
新庁舎建設現場見学会（免震装置）の概要

                           新庁舎準備室

１．日 時  平成２６年１０月１８日（土）

        ・１回目 午後１時３０分～

        ・２回目 午後３時～

２．内 容  免震装置についての説明及び現場見学

※１時間程度

３．対 象  下野市民

４．定 員  １回目、２回目それぞれ３０名

５．申し込み

  ⑴受付期間 ９月８日（月）～９月２６日（金）

  ⑵方法   氏名、年齢、住所、電話番号、希望時間を記載のうえ、

郵送、ＦＡＸ、電子メールまたは直接、新庁舎準備室ま

で持参

６．その他

  ⑴申し込みの状況により、希望時間を調整することがある。

  ⑵ヘルメットは主催者が用意、服装は運動靴など見学にふさわしいも

のとする。

  ⑶小学生以下の方が参加する場合は、保護者同伴とする。

  ⑷参加者が確定後、別途案内通知を発送。
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南河内第二中 テーマ「笑顔あふれる下野市」

石橋中   テーマ「姿川アメニティパーク」
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南河内中 テーマ「しもつけ未来絵巻」

国分寺中 テーマ「国分寺の歴史」



使用済み小型家電回収の概要

                                環境課

市内計４か所の公共施設に回収ボックスを設置し、市民から小型家電を回収します。

回収した小型家電は国が認定する事業者に引渡し、中間処理施設で破砕・選別処理を

行い、貴金属やレアメタルを含む有用金属を回収するなど、資源ごとにリサイクルを

行います。

○回収ボックスの設置場所

市役所石橋庁舎、国分寺庁舎、南河内図書館、生涯学習情報センターの市内計４か所

○対象品目

家庭で使われなくなった、次にあげるような小型家電及び付属品で、回収ボックス

の投入口に入る大きさのもの

（例）携帯電話・ＰＨＳ端末、パソコン、電話機・ファクシミリ、ラジオ、デジタル

カメラ・ビデオカメラ・フィルムカメラ、ＤＶＤ・ＨＤＤレコーダ、音楽プレーヤ

ー、ＩＣレコーダ、ＵＳＢメモリ・メモリーカード、電子辞書・電卓、電子体温計・

電子血圧計、ゲーム機（携帯型、据置型）・その他の電気玩具 、カーナビ・カース

テレオ、ドライヤー・電気カミソリ・電動歯ブラシ、懐中電灯、時計等、及びこれ

らに付属するリモコン、ＡＣアダプタ、ケーブル、プラグ・ジャック、充電器等

※投入口サイズ：石橋地区ボックス…幅 50㎝×高さ 15㎝

        国分寺・南河内地区ボックス…幅 30㎝×高さ 15㎝

○注意事項

・一般家庭から出たものに限ります。事業所から出た小型家電は対象外です。

・家電４品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）は対象外

です。

・包装材（袋、箱など）から出して小型家電のみ入れてください。

・電池、電球、蛍光灯などは取り外して指定の収集日にお出しください。

・携帯電話やノートパソコンなど、個人情報が記録されているものについては、あら

かじめデータを消去してください。消去できない場合は専門店にご相談ください。

・一度回収ボックスに投入したものは、取り出すことはできません。

○市民への広報等について

市民への広報は、広報しもつけ及び市ホームページへの記事掲載や、各戸へのチラ

シ配布等を通じて周知・啓発を行います。
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                                 総合政策課

平成２６年度市政懇談会「市長のいきいきタウントーク」について

Ⅰ．開催日程  

開  催  日  時 開  催  場  所

１０月１６日（木） 午後 ７時～
保健福祉センターきらら館 検診室

（下古山 1220）

１０月１７日（金） 午後 ７時～
コミュニティセンター友愛館

（柴 1019-1）

１０月１８日（土） 午前１０時～ 南河内公民館（田中 681-1）

Ⅱ．出 席 者

○市  民 （出席できる会場）

○各種団体会員（   〃   ）

○自治会長 （   〃   ）

○市議会議員 （   〃   ）

○市執行部 市長、副市長、教育長、部長等、次長及び幹事課長、総合政策課職員

               

