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家屋全棟調査の実施 
 

◆調査目的  

 固定資産(家屋)課税資料整備のため 

◆調査時期 通年 

◆調査場所 千代川地区全域 

◆調査人員など   

◇市職員２人１班で数班による調査。 

◇調査員は、身分証明書を携帯しています。 

◆調査方法 

 家屋課税資料と現地家屋状況の確認作業を行いま 

 す。必要に応じて家屋敷地に立ち入り、家屋の外 

 観および内部の調査を実施します。 

※家屋敷地内に立入る場合はお声かけします 

※新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言 

 などが発出された場合は、対面調査は行いません 

※ご不明な点などはお問い合わせください 
 

問 市税務課 43-8193   44-9411 

献血にご協力を 
 

献血は最も身近なボランティア。あなたのわず 

かな時間で救える命があります。 

 

◆日時 10月27日(水)午前10時～正午 

 

◆場所 千代川公民館 １階 ロビー 

 

※400ml献血を優先します 

※献血カードをお持ちの方は献血可能日をお確か 

 めください 

 

問 市保健センター  

   43-1990   44-9744 

道路工事にご協力を 

 

赤須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。 

 

◆工事期間 10月下旬～令和４年１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 

赤須集落センター 

工事箇所 

高道祖地区の一部で 

公共下水道整備が始まります 
 

高道祖地区の一部において、公共下水道整備を

開始します。次の箇所から順次、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。 

 

【公共下水道整備事業】 

◆事業名  
 小貝川東部流域下水道関連下妻市東部公共下水道事業  

◆期間 10月下旬～令和７年末(予定) 

◆対象地区 次の高道祖地区55.4ha 

高道祖字本田後、字本田、字塔ノ下、字原、 

字中台、字峯岸、字西原、字桜塚、字地蔵前お 

よび小渡の各一部 

 

―今回、工事を実施する箇所― 

◆工事期間 10月下旬～令和４年３月下旬(予定) 

◆工事内容 公共下水道本管工事 

◆工事場所 次の図のとおり 

災害に備えて避難計画を立てましょう 
 

台風などの風水害から適切に避難できるよう、個

人で作成する防災行動計画を｢マイ・タイムライン｣

といいます。 

WEB版マイ・タイムライン作成システムでは、自

宅で簡単にマイ・タイムラインの作成や見直しがで

きます。また、作成したマイ・タイムラインはスマ

ホなどの端末に保存できます。システム使用料は無

料です。 

 

◆WEB版マイ・タイムライン作成システムのURL 

https://my-timeline.pref.ibaraki.jp/ 
 

◆QRコード 

 

 

 

 

 

問 県防災・危機管理課 029-301-2880 
  市消防交通課 43-2119   43-4214 

  

家庭的保育『事業者』募集 
 

市では、増加する低年齢児の保育ニーズに対応

するため、家庭的な環境の中で保育を行う家庭的 

保育事業者を募集します。 

家庭的保育事業とは、市が認定した事業者が、

自宅などで０歳から２歳までの乳幼児を預かり保

育するものです。 
 
◆応募申請期間 10月１日(金)～11月30日(火) 

◆施設数 １施設 

※募集要項などは市ホームページを確認するかお 

 問い合わせください 
 

問 申 市子育て支援課  

     45-8120   30-0011 

赤須 

不正軽油の製造・販売・使用は犯罪です 
 

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、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

象となります。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(フリーダイヤル 24時間受付) 

0120-241-744 

はかりの定期検査実施 
 
 取引または証明に使用する｢はかり｣は、２年に 

１回定期検査を受けなければなりません。市で 

は、下記の日程で定期検査を実施しますので、い 

ずれかの会場で必ず受検してください。 

※開店などで新規ではかりの検査が必要となった

場合または閉店などではかりの検査が不要と

なった場合は、必ず市役所商工観光課まで連絡

してください 

 

◆11月16日(火)・17日(水)・18日(木)  

 市役所本庁舎 東側倉庫 

 

◆11月19日(金)  

