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中学校卒業前までのお子さんを持つ方へ

「子ども手当」が「児童手当」に変わりました
◆ 児童手当の現況届を忘れずに！ ◆

４月から子ども手当が児童手当に変更になりました。児童手当を受けるには、現

況届の手続きが必要になります。現況届の手続きをしないと６月分以降の手当が受

けられなくなりますので、必ず手続きをしてください （公務員の方は勤務先で現況。

届の手続きをしてください ）。

◎現況届の手続きが必要な方には、通知書を６月上旬に発送しています。

持参するもの

○印鑑 ○社会保険加入者の方は、受給者(保護者)の健康保険被保険者証コピー

(余白に勤務先名を記入) ○平成24年1月1日時点で坂東市に住所がなかった方は、

平成24年度児童手当用所得証明書(平成24年1月1日の住所地発行) ○外国人の方

は、外国人登録証 ○受給者と児童が別居していて、児童の住所地が市外の場

合は、児童の属する世帯全員の住民票

現況届受付日程

期 日 対 象 地 域 ・ 地 区 受 付 会 場

弓馬田･神大実･七重･七郷･長須地区 児童福祉センター(岩井)
6月16日(土)

沓掛･内野山地区 猿島庁舎１階ロビー

岩井･中川･飯島地区 児童福祉センター(岩井)
6月17日(日)

生子菅･逆井山地区 猿島庁舎１階ロビー

6月18日(月) 岩井地域全域 児童福祉センター(岩井)

～22日(金) 猿島地域全域 子育て支援課

午前9時～11時30分、午後1時～5時受付時間

※21日・22日は午後7時まで。

子育て支援課（猿島庁舎／内線2214、2215）問 合 せ

※16日・17日は、児童福祉センター( 0297-35-8844)へ5

お問い合わせください。



農業者年金受給権者現況

届により、受給資格の確認

を行います。該当される方

は、農業者年金基金から送

付された「現況届」に必要

事項を記載のうえ、6月29

日(金)までに、農業委員会

事務局（猿島庁舎）または

市民サービス課（岩井庁舎）

に提出してください。

農業委員会事務局問合せ

猿島庁舎／内線2232

カセットコンロは、２台

以上並べて使用したり、コ

ンロより大きな調理器具を

使用しないでください。熱

がこもりやすくなり、カセ

ットボンベが加熱され、爆

発する恐れがあります。

カセットボンベを廃棄す

る際は、火気のない通気性

の良い屋外で、残ったガス

がなくなるまで噴射してく

ださい。ガスが残っている

と清掃車や焼却炉施設内で

ガスが噴出し、出火する危

険性があります。

★緊急時には

１１９番を！

坂東消防署問合せ

0297-35-21295
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在宅ねたきり高齢者等
介護慰労金申請のご案内

20,000円介護慰労金支給金額

8月31日(金)まで申請期限

申請できる方

在宅の「ねたきり高齢者・認知症高齢者 （次の①～」

④すべてに該当する高齢者）を介護している方

、 。※対象者には 民生委員から申請書類が配布されます

①昭和22年6月1日以前に生まれた方（65歳以上）

②平成24年6月1日現在、在宅である方

（入院している方を除く）

③介護保険制度において、要介護３以上を認定されて

いる方または要介護認定を受けていないが要介護３

以上に相当する方

④平成24年6月1日現在、すでに６か月以上（平成23年

12月1日以前から）下表の状態にあり、今後もその状

態が継続すると認められる方

高 齢 者 の 状 態

常時ねたきりである。

常時ねたきりではないが、日常
ねたきり高齢者

生活の大半を介護によらなけれ

ばならない。

認知症の症状により、日常生活

認知症高齢者 の大半を介護によらなければな

らない。

介護福祉課(猿島庁舎／内線2290、2291)申請･問合せ

★ご不便をおかけします★休館のお知らせ

：空調設置工事のため休館します。◆猿島体育館

8月10日(金)まで休館期限

生涯学習課スポーツ振興係問 合 せ

〈岩井体育館内〉 0297-35-17115

：浴室タイル工事のため休館します。◆猿島福祉センター

7月2日(月)～6日(金)休館期間

坂東市社会福祉協議会支所問 合 せ

〈猿島福祉センター内〉 0280-88-10005
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ばんどう市民カード」への切り替え･新規印鑑登録のための「
『臨時窓口』を開設します

