
平成24年度の固定資産税

にかかわる価格等の縦覧を

行います。

固定資産税の納税者が、

他の土地や家屋の価格と比

較をすることにより、自己

の土地や家屋の評価が適正

かどうか縦覧できます。ま

た、本人所有の固定資産に

ついては、名寄帳による閲

覧もできます。

縦覧期限

5月1日(火)まで

※土曜･日曜･祝日を除く

午前8時30分～午後5時15分

縦覧できる方

市内に所在する土地や家

屋の固定資産税の納税者

縦覧場所

岩井庁舎課税課

無料費 用

必要なもの

印鑑、本人を証明するも

の（運転免許証等）

※納税者以外は、委任状と

代理人の身分を証明する

ものをご持参ください。

課税課問合せ

岩井庁舎／内線1755、1757

1

可燃ごみの収集日となっている地区では4月30日(月)〈振替休日〉のごみ収集

可燃ごみに限って収集を行います。 《問合せ》生活環境課（岩井庁舎／内線1453）

変更後の支給額に基づき、どちらの手当も４月分～７月分が、

８月に支給となります。

◆児童扶養手当の支給額

平成23年度(H24.3月分まで) 平成24年度(H24.4月分以降)

全部支給 (月額) 41,550円 41,430円

一部支給 (月額) 41,540円～9,810円 41,420円～9,780円

※児童２人目の場合は、上記の額に5,000円加算、児童３人目以降は3,000円ずつ

加算されます。

◆特別児童扶養手当の支給額

平成23年度(H24.3月分まで) 平成24年度(H24.4月分以降)

１級(月額児童１人あたり) 50,550円 50,400円

２級(月額児童１人あたり) 33,670円 33,570円

子育て支援課（猿島庁舎／内線2214、2215）《問合せ》



近隣で消防職員を装った

消火器の不正販売が発生し

ています。消防署から来た

と名乗り、点検として多額

の料金を請求されたり、購

入を勧められるケースもあ

りました。消防署では、こ

のような訪問販売は一切行

っておりませんので、ご注

意ください。

坂東消防署問合せ

0297-35-21295

昨年４月の森林法改正に

より、今年４月以降、森林

の土地の所有者となった方

は市町村長への事後届出が

義務付けられました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売

買や相続等により森林の土

地を新たに取得した方は、

面積に関わらず届出をしな

ければなりません。ただし、

国土利用計画法に基づく土

地売買契約の届出を提出し

ている方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日

から90日以内に、取得した

土地のある市町村長に届出

をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前

所有者の住所・氏名、所有

者となった年月日、所有権

移転の原因、土地の所在場

所・面積とともに、土地の

用途等を記載します。

添付書類

登記事項証明書（写しも

可）または土地売買契約書

など権利を取得したことが

分かる書類の写し、土地の

位置を示す図面

問合せ

農政課

猿島庁舎／内線2256

お知らせ版 平成24年4月5日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115

電話交換手にご用件先の課名または内線番号をお伝えください。

2

補助金額

購入額の50％以内（10アールあたり1,000円が上限）となります。

※なお、補助は予算額の範囲内となります。

助成要件

市内の販売店から水稲箱苗防除用薬剤を購入した稲作農家の方で、当該年度生産調

整の現年度配分面積を100％達成した方が対象となります（未達成者は補助基本額の

50％で算出します 。※ となります。） 陸田や市外の水田及び市税滞納者は補助対象外

(1)補助対象面積は、次の規定に基づき算出されます。

①転作、休耕、青刈り稲及び飼料用稲の面積は補助対象面積に含みません。

②加工用米の面積は補助対象面積に算入します。

③薬剤の使用料は、10アールあたりの標準使用量を上限として計算します。

(2)水稲箱苗防除用薬剤は、 とします。水稲専用の殺虫剤・殺菌剤

※水稲のほかに、畑で作る野菜にも使用できる薬剤は補助対象外になります。

申請手続き

６月末日まで「補助金交付申請書」に「水稲病害虫防除薬剤販売証明書」を添えて、

に市役所農政課または岩井地域水田農業推進センター（岩井農協岩井支店２階）へ申

農政課（猿島庁舎／内線2256）
請してください。

《問合せ》



自立支援医療受給者証

（精神通院）には、発行日

から１年間の有効期間があ

ります。

有効期間満了後も引き続

き通院される方は、更新申

請が必要です。有効期間の

切れる３か月前から申請で

きますので、忘れずに更新

してください。

更新申請に必要な書類

①自立支援医療費(精神通

院)支給認定申請書

②自立支援医療用診断書

（添付は２年に１回）

③保険証のコピー(本人分)