 市役所千代川庁舎 北側倉庫 

 

問  

茨城県指定定期検査機関  

一般社団法人茨城県計量協会  

029-225-7973   029-225-7974 

茨城県計量検定所  

029-221-2763   029-221-2764 

市商工観光課 45-8993   44-6004 

 

工事箇所 

高道祖 

問 市上下水道課 44-5311   44-5312 

高道祖小 



河川・砂沼の水質検査結果を公表します 
 

 令和３年度上期に実施しました小貝川、鬼怒川、糸繰川および砂沼の水質検査の結果を公表します。  

◆小貝川 採水日 ８月25日(水) 

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 
7.7 7.7 7.7 7.6 

B0D 
2 

以下 
0.9 0.9 1.0 0.7 

SS 
25 

以下 
５ ７ ７ ４ 

DO 
7.5 

以上 
8.5 8.2 8.0 7.7 

◆鬼怒川 採水日 ８月24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 7.6 7.7 

BOD 
2 

以下 
0.8 0.8 1.1 

SS 
25 

以下 
17 18 20 

DO 
7.5 

以上 
8.7 8.5 8.7 

◆糸繰川 採水日 ８月25日(水) 

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 7.4 7.5 7.5 

BOD 
5 

以下 
1.3 2.4 2.3 1.6 

SS 
50以

下 
15 11 16 9 

DO 
5 

以上 
7.0 6.9 7.6 7.1 

◆砂沼 採水日 ８月25日(水) 

検査 

項目 
環境 

基準 

採水場所 
越戸流 

入口 
砂沼大橋 
(中央) 

長塚水門流  

出口 

pH 
6.0～ 

8.5 
7.7 9.3 9.2 

BOD 
8 

以下 
0.9 2.2 1.7 

SS 
100 

以下 
11 ４ ４ 

DO 
2 

以上 
9.1 11.0 11.3 

※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(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。  

 
＜用語解説＞  

問 市生活環境課 43-8234   44-7833  

茨城県立下妻第一高等学校附属中学校 

学校説明会～出願書類の配布・作成～ 
 

令和４年４月開校県立下妻第一高等学校附属中学

校入学者選抜の出願に伴い、出願書類の配布および

作成などに関しての学校説明会を開催します。 

 

◆日時 10月17日(日)【３部制】 

   ①午前10時～  

   ②午後０時30分～  

   ③午後２時40分～  

◆定員 各50人 

◆会場 市立図書館 ２階 映像ホール 

    [砂沼新田35-1] 

◆対象 志願する小学校６年生の保護者 

※各家庭１人 

◆申込方法 お電話にてお申し込みください。 

※当日、会場にて出願書類を配布します 

※詳細は、下妻一高ホームページ(次のQRコードも  

 しくはアドレス)から確認することができます  

 

 

 
 

問 県立下妻第一高等学校附属中学校開設準備室 

  44-5158   43-9172 

｢いばらき就職・転職フェア｣開催 
 
◆開催期日および場所 

◇つくば会場 10月20日(水)  

 ホテルグランド東雲[つくば市小野崎488-1] 

◇水戸会場 11月18日(木)  

 ホテルレイクビュー水戸[水戸市宮町1-6-1] 

◆開催時間 午後１時30分～４時 

※同日午前11時～11時45分 事前セミナー開催 

◆申込方法  

 前日までにホームページ、電話またはメール 
 

問 申 NPO法人雇用人材協会  

     029-300-1738  

      029-300-1739 

      jimukyoku@koyou-jinzai.org 

      http://koyou-jinzai.org/ 

中小企業事業主の方へ 

雇用調整助成金などの要件緩和 
 

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影

響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に

対して、雇用調整助成金の特例措置を設けることな

どにより支援を行ってますが、この度、業況特例な

どの対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間

あたり賃金を一定以上引き上げる場合、地域別最低

賃金が引き上がる本年10月から12月までの3カ月

間、休業規模要件を問わずに支給する特例を次のと

おり設けました。活用を検討している中小企業事業

主の方は茨城労働局職業対策課またはハローワーク

へご相談ください。 

 