６月２４日（日） 午前８時３０分～正午 ／ 午後１時～５時

●受 付 場 所●

市民サービス課〈岩井庁舎〉、窓口センター〈猿島庁舎〉

●必 要 な も の●

▽印鑑登録証（オレンジ色または黄色の手帳）

▽認印（新規印鑑登録または再登録の場合は、登録す

る印鑑をご持参ください ）。

※証明書自動交付機の利用には、▽本人確認のための運転免許証・パスポート・住民基

４ケタの暗証番号登録が必要本台帳カード・その他官公署が発行した写真付きの

です。暗証番号の登録は本人身分証明書

以外できません。①上記の身分証明書がない場合、保証人による切り替

え（登録）も可能です （保証人になる方は、実印。
【 】

を持参のうえ 登録者とともに来庁してください、 。）
証明書自動交付機の利用時間

月曜～金曜：②身分証明書がなく、保証人もいない方は、申請後に
午前８時30分～午後７時身分確認のため照会文書を郵送します。郵送された

土曜・日曜・祝日：照会文書に必要事項を記入し、持参すると切り替え

午前８時30分～午後５時（登録）が可能です。

⇒
「ばんどう市民カード」

市民サービス課（岩井庁舎／内線1722、1724）《問合せ》

窓口センター（猿島庁舎／内線2208、2209）

「 」 、ばんどう市民カード は
岩井仮設庁舎・猿島庁舎に
設置されている証明書自動
交付機で住民票・印鑑登録
証明書が取得できます。

☆従来の「いわい市民カ

ード」や右図の「印鑑

登録証」も、当分の間

使用できます。

７月８日(日)は、窓口での証明書発行と自動交付機を
終日、お休みさせていただきます

７月８日(日)は、コンピューターシステム改修業務のため、岩井庁舎・猿島庁舎とも

（戸籍・住民票・印鑑証明書・外国人登録原票記載事項証明書）発行と窓口での証明書

発行を、終日お休みさせていただきます。自動交付機による証明書

大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

市民サービス課（岩井庁舎／内線1724）問合せ

窓口センター （猿島庁舎／内線2208）
ご迷惑を

おかけします



交通遺児等育成基金は、

自動車事故で父または母を

亡くし、一家の柱を失った

交通遺児家族の、暮らしの

安定が保てるようバックア

ップします。

▽交通遺児育成基金事業

交通遺児（満16歳未満）

が損害賠償金等の中から加

入年齢に応じた拠出金を払

い加入します。加入した翌

月から満19歳に達するま

で、3か月ごとにまとめて

給付金を送金します。

▽交通遺児等支援事業

義務教育修了前のお子さ

んがいる家庭で、生計を支

えていた方が自動車事故に

より亡くなられたり、重度

後遺障害が残り、このため

生計が困難になった家庭を

対象に、入学支度金や進学

等支援金等を支給します。

問合せ

(財)交通遺児等育成基金

0120-16-3611／5

03-5212-4511

＊ホームページ

http://www.kotsuiji.

or.jp

来日外国人を雇用する場

合は、パスポートの証印や

外国人登録証明書（7月9日

から在留カード制度に移

行）で「在留資格 「在留」

期間」を確認する必要があ

ります。

在留資格が「短期滞在」

「 」「 」「 」文化活動 留学 就学

等の場合は、特別の許可が

ないと就労できませんの

で、よく確認して適正な雇

用をお願いします。

境警察署問合せ

0280-86-01105

受験資格

①平成24年4月1日現在、高

校または中等教育学校を

卒業した日の翌日から3

年を経過していない方ま

たは平成25年3月までに

高校または中等教育学校

を卒業見込みの方

②人事院が①に準ずると認

める方

試験の程度

高等学校卒業程度

受付期間

①インターネット申込

6月26日(火)午前9時～

7月5日(木)

＊インターネットアドレス

http://www.jinji-shiken.

go.jp/juken.html

②郵送または持参

7月2日(月)～10日(火)

試験日

◆第１次試験

9月9日(日)と き

◆第２次試験

と き

10月18日(木)～25日(木)