④同意書

⑤所得や収入を証明する書

類(障害年金証書等)

⑥受給者証のコピー

申請･問合せ

社会福祉課

猿島庁舎／内線2218

５月にお送りする納税通

知書で自動車税を納めてい

ただくと、領収証書ととも

に納税証明書（継続検査用）

が付いています。

この納税証明書は車検の

ときに必要になりますの

で、大切に保管してくださ

い。また、自動車を譲る場

合は、譲られる方にこの納

税証明書も必ず渡してくだ

さい。

なお、納税証明書に自動

車のナンバー等が印刷され

ていないものは使用できま

せんので、ご注意ください。

問合せ

筑西県税事務所

0296-24-91845

春の全国交通安全運動を

実施します。交通事故を起

こさないよう、また遭わな

いように、お互い交通ルー

。ルとマナーを守りましょう

スローガン

上げた手に

気づいて止まる

思いやり

期 間

4月6日(金)～15日(日)

★4月10日(火)は「交通事

故死ゼロを目指す日」で

す。

運動の基本

子供と高齢者の交通事故

防止

運動の重点

①自転車の安全利用の推進

②全ての座席のシートベル

トとチャイルドシートの

正しい着用の徹底

③飲酒運転の根絶

問合せ

境警察署

0280-86-01105

お知らせ版 平成24年4月5日号
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センター健診の申込受付を行います

健診実施日 会 場

岩井保健センター
5月23日(水)・24日(木)

25日(金)・26日(土)

40歳以上の方対 象 者

、 、 、健診内容 胃がん 胸部レントゲン 特定健康診査

大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス

4月24日(火)～申込開始

※定員になり次第、受付を終了します。

。申込方法 電話または来所してお申し込みください

申込・問合せ

岩井保健センター（ 0297-35-3121）5

シートベルトしてね！



真剣に結婚を考えている

方に、理想のパートナーを

得ることができるよう、結

婚相談員が相談･助言･仲介

。などを無料で行っています

相談をご希望の方は、秘書

広聴課へご予約ください。

◆女性大歓迎です。お気軽

にご相談ください（再

婚の相談も可 。）

毎週月・水曜日と き

毎月第３日曜日

ところ

結婚相談室〈岩井庁舎〉

問合せ

秘書広聴課

岩井庁舎／内線1222

法テラスは、総合法律支

援法に基づき設立された公

的な法人です。

民事問題などで、どこに

相談すればよいのか困った

とき、法テラスでは、相談

内容に応じて法制度や相談

機関・団体を紹介するな

ど、法的トラブルを解決す

るための情報を提供してい

ます。また、民事裁判費用

にお困りの方には、費用を

一時立て替える「法律扶助」

も行っています。相談機関

などの紹介は無料ですの

で、お気軽にお問い合わせ

ください。

【相談電話番号】

０５７０-０７８３７４5

月～金曜日:

午前9時～午後9時

土曜日:

午前9時～午後5時

〈日曜・祝日を除く〉

問合せ

法テラス茨城

0503383-53905

事業資金融資に関するご

相談にきめ細かくお応えし

ます。相談は無料ですので、

お気軽にお越しください。

（事前予約制）

5月10日(木)と き

午後1時～4時30分

坂東市商工会本所ところ

対象者

市内でご商売をされてい

る方、市内で新たにご商売

を始めることを検討中の方

申込・問合せ

▽坂東市商工会本所

0297-35-33175

▽日本政策金融公庫土浦支店

029-822-41415

5月6日(日)と き

午前8時30分～午後5時30分

岩井体育館ところ

種 目

①ピンポンであそぼ

どなたでも好きな対象者

時間に遊べます。

無料参加費

※ラケットのある方は持参

してください。

②卓球教室

市内在住・在勤の方対象者

時 間

午前10時～正午(先着5人)