(1)令和３年10月から３カ月間の休業について、業 

  況特例または地域特例の対象となる中小企業(令和 

    ３年１月８日意向解雇などを行っていない場合に 

    限ります。)が、事業場内最低賃金を、令和３年７ 

    月16日以降、同年12月までの間に、30円以上引 

    き上げた場合、休業規模要件を問わずに支給を行 

    います。 

 

(2)令和３年度地域別最低賃金の発行日以降に賃金を 

    引き上げる場合は、発行後の地域別査定賃金から 

    30円以上引き上げる必要があります。 
 
◎詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認くだ 

 さい。ご不明な点は、コールセンターまでお問い 

 合わせください。 

 

◆雇用調整助成金に関する厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ 

pageL07.html 

 

◆雇用調整助成金コールセンター  

 0120-60-3999  

 午前9時～午後9時(土・日曜日、祝日含む) 

 

問 申 ハローワークしもつま  

     43-3737   44-6564 

【QRコード】 【ホームページアドレス】 
 
 https://www.shimotsuma 

 1-h.ibk.ed.jp/ 
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犬の飼い主の方へ 

犬の登録と狂犬病予防注射 
 

犬の登録と狂犬病予防注射は狂犬病予防法で義 

務付けられています。 

狂犬病予防注射は、毎年３月２日から６月30日

までの間に接種することが義務付けられています

が、新型コロナウイルス感染症の影響により、12

月31日(金)までに予防注射を受けさせたときは、当

該期間内に注射を受けさせたものとみなされます。 
まだ注射を受けさせていない飼い主の方は、適正
な時期を考慮の上、動物病院で注射を受けさせて
ください。 
 
【登録：生涯に１度】 

・生後90日を過ぎたすべての犬は、犬の所在地の 

 自治体に届け出て登録をする義務があります。 

・登録済であることを証明する｢鑑札｣を交付します。 

・登録手数料 2,000円 
 
【予防注射：毎年１回】 

・動物病院で接種できます。 

・接種後、病院から交付された証明書を市役所生 

 活環境課へ持参し、｢注射済票｣の交付を受ける 

 義務があります。 

・交付手数料 350円 
 
◎｢鑑札｣と｢注射済票｣は、首輪の金具に装着しま 

 しょう。迷子札の役割にもなります。 

◎狂犬病は現在も世界では、年間約６万人が死亡 

 していて、致死率は人も犬も100％という恐ろ 

 しい病気です。 
 

問 市生活環境課 43-8234  44-7833  

マムシにご注意ください 
 

◆マムシの特性 

◇マムシは、春から秋にかけて多く見かけられます。 

◇体長が45～60センチメートルで胴が太く、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、河川の周辺や田畑で見かけられ、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 

◇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．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．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 
 
被害が多いのは７～９月ですが、10月に噛まれた事例

もありますのでこれからの時期も注意してください。 

 

問 市生活環境課 43-8234   44-7833  

未就学児の保護者の方へ 

ふるさと交流館｢リフレこかい｣で遊ぼう 
 

多目的ホール無料開放デーを設けました。室内遊

具をご用意し、お待ちしていますので、ご利用くだ

さい。 
 
◆開催日 

 10月４日(月)、７日(木)、11日(月)、 

 14日(木)、18日(月)、25日(月)、28日(木) 

◆開催時間 午前９時～正午 

◆利用規則 

 原則、保護者１人につきお子さまは２人まで 

※ご来場の際は、必ず保護者の方の同伴をお願いし 

 ます。詳細は、お問い合わせください 

※当日はマスクの着用と入場時の検温にご協力くだ 

 さい 

※新型コロナウイルスの感染症の影響により中止と 

 なる場合があります 
 

問  
ふるさと交流館リフレこかい(休館日 : 水曜日)  

30-0070   48-6311 

フィットネスパーク・きぬ(ほっとランド・きぬ) 

