未利用土地

等確認書｣は企画課で発行します。詳しくは、お問い

合わせください。 

 

問 市企画課 43-2113   43-1960 

子育て世帯への臨時特別給付金(公務員)

の申請は10月30日まで 
 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育

て世帯の生活を支援する取り組みの1つとして、児童

手当を受給する世帯に対し「臨時特別給付金(一時金)｣

を支給しています。 

公務員の方の申請受付期限は10月30日(金)までで

す。申請がお済でない方は、期限内に子育て支援課に

ご提出ください。受付期限を過ぎると受け付けできま

せんのでご注意ください。 

 

※申請には所属庁による児童手当受給状況の証明が必 

 要です。勤務先にてご確認ください 

 

問 市子育て支援課 45-8120    30-0011 

工事箇所

砂沼広域公園内の 

園路照明灯交換工事にご協力を 
 

砂沼広域公園内において、古くなった園路照明灯の交

換工事を実施します。工事期間中は、工事車両等の出入

りや一部園路の片側交互通行などの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 10月上旬～12月中旬(予定) 

◆工事箇所 次の図のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問 常総工事事務所 道路河川整備課  

 0297-42-2604   0297-42-1286 

見直そう、農業機械作業の安全対策 
 

９・10月は秋の農作業安全確認運動期間です。 

秋の農繁期を迎えるこの時期は、農作業事故の危

険性が高くなります。事故防止のために、次のこと

を心がけましょう。 
 
◆トラクターなどに乗る時はヘルメット・シートベ 

 ルトを着用しましょう。 

 

◆トラクターなどを公道で走行する場合は灯光器を 

 設置しましょう。 

 

◆農業機械は定期的に点検・整備をしましょう。 

 

◆道路や圃場の傾斜や路肩など、作業する周辺の安 

 全確認をしましょう。 
 

問 市農政課 44-0729   43-3239 

ひとりで悩まないで｢奨学金相談会｣開催 
 

奨学金を利用したいが将来が不安、収入が減っ

て返したくても返せない、奨学金返還の負担感を

軽減したいなど、奨学金に関して悩んでいません

か。相談は無料で、秘密は厳守します。 
 

◆日時 11月6日(金)・7日(土)  

    各日 午前10時～午後5時30分 
 

問 ライフサポートセンターいばらき 

 0120-786-184    

  44-6004(商工観光課) 

生ごみダイエットにご協力を 
 

生ごみダイエットとは、私たち一人ひとりの気遣い

やちょっとした工夫で、生ごみの減量化を促進してい

く取り組みです。生ごみの約80％は水分であり、き

ちんと水切りを行うことができれば大幅な減量化につ

ながり、より少ないエネルギーでごみを処理すること

ができます。ごみの減量化推進に、ご理解ご協力をお

願いします。 

 

※水分が多く絞りにくいものは、日当たりの良い場所

に｢天日干し｣や一晩置いておくだけで、かなりの水

分を取り除くことができます 
 
※空き缶やペットボトルなどを押しつけて水切りする 

 ことで、直接触れずに生ごみを減量できます  

 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

資源ごみ回収用コンテナを無償で提供します 
 

資源ごみ回収用コンテナについて、老朽化により、破損しているものや文字が消えているものが各集積所で見

受けられます。 

市では、資源ごみを回収する各集積所に対し、資源ごみ回収用コンテナを無償で提供しています。破損などが

ある場合には、市生活環境課(本庁舎２階)へお越しください。 

 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

砂沼



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 
7.7 8.2 8.3 

BOD 
8 

以下 
0.8 1.9 2.1 

SS 
100 

以下 
12 ４ ５ 

DO 
2 

以上 
11.1 11.9 11.9 

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 
8.0 7.9 7.7 7.7 

BOD 
2 

以下 
1.0 1.0 0.9 0.9 

SS 
25 

以下 
６ ７ ４ ５ 

DO 
7.5 

以上 
11.3 10.0 9.5 8.8 

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、下水路などの水質検査を実施

しています。今回は、令和２年度上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 ８月４日(火)               ◆鬼怒川(採水日 ８月24日(月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆糸繰川(採水日 ８月４日(火)               ◆砂沼(採水日 ８月４日(火) 

