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屋内受信機のアンケート調査にご協力を 
 

市では、情報伝達手段の一つとして、屋内受信

機の導入を検討しています。自治会加入の世帯の

方には、すでに屋内受信機の希望の有無について

アンケート調査を実施していますが、未加入の方

にもご協力をお願いします。 

屋内受信機は、希望する世帯に１台3,000円程

度で有償、配布時期は令和３年度中を検討してい

ます。 

 今回のアンケート調査は、屋内受信機の必要台 

数を把握するためのものです。配布を希望する方

は市役所消防交通課までお電話いただきアンケー

トにご協力ください。正式な申し込みは別途お知 

らせします。 

 

問 市消防交通課 43-2119   43-4214 

全国健康保険協会(協会けんぽ)加入者の皆さまへ

保険証を使えるのは退職日までです 
 

協会けんぽにご加入の方が、保険証を使用できるの

は退職日までです。ご家族(被扶養者)の保険証も同様

に、ご本人(被保険者)の退職日の翌日から使用できな

くなります。(パートタイム勤務の方などで、勤務時

間や日数が減少し被保険者資格を喪失する場合は、

｢資格喪失日｣以降、保険証は使用できません。) 

また、ご家族(被扶養者)が、就職などにより扶養か

ら外れる場合は、扶養から外れた日から保険証が使用

できなくなります。 

お勤めの会社を退職される場合や、扶養から外れる

際は、必ず保険証を会社へご返却ください。 
 

問 協会けんぽ茨城支部 業務グループ  

   029-303-1582 

        43-2933(市保険年金課) 

11月25日～12月１日は 

｢犯罪被害者週間｣です 

被害にあった方やその家族を支援しましょう 
 

犯罪被害はいつ、どこで、誰に起こるかわかりませ

ん。皆さんの理解を深めることを目的として、毎年11

月25日～12月１日は、犯罪被害者週間と定められて

います。 
 
【周囲の方へのお願い】 

被害にあった方やそのご家族は、直接的な被害の他

にも｢二次的被害｣に苦しむことがあります。被害にあ

われた方やそのご家族の回復には、周囲の方のご理解 

とあたたかな支援が必要です。 

◆二次的被害の具体例 

◇体調や気分がすぐれない 

◇時間的・精神的負担が大きい(捜査や裁判など) 

◇経済的に苦しい(治療費や休職など) 

◇周囲の人の対応に傷つけられる  
 
【相談窓口のご案内】 

◆性犯罪被害相談｢勇気の電話｣ 

＃8103または029-301-0278 

◆警察相談専用電話 

＃9110または029-301-9110 

◆女性専用相談電話  

 029-301-8107 

◆少年相談コーナー 

029-231-0900(水戸) 

029-847-0919(つくば) 

◆茨城県犯罪被害者相談窓口 

029-301-7830 

◆いばらき被害者支援センター 

029-232-2736 

◆性暴力被害者サポートネットワーク茨城 

029-350-2001 
 

問 下妻警察署  

   43-0110   43-0110   

配偶者などからの暴力を根絶しよう 

｢女性に対する暴力をなくす運動｣ 
 

11月12日～25日は｢女性に対する暴力をなくす運

動｣実施期間です。この期間には、｢パープルリボン｣

や｢パープル・ライトアップ｣を通じて、配偶者などか

らの暴力 (性犯罪、セクシャル・ハラスメント、ス

トーカー行為などを含む)の未然防止と拡大防止に向

け、広く呼びかけています。 

配偶者などからの暴力、性犯罪、ストーカー行為、

売買春、人身取引やセクシャル・ハラスメントなど、

女性に対する暴力は、女性の人権を侵害するものであ

り、決して許されない行為です。DV被害に遭われた

場合には、一人で悩まず、まずは専門機関に相談して

ください。 
 

【配偶者や交際相手からの暴力(DV)相談窓口】 

 

 

 

 

 

 
 