リニューアル工事に伴う全面臨時休園 
 

リニューアル工事およびプールの水入替え、清

掃および機械設備点検などに伴い全面臨時休園し

ます。 

※公園の利用もできません 

※館内およびグラウンドゴルフ会員券の期間は延 

 長します 

 

◆臨時休園日  

 12月28日(火)～令和４年３月31日(木)  

 

問 ほっとランド・きぬ  

   30-4126   45-0460 

盲導犬に会いに行こう 

『親子参加者』募集 
  

親子で視覚障害者への接し方や盲導犬の役割

について学んでみませんか。普段では、なかな

か見ることや体験できないことが盛りだくさん 

です。 
 
◆日時 11月13日(土) 

    午前８時集合、午後５時帰着予定 

◆集合場所 市立総合体育館 北側駐車場 

◆場所 公益財団法人 東日本盲導犬協会 

◆対象 市内在住の小学3～6年生の親子  

◆定員 先着10組 (20人) 

◆交通手段 大型バス  

◆参加費 無料 

◆申込期限 10月29日(金)まで 

※｢道の駅うつのみやろまんちっく村｣にて自由昼 

 食となります。詳細はQRコードからご確認く 

 ださい  

※新型コロナウイルス感染症の影響により延期ま 

 たは中止になる場合があります 
 
 
 
 
 
 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 

     44-0142   44-0559 

｢ひきこもり相談｣開催 
  
 ｢外出することに不安を感じている｣｢動き出した 

いけど動けない｣｢何をどうすればいいのかわから 

ない｣などの困りごとについて相談することから始 

めてみませんか。１人で悩まずぜひお話しくださ 

い。本人のみならずご家族からのご相談もお待ち 

しています。 
 

◆日時 11月12日(金)午後１時～３時 

◆時間 １人50分 

◆場所 市役所第二庁舎 3階 小会議室 

◆費用 無料 

◆申込方法 電話またはメール 

◆申込受付時間  

 火～土曜日、午前９時～午後６時 

◆申込締切 11月11日(木)まで 
 

問 申 茨城県ひきこもり相談支援センター 

    48-6631   54-6013 

     info@ibahiki.org 

地域活動支援センター煌(きらめき) 

｢出張相談｣開催 
 

心の病について相談したい、対人関係で悩んでい

る、生活リズムを整えたい、部屋の掃除や洗濯がう

まくいかない、福祉サービスについて知りたい、働

きたいけど何から始めたらよいかわからない、など

お気軽にご相談ください。精神保健福祉士他、専門

職員が相談に応じます。ぜひご利用ください。 

 

◆相談日 11月４日(木) 
 
◆相談時間 午前10時～正午 

予約時間 ①午前10時 ②午前11時 
 
◆相談場所 市役所第二庁舎 3階 小会議室 
 
◆費用 無料 

※予約制です。前日までにご連絡ください 
 

問 申 地域活動支援センター煌(きらめき) 

      0297-30-3071 

       0297-30-3072 

｢わくわく親子 

防災ハロウィン2021｣開催 
 

防災について楽しく学びましょう。ハロウィンパ

レードに仮装して参加できます。 
 
◆日時 10月30日(土)午前10時～午後２時 

           (受付 午前9時30分～) 

※雨天決行 

◆場所 Waiwaiドームしもつま[下妻丁91] 

※ご来場の際は、マスクの着用にご協力ください。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止にな 

 る場合があります 

※詳細は下妻市社会福祉協議会ホームページを確認 

 するかお問い合わせください 

 

 

 

 

 

問 下妻市社会福祉協議会  

   44-0142   44-0559 



｢人権相談｣開催中止 
 

10月22日(金)に予定していました｢人権相談｣は

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開催

を中止します。 

 

問 市福祉課 43-8246   43-6750 

下妻市アマチュアオープンゴルフ大会 

『参加者』募集  
 

◆日時 11月18日(木) 

午前８時～１組目スタート(予定) 
 
◆場所 スプリングフィルズゴルフクラブ 

    [筑西市小栗6588] 
 