 

 

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 7.4 

BOD 
2 

以下 
1.0 0.9 1.3 

SS 
25 

以下 
12 ６ 12 

DO 
7.5 

以上 
8.6 8.6 7.9 

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 
7.5 7.6 7.6 7.6 

BOD 
5 

以下 
0.9 1.4 1.4 1.3 

SS 
50 

以下 
７ 10 13 11 

DO 
5 

以上 
9.3 8.4 9.1 8.7 

＜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にとって水質が良いことになる。 
 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833 

『ギターアンサンブル県西』団員募集 
 
 楽譜が読めなくても大丈夫です。(クラシック、ポ

ピュラー、演歌、フォークなど)入団、見学いつでも歓

迎します。 

 

◆練習日  

◇土曜日 午後１時～午後４時30分 

◇日曜日 午後６時～午後８時30分 
◆練習会場 
◇茨城県県西生涯学習センター［筑西市野殿1371］ 

◆講師 

 茨城新堀ギター音楽院院長 榎森 保夫 氏 

 茨城県教育委員会生涯学習登録公認講師 

 茨城県知事登録公認ギターオーケストラ指導者 

 

問 申  
茨城新堀ギター音楽院 44-3446   44-3446 

090-4667-1996(浅野) ※土・日曜日 

『第33回市長杯争奪 

ビーチボールバレー大会』参加チーム募集 
 
◆日時 11月８日(日)午前9時～ 
 
◆場所 市立総合体育館 
 
◆種目 ◇男女混合一般の部 ◇一般女子の部 
 
◆チーム登録 1チーム監督を含めて７人まで 

※監督も選手として出場可 
 
◆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 
 
◆申込方法 

所定の申込用紙にメンバーを記入の上、お申し込み

ください。(連盟事務局のFAXでも申し込み可)参加

費は当日お支払いください。 
 
◆申込場所 

◇市役所千代川庁舎 2階 生涯学習課 

※土・日曜日、祝日を除く 

◇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 10月30日(金)午後５時まで ※厳守 
 
◆組み合わせ抽選会 大会当日に行います 

※新型コロナウィルスの感染状況や参加チーム数が５ 

 チームに満たない場合中止となることがあります 
 

問 市ビーチボールバレー連盟事務局(山本) 

   44-3153   44-3153 

事業主の皆さまへ  

10月は｢年次有給休暇取得促進期間｣です 
～新しい働き方・休み方を実践する第一歩として｢年

次有給休暇の計画的付与制度｣の導入を～ 
  

新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様

式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するた

めには、計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次

有給休暇の計画的付与制度や、労働者のさまざまな事情

に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次

有給休暇制度の導入が効果的です。詳しくは、お問い合

わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 茨城労働局雇用環境・均等室  

   029-277-8295   029-224-6265 

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 

身体障害者のための 

｢無料結婚相談・各種相談｣ 
 

茨城県身体障害者福祉協議会では、身体に障害がある

方が、幸せな結婚ができるよう、予約制の結婚相談を

行っています。 

 各種相談では、身体障害者の就労をはじめ、生活全般

について相談できます。  
 
◆相談日 月～金曜日  

午前10時～午後３時 

※土・日曜日、祝日、年末年始は除く 

※結婚相談は要予約 

◆場所 県総合福祉会館内 茨城県身体障害者福祉協議会 

    [水戸市千波町1918] 
 

問 茨城県身体障害者福祉協議会 

029-243-7010   029-243-7018 
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茨城県民の日パークゴルフ場無料開放 
 

小貝川ふれあい公園では、茨城県民の日にパークゴ

ルフ場を無料開放します。ぜひこの機会にパークゴル

フをお楽しみください。 
 
◆日時 11月13日(金)午前９時～午後４時 

◆受付時間 午前９時～午後３時 

◆対象 県内在住者 

※無料となるのは、パークゴルフ場使用料・用具(クラ 

 ブ・ボール)の使用料 

※住所が確認できるものをご提示ください 

 

問 小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター  

   45-0200   45-0363 

茨城県立歴史館 特別展Ⅰ 

｢Ｊｏｍｏｎ Ｐｅｒｉｏｄ－縄文の美と技、 

成熟する社会－｣開催 

 