◆0120-279-889 
◆メール・チャットはスマートフォンから次のQR 

 コードを読み取りご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

※緊急の対応を必要とする場合には、ためらわずに 

 110番通報をしてください 
 

問  申 市民協働課 43-2114   43-1960  

【大学生等応援給付金】１万円を給付します 

大学生、高等専門学校生、専門学校生、 

予備校生などが対象です 

  

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響下にあ 

る下妻市出身の学生に１万円を給付します(所得減少 

などの要件はありません)。 
 

◆対象 次の(１)～(３)いずれにも該当する学生 

(１)大学、大学院、短期大学、高等専門学校(第４・５ 

  学年および認定専攻科のみ)、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 

※サラリーマンなどの社会人が、給与などの支払いを 

   受けながら学校に通う場合は対象外です 

◆申請者 学生本人またはその保護者 

◆申請 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)窓口に備えています 

◆必要書類  

①申請書兼請求書 

②対象者本人の学生証の写しまたは在学証明書等在 

   学・在籍を証明できるものの原本 

③対象者本人の現住所、氏名、生年月日を確認できる 

   もの(運転免許証、パスポート、健康保険証の写し 

   など) 

④振込先の口座が確認できる通帳またはキャッシュ 

   カードの写し 

⑤(保護者申請の場合のみ)申請者本人の現住所、氏 

   名、生年月日を確認できるもの(運転免許証、パス 

   ポート、健康保険証の写しなど) 

⑥(学生本人の口座がなく、父母などの口座に給付を 

   希望する場合のみ)委任状(市ホームページからダウ 

   ンロードするか、市役所市民協働課窓口に備えてい 

   ます) 

◆支給金額 学生１人につき１万円(１回のみ) 

◆申請期限 令和３年３月１日(月)まで 
 

問 申 市民協働課  

               43-2114   43-1960 

感染症防止対策 

交通事業継続支援補助金を支給します 

 

市民の日常的な移動手段を確保するため、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る市内

の交通事業者の事業継続を支援します。 

 

◆対象事業者および補助額 

◇乗合(路線)バス事業者 50万円 

◇貸切(観光)バス事業者 30万円 

◇タクシー事業者     20万円 

◇鉄道事業者             100万円 
 
◆補助要件 

◇いばらきアマビエちゃんの登録を行うこと 

◇貸切(観光)バス事業者は６月１日現在で(スクー 

 ルバスを除く)バス５台以上所有 
 

◆申請書類 

市役所企画課(本庁舎２階)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 
 
◆申請期限 12月28日(月)午後５時15分まで 
 

問 申 市企画課   

     43-2113   43-1960 

茨城空港をご利用ください 
 

10月25日から国内線運航ダイヤが改正され、神戸

便・札幌便が１日２往復、福岡便・那覇便が１日１往

復するほか、新たに宮古(下地島)への乗継便が設定さ

れました。 

茨城空港では感染症拡大防止のため、サーモグラ

フィーによる検温などを実施しています。また、航空

機内の空気は常に機外から新しい空気を取り入れ、約

３分で全て入れ替わる仕組みとなっています。 

最新の運航状況などは、茨城空港ホームページ(htt 

p://www.ibaraki-airport.net/)をご覧ください。 
 

問 県空港対策課  

   029-301-2761   029-301-2749 



個人事業税第二期分の納付 
  

県内において個人で事業を行っている方は、一定の

所得を超えた場合に個人事業税が課税されます。 

第一期分に続き、第二期分の納付書を11月中旬に

送付します。納期限(11月30日(月))までに納付をお願

いします。 
  

問 茨城県筑西県税事務所 課税第一課  

       24-9192   24-2468 

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、遊歩道街路灯の新設、交

換工事を実施します。工事期間中は、工事車両などの

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 11月下旬～令和3年1月下旬(予定) 