◆競技方法 

 18ホールストローク競技/オールノータッチ、完全 

 ホールアウト 
 
◆競技区分 

◇Ａクラス ブラックティー使用 

◇Ｂクラス ホワイトティー使用 

◇Ｃクラス ゴールドティー使用 

※参加クラスは自由 

※優勝同位者は、スコアマッチングカード方式で順位 

 を決定する 
 
◆競技規則 

JGA競技規則およびスプリングフィルズコースロー 

カルルールによる。 
 
◆参加費 3,000円(大会当日、受付にて徴収) 
 
◆プレー費 料金セルフ 6,500円昼食付 

※大会当日に各自フロントでお支払いください 
 
◆表彰 各クラス入賞、参加者全員に参加賞あり 

※各クラス参加人数８人に満たない場合、優勝者のみ 

 表彰 
 
◆募集人員 ゴルフを愛するアマチュアゴルファー 
 
◆申込締切 11月５日(金) 
 
◆組み合わせ 

組み合わせは実行委員会が決定し、組み合わせ表は 

個人または代表申込者へ郵送します。 
 
◆申込方法 

 申込用紙を市役所生涯学習課(千代川庁舎２階)に直接 

 持参またはFAXでお申し込みください。 
 

問 市生涯学習課 45-8997   43-3519 

 受付時間：午前8時30分～午後5時  

 ※土・日曜日、祝日を除く 

    市アマチュアゴルフ連盟事務局 

   090-5561-9342(神郡) 

   090-1772-7254(飯塚) 

｢成年後見無料電話相談会｣開催 
   

 司法書士による成年後見、遺言、相続などの無 

料相談です。ぜひご利用ください。 

 

◆日時 10月30日(土)午前10時～午後４時 

 

◆相談内容 成年後見、遺言、相続など 

 

◆相談方法 電話(予約不要)1人30分 

 

◆電話番号 0120-187-643 

                  0120-187-745 

 

※当日の相談件数により、電話がつながりづらくな 

 る場合もあります 

       

問 申  

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポー 

ト茨城支部事務局  

029-302-3166    029-302-3177  

みんなの研ぎやさん 

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。 

 

◆日時 10月22日(金)午後１時～２時30分 

 

◆会場 (旧)JA常総ひかり 総上[小島1156] 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止とな 

 る場合があります 

※ご来場の際は、マスクの着用にご協力ください 

 

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 

茨城県近代美術館 

企画展｢上田薫とリアルな絵画｣開催 
 

殻から落ちるなま玉子をはじめ、身近なものの姿

をリアルに描き出すことで知られる上田薫(1928

～ )の仕事を振り返るとともに、現代の作家たちによ

るリアルな絵画表現を紹介。 
 

◆開催期間 10月26日(火)～12月12日(日) 
※休館日：月曜日  
 

◆開館時間 午前９時30分～午後５時 

※入場は午後４時30分まで 
 

◆入館料  

◇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名以上の団体料金 
※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13日(土)茨城県民の日はすべての方が入場無 

 料  
※12月４日(土)は満70歳以上の方は入場無料  
 

◎WEB予約をおすすめします。当館ホームページで 

 ｢日時指定WEB整理券｣(無料)を取得した方が優先入 

 場となります。 

 

問 茨城県近代美術館 

   029-243-5111   029-243-9992  

糸つむぎの体験をしてみませんか 
 
◆糸つむぎ説明会 

◇日時 11月９日(火)午後２時～ 

 

◇会場 千代川公民館[鬼怒230] 

 

◇内容 

・結城紬の説明、実演 

・糸つむぎ｢スターターズキット｣の説明 

 

◇その他 

・｢伝統工芸士｣による糸つむぎの実演 

・結城紬についての知識が無い方でも｢糸つむぎ｣ 

   を開始できる｢スターターズキット｣を製作しま 

 した。 

・｢スターターズキット｣は貸与となります。希望 

 者を対象に｢糸つむぎ講習会｣を開催し、糸つむ 

 ぎの後継者を育成します。 

・｢糸つむぎ｣は自宅で行うことができ、また60 

 歳を過ぎてからでも開始することができる｢生 

 涯現役社会｣にもマッチした仕事です。 

 