までの指定する１日

問合せ

▽インターネット申込

人事院人材局試験課

03-3581-53115

▽インターネット申込以外

関東信越国税局人事第二課

048-600-31115

お知らせ版 平成24年6月7日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115
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、 、井戸水は 雨や周囲の環境による影響を受けやすく

市内にある井戸の４割超が水道法に定める水質基準に

適合していない状況です。このような現状から、市で

は水道のご利用をお勧めしています。宅地内にメータ

ーボックスの設置が完了していて、給水可能なお宅で

、 。は 宅内工事をすればすぐに水道がご利用になれます

まだ接続されていない方は、ぜひご検討ください。

工事に関しては、坂東市水道事業指定給水装置工事

事業者へご依頼ください。

※工事事業者は、市ホームページをご覧ください。

水道課（ 0297-35-2114）《問合せ》 5



★調理師試験

願書受付

7月5日(木)・6日(金)

午前9時～正午

午後1時～5時

常総保健所受付場所

8月18日(土)試験日時

午後1時30分～3時30分

筑波大学試験会場

受験資格

中学校卒業以上等の学歴

で、飲食店営業、魚介類販

売業、そうざい製造業等で

の調理業務従事期間が２年

以上の職歴を有する方

常総保健所衛生課問合せ

0297-22-13515

★調理師試験予備講習会

と き

▽7月21日(土)

午前9時～午後5時

▽7月22日(日)

午前9時～午後4時

ところ

常総市生涯学習センター

〈常総市水海道天満町4684〉

問合せ

▽逆井忠雄

（堂 前／ 0297-38-1156）5

▽遠藤 宏

（散茶廊／ 0297-35-6919）5

▽荒井武夫

（あらい寿司／
0297-35-0693)5

▽滝本昭夫

（滝の屋／ 0297-35-2604）5

▽飯塚和男

（光 龍／ 0297-35-2343）5

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〉

秘書広聴課問合せ

岩井庁舎／内線1222

【相談電話番号】

０１２０－００７－１１０5

いじめや児童虐待などの

悩みを持ったお子さんや保

護者の方からの相談に、法

務局職員や人権擁護委員が

無料で応じます。

秘密は守られ

ますので、安

心してご相談

ください。

と き

6月25日(月)～7月1日(日)

午前8時30分～午後7時

※土曜・日曜は午前10時～

午後5時

実施機関

水戸地方法務局、茨城県

人権擁護委員連合会

お知らせ版 平成24年6月7日号
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ご相談ください

茨城県･栃木県竜巻災害義援金を募集しています

１．郵便振替による募金

① 茨城県竜巻災害義援金

加入者名：日赤茨城県支部

茨城県竜巻災害義援金

口座番号：００１９０－９－７７１

募集方法 ② 栃木県竜巻災害義援金

加入者名：日赤栃木県支部

栃木県竜巻災害義援金

口座番号：００１４０－６－７７６

２．現金を直接窓口（社会福祉課または児

童福祉センター）へお持ちください。

7月31日(火)まで募集期限

日本赤十字社坂東市地区事務局《問合せ》

〈社会福祉課内〉猿島庁舎／内線2219



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）

7月5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

昔の遊びやニュースポー

ツなどのアトラクションが

盛りだくさん。参加したポ

イントで賞品を手に入れよ

う！最後にはビンゴ大会も

あるよ。夏休み前の夜をス

ポーツでわいわい楽しもう！

7月7日(土)と き

午後5時～8時

〈小雨決行〉

猿島球場ところ

無料参加費

問合せ

生涯学習課スポーツ振興係

〈岩井体育館内〉

0297-35-17115

7月1日(日)と き

午前8時30分～

岩井体育館ところ

参加資格

市内在住・在勤の方

種 目

①男子・女子団体戦

②男子・女子個人戦

参加費

①団体戦2,000円

（学生1,200円）

②個人戦500円

(高校生300円、中学生

200円、小学生100円）

6月26日(火)申込期限

午後5時まで

※土曜・日曜を除く

岩井体育館申込み

0297-35-17115

問合せ

坂東市体育協会卓球部長

鮫島富夫

0297-35-68425

着付けのコツといろいろ

な帯結びを習います。夏祭

りや花火大会に、ゆかたを

着て出かけませんか。

と き

7月6日(金)・13日(金)