◆工事箇所 次の図のとおり 

問 市都市整備課 45-8128  43-2945 

工事箇所 

下館税務署 

確定申告に便利なＩＤ・パスワードを 

取得しよう 
 

国税庁のホームページ｢確定申告書等作成コーナー｣

で申告書を作成し、IDとパスワードを入力するだけで

e-Taxで確定申告することができます。 

ID・パスワードを使えば、マイナンバーカードやIC

カードリーダライタをお持ちでなくても、ご自宅など

からパソコンやスマートフォンで簡単にe-Taxで申告

することができ大変便利です。 

ID・パスワードは下館税務署において５分程度で発

行を受けられます。ぜひ取得してください(発行の際、

税務署で職員と対面による本人確認が必要です)。 

税務署は年明けから混み合います。12月ごろまでに

取得をお願いします。 
 
※マイナンバーカードとICカードリーダライタまたは 

 マイナンバーカード対応のスマートフォンをお持ち 

 の方は｢マイナンバーカード方式｣によるe-Taxを利 

 用できます 

※ID・パスワード取得の際には、運転免許証などの顔 

 写真付きの本人確認書類をお持ちください 

※ID・パスワード方式は暫定的な対応です。お早めに 

 マイナンバーカードの取得をお願いします 
 

問 下館税務署 24-2121   44-9411 

高齢者を対象とした 

無料の歯科健康診査を実施しています 
 

口腔機能の低下や肺炎などの疾病を予防するため

に、無料の歯科健康診査を実施しています。 

対象の方でまだ受診されていない方は、この機会に

ぜひ受診しましょう。 

 

◆期間 12月31日(木)まで 

※歯科医療機関の休診日を除く 
 
◆対象  

 茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者のうち、 

 令和元年度で満75歳、満80歳、満85歳の方 

※対象となる方には8月中旬に健診の案内を郵送して 

 います(施設等入所者を除く) 

※再発行を希望される場合は、茨城県後期高齢者医療 

 広域連合までご連絡ください 
 
◆健診内容 

 口腔内の状態を確認する検査、口腔機能評価など 

※入れ歯の方も受診できます 
 
◆受診場所 

茨城県歯科医師会に所属の事業実施歯科医療機関 
 
◆受診方法 

①受診を希望する方は、実施歯科医療機関に後期高齢 

 者医療歯科健康診査事業で受診する旨を伝えて、予 

 約をしてください。 

②受診日までに、受診票内の問診項目をご記入のう 

 え、受診日当日に被保険者証、受診券、受診票、健 

 康手帳、歯ブラシを持参し、受診してください。 
 

問  
茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課 保健資格班  

029-309-1212   029-309-1126  

『下妻食と農を考える女性の会』会員募集 
 

｢下妻食と農を考える女性の会｣は、市内の女性たち

で構成されたグループで、豊かな食生活と健康づくり

の推進、地域の活性化に取り組むことを目的として農

産物加工品製造、取扱店への配送やイベント直売など

の営利活動を行っています。 

事業の目的に賛同し一緒に活動してもらえる会員を

募集します。見学も可能です。興味のある方はご連絡

ください。 
 
◆募集部門 

◇梨加工部門 

梨を使用したジャムやドレッシングなどの製造と販 

売を行っています。 

◇食肉加工部門 

豚肉を使用したウィンナーやハム、ベーコンなどの 

製造と販売を行っています。 
 
◆加入条件 

市内在住の女性で会の規約に賛同し、活動できる方 

 

問 申 市商工観光課   

     45-8990  44-6004 

道路工事にご協力を 
 

市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。 
 
◆福田地内 

◇工事期間 11月下旬～令和３年２月下旬(予定) 

◇工事箇所 次の図のとおり 

 

◆前河原地内 

◇工事期間 11月下旬～令和３年３月中旬(予定) 

◇工事箇所 次の図のとおり 

 

問 市建設課 45-8126   43-2945 

工事箇所 

リクシル下妻工場 

木 

 田 

  川 

糸 

 繰 

 川 

福田 

大木 

工事箇所 北 

 台 

 川 

鬼怒川 

砂沼パークタウン 

公共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 11月中旬～令和３年２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 