◆糸つむぎ講習会 

◇日時  

 令和３年11月16日(火)、12月15日(水)、 

 令和４年１月19日(水)、2月16日(水) 

 各日 午前10時～午後３時 

 

◇会場 千代川公民館[鬼怒230] 

 

◇内容 結城紬の説明、実演(糸つむぎ) 

 

◇講師 伝統工芸士が行います。 

 

◆申込方法 電話またはメールで申し込み 

※事前予約制 

※各日定員８人 

 

問 申 本場結城紬卸商協同組合事務局 

33-2333   33-2333 

 yuuki_tsumugi@mirror.ocn.ne.jp 
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健診日 健診受付時間 検査項目 

12月４日(土) 

午前７時30分～、午前8時～、 

午前8時30分～、午前9時～、 

午前９時30分～、午前10時～、 

午前10時30分～、午前11時～ 

特定健康診査、基本健康診査、結核・肺がん検診、大

腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査、胃

がんバリウム検査、胃がんリスク検査 

健診日 健診受付時間 検査項目 

・12月５日(日) 
・令和４年１月25日(火) 

・令和４年１月26日(水) 

午前8時45分～、午前9時15分～、 

午前9時45分～、午前10時15分～、 

午後０時45分～、午後１時15分～、 
午後１時45分～、午後２時15分～ 

特定健康診査、基本健康診査、結核・肺がん検診、

大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査 

健診日 健診受付時間 検査項目 

令和４年１月30日(日) 

午前8時～、午前8時30分～、 

午前9時～、午前9時30分～、 

午前10時～、午前10時30分～、 

午前11時～ 

結核・肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、

肝炎ウイルス検査、胃がんバリウム検査、胃がんリス

ク検査 

◆電話で予約する場合 
◇コールセンター 0570-077-150 
※ナビダイヤルのため、通話料が発生します。通話料は、 

 予約者本人の負担となります 
※時間帯によっては、つながりにくいことがあります 
◇予約受付期間 
 10月22日(金)～25日(月) 各日 午前９時～午後５時 
※日曜日は除く 

◆インターネットで予約する場合 
[ＱＲコード]      [健康診断・検診予約サイト] 
             httpｓ://kenko-link.org/ 

             ※予約サイトにアクセスし、事前に 

                                          利用登録を済ませてから申し込み 

                                          ください 
※通信料は、予約者本人の負担となります 
◇予約受付期間 
 10月22日(金)午前９時～26日(火)午後５時 

予約受付期間以降は、市保健センターにお問い合わせください。 

検診項目 対象者(令和４年３月31日時点の年齢) 自己負担額 

特定健康診査 
40～75歳未満(下妻市国保加入者) 1,500円 
40～75歳未満(社会保険被扶養者・保険者で、市の集団健診を受けることがで

きる方)※詳しくは、ご加入の社会保険組合に問い合わせください 
社会保険組合によっ

て異なる 

基本健康診査 
39歳以下の方 1,500円 
75歳以上の方、後期高齢者医療保険加入者 無料 

結核・肺がん検診 妊娠中および妊娠の可能性のある方以外 
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 500円 
肝炎ウイルス検査 40歳以上の未実施者 500円 

大腸がん検診 30歳以上の方 300円 
胃がんバリウム検査 30歳以上の方 500円 

胃がんリスク検査 

(ピロリ菌検査) 

当日に胃バリウム検査受診かつ40～70歳の５歳刻みの年齢 
<以下の条件に当てはまる方は受けられません> 
胃の治療をしている方、胃の切除をした方、ピロリ菌の除菌をした方、腎不全