Ⅲ．懇談会の進行

１．開  会    

２．市長あいさつ

３．自己紹介

４．市政報告 「市政を取り巻く課題とこれからのまちづくり」

５. 「こんなにすごいぞ下野市！」について          

  「教育行政報告」                    

  各部報告       

６．意見交換

Ⅳ．意見等に対する回答

  出席者からの意見・質問等については、その場で回答する。

なお、回答できないものは、後日文書で回答する。

意見交換をスムーズに行うため、事前に意見等を提出してもらう。
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商工観光課

第１７回天平の芋煮会概要（案）

１．名  称  第１７回天平の芋煮会

２．目  的  東日本大震災被災者の復興支援及び地産地消の推進、市民の交流、

商業の活性化、観光の振興と子供たちの自然学習を目的とする。

３．主  催 一般社団法人下野市観光協会、下野市

４．日  時  平成２６年１１月２日（日）

         午前１０時～午後１時３０分……ステージイベント

         午前１１時～午後１時３０分……芋煮会（芋汁引換え時間）

５．場  所  天平の丘公園花広場（下野市国分寺地内）

６．内  容  ✽天平の大なべ（直径２．５ｍ）を使って、里芋・かんぴょう・ね

ぎなどの下野市産の食材を用いて調理する芋汁３，０００食

        ✽おこげサービス（義援金募金者）

        ✽被災者復興支援（義援金箱の設置、市内在住被災者招待）

        ✽ステージイベントの実施（芋煮会開会式、ふれあいコンサート、

歌謡ショー）

        ✽市内商店の出店

        ✽民俗資料館「夜明け前」の開館（１１月１日～１１月３日）

        ✽坊ちゃん列車・ミニ新幹線の運行（１１月１日～１１月３日）

        ✽カンピくんファファの設置（１１月２日）

        ✽野点（カラクリ水車小屋前）（１１月２日）

７．食  券  芋煮会食券発行予定枚数 ３，０００枚

        （前売券 180円、当日券 200円）

８．作業人員  ボランティア  約１８０人

９．そ の 他 ✽ごみ減量化として、お椀と箸はリユース食器を使用

        ✽ふれあいコンサートの同時開催（平美林会主催）

        ✽菊まつりを同時開催（１１月１日～１０日、会場は、天平の丘公

園花広場会場と、きらら館会場の２か所）
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                         商工観光課

第３回下野市産業祭

１．目  的  地域産業全般の振興発展及び市民との交流を通して地域活性化を図るこ

とを目的とする。

２．主  催  下野市産業祭実行委員会、下野市

３．日  時  平成２６年１１月９日（日）午前１０時～午後２時３０分（雨天決行）

４．場  所  大松山運動公園

メイン会場（出展）：陸上競技場

ステージ ：特設ステージ（陸上競技場内）

５．内  容

ステージ

○下野市産業祭 開会式

○下野ブランド認定証交付式

○ミニ発表会

  ○その他  ゆるキャラ 記念撮影会 等

  ○閉会宣言

メイン会場

○商工業者の出展

石橋商工会及び下野市商工会会員を中心とした自社製品や取扱商品等の

ＰＲ・展示・販売等。

  ○下野市の各工業団地による出展

    各工業団地（各企業）で造られている製品・商品の展示・販売や、

製造工程をパネル等で説明するコーナー。

  ○食と農の情報発信

地産地消促進、特産品、食育等に関する展示。

    農畜産物、かんぴょうをはじめとする下野市の特産物を陳列・販売。

    地元農畜産物を使った製品・料理の紹介。

○公共性のある団体による出展及び模擬店

  ○市関係機関・団体等によるＰＲ活動
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                          建設課

○○自治会 様

秋冷の候、自治会会員の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上

げます。

市では、河川環境を良好にすることで川に対する親しみを深める目的で、下野市内

の一級河川姿川の清掃活動を行っております。

本活動は毎年１１月に行なっており、今年で第１３回目を数えます。

ついては、下記により開催されますので、ご家族揃ってのご参加をお待ちしており

ます。

                 

記

１ 実施日時  平成２６年１１月１５日（土）

        （雨天決行）午前８時から午前１０時

         集合場所  〇〇〇〇

２ 実施区間  別紙実施要領のとおり

※ 軍手、収集用ごみ袋は用意しておりますので、軽作業ができる服装でご参加下さ

い。なお、ご不明な点がある場合は事務局にお問い合わせください。

                  問合せ先 下野市建設水道部建設課

                       維持管理グループ

                       ℡ 0285-48-2113
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