〝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 11月13日(金)午前９時30分～11時 
 
◆会場 千代川公民館[鬼怒230] 

 

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 
 

 ぴよぴよ教室は、新型コロナウイルス感染拡大防 

止のため規模を縮小し、定員を親子10組と定め、 

予約制としています。 

 参加希望の方は、次の日にちのどちらかを選び、 

予約をしてください。 

 

◆日時 12月４日(金)、令和３年１月15日(金) 

    午前10時～11時30分 

    (受付 午前10時30分まで) 

◆場所 市保健センター[本城町3-36-1] 

◆対象 市内在住のおおむね生後６カ月～就園前の 

    子と家族 
◆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 11月24日(火)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 

※保護者は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  

下妻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   43-1990  

青少年を育てる下妻市民の会 下妻支部 

家族ふれあい｢砂沼歩け歩け大会｣ 

開催中止 
 

12月６日(日)に実施を予定していました、家族ふれ

あい｢砂沼歩け歩け大会｣は新型コロナウイルス感染症

感染拡大防止の観点から、中止となりました。 
 

問 青少年を育てる下妻市民の会 下妻支部事務局(下 

   妻公民館内) 43-7370   43-7379 

｢オレンジカフェinイオンモール下妻｣開催 
 

オレンジカフェ(認知症カフェ)をご存知ですか。

物忘れが気になる方や認知症の方、そのご家族、地

域の方々が気軽に参加できる交流の場です。 

お茶を飲みながら、日頃の心配事や認知症につい

てお話しませんか。どなたでもお気軽にお越しくだ

さい。 

 

◆日時  12月10日(木)午後1時30分～3時30分  

 

◆場所 イオンモール下妻 1階 フォレストコート 

[堀篭972-1]  

 

◆対象 認知症に関心のある方、もの忘れが気にな 

    る方、認知症の方、そのご家族 

 

◆内容  

①認知症チェックコーナー 

 自分は大丈夫かな…思い当たる｢もの忘れ｣の症状を 

 チェックしてみましょう。 

②おしゃべりコーナー 

 認知症について知りたいこと、疑問に思っている 

 ことなど一緒におしゃべりしませんか。 

③個別相談コーナー 

 ご自身のこと、ご家族のことなど悩みを抱え込ま 

 ずにぜひご相談ください。 

 

◆参加費 無料 

 

◆申込方法  

 事前申し込みは不要です。当日直接お越しくださ 

 い。 

  

※事前にご自宅で体温を測ってください。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 

※本市または県内において、新型コロナウイルス感 

 染症の感染拡大が見られる状況となった場合は、 

 中止となる可能性もあります。ご了承ください 

 

問 申  
下妻市地域包括支援センター(市介護保険課内)  

43-8264   30-0011 

『茨城県障がい者スポーツ 

指導者養成講習会(初級)』参加者募集 
 

茨城県障害者スポーツ・文化協会では、地域における

障害者スポーツの指導者を養成するため、養成講習会を

開催します。 

 

◆日時 令和３年２月６日(土)、７日(日)、13日(土)の 

            ３日間 

◆場所 笠松運動公園 体育館 

[ひたちなか市大字佐和2197-28] 

◆対象  

 県内に在住または通勤・通学している18歳以上(令和 

 ２年４月１日現在)で、障がい者スポーツの普及に理 

 解をもち、ボランティア活動などに意欲のある者  

◆募集定員 20人 

※申込人数が定員を超えた場合は、抽選で決定します 

◆申込方法  

 茨城県障害福祉課ホームページから｢受講申込書｣をダ 

 ウンロードし、必要事項を記入の上、郵送または 

   FAXでお申し込みください。ダウンロードできる環 

 境がないなどの場合は、直接お問い合わせください。 

◇ダウンロード先 

 http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofu 

 ku/kikaku/shofuku/9.html 

 

 

 

 

 

 