の方 

1,500円 

令和３年度最後の健診は10月22日(金)午前９時から予約受付開始 
 
 健診は予約制です。受診を希望する方は、予約方法を事前にご確認の上、ご予約ください。今年度は、がん検

診のみを受けられる日程もあります。 

◆予約方法 

1．それぞれの表から健診日・健診受付時間を決める。会場は、市保健センターです。 

◇すべての健診が受けられる日程 

◇特定・基本健診と一部のがん検診が受けられる日程 

◇胃バリウム検査などのがん検診が受けられる日程 

2．10月22日以降にコールセンターに電話、またはインターネットにて予約する。 

◎次の検診が受けられます。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、日程を変更または中止する場合があります 
 
＜大腸がん検診のみをご希望の方へ＞ 

 健診の際の予約は不要です。記載されている健診日の健診受付時間内に持参ください。ご希望の方には、検査 

 容器を郵送しますので、市保健センターまでご連絡ください。 
 

問 市保健センター 43-1990   44-9744 

資源ごみの持ち去りは禁止です 
 
集積所や収集拠点に出された資源ごみ(かん、び

ん、ペットボトル、古紙など)は、｢廃棄物の処理

及び清掃に関する条例｣により、市の所有物となり

ます。 

集積所などから資源物を持ち去る行為は、窃盗

にあたる場合があるので、絶対に行わないでくだ

さい。 

※｢収集できませんシール｣などにより指示がある 

 場合には、指示に従い持ち帰りや適正な分別・ 

 処理をしてください 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

事業所で出たごみは 

集積所に出せません 
 
 会社、商店、飲食店、病院、保育園、工場など

の事業所で出たごみ(紙類、弁当がら、お茶がら、

缶・びん・ペットボトルなどの一般ごみ含む)は、

市が収集するごみ集積所に排出することはできま

せん。住居併設の個人商店などにおいても、店舗 

部分で出たごみは同様の扱いとなります。 

それらのごみを排出する場合は、事業者自らが

｢クリーンポート・きぬ｣に搬入するか、｢クリー

ンポート・きぬ｣の許可を受けた収集運搬業者に

委託してください。 
 

※処理困難物や法令で定められている産業廃棄物 

 は、｢クリーンポート・きぬ｣に持ち込むことは 

 できません。事業者自ら産業廃棄物として処理 

 するか、産業廃棄物処理業者に委託してくださ 

 い。 
 

問 市生活環境課  

   43-8289   44-7833  

ペットボトルの出し方 
 

ペットボトルは再生資源となります。集積所にペッ

トボトルを出す際は、次のことを守ってください。 
 

◆中身は残さず、水ですすぐ 

◆ラベルとキャップ(※)をはずす 

◆麦茶パックや吸殻などを入れない 
 
・ペットボトル収集用ネットバッグには、ペットボ 

 トル以外のもの(油や洗剤のボトル、食品トレー、 

 卵パック、その他のプラスチックごみ、かんなど) 

 は入れない。 

・ウォーターサーバー用のボトルは、市ではリサイ 

 クル出来ません。その他のリサイクルルート(メー 

 カー回収など)がない場合には、可燃ごみで排出す 

 る。 

 

◎資源の分別を徹底し、持続可能な社会づくりにご 

 協力をお願いします。 

※キャップは外した状態でペットボトル収集用ネッ 

 トバッグへ入れていください 
 

問 市生活環境課 43-8289   44-7833 

ごみ出しに｢気遣い｣を 
 

 指定ごみ袋でのごみ出しの際は、ごみ袋の口の部

分に隙間がないよう必ず２方向結んで、ごみの飛び

出し、はみ出しがないように出してください。  

きちんと結ぶことで新型コロナウイルス感染症か

ら収集業務従事者を守り、ごみ収集業務を滞らせな

いために皆さんの協力が必要です。  

ごみ収集業務従事者が安全に、かつ安心して作業

できるようご理解ご協力をお願いします。  

  

問 市生活環境課  43-8289   44-7833 

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(匿名の通報でも対応します) 

受付時間(平日)午前８時30分～午後５時15分 

問 県廃棄物規制課 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 