午後2時～4時(先着5人)

無料参加費

③試合（男女混合団体戦・

男女個人戦）

市内在住・在勤の方対象者

団体戦 1人 300円参加費

(学生150円)

個人戦 1人 300円

（小学生無料、

）中学生･高校生150円

4月27日(金)申込期限

午後5時まで

申 込

生涯学習課スポーツ振興係

〈岩井体育館内〉

0297-35-17115

問合せ

坂東市体育協会卓球部長

鮫島富夫

0297-35-68425

参加者募集

お知らせ版 平成24年4月5日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115

電話交換手にご用件先の課名または内線番号をお伝えください。
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ご相談ください 講座やイベント



5月28日(月)と き

〈雨天決行〉

ところ

猿島カントリー倶楽部

参加資格

市内在住・在勤の方

1,500円参加費

※プレー費9,000円は、当

日ゴルフ場フロントで精

算（昼食代・パーティー

代を含む 。）

（ ）募集人数 180人 先着順

申込方法

4月22日(日)午前8時30分

から、参加費を添えて猿島

公民館ロビーでお申し込み

ください。１人で４人分ま

で申し込みができます。

※電話でのお申し込みはで

きません。キャンセルの

場合、参加費の返金はし

ません。

申込・問合せ

生涯学習課スポーツ振興係

〈岩井体育館内〉

0297-35-17115

プロテニスコーチをヘッ

ドコーチに迎えて、テニス

レッスンを行います。皆さ

ん楽しく学びましょう！

と き

5月12日(土)から毎週土

曜日 午前8時30分～10時

〈計５回〉

岩井テニスコートところ

対象者

市内在住・在勤・在学の

テニス初心者で、小学生以

上の方

2,000円参加費

※傷害保険に加入します。

20人(先着順)募集人数

持参品

運動できる服装で、テニ

スシューズ、ラケットは必

ず持参してください。必要

に応じてタオル、飲み物、

帽子等もご用意ください。

なお、ラケットのない方は

ご相談ください。

申込期間

4月16日(月)～30日(月)

※各日、午後6時以降にご

連絡ください。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

090-3434-38495

お知らせ版 平成24年4月5日号
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伝統文化｢能｣の世界にふれてみませんか

◆ 能楽体験教室受講生募集 ◆

「能」は日本の伝統芸能です。特に感性豊かな子

どもたちが伝統芸能に触れ、日頃味わえない感動や

共感を直接体験することは大変大事なことです。

大きな声を出す謡(うたい)や能の所作・動きを基

にした体操を体験してみませんか。自然と礼儀作法

が身に付き、ストレス解消にも効果的です。

また、映像を交えた講義（能楽の歴史、世阿弥の
ぜ あ み

「 」 ） 「 」 、著書 風姿花伝 の解説など や 将門記 を読む
ふうしかでん

なども予定しています。まずは気軽に参加して、

「能」の面白さ、奥深さを体験しましょう！

小学生から大人の方まで男女問いません。対象者

とき・ところ

○子どもの部（会場を選択してください）

・岩井公民館 月２回･火曜日 午後5時30分～6時30分

・猿島公民館 月２回･木曜日 午後5時～6時

○大人の部

・岩井公民館 月２回･木曜日 午後6時30分～8時30分

梅村昌功氏（下掛宝生流能楽師）講 師

無料受講料

20人(先着順)募集人数

4月25日(水) 午後5時まで申込期限

生涯学習課〈猿島公民館内〉《申込・問合せ》

0297-44-3154／0280-88-08355



6月3日(日)～と き

猿島球場ほかところ

参加資格

原則として、市内在住また

は在勤の方で構成されたチ

ーム。参加者はスポーツ傷

。害保険に加入していること

※女子チーム（個人でも可）

も募集します。詳細につ

いては、お問い合わせく

ださい。

１チーム12,000円参加費

※抽選会時に徴収します。

申込方法

生涯学習課(猿島公民館

内)または岩井体育館で、

申込用紙に記入のうえお申

し込みください。

申込期間

4月5日(木)～27日(金)