◇申込先 

〒310-8555 

水戸市笠原町978-6 茨城県庁 16階 

 障害福祉課分室内 茨城県障害者スポーツ・文化協会 

◆申込締切 11月27日(金)まで ※必着 

◆留意事項 

(1)新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、中 

  止となる場合があることをご了承ください。 

(2)受講決定後、開催前14日間および講習会期間中の検 

    温記録の提出やマスクの着用をお願いします。 

 

問 申 茨城県障害者スポーツ・文化協会 

 029-301-3375    

  029-301-3378 

｢子育て講座｣開催 
 

 市では、12月から２月まで育児中の保護者の方

を対象に｢子育て講座｣を毎月１回開催します。ぜ

ひご参加ください。 

 

◆内容 ｢食べる｣と｢しゃべる｣は賢さを生む 

    ちょっと新しい食育の話 

◆講師 海老名 悠希 氏 

    (臨床心理士・公認心理師) 

◆日時 12月14日(月) 

    午前10時30分～11時30分 

 (受付 午前10時15分～) 

◆場所 市保健センター[本城町3-36-1] 

◆対象 市内在住で未就学児の保護者 

◆参加費 無料 

◆定員 先着15人(お子さまの同伴可) 

◆申込方法 電話で申し込みください 

◆申込受付開始 11月16日(月)～ 

※定員になり次第終了 

 

問 申  

下妻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   43-1990 

｢ときめき婚活チャペルで 

クリスマスパーティー｣開催 
 
◆日時 12月13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[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 

◆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 11月15日(日)～12月６日(日) 

◆申込方法 電話申し込み ※先着順 

※当日はマスクの着用をお願いします 

※入場の際に体温測定を実施します 
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ 

               25-2678   25-2678 

｢結婚相談会｣開催 
 
 結婚を希望される方のあらゆるご相談にマリッジサ

ポーターがお答えします。親御さんだけの参加も可能

です。お気軽にご相談ください。 
 
◆日時 12月13日(日)午後１時～５時 

                         (受付 午後０時40分～) 

◆場所 八千代町中央公民館[八千代町菅谷1027] 

◆対象 独身男女およびその親族 

◆募集定員 先着８人程度 

◆相談費用・登録料 無料 

◆持ち物 身分証明証(運転免許証、保険証など) 

※情報交換用公開プロフィールカードの作成を希望さ 

 れる方は写真(L版) 

◆申込期間 11月30日(月)～12月９日(日) 

◆申込方法 電話申し込み ※予約制・先着順 
 

問 申  

いばらきマリッジサポーター県西地域活動協議会 

090-8891-1893(塚越) 

090-6122-5677(長屋) 

 48-3586(長屋) 

電話受付時間：正午～午後７時 



『下妻市民ミックスソフトテニス大会』 

参加者募集  
 

◆日時 12月６日(日)午前8時30分集合 

※雨天の場合12月13日(日) 

◆場所 市営柳原球場 テニスコート[柳原791-1] 

◆試合種目 一般社会人の部およびジュニアの部 

◆参加資格 

◇市内在住または在勤の社会人 

◇下妻市ソフトテニス連盟に加入している方 

◆試合方法  

 男女混合ペアのダブルスによるリーグ戦もしくはトー 

 ナメント戦 

◆参加料 １チーム2,000円 

◆申込方法  

◇電話申し込み 

◇毎週日曜日(午前9時30分～11時30分)に市営柳原球 

 場テニスコートにて申し込み 

◆申込締切 11月22日(日) ※期日厳守 

※感染症対策などにより中止になる場合があります 
 

問 申 下妻市ソフトテニス連盟 

      090-4620-8570(大内) 

            43-3519(市生涯学習課) 