縄文の人々が残した優品の数々を紹介するとともに

そこから見えた人びとの交易・交流の様子をさぐり、

縄文社会の実像に迫ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆開催時期 10月10日(土)～11月29日(日) 

◆休館日 月曜日(祝日の場合はその翌日) 

◆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610円(490円)、満70歳以上300円(240 

 円)、大学生320円(240円)、高校生以下無料 

※( )内は20人以上の団体料金 

※11月13日(金)茨城県民の日は、すべての方が入 

 館無料 
 

問 茨城県立歴史館   

      029-225-4425   029-228-4277 

←国宝｢火焔型土器｣ 

(十日町市博物館)小川忠博氏撮影 

茨城県近代美術館 

企画展｢６つの個展 2020｣ 
  

茨城ゆかりの６作家、一色邦彦(彫刻)、須藤玲子(テキ

スタイル)、野沢二郎(油彩画)、國司華子(日本画)、アビ

ルショウゴ(ガラス)、塩谷良太(陶)を紹介します。 
 
◆開催期間 11月３日(火・祝)～12月20日(日) 

◆休館日 月曜日  

※11月23日(月・祝)は開館、11月24日(火)は休館 

◆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 

◆入館料など 

 一般870(730)円、満70歳以上430(360)円、 

 高大生610(490)円、小中生370(240)円 

※(  )内は20人以上の団体料金  

※土曜日は高校生以下無料 

※障害者手帳・指定難病特定医療費受給者証などをご持 

 参の方は無料 

※11月７日(土)は満70才以上の方は入場無料 

※11月13日(金)茨城県民の日はすべての方が入場無料 

※新型コロナウイルス感染防止対策として｢日時指定 

 WEB整理券｣を導入します。詳細は当館HPをご覧くだ 

 さい 
 

問 茨城県近代美術館  

   029-243-5111   029-243-9992 

ふるさと博物館/展覧会案内 
  
◆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 

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 

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】 

ハッピーな出会いと結婚を応援します 
  
 ｢であイバ(＝いばらき出会いサポートセンター)｣の

会員制マッチング事業は、希望のお相手をスピー

ディーに探すことができることで多くの方に利用され

ています。  

｢であイバ｣では、結婚を希望する独身の方や家族の

方が抱える悩み相談を無料で行っています。ホーム

ページには婚活パーティーなどの婚活情報が掲載され

ています。まずは、電話・メールでお気軽にお問い合

わせの上、ご利用ください。 
  

◆入会登録料 11,000円(税込、3年間有効) 
  

問 申  

一般社団法人いばらき出会いサポートセンター 

【水戸センター】 

029-224-8888   029-224-8921 

 r-line@ibccnet.com 

 https://www.ibccnet.com/ 

◆営業時間 

◇火・金・土・日曜日  

 午前9時30分～午後５時30分 

◇水曜日 午前11時～午後７時 

※休業日 年末年始、夏休み、祝日 

※休み時間 各営業日の午後１時～２時 

【県西センター】 

49-9222   49-9222 

◆営業時間 

◇火・金・土・日曜日 午前９時30分～午後５時 

◇水曜日 午前11時～午後７時 

※休業日 年末年始、夏休み、祝日 

※休み時間 各営業日の午後１時～２時 

｢ときめき婚活ハロウィンパーティー｣開催 
 
◆日時 11月８日(日)午前11時30分～午後３時              

          (受付 午前11時～) 

◆場所 ダイヤモンドホール(中庭) 

            [筑西市玉戸1053-4] 

◆対象 県内に居住し、かつ県内に勤務する28～45 

    歳の独身男女 

◆参加条件 ①マスクを着用すること 

      ②仮装をすること 

◆募集定員 男女各15人 

◆参加費 男性 6,000円 女性 2,000円 

◆申込期間 10月15日(木)～11月２日(月) 

◆申込方法 電話申込 ※先着順 
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 

     25-2678   25-2678 

〝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 10月23日(金)午後１時～２時30分 
 
◆会場 (旧)JA常総ひかり 総上[小島1156] 

 

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 