申込・問合せ

生涯学習課スポーツ振興係

〈岩井体育館内〉

0297-35-17115

と き

5月～平成25年3月の

第2・第4土曜日

午前9時30分～11時

ところ

岩井公民館２階

対象者

来年度（平成25年4月）

小学１年生になるお子さん

6,500円(月謝無料)教材費

40人（先着順）募集人数

4月17日(火)～申込開始

※定員になり次第締め切り

ます。

申込・問合せ

倉持愛子

0297-35-15455

▼勅使河原和風会いけ花展

テーマは夢。風光り若葉

もえ初む希望の春に未来を

空想し、器にその形を整え

。た夢の世界を創作しました

と き

4月15日(日)～21日(土)

午前9時～午後5時

※15日は午後1時から、21

日は午後4時まで。

〈16日は休館〉

勅使河原和風会主 催

木村問合せ

0297-34-27635

お知らせ版 平成24年4月5日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115

電話交換手にご用件先の課名または内線番号をお伝えください。
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講 座 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

4月16日(月)
水切り絵 5月 2日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 200円

午前9時から
サンドブラスト 5月 8日(火) 午後1時30分～3時30分 10人 200円

電話受付
ひも細工 5月15日(火) 10人 500円午後1時30分～4時30分

〈先着順〉
布草履 5月16日(水) 10人 300円午前10時～午後4時

午後1時30分～3時30分 8人 1,000円とんぼ玉 5月19日(土)

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ開催場所

さしま環境管理事務組合を構成する市町参加資格

(坂東市を含む)に在住・在勤の方

申込・問合せ

さしまクリーンセンター寺久管理課

0297-20-99805

ひも細工

とんぼ玉



6月14日(木)と き

15日(金)