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 

ごみ集積所への古紙の出し方 
 

古紙(とくにダンボール)について、ひもで縛ってい

ない排出が、多く見受けられます。縛られていない古

紙類は、運搬中に飛散しやすく、道路運行上大変危険

であるため、回収しません。 

粘着テープやラップでまとめてあるもリサイクル適

用外となってしまうため、回収できません。 

ごみ集積所および古紙回収庫に古紙を出す際は、必

ずひもで十文字に縛ってまとめてください。ごみ出し

ルールの徹底と安心安全な収集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 

古布の出し方 
 

古布を集積所に出すときは、天候に注意してくださ

い。古布は水分を含むことで、カビや異臭が発生しや

すく、リサイクルできなくなってしまいます。 

そのため、収集日が雨天のときは、収集できません

ので、次回の収集日に出すようにしてください。 

収集日以外の日に排出したいときは、次の施設の回

収ボックスをご利用ください。古布のリサイクルにご

理解ご協力をお願いします。 

 

◆設置場所 

 市役所千代川庁舎、働く婦人の家、勤労青少年ホー 

 ム、下妻公民館、大宝公民館 

 

◆回収品目 

 洋服、肌着、シャツ、タオル、カーテンなど 

 

◆排出方法 

 市指定ごみ袋以外の透明か半透明の袋に入れて出し 

 てください 
 
【出せないもの】 

 毛布、布団、座布団、こたつ布団、ぬいぐるみ、ス 

 キーウェア、ゴム製品、革製品、中に綿の入ってい 

 るもの(ダウンジャケットなど)、汚れのひどいもの 

※施設が休館の時は利用できません 

※大量となる場合には、市役所生活環境課までお問い 

 合わせください 

 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

使用済インクカートリッジの回収 
 

市役所本庁舎に、家庭用プリンターの使用済インク

カートリッジ回収ボックスを試験的に設置しました。 

回収されたインクカートリッジは、再使用(リユー

ス)され、新しいインクカートリッジとして再生され

ます。また、再使用できないインクカートリッジの場

合でも、原料として再利用(リサイクル)され、新しい

プラスチック製品として生まれ変わります。 

自宅などで使用した使用済インクカートリッジは、

ごみとして処分せず、ぜひ回収ボックスを活用してく

ださい。持続可能な社会づくり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 

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 12月３日(木)、17日(木)、 

    令和３年１月７日(木)、21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 

『外国人のためのボランティア日本語教室』 

講師募集 
 

市民ボランティアによる日本語教室を開講するた

め、講師を募集します。経験と資格は問いません。日

本語を母語とする方ならどなたでもボランティア活動

ができます。ご希望の方はご連絡ください。 

この教室は市内および周辺に住んでいるか仕事をし

ている外国人のための日本語教室です。ボランティア

参加希望の皆さまと学びながら、意見交換して運営す

る市民の日本語の学びと国際交流の場です。日本語教

育専門の方の講習会もあり、無料で受けられます。ま

ずはご連絡ください。 
 
【日本語教室】 

◆開講場所 下妻公民館[本城町3-36] 

◆費用 無料 

◆開催日 毎週木曜日、午後６時～８時30分(予定) 
 
【市民ボランティア希望の方】 

◆説明会 11月26日(木)午後７時～ 

◆説明会会場 下妻公民館[本城町3-36] 
 

問 申  

宮本敏弥(文化庁 地域日本語教育コーディネーター) 

0297-45-5003 

   toa-miyamoto@jcom.home.ne.jp 

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 

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 
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夜間窓口をご利用ください 
  
 
◆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 

※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 

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 

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(資格取得・喪失、国民

年金保険料の免除・猶予申請、学生納付特例申

請、年金手帳再交付申請(国民年金第1号被保

険者のみ)) 
※年金請求に関する相談・手続きは、昼の開庁時 
 間にお越しください。 
◇後期高齢者医療に関する業務(住民異動に係る

業務、高額療養費支給申請、療養費支給申請) 
※上記以外の後期高齢者医療に関する手続きにつ

いては、昼の開庁時間にお越しください。 
◇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) 