午後7時～9時〈全２回〉

猿島公民館和室ところ

女性の方対象者

倉持くに氏講 師

15人（先着順）募集人数

6月18日(月)～申込開始

※受付時間は、月～金曜日

の午前9時～午後5時。

猿島公民館申込・問合せ

0297-44-3154／5

0280-88-0835

ＩＹＳは、市と協力しな

がら独身男女に出会いの場

を提供しています。夏の終

わりに素敵な出会いをしま

せんか？お食事をしながら

会話を楽しみましょう。

8月25日(土)と き

午後7時～9時

インカローズところ

〈つくば市東新井〉

対象者

20代・30代の独身男女

男性：4,000円参加費

女性：3,000円

男女各20人募集人数

（先着順）

6月11日(月)～申込開始

申込・問合せ

ＩＹＳ実行委員会事務局

〈猿島公民館内生涯学習課〉

0297-44-3154／5

0280-88-0835

お知らせ版 平成24年6月7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。

6

講座やイベント



特定防火対象物（収容人

員300人以上）の甲種防火

管理者は、講習会受講後５

年以内に再講習が必要とな

ります。

8月7日(火)と き

午後1時～4時

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〉

1,700円受講料

(テキスト代)

70人（先着順）募集人数

7月9日(月)申込受付

午前8時30分～

※印鑑・受講料をご持参く

ださい。

申込・問合せ

坂東消防署予防係

0297-35-21295

絵画、彫刻、工芸、書、写

真などの出展作品を募集しま

す。ぜひご応募ください。

※未発表の作品を１人１点

ご出品ください。

応募資格

市内在住の60歳以上でア

マチュアの方

7月13日(金)まで申込期限

作品搬入期間

7月17日(火)～20日(金)

展示期間・会場

7月25日(水)～29日(日)

公民館ギャラリー

（岩井公民館１階）

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

▽岩井本所

0297-35-48115

▽猿島支所

0280-88-1000／0297-44-29435

▼絵手紙大好き展

青嵐、麦秋の身近な風物

や自然を思いのままに描い

た温もりのある作品を展示

します。

と き

6月10日(日)～16日(土)

午前9時～午後5時

※10日は午後1時から、16

日は午後4時まで。

〈11日は休館〉

絵手紙同好会主 催

絵手紙友好会

富山問合せ

0297-38-15775

お知らせ版 平成24年6月7日号

7

講 座 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

布草履 7月 4日(水) 午前10時～午後4時 10人 300円

水切り絵 7月 4日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 200円 6月15日(金)

サンドブラスト 7月10日(火) 午後1時30分～3時30分 10人 200円 午前9時から

午後1時～4時30分 電話受付ひも細工 7月17日(火) 10人 500円

とんぼ玉 午後1時30分～3時30分 〈先着順〉7月21日(土) 8人 1,000円

消しゴム判子 午後1時30分～3時30分 10人 200円7月24日(火)

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

さしまクリーンセンター寺久管理課申込・問合せ

0297-20-99805 サンドブラスト 消しゴム判子
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○18歳以上（高校生不可）の健康で明るい女性。応募資格

○既婚・未婚、住所は問いません。

○さしまの夏まつり大会当日、ゆかたで来場いただける方。

応募用紙に必要事項を記入のうえ、必ず写真（顔・全身各１応募方法

枚、普段着可）を添付してご応募ください。自薦･他薦は問

いません。

※応募用紙は、坂東市商工会・坂東市観光協会（市役所商工

観光課内)にあります。または、坂東市商工会ホームペー

ジからダウンロードしてください。

7月6日(金) 当日消印有効応募締切

第１次審査 書類選考審 査

第２次審査 まつり当日ステージ上で行います。

大賞１名(５万円)、準大賞２名(各１万円)、その他(参加賞)表 彰

※大賞･準大賞推薦者の方にも薄謝を差し上げます。

坂東市商工会（ 0297-35-3317）問 合 せ 5

＊ホームページ http://www.bando.or.jp/

さしまの夏まつり大会で、ゆかたの似合う『さしま

の夏まつり娘』を募集します。大賞に選ばれた方に

は賞金５万円！皆さんのご応募お待ちしています。

と き 8月4日（土）午後5時～9時30分
ところ 沓掛商店街・沓掛小学校
内 容 ダンス･郷土芸能･金魚すくい･かき氷･ゲームなど