午前9時～午後4時30分

ところ

古河市中央運動公園

総合体育館会議室

〈古河市下大野2528〉

4,000円受講料

（テキスト代を含む）

70人（先着順）募集人数

申込受付開始

5月14日(月)午前8時30分～

※印鑑をご持参ください。

申込・問合せ

坂東消防署

0297-35-21295

県民の皆様の作品展示・

発表の場として「県西県民

ギャラリー」を無料で提供

しています。ぜひご利用く

ださい。

展示場所

筑西合同庁舎１階ホール

利用できる方

県西地域にお住まいまた

はお勤めの方で構成され、

県西県民センターが展示を

認めた２名以上の団体など

※政治思想や個人的主義・

主張を目的とした利用は

できません。

展示用具

展示用穴あきパネル10

枚、フック30本、長机

展示期間

１週間単位で最大４週間

〈土曜･日曜･祝日を除く〉

展示時間

午前9時～午後5時

申込・問合せ

県西県民センター

県民福祉課

0296-24-90745

坂東第１団ボーイスカウ

トでは、平成24年度新入隊

員を募集中です。小学１年

生から中学生まで男女問わ

ず入隊できます。

ボーイスカウトは、仲間

たちと自然のなかで楽しく

遊びながら心と体で体験

し、より良い社会人を目指

す活動です。夏はキャンプ

やハイキング、冬はスキー

やスケートなど、様々なプ

ログラムを行っています。

年代に応じたリーダーが指

導しますので安心です。皆

さんの入隊を団員一同お待

ちしています。

倉持問合せ

0297-35-45295

「人間力」を高めるため

に経営者が学びあう坂東市

倫理法人会では 「朝に活、

路あり」をテーマに講演会

を開催します。

4月13日(金)と き

午後6時～

市民音楽ホールところ

3,000円参加費

（懇親会費を含む）

(社)倫理研究所講 師

荒木良仁氏

事業体験報告

(社)倫理研究所法人レク

チャラー 中村八恵子氏

問合せ

坂東市倫理法人会事務局

0297-20-91155

お知らせ版 平成24年4月5日号

7

第１回 坂東レンゲまつり

5月13日(日)と き

午前9時～午後3時 ※雨天中止

七郷中川土地改良区内ほ場（イベント会場）ところ

西総土地改良区内ほ場

鵠戸沼土地改良区内ほ場

イベント内容

熱気球体験(大人400円・子ども100円)※強風中止、

、 、 、スポーツゲーム広場 幼児の遊び広場 野菜収穫体験

名産品販売、こどもレンゲフォトコンテスト

農政課（猿島庁舎／内線2201）問合せ

お楽しみに！ 
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神大実分館生涯学習講座 受講生を募集します！

4月20日(金)まで 午前9時～午後9時 ※応募者多数の場合は抽選とします。【受付期限】

市内在住・在勤の方【受講資格】

無料（教材費等は自己負担）【受講料】

神大実分館（ 0297-30-1800） ※月曜休館【申込・問合せ】 5

◎１人２講座以内とし、前回受講した講座は申し込みできません。

後日決定通知ハガキを送付します。(応募者が募集人数の半数に満たない講座は中止）

募集 講 師 備 考実施
人数 （敬称略） （※は初回のみ徴収）

講 座 名 曜 日 時 間
期間

5月～ 毎月 午前10時 小学生以上対象
神田ばやし教室 20人

9月 第1･3土曜日 ～正午 大人大歓迎
倉持敏夫

お菓子つくり教室 材料費 毎回700円程度
5月～ 毎月 午前9時30分

16人 木村敦子
3月 第2水曜日 ～正午

井口理恵 ※年会費1,500円
5月～ 毎月 午前10時

ひよこクラブ 30組 伊藤宏子 1歳以上の乳幼児とその
12月 第3火曜日 ～正午

木村道子 母親対象

太極拳教室 15人 相野谷和子 動きやすい服装で参加
5月～ 毎月 午前9時30分

9月 第2･4土曜日 ～11時30分

15人 ※教材費1,000円筆ペン教室
5月～ 毎月 午後1時

圓崎克子
9月 第2･4金曜日 ～3時

5月～ 午後4時 菅沼育子 WindowsXP以上のパソコン
パソコン教室 毎週木曜日 15人

7月 ～6時 佐藤茂樹 持参 ※資料代1,500円

15人 片倉みどり手話教室
5月～ 毎月 午後7時

※資料代500円
11月 第1･3金曜日 ～8時30分

自然ウォッチング 20人 羽鳥稔 野外学習は5回開催
5月～ 毎月 野外学習は

11月 第3金曜日 終日

5月～ 毎月 午後1時 初心者の方対象
カラオケ演歌教室 15人 倉持鶴舟

10月 第1･3土曜日 ～4時 ※教材費500円

5月～ 午後3時30分 堀江シャ マット持参、動きやすい
ヨガ教室 毎週金曜日 15人

7月 ～5時 ーリ美子 服装で参加

15人 高見恵子 動きやすい服装で参加３Ｂ体操
5月～ 毎月 午後1時30分

10月 第1･3水曜日 ～3時30分

5月～ 毎月 午前9時30分 洗濯バサミ、ボンド等を
エコクラフト 15人 鶴見篤子

11月 第1･3木曜日 ～11時30分 持参 ※材料費1,000円

5月～ 毎月 午前9時30分 裁縫道具
パッチワークキルト 15人 早川聡子

11月 第1･3火曜日 ～11時30分 ※材料費5,000円程度

5月～ 毎月 午後2時 かぎ針、ハサミを持参
手編み教室 15人 古矢和子

10月 第1･3土曜日 ～4時 ※毛糸代1,000円程度

可燃ごみの収集日となって5月3日(木)〈憲法記念日〉・4日(金)〈みどりの日〉のごみ収集

いる地区では可燃ごみに限って収集を行います。《問合せ》生活環境課（岩井庁舎／内線1453）