｢元気いばらき就職面接会｣開催 
  

若年者や離職などで求職中の方を対象とした合

同就職面接会を開催します。複数の企業の採用担

当者と直接会えるチャンスです。履歴書を複数枚

持参の上、ぜひご参加ください。 

 

◆日時 12月３日(木)午後1時30分～3時30分 

          (受付 午後1時～) 

 

◆場所 茨城県筑西合同庁舎 本庁舎 大会議室 

            [筑西市二木成615] 

 

◆対象者 現在仕事を探している方 

※令和3年3月卒業予定の学生の方も企業の説明を 

 受けられます 

※雇用保険の求職活動実績になります 

※新型コロナウイルス感染防止のため、当日は必 

 ずマスク着用でご参加ください 
 

問 いばらき就職支援センター 県西地区センター 

   23-3811   23-3812 

令和３年度『会計年度任用職員(保育士)』募集 

問 市総務課 43-2120   43-4214 

ガラケー用 Android用 iPhone用 

【防災アプリ】 【放送メール】 

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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※火災報は配信できません。西南広域消防本部の｢火 

 災情報メール｣touroku@seinankasai.jpdata.net 

 に空メールを送信し、指示に従ってご登録ください 
 

問 市消防交通課 43-2119   43-4214       

Android用 iPhone用 

ごみ分別アプリをご活用ください 
 

｢下妻市ごみ分別アプリ｣では、ごみに関するさまざ

まな情報を確認することができます。収集カレンダー

やごみ分別辞典など、日々使える便利な情報を得るこ

とができます。 

スマートフォンやタブレット端末をお持ちの方は、

ぜひご活用ください。詳細は、市ホームページなどを

ご覧ください。次のQRコードからダウンロードでき

ます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

放送大学『４月入学生』募集 
  

放送大学では、４月入学生を募集しています。 

放送大学は、テレビなどの放送やインターネッ

トを利用して授業を行う通信制の大学です。心理

学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学など、幅

広い分野を学べます。 

  

◆出願期間 

◇第１回 令和３年２月28日(日)まで ※必着 

◇第２回 令和３年３月16日(火)まで ※必着 
 
◆その他 資料を無料で配布 
 
◎放送大学茨城学習センターまでご請求くださ 

 い。放送大学ホームページでも受け付けしてい 

 ます。 
  

問 放送大学茨城学習センター  

   029-228-0683   029-228-0685 

    https://www.ouj.ac.jp 

職種 保育士(担任有) 保育士(担任無) 
募集人数 3名程度 2名程度 
業務内容 保育に関する業務 保育に関する業務 
応募資格 保育士資格を有する人 保育士資格を有する人 
勤務場所 市立保育園 市立保育園 

勤務時間 
午前8時30分～午後6時30分のうち７時間(休憩60分) 
※早出遅出勤務有 

午前8時30分～午後6時30分のうち７時間(休憩60分) 
※早出遅出勤務有 

勤務日 
週５日(月～金) 
※土曜日勤務有 
※休日勤務有(行事がある場合)                

週５日(月～金) 
※土曜日勤務有 
※休日勤務有(行事がある場合)                

報酬など 

月額179,200円～190,851円 
※職歴等により報酬額が異なります         
※期末手当・通勤手当の制度有 
※社会保険加入・雇用保険加入 

月額147,316円～164,567円 
※職歴等により報酬額が異なります         
※期末手当・通勤手当の制度有 
※社会保険加入・雇用保険加入 

任用期間 令和３年４月１日～令和４年３月31日 ※勤務状況により再度任用する場合があります 
試験内容 面接試験 ※日時などは別途連絡 
申込期限 12月 ４日(金)まで ※郵送の場合は同日必着 

提出書類 

令和３年度下妻市会計年度任用職員募集申込書、保育士証の写し 
｢令和３年度下妻市会計年度任用職員募集要項」、｢令和3年度下妻市会計年度任用職員募集申込書｣は、総務課人

事係で配布します。 
※市公式ホームページからもダウンロードできます 

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) 


